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 このたび、平成２９年度の国の施策及び予算に対し、東京都が現在抱

える課題の早急な解決と、施策の確実な実現のため、提案要求をとりま

とめました。 
 大臣及び各省庁におかれましては、都の提案要求の実現に向けて的確

な措置をとられるよう、お願いいたします。 
 
 
平成２８年６月 
 
 

東 京 都 
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１　地方分権改革 3
1 分権型社会の実現 《一部》（最重点６） 4

２　海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全 11
1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全 12
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4 社会保障の充実など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 22
5 財政上の不合理な措置の是正 24
6 地方税収納金整理資金制度の創設 26
7 地方法人課税の分割基準の適正化 （最重点６） 27
8 上場インフラファンド市場の活性化に向けた税制面での環境整備 29
9 社会保障・税番号制度について 31
10 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体への財源措置 32
11 自動車関係税の充実確保【新規】 33
12 固定資産税制の改革【新規】 35
13 自治体情報セキュリティクラウドの整備について【新規】 37

４　災害対策 39
1 首都直下地震対策の具体的な推進 （最重点３） 40
2 帰宅困難者対策の推進 （最重点３） 42
3 緊急地震速報の改善 44
4 災害医療体制の充実 46
5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 48
6 大規模災害時における被災者の生活再建支援制度の在り方 51
7 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた消防体制の充実強化 52
8 国土強靱化の推進 （最重点３） 53

５　都市整備 55
(１)都市づくり・防災
1 八ッ場ダムを始めとする利水・治水対策の推進等 56
2 首都移転の白紙撤回 58
3 ヘリサインの整備推進 59
4 木造住宅密集地域の整備促進 （最重点３） 61
5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 （最重点３） 69
6 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進 （最重点３） 74
7 長周期地震動対策の推進 80
8 鉄道施設の耐震化の推進 81
9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充 82
10 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 84
11 ライフライン施設の耐震化などの推進 87
12 羽田空港の液状化対策の推進 88
13 下水道事業に対する交付制度の拡充 89
14 総合的な治水対策の推進 《一部》（最重点１，３，４） 97
15 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進 （最重点３） 117
16 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 （最重点３） 119
17 水の有効利用の促進 121
18 市街地の開発に係る諸事業の推進 123
19 大都市圏における地籍調査の推進 127
20 国際競争力強化に資するまちづくりの推進 （最重点２） 128
21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり 129
22 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備 （最重点１） 130
23 不法係留船対策の推進 （最重点１） 131
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24 大都市補正の適用地区拡大 133
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4 自転車シェアリングの普及促進 （最重点１，４） 252
5 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 253
6 公園整備事業等の推進 《一部》（最重点１，３，４） 255
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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 286
3 高齢社会対策の推進 《一部》（最重点５） 292
4 医療保険制度の改革等 306
5 障害者施策の推進 311
6 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 326
7 保健医療施策の推進 331
8 ウイルス肝炎対策の強化 362
9 新興・再興感染症対策の充実 364
10 健康危機管理体制の充実 《一部》（最重点３） 368
11 放射能による健康影響に係る検査体制等の整備 375

８　生活・産業 377
1 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造に資する国家戦略特区等の推進 （最重点２） 378
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 379
3 地方消費生活行政の財源確保 380
4 文化政策の推進 381
5 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化 （最重点１，２） 383
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12 ワーク・ライフ・バランスの推進 394
13 非正規労働者に対する支援の強化 397
14 障害者の就業支援策の一層の充実 402
15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化 405
16 情報通信網の整備促進 407
17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵犯及び違法操業への対応 409
18 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実 410
19 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進【新規】 （最重点２） 411
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2 スポーツ振興事業の推進 《一部》（最重点１） 421
3 総合的な青少年健全育成施策の拡充 433
4 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質の確保 440
5 私立学校助成の拡充 442
6 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等 444
7 公立学校の教職員定数の充実及び学級編制標準の改定 446
8 特別支援学校の養護教諭等の定数改善 448
9 いじめ問題等に対する取組の充実 449
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1

　　 首都東京を守るテロ対応力の強化

　　 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進

2  世界をリードするグローバル都市の実現

3

4

5

6

　○ 地方法人課税の分割基準の適正化

　○ 総合的な治安対策の充実・強化、危険ドラッグ対策の強化　など

（１）成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功

　○ 大会開催への全面的支援、国立霞ヶ丘競技場建替えの推進、

（２）高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現

　○ 外かく環状道路の早期完成、羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進、

　○ 公共交通ネットワークの強化、自転車シェアリングの普及促進

　○ 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

　○ 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造に資する国家戦略特区等の推進、

（３）日本人のこころと東京の魅力の発信

　○ 国際競争力強化に資するまちづくりの推進　など

 安全・安心な都市の実現

　○ 水辺空間のにぎわいの創出及び緑化の推進

平成２９年度　国の施策及び予算に対する東京都の提案要求（概要）

 地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進

　○ 地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進

　○ 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進

　○ 首都直下地震対策の具体的な推進、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進、

　〇 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化　など

※最重点事項は、重点事項のうち、特に力を入れて推進する重要施策等で、特別に知事が国に強く働きかける事項

 史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現

　　 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進【新規】

　　 国土強靭化の推進、木造住宅密集地域の整備促進、帰宅困難者対策の推進

 豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現

　○ 水素社会の実現に向けた着実な取組、再生可能エネルギーの本格的な普及拡大　

　〇 既存住宅ストックの活用促進　など

 福祉先進都市の実現

　○ 子供・子育て支援における施策の充実、待機児童解消に向けた支援の充実　

　○ 介護人材の確保及び育成

最 重 点 事 項

うち最重点事項 うち新規重点事項

平成29年度前期提案要求（Ｈ28.6） 138 43 7

平成28年度前期提案要求（Ｈ27.6） 137 45 5

重点事項

ー 1 ー



項目
番号 施　　　　　策

1 競技会場の整備等

競技会場の整備
安定的な大会運営
競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
競技会場周辺の防災対策の強化

2 輸送手段の整備

三環状道路の整備及び利用しやすい料金体系の構築
会場周辺道路・公共交通機関の整備
拠点駅周辺の基盤整備
羽田空港の機能強化
大型クルーズ客船ふ頭の整備

3 交通機関や公共空間のバリアフリー化

鉄道のバリアフリー化
道路のバリアフリー化

4 テロ対策など治安対策等の強化

治安の維持向上
首都東京を守るテロ対応力の強化
防災・危機管理体制の強化

5 外国人旅行者の受入体制の整備

快適な滞在環境の整備

6 大会開催都市にふさわしい環境の整備

大会開催に向けた緑化の推進
大会開催に向けた環境施策の推進

7 スポーツ・文化・産業の振興

スポーツ施設の整備等
文化プログラムの推進
大会を契機とした経済活性化

8 パラリンピック競技大会に向けた競技会場の整備等

競技会場の整備及び安定的な大会運営
障害者スポーツの振興
鉄道のバリアフリー化（再掲）
道路のバリアフリー化（再掲）

　※ これらの要望事項は、東京２０２０大会に向けて完了を目指す事業だけでなく、取組を加速させていく事業を含めて

整理している。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議

東京都との連絡協議会に係る要望事項について

１　 東京２０２０大会に向けた国と都の連携について

　東京２０２０大会に向けて、国と開催都市である都とのより密接な連携に資するため、平
成２６年１月３１日、「２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会関係府省庁連絡
会議　東京都との連絡協議会」（平成２７年７月２４日に会議名称を変更）を開催し、大会
の成功のため財政支援を含めた国の協力を要請した。

　これを踏まえ、より具体的な検討を行うため、平成２６年３月２７日に幹事会を設置し、
現在、８項目２４施策について、平成２９年度予算における確実な措置等に向け、都と関係
府省庁との間で具体的な協議を進めている。

２　要望事項（８項目２４施策）【２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議
東京都との連絡協議会 第５回 幹事会(平成２８年４月２１日開催)】

ー 2 ー
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地方分権改革1

1
地
方
分
権
改
革



 

１ 分権型社会の実現 

１ 地方分権改革の推進 

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省） 

（都 所 管 局 総務局・財務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

地方分権改革は、地域の実情に応じ、地方自治体が自らの判断と責任において、自主的

・自立的な行財政運営を行い、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することにより、

国民生活の向上を図るものである。 

これまで二次にわたる地方分権改革において、いわゆる義務付け・枠付けの見直しや事

務権限の移譲が行われ、平成２６年度に導入された「提案募集方式」においても、地方か

らの提案に対する国としての対応方針が示され、先般、第六次地方分権一括法等が公布さ

れた。  

一方で、依然として、地方自治体が条例で定める基準の内容を国が法令で拘束する、い

わゆる「従うべき基準」が存在しているほか、権限に見合った財源が不可欠であるにもか

かわらず、国と地方の税収比率が歳出比率に見合ったものになっていないといった課題も

ある。また、「提案募集方式」についても、地方分権改革推進のためのプラットフォーム

として一層有効に機能させていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）世界の大都市の先進モデルとなる持続的発展が可能な都市の実現に向けた取組を加

速化・深化させ、力強く前進させるために、自らの判断と責任により主体的に施策を

推進できるよう、国からの権限移譲や義務付け・枠付けの見直しを行うこと。また、

「従うべき基準」については、三次にわたる一括法の附則の規定を踏まえ、真に必要

なものに限定すること。 

（２）「提案募集方式」については、第四次地方分権一括法の附帯決議も踏まえ、地方自

治体からの提案を尊重し、政府全体でその実現に向けた取組を強力に推進すること。 

提案の検討に当たっては、支障事例の有無等のほか、既存事務との一体的処理によ

る効率性、課題発生の未然防止効果、国と地方の役割分担等の観点も重視すること。 

   また、地方からの提案に対する国としての対応方針については、掲載された全ての

事項の進捗状況を各省庁に適宜確認し、速やかに地方自治体に情報提供するとともに、

  

（１）世界一の都市・東京の実現に向けた先進的な取組を推進できるよう、

都の権限・責任を拡大すること。 

（２）「提案募集方式」について、地方分権改革推進のためのプラットフォ

ームとして一層有効に機能させること。 

（３）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲するとともに、地方税財

源の充実・強化を図ること。 

ー 4 ー



「検討を行う」とされた提案についても、地方自治体に対して検討状況等を情報提供

しながら、実現に向けてフォローアップを確実に行うこと。 

   なお、法改正に伴う政省令の整備に当たっては、条例制定等に必要な期間を確実に

確保できるよう、速やかに行うこと。 

（３）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲するとともに、最終支出ベースにおけ

る国と地方の比率と、税源配分における国と地方の比率との乖離を解消し、地方が担

うべき事務・権限に見合うよう、地方税財源を充実・強化すること。 

  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。 

 

 

参  考 

 

○三次にわたる一括法の附則の規定における記述（抜粋） 

国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

○第四次地方分権一括法の附帯決議（抜粋） 

 今後における改革の推進の手法として「提案募集方式」を導入するに当たっては、地方

公共団体からの積極的な提案が行われるよう体制を整えるとともに、地方公共団体からの

提案を尊重し、その実現に向けた取組を強力に推進すること。また、個々の地方公共団体

の発意に応じた選択的な移譲を希望する提案等であっても、地方公共団体の間で制度が異

なることにより住民に不利益が生じないよう留意しつつ、その実現に努めること。 
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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・総務局・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、地方が果たすべき役割が更に高まることは

明らかであり、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た上で、役割と権限に見合った財源

を確保していく必要がある。 

しかし、歳出の比率が国４：地方６である一方、国民が負担する租税収入の比

率は国６：地方４と逆転した状況となっている。 

本来目指すべき方向は、地方分権の確立に向けた国と地方の役割分担の見直し

と併せ、国と地方の税収比率を歳出比率に見合うものとしていくことであり、そ

のためには、地方消費税の拡充をはじめとする地方税の充実強化を図るべきであ

る。 

また、地方交付税の持つ財源保障機能や財源調整機能をより適切に発揮させて

いくことも重要であり、地方交付税の法定率を引き上げるとともに、地方の実態

に見合った財政需要を地方財政計画に反映すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方の真の自立を確立するため、地方が担う事務と責任に見合うよう、国

から地方への税源移譲を推進し、地方税源の拡充を図ること。また、安定的

な財源である地方消費税について、税率を引き上げること。 

（２）税制の見直しに際しては、地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵養イ

ンセンティブを最大限尊重するとともに、地方分権に資する地方税体系を構

（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、安定的な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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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。 

（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。 
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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・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

地方分権改革の推進に当たっては、地方の自由裁量を拡大し、国庫補助金など

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

検討をすべきである。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、地方の取組をそ

の実情を踏まえないまま一律に評価すべきではなく、制度設計等に当たっては、

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 総務局・財務局・建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

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。しかし、

直轄事業負担金制度については、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、返還の仕組みの検討などが実現していない状況である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）事業の検討にあたっては、計画段階から地方自治体の意見を十分反映できるよう協

議を行う仕組みを担保するために、事前協議の法制化を行うこと。 

（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）国庫補助金においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基

づき国に返還する仕組みがある。こうした仕組みを参考に、直轄事業負担金を財源と

する国の直轄事業においても国に不適切な支出等があった場合には、負担した地方自

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を法制化

すること。 

（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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海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全2
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１ 海洋国家としての我が国の地位を堅持するため

の国境離島の維持・保全 

（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 総務局） 

 

＜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

の源であり、生じる利益は、都民はもとより、全ての国民に及ぶ。国は、平成２

７年６月に「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」を

改正したが、排他的経済水域等の権益を確保し、海洋国家としての我が国の地位

を堅持するためには、いわゆる国境離島が極めて重要な役割を担っており、その

重要性について、今後も普及・啓発を行い、理解を深めるとともに、周辺海域の

警備体制強化も含めて、島々を適切に維持・保全していくことが必要である。 

 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、平成２４年に南鳥島近海において確認された高濃度のレアアース

を含む泥には、ハイテク産業に不可欠ながら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、産業など東京が持つ都市力や都民生活の維持発展に

とって重要である。 

 国は、平成２５年度より、新たな海洋基本計画に基づき資源量調査及び技術分

野の調査・研究に取り組んでいるが、限られた調査資源のもと、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。平成２４年、都はこの島々を公有化して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。 

 同年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

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

 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、我が国の排他的経済水域等の根拠となる

国境離島の維持・保全により、海洋国家としての我が国の地位を堅

持すること。 
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資金として託せるように、平成２５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、尖閣諸島の活用を図る必要がある。 

 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）国境離島に関する維持・保全策の推進 

  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、あらゆる維持・保全策を推進すること。 

② 国境離島に関する普及・啓発を行うこと。 

  ③ 国境離島の保全・管理・振興を図るため、必要な法整備を進めること。 

 

（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等を行うこと。 

  ③ 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 

  ① 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。 

② 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等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。 

③ 尖閣諸島の史実や自然環境保全の重要性等について、国内外へ効果的に

情報を発信し、国際社会への一層の理解促進を図ること。 
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参  考 

 

 

【日本の排他的経済水域（EEZ）及び延長大陸棚】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  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） 

  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 
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１ 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築

に向けた改革の推進 

（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

消費税を含む税体系の抜本的改革までの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、平成２８年度税制改正において、消

費税率１０％段階で廃止され、法人事業税へと復元されることとなった。 

一方、地方法人税は、法人住民税の国税化という地方分権の観点からは容認す

ることができない制度であるにも関わらず、その規模が拡大されることとなり、

併せて、都道府県税である法人事業税の一部を区市町村へ交付する法人事業税交

付金も創設されることとなった。 

真の地方自治とは、地方自治体が自らの権限と財源によってその役割を果たす

ことで初めて実現するものである。今、地方財政に必要なことは、限られた財源

の奪い合いではなく、真の地方自治の実現に向けた地方税財源の拡充と安定的な

地方税体系の構築であり、その実現に向けた改革を進めていくべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革を推進すること。 

 

地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革を推

進すること。 
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２ 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対

応及び代替財源の確保 

（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２８年度税制改正では、成長志向の法人税改革の一環として、法人実効税

率が２９．７４パーセントまで引き下げられることとなったが、引下げと併せて

課税ベースの拡大などが行われ、代替財源の確保が図られた。 

そもそも、地方法人課税は、産業振興、雇用対策、警察・消防のほか社会資本

の整備など、企業の生産活動を支える公共サービスに必要な財源を賄うため、法

人に応分の負担を求めるものであり、地方の重要な基幹税として不可欠なもので

ある。 

特に、税収に占める法人二税の割合が高く、交付税による財源保障を受けるこ

とができない都は、代替財源を伴わない税率引下げにより大きな影響を受けるこ

ととなりかねない。 

これらを踏まえれば、今後、更なる実効税率の引下げを行う場合にも、その対

応は国の責任において行われるべきであり、全ての地方自治体の歳入に影響を与

えることのないよう、確実に代替財源を確保すべきである。 

  

＜具体的要求内容＞ 

今後、更に法人実効税率を引き下げる場合には、国の責任において行うことと

し、税率引下げによる地方自治体の減収については、代替財源を確実に確保し、

全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないようにすること。 

今後、更に法人実効税率を引き下げる場合には、国の責任におい

て行うこととし、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのな

いようにすること。 
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３ 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱

いの見直し 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 総務局・財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

都区財政調整制度において、都が特別区に交付する特別区財政調整交付金の原

資は、地方自治法・同法施行令により、調整税（都が徴収する市町村民税法人分、

固定資産税、特別土地保有税）の収入額の一定割合とされている。 

一方、調整税に係る過誤納還付金は、都の歳出予算として経理されるため、そ

の影響額が交付金の算定上反映されておらず不合理な制度となっている。 

また、還付金額が多額に上っており、都財政に深刻な影響を与えているもので

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

特別区財政調整交付金の原資については、実態に見合ったものとなるよう、調

整税の収入額から過誤納還付金を控除した額を交付金の原資とするように規定の

整備を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都区財政調整制度における特別区財政調整交付金について、調整

税の収入額から過誤納還付金を控除した額を交付金の原資とするよ

う、法令の規定を整備すること。 
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参  考 

 

 

 

【調整税に係る過誤納還付金の推移】 

年度 過誤納還付額 

 

うち特別区の配分割合 

に相当する額 

１３年度 ２０３億円 １０６億円 

１４年度 ３０１億円 １５７億円 

１５年度 ２４４億円 １２７億円 

１６年度 ２９０億円 １５１億円 

１７年度 ２３１億円 １２０億円 

１８年度 １７５億円  ９１億円 

１９年度 ２１９億円 １２０億円 

２０年度 ３５６億円 １９６億円 

２１年度 ７５９億円 ４１８億円 

２２年度 ２２８億円 １２５億円 

２３年度 ２１１億円 １１６億円 

２４年度 ２１６億円 １１９億円 

２５年度 １６３億円  ９０億円 

２６年度 １６２億円  ８９億円 

２７年度見込 １８５億円 １０２億円 

 

  ※ 特別区の配分割合：１２～１８年度…５２％、１９年度以降…５５％ 
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４ 社会保障の充実など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 

（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・税一体改革については、「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」が成立し、消費税率引上げによる税収増分は社会

保障の充実・安定化に充てるとされた。この社会保障の充実に要する地方自治体

の財源については、税率引上げによる増収分に加えて、地方交付税による財源保

障が行われている。 

そのため、交付税不交付団体では、社会保障の充実に必要な財源を、自主財源

から捻出しなければならない。その結果、社会保障の充実に係る財源は消費税の

引上げと社会保障給付の重点化・効率化によって確保するという一体改革の意義

は希薄化することとなる。 

加えて、消費税率１０％引上げの再延期により、社会保障の充実等に充てる財

源の見通しが立たなくなる。こうした点について地方に負担を転嫁することなく、

国の責任で財源を措置することが必要不可欠である。 

本来、社会保障のようにあまねく国民が受けるべき施策において、国が新たな

制度を創設し施策を実施していく際に生じる地方の財政負担については、国の責

任で財源を確保すべきであり、財源保障の対象とならない自治体が存在する制度

設計は問題がある。また、社会保障の充実に要する財源については、地方へ負担

を転嫁することなく、国の責任において、全ての自治体に対し確実に財源を確保

すべきである。 

あわせて、その他の施策についても、国策による制度創設や見直しを行う場合

（１）社会保障の充実に要する経費については、消費税率引上げの

意義を踏まえ、地方交付税による措置ではなく、国の責任にお

いて全ての自治体に対し確実に財源を確保すること。 

（２）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、国の責任において確実に財源を

確保すること。 

（３）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏ま

えたものにするため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（４）地方に対して、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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は、国は、早期にそのあり方を示すとともに、確実に財源を確保すべきである。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）社会保障の充実に要する地方財源については、将来の負担増を見据え、地

方交付税による措置ではなく、国の責任において、全ての自治体に対し確実

に財源を確保すること。 

（２）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、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。 

（３）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえたものにす

るため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（４）地方に対して、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。 

 

ー 23 ー



 

５ 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、

固定資産税及び都市計画税が非課税とされ、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）大公使館、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 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

地方揮発油譲与税 46 45 41 43 42 

地 方 道 路 譲 与 税 0 0 0 0 0 

国有提供施設等所在 

市町村助成交付金 
0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 

そ の 他 2 0 31 ‐ ‐ 

合    計 49 45 73 44 42 

※ 26年度までは決算ベース、27年度及び28年度は当初予算ベース。
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現行制度では、地方税収入は、還付金控除前の、いわばグロスの収入額が一般

会計に編入されているが、これには次のような問題がある。 

① 過誤納金等の収入を一般経費の財源としていること。 

② 還付金を一般会計予算に計上して支出するときは、予算上の制約から迅速な

還付に支障が生ずること。 

 一方、国では、①・②の問題に対処するため、昭和２９年度に国税収納金整理

資金制度を創設した。それ以降、国税収入等はいったん歳入歳出外として同整理

資金に受け入れ、そこから還付金等を控除した額を一般会計又は特別会計に組み

入れている。これによって、国税の還付金は、その財源が同整理資金に留保され、

そこから支払われるので、歳出予算に制約されずに支払うことができるようにな

っている。 

 そこで、地方税についても、各地方団体の実状に合わせ、国税と同様の扱いが

できるように、地方税収納金整理資金制度を創設すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地方税収入の経理の合理化と、過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理 

の円滑化を図るため、国税における国税収納金整理資金制度と同様の制度を創設

すること。 

 

 

 

６ 地方税収納金整理資金制度の創設 

地方税収納金整理資金制度を創設すること。 
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（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

 分割基準は、複数の地方自治体に事務所等をもつ法人について、課税標準であ

る所得等を関係自治体間で配分するための基準である。法人が自治体から受ける

行政サービスの対価として税を負担するという応益原則に基づき、法人の事業活

動が行われている地域に税収が正しく帰属するよう、各自治体における事業活動

の規模を適切に反映したものでなければならない。 

 一方で国は、法人事業税の分割基準について、これまで幾度にもわたり、社会

経済情勢の変化等を名目としつつも、実質的には財政調整を目的とする都市部に

不利益な改正を行ってきた。現在の基準は法人の事業活動の規模を適切に反映し

たものとなっておらず、都税への影響額は平成２８年度当初予算で年間約１，９

００億円にも上っている。 

昨年度の総務省の地方法人課税のあり方等に関する検討会では、前回の改正か

ら１０年が経過し、社会経済情勢が変化していること等を踏まえて、見直しに向

けた議論が行われ、平成２８年度与党税制改正大綱においても、平成２７年度に

引き続き分割基準について検討することが掲げられている。今後見直しが行われ

るとすれば、分割基準の本来の目的から更に逸脱し、再び都市部の税収を地方に

配分する不合理なものとなるおそれがある。 

分割基準を財政調整の手段として用いることは、行政サービスの受益と事業活

動との対応関係を歪め、基準そのものに対する信頼を失わせるものであり、こう

した不合理な改正を行うべきではない。 

 

＜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の

規模を適切に反映したものとすること。 

 

（２）地方自治体間の財政調整の手段として、地方法人課税の分割基準の見直し

を行うなど、税制の姿を歪める不合理な改正は行わないこと。 

 

 

 

 

７ 地方法人課税の分割基準の適正化 

（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）地方法人課税の分割基準の不合理な見直しを行わないこと。 
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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 現行 

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 

従業者数 

資本金１億円 

以上の法人 

工場従業者数 

は1.5倍 

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 1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

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 1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

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 

1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

※ 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 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

減収額 2,263 2,113 1,060 885 930 1,038 1,297 1,405 1,667 1,896 

※ 平成２７年度は補正後予算ベース、平成２８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。 

 

【「平成２８年度与党税制改正大綱」(平成２７年１２月１６日)より抜粋】 

 第一 １ (1)  ② 法人税制をめぐる諸課題 

ロ 地方法人課税については、大法人向けの法人事業税の外形標準課税の拡

大も踏まえ、分割基準のあり方等について検討する。 
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８ 上場インフラファンド市場の活性化に向けた税

制面での環境整備 

（提案要求先 金融庁） 

（都所管局 会計管理局） 

 

＜現状・課題＞ 

 「上場インフラファンド市場」は、「上場リート」が不動産を投資対象とするフ

ァンドに係る上場市場であるのと同様に、インフラ資産（再生可能エネルギー発

電設備、公共施設運営権等）を投資対象とするファンド（投資法人等）に係る上

場市場であり、東京証券取引所によって平成２７年４月に創設された。 

社会インフラの整備促進を図る都の官民連携ファンドの推進には、その投資回

収の仕組みの一つとして、上場インフラファンド市場の活性化（市場への民間投

資の大規模な導入）が必要である。そのためには、投資収益に関して、上場ファ

ンド（投資法人）と投資家への二重課税を行わないペイスルー課税措置（課税計

算上、投資家への配当支出の損金算入を投資法人に認める措置）が不可欠である。

しかし、現状、税制面の対応が不十分なため同市場が活性化しない懸念がある。 

具体的には、従来、ペイスルー課税対象資産（ペイスルー課税措置適用のため

投資法人の総資産の過半を占める必要がある資産）には、インフラ資産では「再

生可能エネルギー発電設備」のみが特例的に算入されるに留まり、特例対象者も

平成２８年度末迄の３年間に同設備の取得を始めた投資法人に限定されたため、

立ち上がりが遅い投資法人が上場困難となると懸念された（いわゆる「３年問題」）。 

また、同設備の算入期間が、法定耐用年数や固定価格買取制度対象期間を下回

る１０年間とされたため、同設備に投資する投資法人の多くが稼働中に二重課税

されることになり、上場が困難となることが懸念された（いわゆる「１０年問題」）。 

このうち、「１０年問題」に関しては、平成２８年度税制改正で規制が緩和さ

れ、算入期間が２０年に延長された。 

しかし、「３年問題」は依然残され、「再生可能エネルギー発電設備」に係る算

入特例適用者の資格要件である「平成２８年度末までの同設備の取得（匿名組合

出資を通じた間接的な取得を含む）開始」の終期が迫るなか、風力発電等、立ち

上げに時間を要する再生可能エネルギー発電設備に投資する多くの投資法人がペ

イスルー課税を受けられずに上場機会を逸し、結果的に厚みのある市場の形成が

困難となることが懸念される。 

都の官民連携ファンドを推進し、上場インフラファンド市場を活性化するため

には、投資法人に係るペイスルー課税措置に関し、「再生可能エネルギー発電設備」

の設備取得期間に係る時限措置を延長する税制改正が必要である。 

 

 

上場インフラファンド市場の活性化に必要な税制改正を実施す

ること。 
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＜具体的要求内容＞ 

上場インフラファンド市場の活性化のため、投資法人に係るペイスルー課税措

置に関し、「再生可能エネルギー発電設備」の設備取得期間に係る時限措置を延長

すること。 
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９ 社会保障・税番号制度について 

（提案要求先 内閣府・文部科学省） 

（都所管局 総務局・生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

社会保障・税番号制度（以下「マイナンバー制度」という。）を定める「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「法」

という。）等の番号関連４法案が平成２５年５月３１日に公布され、平成２８年１

月からマイナンバーの利用が開始された。 

都においては、マイナンバー制度の導入準備を進める中で、行政の効率化等を

図るために事務を移譲した法人においてマイナンバー制度を利用できない等の個

別課題が生じている。 

マイナンバー制度の円滑な導入や広範な普及を促進し、制度の基本理念である

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためには、地域の実情や個別課

題に応じた措置を講じる必要がある。 

 具体的には、授業料等の保護者負担軽減事務において、法の直接適用を受ける

就学支援金はマイナンバー制度を利用することができるが、都の補助を受けて公

益財団法人東京都私学財団が実施する奨学給付金及び特別奨学金は利用対象外と

なっており、提出書類の簡素化につながらない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都における行政運営の効率化や行政サービスの向上を図るため、都の補助を受

けて公益財団法人が実施する事務についてもマイナンバー制度を利用可能とする

など、制度の運用に当たり、地域の実情や個別課題に応じた必要な措置を講じる

こと。 

行政運営の効率化等を図るため、制度の運用に当たり、地域の実

情や個別課題に応じた必要な措置を講じること。 
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１０ 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う 

地方自治体への財源措置 

（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 ふるさと納税制度は、納税の大切さ、ふるさとの大切さの再認識、自治意識の

進化に役立つという意義から、都道府県・市区町村に対する寄附について、国税

である所得税と地方税である個人住民税から控除される制度として、平成２０年

度に創設された。 

平成２７年度税制改正において、控除限度額の引上げと控除申請の簡素化の仕

組み（ふるさと納税ワンストップ特例）が創設された。この特例が適用される場

合には、本来、国税である所得税から控除すべき税額が、寄附者が居住する地方

自治体の個人住民税から控除され、税収減については地方交付税により補填する

こととされた。しかし、地方交付税の不交付団体は減収補填が受けられないため、

本来、国が負担すべき税収減が、地方自治体へ転嫁されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う、本来国が負担すべき地方自治

体の税収減分について、全ての地方自治体に財源を措置すること。 

 

「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う、本来国が負担

すべき地方自治体の税収減分について、全ての地方自治体に財源

を措置すること。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 主税局・財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

自動車取得税については、平成２８年度税制改正により、消費税率１０％への

引上げ時である平成２９年４月に廃止することとされたが、その減収分について

は、軽自動車税の税率引上げや自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導

入等により一部が補填されるものの、十分な代替財源が確保されていない。 

さらに、平成２８年度与党税制改正大綱では、平成２９年度税制改正において、

自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講じ

ることとされている。 

自動車の使用は、道路施設の利用、交通行政サービスの享受、環境負荷の発生

等を伴うものである。とりわけ、道路施設については新たな建設だけではなく、

維持・更新の必要性が増している。 

このため、地方自治体がそれらの対応に要する社会的コストについては、自動

車の所有者に一定の負担を求める車体課税として、安定的に確保することが不可

欠である。 

また、燃料課税については、化石燃料消費が地球温暖化に与える影響や地方自

治体の安定的な財源となっていることなどを踏まえ、引き続き、現在の税率水準

を維持すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）車体課税を見直す場合には、社会的コストを発生させている自動車の所有

者に対して一定の負担を求める見地から、現在の税収規模を維持すること。 

 

（２）燃料課税については、化石燃料消費が地球温暖化に与える影響や地方自治

体の安定的な財源となっていることなどを踏まえ、引き続き、現在の税率水

準を維持すること。 

 

 

 

 

１１ 自動車関係税の充実確保 

（１）車体課税を見直す場合には、社会的コストを発生させている自

動車の所有者に対して一定の負担を求める見地から、現在の税収

規模を維持すること。 

（２）燃料課税については、現在の税率水準を維持すること。 
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参  考 

 

【「平成２８年度与党税制改正大綱」（平成２７年１２月１６日）より抜粋】 

第一 ５ 車体課税の見直し 

  平成２９年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方税制に影響を

与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検

討を行い、必要な措置を講ずる。 

 

【平成２８年度税制改正における都税収入への影響】 

                     （単位：億円） 

 全国 都 

自動車取得税廃止 △ １，０７５ △      １０５ 

環境性能割の導入 ８９１    ７７（８４） 

計 △   １８４ △ ２８（△２１）

注 （）内は区市町村税である軽自動車税環境性能割を含む影響額 

 

○自動車税の税収規模 

                              （単位：億円） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

１，１１４ １，１００ １，０８７ １，０６８ １，０５５ 

 注 平成２７年度は補正後予算 

 

○自動車取得税の税収規模 

                              （単位：億円） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

１７０ ２０２ １９０ ９２ １３８ 

 注 平成２７年度は補正後予算 

 

 

○軽油引取税の税収規模 

                              （単位：億円） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

４２７ ４１２ ４２０ ４１２ ４０７ 

 注１ 平成２７年度は補正後予算 

 注２ 法定目的税として収入した額は除く 

 

○地方揮発油譲与税の収入額 

                              （単位：億円） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

２３ ２３ ２２ ２１ ２２ 

 注 平成２７年度は当初予算 
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（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

土地に係る固定資産税は、過去の地価の急騰・急落等による税負担の激変緩和

や、負担水準の均衡化を図るため、評価制度の見直しや負担調整措置等が行われ

てきた。その結果、全国的には負担水準の均衡化は相当程度進展してきているが、

地価の状況については、都市部では上昇を続ける反面、地方圏では下落している

など、自治体ごとに異なっている。 

また、家屋に係る評価制度は、複雑で精緻過ぎるため、納税者にとって分かり

にくいものとなっている。特に、近年都市部において増加している、用途が複合

的であり大規模な事業用建築物を評価する場合、仕様、資材の量及び種類が膨大

なため、竣工から評価完了までに長期間を要し、その間納税者が固定資産税額を

把握できないという問題も生じている。こうした問題は、世界一の国際経済都市

を目指す都にとって、海外からの投資を促す上で阻害要因の一つとなっている。 

このため、都においては、固定資産評価に関する検討会を立ち上げ、大規模な

事業用建築物に関する新たな評価制度を提言していく。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）負担調整措置や各種特例など土地の税負担のあり方を検討する際には、税

負担の増加や、自治体ごとに異なる地価の状況等に配慮すること。 

 

（２）家屋、とりわけ大規模な事業用建築物の評価について、迅速に評価でき、

かつ、簡素で分かりやすい制度に見直すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 固定資産税制の改革 

（１）土地の税負担のあり方を検討する際には、税負担の増加や自治

体ごとに異なる地価の状況等に配慮すること。 

（２）家屋、とりわけ大規模な事業用建築物の評価について、迅速に

評価でき、かつ、簡素で分かりやすい制度に見直すこと。 
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参  考 

 

【「平成２７年度与党税制改正大綱」（平成２６年１２月３０日）より抜粋】 

第一 平成２７年度税制改正の基本的考え方 

Ⅳ 固定資産税 

固定資産税は、市町村財政を支える基幹税であり、今後ともその税収の

安定的な確保が不可欠である。 

土地に係る固定資産税については、商業地等の据置特例の対象土地にお

ける税負担の不均衡や、現行の一般市街化区域農地の負担調整措置により

生じている不均衡等の課題があるものの、平成９年度から負担水準の均衡

化を進めてきた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況

にある。一方、地価の状況は、アベノミクスにより、東京都心部は上昇し、

地方圏も下げ止まりつつあるものの、力強さに欠ける状況にある。 

このような状況及び現下の最優先の政策課題はデフレ脱却であることを

踏まえ、平成２７年度から平成２９年度までの間、土地に係る固定資産税

の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度を継続する。 

その一方、今後、デフレから脱却し、地価が一定程度の上昇に転じる場

合には、商業地等の負担水準がばらつき、負担の不均衡が再拡大する等の

問題が生じ、商業地等の据置特例等の負担調整措置の見直しが必要となる

と考えられる。 

また、農地に関しては、早期の宅地化を期して市街化区域に編入された

農地の税負担が長期にわたって低い状態にとどまるため、長く市街化区域

内で営農されている農地との間での不均衡等の課題も生じている。これに

ついては、都市農業の振興に係る措置の検討と併せて、検討を進める必要

がある。 

これらを踏まえ、次期評価替えまでの間において、デフレ脱却の動向を

見極めつつ、これらの課題への対処について検討を進めるとともに、税負

担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、異

なる用途の土地や他の資産との間の税負担の均衡化等、固定資産税の今後

を見据えた検討を行う。 

 

【「平成２７年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(平成２６年１

２月１９日）より抜粋】 

第二 平成２７年度地方税制改正等への対応 

４ 固定資産税のあり方 

（１）固定資産税に関する負担調整措置等 

制度改正による急激な税負担の増加には配慮する必要があるが、住宅用

地特例や、商業地等の課税標準の上限（評価額の７０％）のあり方等を含

め、市町村の重要な基幹税源である固定資産税の充実を図るための議論を

進めていくことが重要である。 
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（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

国では平成２７年６月に発生した日本年金機構における個人情報流出事案を

受け、同年１２月に、都道府県に対し、自らの情報セキュリティ対策の充実とと

もに、自治体情報セキュリティクラウドの構築をはじめ、都道府県内区市町村に

おける必要な情報セキュリティ水準の確保のための支援について要請している。 

 都ではこれまでも東京都サイバーセキュリティポリシーに基づき、関係組織と

緊密な情報共有を行いながら、情報セキュリティ対策に取り組んでいる。また、

区市町村においても同様にそれぞれのセキュリティポリシーに基づき対策を講

じているところであり、現状では、都道府県が一律にセキュリティ対策を実施す

る権限を有していない。しかし、今回の国の要請を受け、自治体情報セキュリテ

ィクラウドの構築に対する予算を措置し、構築に向け、区市町村と協議を進めて

いるところである。 

  

 国は、自治体情報セキュリティクラウドの構築に当たり、その負担の一部につ

いて財源措置を行う姿勢を示しているが、その規模は必要経費に比して僅少であ

るとともに、現在の財政措置の対象は、構築に対する経費に限定されている。ま

た、セキュリティ対策については、社会情勢や IT 技術の進歩等に伴い、脅威も

変化していくため、構築後もシステムの維持管理やリプレース等の多大な後年度

負担が発生するものである。ついては、これらのシステム経費に対しても、地方

交付税の不交付団体や特別区を含め、全団体に対し、必要な財源措置を早急に整

備することが必要である。あわせて、自治体情報セキュリティクラウドの構築・

運用を都道府県が推進するためには、国、都道府県、区市町村の役割分担や権限

を明確にすることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都道府県と区市町村が協力して高度なセキュリティ対策を講じる自治体情報

セキュリティクラウドの後年度負担に対し、国は地方交付税の不交付団体や特別

区を含め、全団体に対し、必要な財源を確実に措置するとともに、国、都道府県、

区市町村の役割分担及び権限を明確に規定すること。 

１３ 自治体情報セキュリティクラウドの整備につ

いて 

都道府県と区市町村が協力して高度なセキュリティ対策を講じる

自治体情報セキュリティクラウドの後年度負担に対し、必要な財源

を確実に措置すること。 
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災害対策4

4
災
害
対
策



 

１ 首都直下地震対策の具体的な推進 

（提案要求先 内閣官房・内閣府・国土交通省） 

（都所管局 総務局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２８年４月に発生した熊本地震においては、震度７程度の揺れが複数回発

生し、多くの建物が倒壊するなど甚大な被害をもたらした。 

こうした直下型地震に対する首都の備えとして、平成２５年１１月、首都直下

地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震

による災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、首都直

下地震対策特別措置法が制定され、同年１２月に施行された。平成２６年３月に

は、同法に基づく緊急対策区域・首都中枢機能維持基盤整備等地区が指定され、

前者には東京都の全区市町村、後者には東京都千代田区、中央区、港区、新宿区

が含まれることとなった。また、同じく３月には同法に基づく首都直下地震緊急

対策推進基本計画（以下「基本計画」という。）が閣議決定された。平成２７年３

月には、今後１０年間で達成すべき減災目標を設定するとともに、当該目標を達

成するための施策について具体目標等を定めることを内容とする基本計画の変更

がなされた。この変更に伴い、具体的な目標と、目標達成に係る所管省庁が明確

となったが、依然として当該目標達成に向けて事業を具体的に実施する主体が明

確になっていない。さらにこの法では、緊急対策区域に指定された区市町村を含

む都県は地方緊急対策実施計画（以下「地方計画」という。）を作成することがで

きるとされているが、現時点では地方計画等に位置づけられた首都直下地震対策

に対する国の具体的な財政上の措置等は図られていない。 

また、首都機能のバックアップに関しては、基本計画に基づき作成された政府

業務継続計画においては、被害想定を上回る事態を想定し、同計画で定められて

いる代替拠点以外の代替拠点への移転に関して、さいたま新都心等の東京圏内の

地区のほか、東京圏外も含め代替拠点と成り得る地域を対象に、既存の庁舎、設

備及び資機材の活用等に係る具体的なオペレーションについて検討していくこと

としている。しかし、発災時に可能な限り速やかに機能する体制を構築するため

には、でき得る限り、物理的・時間的も近接で確実な立ち上げが可能なさいたま

新都心など首都圏内の拠点を活用すべきである。 

（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、財政上の措置を実

施するなど、首都直下地震対策を具体的に推進すること。 

（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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＜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、

基本計画において「政府が講ずべき措置」として掲げられている対策に限ら

ず、国が責任を持って防災力の更なる強化のための施策を着実に実施してい

くこと。 

（２）首都直下地震対策特別措置法で定められている地方計画、首都中枢機能維

持基盤等整備計画、特定緊急対策事業推進計画などの中に位置づけられた、

都をはじめ地方自治体が進める首都直下地震対策に対して、具体的な財政上

の措置等を実施すること。 

（３）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。 
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（提案要求先 内閣府・総務省・財務省・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、対策はまだ道半ばである。 

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」の観点から、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、以下の措置を講じること。 

① 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、法改正を視

野に入れ、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。 

② 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。 

③ 今後の民間が担う一時滞在施設において不可欠な帰宅困難者用の３日分

の飲料水及び食料等の備蓄が実施できるよう、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。 

④ 一時滞在施設の確保を図ることを目的に実施される災害時拠点強靭化緊

急促進事業において、その対象区域を政令指定都市若しくは特別区の主要駅

の周辺又は中核市、特例市、若しくは県庁所在都市の中心駅の周辺とする区

域に限定しているが、この要件を緩和し、全ての市の中心駅の周辺を事業対

象区域とすること。 

⑤ 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。                         

（４）「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。 

（５）「帰宅支援」について、要配慮者の特別搬送に関するマニュアルの策定や

鉄道運行の早期復旧を図れる体制づくりなどオペレーションに係る検討を進

めること。    

 

参  考 

○ 一時滞在施設確保状況（平成 28 年 1 月現在） 

【施 設 数】810 所（国等 17、都立 199、区市町村 229、民間 365） 

【受入人数】約 25 万 5 千人※ 

（国等 約 8 千人、都立 約 7 万人、区市町村 約 7 万人、民間 約 10 万 7 千人） 

 ※92 万人の都内需要者数(買い物客など行き場のない帰宅困難者)に対し、約

28%。 
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３ 緊急地震速報の改善 

（提案要求先 気象庁） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都直下地震については切迫性が高く、政府の地震調査委員会によれば、マグ

ニチュード７クラスの地震が今後３０年以内に発生する確率は７０パーセント程

度と推定されている。 

また、平成２５年１２月に中央防災会議が発表した首都直下地震の被害想定で

は、死者最大約２万３千人、経済的被害約９５兆円と、甚大な被害をもたらすこ

とが想定されている。 

緊急地震速報は、こうした被害の軽減に有効であるが、原理的にＰ波とＳ波の

到達時間の差を利用していることから、震源に近いところ（おおむね３０ｋｍ以

内）では速報が間に合わないといった限界がある。 

気象庁では、新しい観測技術の導入や大深度地震計を含む新たな地震観測網の

取り込み等の構想を平成２６年度に打ち出し、技術的・設備的改良を進めている

が、時間的猶予が少ない直下型地震に関しては、速報性の更なる改善が必要であ

る。 

なお、首都直下地震対策特別措置法においても、首都直下地震に関する観測及

び測量のための施設等の整備については、国の努力事項と規定されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

気象業務法の規定により、地震動により重大な災害が起こるおそれのある際に

発表する、「緊急地震速報（警報）」は気象庁のみが発表できるとされている。新

しい観測技術の導入や新たな観測網データの取り込みなどにより、今後緊急地震

速報の精度向上と時間短縮が期待される。しかし時間的猶予の少ない首都直下地

震については、被害軽減に向け都内に対しより迅速で正確な速報発表を行うため、

国において下記の施策を強化・推進すること。 

（１）発生した地震をより迅速・正確に観測できるよう、地震観測点を適切な位

置に増設すること 

（２）観測された地震の情報を即時に分析し、大きな地震動が予想される地域お

よび震度をより迅速・正確に推定するなど、予測技術の更なる改善を推進

すること 

緊急地震速報について、首都直下地震等に対応できるよう発表の

迅速性と予想精度向上のための取組みを早急に行うこと。 
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参  考 

 

（１）緊急地震速報の種類について  

緊急地震速報には、利用者のニーズにあわせて「緊急地震速報（警報）」と

「緊急地震速報（予報）」の２種類がある。 

・緊急地震速報（警報） 

最大震度５弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れ(震度４以上)が予想

される地域に対し、地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告し

て発表する。 

・緊急地震速報（予報） 

最大震度３以上の揺れが予想されたとき、またはマグニチュード３.５以上と

推定されたとき等に発表する。 

 

 

（２）緊急地震速報（警報）の発表主体について 

気象庁は、平成 19 年 10 月１日の一般提供開始当初、緊急地震速報を、気象

業務法第 11 条に基づく観測成果の発表として提供していたが、その後気象業

務法を改正し、地震動（地震による揺れ)に関する警報・予報と位置付けた（平

成 19 年 12 月 1 日施行）。 

その際、発表する名称については、引き続き「緊急地震速報」を用いること

とし、警報を「緊急地震速報、あるいは緊急地震速報（警報）」、予報を「緊急

地震速報（予報）」と定めている。 

これにより、緊急地震速報(警報)は、気象庁以外のものによる発表が禁じら

れるとともに、NHK に放送の義務がそれぞれ規定された。 

 

 

（３）首都直下地震対策特別措置法における記述 

 

（地震観測施設等の整備） 

第三十五条  国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整

備に努めなければならない。   
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４ 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８０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、１０００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。 

 また、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し、全ての病院の役割分担を明確にするなど、

地域ごとの連携体制の整備を進めている。 

 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。 

 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、都に対しては都内３か所の候補地にＳＣＵを設置するよう求めているが、

東京国際空港、基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）及び陸上自衛隊立川駐屯地

の３か所とも設置運営について関係省庁間で十分な調整が図られていない。広域

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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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。 

 

（２）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、

熱傷をはじめ災害時に想定される重症者の治療に必要な医薬品・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。 

 

（３）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。 

 

（４）東京国際空港、基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）及び陸上自衛隊立川

駐屯地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、内閣府と調整すること。 

 

（５）東日本大震災を踏まえ、国が主体となって、災害時における船舶の活用や

診療記録の統一などについて検討すること。 
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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。 

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災害時石油供給連携計画の作成・届出を義務付けるな

ど体制の強化を図っている。 

都は、災害時石油供給連携計画に積極的に関与することで、災害拠点病院用の

燃料確保を進めることとし、平成２７年５月に、資源エネルギー庁、石油連盟等

との連携体制を構築するため「大規模災害時における石油燃料の確保に関する連

絡協議会」を設置している。 

今後、首都直下地震などが発生した場合、燃料供給が確実に確保されないと、

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、体制の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及び小口燃料配送拠点

を活用し、国家備蓄燃料の都内への供給ルートを具体的に設定するとともに、輸

送手段を明確にするなど、燃料供給体制の強化に向けた対策を一層充実させるこ

と。併せて、石油元売会社の系列 BCP により燃料の重点的な供給が行われる中核

給油所を強化するため、災害対応型中核給油所等整備事業の活用等による中核給

油所の拡充及び中核給油所における製品備蓄の推進等を行い、都民生活への影響

を極力抑えること。 

また、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、都との連携を更に強化するなど体制を整備し、的確に運用す

ること。 

５ 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、都との連携を強化するなど体

制を整備し、的確に運用すること。 
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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＞ 

 様々な検査機器、生命維持装置が稼動し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。 

 都は、大規模災害発生時等の電力不足に対応するため、平成２３年度から平成

２５年度にかけて病院及び診療所を対象とした自家発電設備の整備に係る補助を

実施したが、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）大規模災害発生時等の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。 

大規模災害発生時に、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。 

ー 49 ー



３ 水道事業に供する石油燃料の安定的な供給に向けた支援 

  （提案要求先 経済産業省） 

（都所管局 水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災時の被災による製油所の稼働停止、被災地への最優先配備等の影

響により、石油燃料の供給が著しく不足した。 

また、運搬手段となるタンクローリー車も被災による在庫減及び被災地への重

点投入に伴い、調達に支障が生じた。 

当局においても、震災直後、計画停電時に稼働させた自家発電設備及び局有車

等の事業用車両に供給する石油燃料の確保が著しく困難となった。 

 また、将来的に首都直下型地震が起きた際にも、同様に都内において燃料確保

が困難となり、水道水の供給及び応急復旧・給水に支障が生じることが想定され

る。 

 平成２４年１１月に、石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正が施行さ

れ、災害時の石油供給体制等が強化され、国土強靱化基本計画（平成２６年６月

３日閣議決定）の中で、「被災後の供給量には限界が生じることを前提に供給先

の優先順位の考え方を事前に整理する。」とされたが、水道事業体に対する供給

が不明確である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

震災や計画停電等により石油燃料の供給がひっ迫した場合において、都民生活

及び首都機能の維持に必要な水道事業体への安定的な供給に向けた措置を講じ

ること。 

 

水道事業に供する石油燃料の安定的な供給に向けた措置を講じる 

こと。 
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（提案要求先 内閣府） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 被災者生活再建支援制度については、平成１９年１１月の法令改正により、被

災者生活再建支援金の支給要件である年齢及び所得制限の撤廃による対象世帯の

拡大や、使途を限定した上で実費額を支給する方式から、使途を限定しない定額

渡し切り方式への変更など、被災者の生活支援の充実に向けて一定の見直しが図

られた。 

 しかし、その原資は都道府県が相互扶助の観点を踏まえ拠出した被災者生活再

建支援基金のみである。支援金の負担割合については、東日本大震災では特例的

な措置として国が１０分の８、地方が１０分の２となったものの、現行制度では、

国、地方とも２分の１となっている。政治・経済の中心地である東京を中心とし

た首都圏に、首都直下地震等大規模災害が発生した場合には、支出は兆単位に上

ることが見込まれ、現行制度で対応することは困難である。 

 大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）においても、

「別に法律で定めるところにより、特定大規模災害からの復興のための財政上の

措置その他の措置を速やかに講ずるもの」とされている。 

 また、現行制度では、住宅の全壊被害を受けた世帯が地域内で一定数以上発生

したことが要件となっており、同じ災害で被災しても被災者生活再建支援法が適

用されない地域が生じるなど、被災者の生活再建のニーズに即した仕組みとなっ

ていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 被災者生活再建支援基金では対応困難な大規模な災害が発生した場合には、国

の全額負担による新たな支援制度を構築すること。また、制度の構築に当たって

は、被災者の生活再建のニーズに即したものとすること。 

６ 大規模災害時における被災者の生活再建支援制

度の在り方 

被災者生活再建支援基金では対応困難な大規模な災害が発生した

場合には、国の全額負担による新たな支援制度を構築すること。ま

た、制度の構築に当たっては、被災者の生活再建のニーズに即した

ものとすること。 
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７ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会に向けた消防体制の充実強化  

（提案要求先 消防庁） 

（都所管局 東京消防庁） 

 

＜現状・課題＞ 

選手村をはじめとして臨海部に集中的に整備される予定の東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）会場等におけ

る災害対応力を強化するため、港湾消防体制における拠点や消防艇及び消防ヘリ

コプターの整備を推進する必要がある。 

一方、東京の玄関口である羽田空港は更なる利用客の増大が見込まれ、大会の

安全・安心を確保する上でも重要な警戒対象となるとともに、都内における震災

等の大規模災害が発生した際の拠点となることが考えられることから、羽田空港

近辺に活動拠点を整備する必要がある。 

また、オリンピック・パラリンピックは世界の注目を集める一方、テロの標的

となりＮＢＣ災害等が発生する可能性が考えられることから、救助救急体制を更

に強化する必要があるとともに、大規模イベントの警戒時における情報収集資器

材等についても検討する必要がある。 

加えて、近年のグローバル化の進展や東京 2020 大会開催に向けた外国人来訪

者の増加により、エボラ出血熱のような輸入感染症が国内に上陸する危険性が増

加しており、感染症対策の充実強化が喫緊の課題となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）選手村エリア内に移設される臨港消防署は大規模災害発生時等における緊

急消防援助隊の拠点であることから財政支援を行うこと。 

また、消防艇及び消防ヘリコプターの整備に係る財政支援を行うとともに

羽田空港近辺に各種機能を備えた拠点を整備すること。 

（２）遠隔型化学物質監視装置等の警戒対応資器材など高度なＮＢＣ災害対策資

器材及び多数の傷病者を収容できる特殊救急車等の配置を行うとともに大規

模イベントの警戒時における情報収集資器材等についても検討すること。 

（３）警戒等においても活用できる感染症強化型特殊救急車等の配置を行うこと。 

（１）災害発生時の消防体制の強化に向けた財政支援及び拠点整備

を実施すること。 

（２）ＮＢＣ災害や多数傷病者の発生時及び大規模イベントの警戒

時における対応強化のための支援を行うこと。 

（３）新興・再興感染症対策の強化に向けた支援を行うこと。 
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８ 国土強靱化の推進 

（提案要求先 内閣官房） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年１２月に施行された、強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法において、都道府県又は市町村は、国土

強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市

町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下

「地域計画」という。）を定めることができるとされている。都は様々な自然災害

から都民や首都機能を守るため、東京における防災施策の指針として「東京都国

土強靱化地域計画」を平成２８年１月に策定した。 

東京は我が国の人口の約１割が居住する大都市であるだけでなく、政治・行

政・経済などの首都機能を有する日本の心臓であり、災害時には応急対策から、

復旧・復興まで中枢機能を担わなければならない。 

災害時においても、首都機能を維持していくための取組にかかる財政需要は膨

大であり、東京都は多額の事業費を計上している。その取組は東京だけのためで

はなく、日本にとって不可欠なものである。 

国は、地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援として、３

２の関係府省庁の交付金・補助金等の交付の判断にあたって、一定程度配慮する

としている。しかし、首都機能はもちろん、医療機能、交通・物流機能、情報通

信機能等様々な重要機能のあり方を強靱化の観点から見直し、対策を着実に推進

することは、国家的な観点からも大きな意義と責任があり、東京都だけがその責

任を負うことは適当ではない。地域計画に位置付けられた取組に対しては普通交

付税の交付・不交付にかかわらず、全団体が交付対象となる新たな交付金の創設、

新規の予算枠の創設、既存事業の補助率かさ上げ等確実かつ具体的な財政措置を

実施することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地域計画に位置付けられた国土強靱化の取組に対して、普通交付税の交付・不

交付にかかわらず、首都機能の維持・向上という観点からも、新たな交付金の創

設、新規の予算枠の創設、既存事業の補助率かさ上げ等、東京都への具体的な財

政措置を実施すること。 

 

 

 
 

国土強靱化地域計画に位置付けられた強靱化の取組に対して、具

体的な財政措置を実施すること。 

ー 53 ー





ー 55 ー

都市整備5

5
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 

（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。 

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、近年３年に１回程度の割合で取水制限を伴う渇水が発

生するなど、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

場ダム等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。一日も早

く完成させるとともに、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、渇水に対す

る安全度を向上させる霞ヶ浦導水事業については、早期に工事を再開し、一

（１）八ッ場ダム建設事業については、一日も早く完成させるとと

もに、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一日も早く事業を完了させるとと

もに、徹底したコスト縮減を図り、事業費の圧縮に努めること。 
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日も早く事業を完了させるとともに、徹底したコスト縮減を図り、事業費の

圧縮に努めること。洪水に対する安全性を向上させる思川開発事業について

は、検証を速やかに終了させ、一日も早く事業を完了させるとともに、徹底

したコスト縮減を図り、事業費の圧縮に努めること。 

また、利根川・荒川の水を首都東京に安定導水する上で不可欠な利根導水

路大規模地震対策事業については、計画工期内に工事を完成させるため、必

要な予算の確保を図ること。 

 

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 H31 43※ 
霞ヶ浦導水 H35 12 

※埼玉合口二期事業の冬水手当（５万㎥/日）を除く。 
 
【都関連導水施設の完成予定】 

施設名 完成予定年度 
利根導水路大規模地震対策事業 H33 

 
（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 H26 年度末進捗率（％） 

八ッ場ダム 73 

 
【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
かさ

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(＊) 
 

工期 
～H26 H27～ 

八ッ場ダム 4,600（635） 3,895（564） 705（71） H31 まで 
霞ヶ浦導水 1,900（66） 1,497（57） 403（9） H35 
 (*)都負担額は国庫補助を除いたもの 

事業 財政支援 

水源地域対策特別措置法事業 対象 

水源地域対策基金事業 対象外 

【国の財政支援の現状】 
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２ 首都移転の白紙撤回 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 政策企画局） 

 

＜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１，０００兆円にも及んでおり、更に莫大

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高め、さらに発展させることである。 

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、首都圏の経済を盛り上げる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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                （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２８年４月１日現在において、都内で１，６００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。） 

 
区市町村 

施設 

都(関係) 

施設 

東京消防庁 

施設 

警視庁 

施設 

国 

施設 

民間 

施設 
計 

平成２７年

４月１日 
８１３ ３９４ ６４ １６ ３７ ６０ １,３８４ 

平成２８年

４月１日 
８８０ ５１０ ６８ ３０ ３９ ７３ １，６００ 

増加数 ６７ １１６ ４ １４ ２ １３ ２１６ 

 

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。） 

東京都の首都直下地震等対処要領では、各地域の被害特性に応じて実効性のあ

る初動対応を行うため、救出救助や医療搬送などにヘリコプターを活用すること

としている。 

また、総務省消防庁のアクションプランでは、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。 

 

 

３ 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。 
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このように、首都直下地震発生時には、東京都だけでなく、他道府県からの応

援ヘリコプター部隊も数多く活動するため、都内地理に不案内であっても上空か

ら一目で現在地を把握できるヘリサインの整備を推進することは大変有効であ

る。 

 

【課題】 

ヘリサインの整備状況を鑑みると、特別区１，１５４か所、多摩地区（島しょ

含む）４４６か所、他県１か所で、地域により整備数に格差が生まれている。 

ヘリサインが少ない地域では、航空部隊による施設の特定が遅れるなど、円滑

な災害対応に支障をきたす恐れがある。こうした状況を改善し、広域的な受援体

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く必要がある。 

 また、河川や高速道路、鉄道などは、航空部隊が飛行する際のランドマークと

なることから、すでに整備されているヘリサインやその他の目的地へのアクセス

をさらに容易にするためにも、こうした地点にアクセスポイントとなるヘリサイ

ンを整備することが非常に重要である。 

 

＜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。 

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 
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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では、建物の全壊・焼失は約３０万棟にも

及ぶとされている。また、都内には大規模な市街地火災が発生するおそれのある

木造住宅密集地域は、約１３，０００ｈａ存在する。 

大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都機能の確保を図るため、延

焼を防止する延焼遮断帯の形成や、それに囲まれた内側の市街地の不燃化、都民

の生命を守る避難場所の確保など、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、延焼遮断帯の形成率は約６５％、木造住宅密集地域の不燃化に向け重

点的に取組を行っている地域（整備地域）の不燃領域率は約６１％にとどまるな

ど、未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

域の改善を加速させるため、平成２３年度から「木密地域不燃化１０年プロジェ

クト」を立ち上げ、従来より踏み込んだ取組を支援する「不燃化特区制度」や、

延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路である「特定整備路線」の事業化など

に取り組んでいる。 

 

＜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」を始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について、必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

４ 木造住宅密集地域の整備促進 

（１）延焼遮断帯の整備を推進するため、必要な財源を確保すると

ともに補助要件を見直すこと。 

（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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③ 都市防災不燃化促進について、不燃化率に関する国庫補助の要件を一律

７０％未満とするのではなく、都の延焼遮断帯形成基準※に基づき、道路幅

員に応じて不燃化率の上限を設定すること。 

（例） 

・幅員２０ｍの場合、不燃化率６０％で事業完了 

・幅員１５ｍの場合、不燃化率８０％に達成するまで国の支援を継続 

 

※ 都の延焼遮断帯形成基準：都市計画道路等の路線ごとに、市街地火災に

対する焼け止まり効果の有無を延焼シミュレーションにより測定し、道路

幅員に応じた不燃化率の形成基準を定めたもの。 

 

（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）延焼遮断帯の整備 

○特定整備路線 

放射 32 号線、補助 26 号線、補助 29 号線など 

 

○都の不燃化率の目標値（延焼遮断帯の形成基準） 

幅 員 沿道の不燃化率 

27ｍ以上 ― 

24ｍ以上 27ｍ未満 40％ 

16ｍ以上 24ｍ未満 60％ 

11ｍ以上 16ｍ未満 80％ 

 

（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＞ 

都内には、震災時に大規模な市街地火災が発生するおそれのある木造住宅密集

地域が広範囲に分布しており約１３，０００ｈａ存在している。 

都は、これまでも、延焼遮断帯の形成とともに建築物の不燃化・耐震化を進め

てきたが、木造住宅密集地域の不燃化に向け重点的に取組を行っている地域（整

備地域）の不燃領域率は約６１％にとどまるなど、未だ不十分な状況にあり、延

焼遮断帯に囲まれた内側の市街地の不燃化など、地域の防災性の向上を図ること

が重要である。 

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

域の改善を加速させるため、平成２３年度から「木密地域不燃化１０年プロジェ

クト」を立ち上げ、従来より踏み込んだ取組を支援する「不燃化特区制度」によ

り、市街地の不燃化を強力に進めている。 

また、平成２７年度には「防災都市づくり推進計画」を改定し、特に、延焼遮

断帯に囲まれた内側の市街地の改善を進めるため、防災上重要な生活道路の整備

を促進することで、沿道建築物の不燃化・耐震化を促進する取組を行っていくこ

ととした。具体的には、地域ごとに、震災時の緊急車両の通行や円滑な消火・救

援活動が行える幅員６ｍ以上の道路や、避難に有効な４ｍ以上の道路（以下「防

災生活道路」という。）を計画に位置付けて道路の拡幅整備を計画的に進め、併

せて沿道の建替え工事費の一部を助成する新たな支援事業も創設し、不燃化の更

なる加速と道路の整備を進めていく。 

（１）木密地域の早期かつ着実な防災性向上を図るため、必要な財

源を確保するとともに、不燃化を加速する新たな制度・仕組み

づくりに取り組むこと。 

特に、延焼遮断帯に囲まれた内側の市街地において、防災上

重要な生活道路の整備やその沿道の不燃化を促進するため、既

存事業の要件緩和や活用しやすい制度の創設を行うこと。 

（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。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）木密地域の不燃化を加速するため、以下のとおり必要な財源の確保と制度

の見直し又は創設を行うこと。 

・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、施行者の

負担を軽減していくために、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、共同住宅等への建替えについては、国費率

を従来よりも引き上げること。 

・都が実施している「木密地域不燃化１０年プロジェクト」で指定する不燃

化特区内について、戸建から戸建への建替えの助成を認めること。 

・都市防災総合推進事業において、避難経路転換用地の取得について、道路

を新設する場合に幅員４ｍ未満の部分の用地費も補助対象化し、対象地域

に関しても、重点密集市街地に限らず設定できるよう要件を緩和すること。 

・延焼遮断帯形成事業において、対象戸数や幅員に関する要件、都市防災不

燃化促進における不燃化促進区域に関する要件を緩和するなど、防災生活

道路の沿道の不燃化助成として活用しやすい制度の創設を行うこと。 

 

（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 
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○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 

  

  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 60％又は 1,000 万円のいずれか低い額 

（マンションの場合、土地・建物評価額の 40％） 

返済方法 利息のみ毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時に「相

続人が一括返済」又は「担保提供された建物・土地を

処分」することにより返済 
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・制度の拡充 

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 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＞ 

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。 

    

 

住宅の耐震化を促進するため、必要な財源を確保・拡充すること。 
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参  考 

 

３ 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

56.5 万円/戸）を補助 
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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を図るため、平成２５年度に創設された

要安全確認計画記載建築物に対する耐震対策緊急促進事業等について、現在、

平成３０年度末までに補強設計に着手したものとされている耐震改修等の適

用期限に係る事業要件を、建物所有者や地方公共団体が、耐震化に向けて着

実に取り組めるよう、東京都耐震改修促進計画で定める耐震化の目標年次で

ある平成３７年度まで延長すること。また、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。 

５ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、平成２５
年度に創設された要安全確認計画記載建築物に対する耐震対策
緊急促進事業等の適用期限を平成３７年度まで延長すること。
また、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
場合の交付対象限度額の割増しを行うこと。 

（３）既存建築物の耐震改修投資促進税制及び耐震改修した場合の
固定資産税の減額措置について、一定期間延長するとともに対
象建物を拡大して実施すること。 
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（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、東京都では独自に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、その全てを

対象に最大９割助成となる制度としている。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実態に合った限度額に割り増

すこと。 

（３）平成２６年度の税制改正において、耐震改修促進法に基づき耐震診断が義

務付けられる建築物について、耐震改修により取得等をする建築物の部分に

ついて、その取得価額の２５％の特別償却ができる税制措置、さらに、平成

２８年度末までに改修工事を実施した場合に翌年度から２年度分の非住宅を

含む家屋に係る固定資産税額の２分の１に相当する金額（改修工事費の２．

５％を限度とする。）の減額措置が講じられた。耐震化を今後も進めていく

ため、一定期間延長して実施するとともに、義務化がされていない避難路沿

道建築物や緊急輸送道路沿道の建築物についても、耐震化を進めることが重

要であることから、対象を拡大して実施すること。 
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参  考 
 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

○事業概要 

・災害時に早期復旧を図るため、防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の

沿道の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞を防ぐことが重要。 

・東京都耐震改修促進計画において、「地震発生時に閉塞を防ぐべき道路」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。 

・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。

特定緊急輸送道路沿道建築物（耐震改修促進法第七条第一項第二号に規定す

る要安全確認計画記載建築物）については、平成 31 年度末までに耐震化率

90％かつ特に倒壊の危険性が高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）の

解消、平成 37 年度末までに耐震化率 100％の達成が目標。 
 
 
○住宅・建築物安全ストック形成事業における緊急輸送道路沿道建築物に対する

耐震化支援の概要 
 ＊住宅・建築物安全ストック形成事業は、平成 25 年度から防災・安全交付金に再編 

＊耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対しては、耐震対策緊

急促進事業による補助の上乗せ等を措置（耐震診断は平成 30 年度末までに着手し

たもの、補強設計及び耐震改修は平成 30 年度末までに補強設計に着手したものが

対象。） 

 

■ 耐震診断（補助限度額 1,030 円/㎡～2,060 円/㎡） 
■ 耐震改修・建替え・除却（補助限度額 50,300 円/㎡） 

○要望する耐震改修等の費用に係る助成制度のイメージ 
 

■ 現行（東京都の場合） 

緊促※ 

1/15 

社会資本総合交付金 

1/3 

地方自治体 

（都 1/3 及び区市町村 1/6） 

自己負担 

1/10 

  
■ 提案 

緊促※ 社会資本総合交付金 地方自治体 自己負担 

※緊促：耐震対策緊急促進事業 
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○ 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の耐震診断実績（平成 26 年度） 
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000
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国の助成対象事業費の限度額

〈要望〉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。

実際の事業費

（千円）

延面積（㎡）  
 
○要望する特に倒壊の危険性の高い建築物の場合の補助対象費用床面積当たり

の限度額の例（平成 28 年度東京都実施） 
 通常の建築物の場合 

⇒建築物：50,300 円／㎡、マンション：49,300 円／㎡ 
 特に倒壊の危険性の高い建築物の場合 

⇒建築物：75,450 円／㎡、マンション：73,950 円／㎡ 
 

■ 現行（東京都の場合） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Is値0.3未満の
建築物の助成単価

上限75,450円/㎡

上限50,300円/㎡

通常分

拡充分

１．５倍

所有者

1/10

国　2/5 都　1/3
区市町村

1/6
所有者

1/10

都　11/15
区市町村

1/6
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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

■ 提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is値0.3未満の
建築物の助成単価

上限75,450円/㎡

上限50,300円/㎡

通常分

拡充分

１．５倍

所有者

1/10

国　2/5 都　1/3
区市町村

1/6
所有者

1/10

国　2/5 都　1/3
区市町村

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＞ 

東京においてマンションは、約１６８万戸あり、総世帯数の約４分の１が居住

するなど、主要な居住形態として広く普及している。また、マンションは、市街

地の構成要素として、まちの活力や魅力、防災力の形成とも密接に関連している

など、地域のまちづくりやコミュニティ形成にとって重要な存在となっている。 

その一方で、経年とともに、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老

い」が確実に進行しており、管理組合の機能低下等によって管理不全に陥り、ス

ラム化すれば、周辺環境にも悪影響を及ぼし、深刻な社会問題へと発展するおそ

れがある。 

こうした事態を引き起こさないためにも、長期的視点に立って実効性のあるマ

ンション施策を積極的に展開し、適正な管理と円滑な再生を促進していく必要が

ある。都は、これらの課題認識を踏まえ、本年３月に「良質なマンションストッ

クの形成促進計画」を策定し、マンション施策を総合的・計画的に推進すること

とした。 

国においては、法令や標準管理規約等の整備、マニュアル・ガイドブックの作

成、補助、融資、税制等による支援等、様々な取組が行われているが、本計画の

推進に当たっては、なお不十分な面があり、更なる法整備や支援策の拡充等が必

要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

〔マンションの管理水準の向上〕 

（１）優良な管理が行われているマンションや、災害時における避難者の一時受

入れなど、地域への貢献を積極的に行うマンションを評価し、税制、金融等

の優遇措置を講じるなど、管理水準の向上を促進するための仕組みを設ける

こと。 

 

〔既存マンション取引時における管理情報の開示促進等〕 

（２）既存マンション取引時における管理組合の財務・管理に関する情報の積極

的な開示を促進するため、マンション標準管理規約などの関係規定等を整備

すること。 

また、価格査定における維持管理に関する査定条件の充実等の措置を図る

こと。 

６ マンションの適正な管理と円滑な再生による良
質なストックの形成促進 

大都市における主要な居住形態として広く普及しているマンショ

ンの適正な管理と円滑な再生を促進するための更なる支援策を講じ

ること。 
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〔改修によるマンション再生の促進〕 

（３）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化など、現行では全区分所有者の同

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。 

（４）改修によるマンション再生に対する補助制度の継続や拡充を図るとともに、

税制上の優遇措置も継続すること。 

 

〔耐震性不足マンションの早期解消〕 

（５）耐震診断及び耐震化のための計画策定や、耐震改修工事にかかる区分所有

者の自己負担が、より軽減されるように、国の補助割合を拡大すること。 

（６）耐震性が特に低いマンションについては、建替えや敷地売却に必要な決議

要件を緩和するとともに、建替え決議の成立をもって借家契約の解約を可能

とする措置を講じること。 

 

〔既存不適格等により建替えが困難なマンションの再生の円滑化〕 

（７）非現地での建替えを特別多数決議で可能とする仕組みを創設すること。 

また、非現地での建替えや隣接地等との共同建替えを権利変換手続きで行

うことができる新たな事業手法を創設するとともに、税制上の優遇措置も講

じること。 

（８）マンション敷地売却制度については、既存不適格等で建替えが困難なマン

ションについても適用の対象とするとともに、既存マンションの除却を要件

としないなど、適用要件の緩和も併せて措置すること。 

（９）敷地に借地権等が設定されるマンションの建替えの円滑化を図るため、マ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律において、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。 

 

〔団地型マンションの再生の円滑化〕 

（10）団地型マンションの再生を進めるため、段階的・部分的な建替え・改修等

を円滑化する仕組みを創設するとともに、団地一括建替え決議に係る棟別要

件、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を緩

和すること。 
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参  考 

 

（１）マンションの管理水準の向上・地域との連携の促進 
   マンション管理の適正化を促すためには、「マンション管理標準指針」に

示されている「望ましい対応」が図られているような管理が優良なマンショ
ンや、災害時の避難者の一時受入れや敷地内空地の地域開放等、地域への貢
献を積極的に行うマンションを評価し、税制面や金融面での優遇措置を講じ
るなど、管理水準の向上を促す仕組みを設けることが必要である。 

 
（２）既存マンション取引時における管理情報の開示促進等 
   消費者保護の観点から、宅地建物取引業法で規定する重要事項説明の前の

段階でも、既存マンションの購入希望者がマンションの維持管理状況等を把
握できるよう、管理情報の開示についてマンション標準管理規約等の関係規
定等を充実させる必要がある。また、価格査定における維持管理に関する査
定条件の充実を図ることにより、優良な管理が行われているマンションが市
場で評価される仕組みを整備することが必要である。 

 

（３）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

同意が必要となる。今後、人口減少とともに想定される住宅需要の低下等に

対応するため、ワンルームマンションなど狭小住戸のファミリー世帯向けへ

の更新や、住宅以外の用途への部分的なリノベーションなどについて、特別

多数決議により可能となるようにすべきである。 

 

（４）改修によるマンション再生に対する補助制度の整備や税制優遇の措置 

ストック型社会への転換を促進するため、優良建築物等整備事業（既存ス

トック再生型）の補助について、恒久的に対象とすべきである。また、改修

が必要な老朽マンションの中には、敷地面積 300 ㎡以下の小規模なものや、

住戸面積 50 ㎡未満のものも多く、これらのストックを有効活用する観点から

も、一定の要件のもと補助制度の適用が可能となるようにすべきである。 

あわせて、バリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置を
平成 29 年度以降も継続すべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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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（５）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 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、国の補助割合の拡大を要望 
 
 

○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、国の補助割合の拡大を要望 
 

（６）建て替える場合の同意要件の緩和及び賃貸借契約解約の正当事由 

建替えは、特別多数決議（５分の４の賛成）が必要とされている（区分所

有法第 62 条）が、合意形成が難しいため、老朽マンションの不良ストック化

が懸念される。 

とりわけ、耐震性が低いマンションは、居住者の生命に関わるものであり、

その建替えは、より高い緊急性を備えている。また、震災時に倒壊による周

囲への影響や大量の避難者の発生等社会への影響が大きく、建替えを促進す

る公益性は高い。 

また、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）。老朽化や耐震性が低

いなどの課題を抱えるマンションにおいて建替え決議が成立したとしても、

区分所有者が自己の居室を転貸していた場合は、解約の正当事由とならない

ため、建替えが進まない事例がある。 

 

（７）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、全員同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

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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が必要である。 

また、別敷地での建替えは、現行法上、権利変換手続きの適用外となるた

め、土地建物を一度譲渡し、再建後に取得することになる。その場合、再建

マンション取得時の不動産取得に対する課税だけでなく、権利変換手続きで

は特例適用される土地売却時の譲渡所得に対しても課税されるため、合意形

成が進まない要因となっている。このため、別敷地での建替えにおいても、

権利変換手続きによる現地建替えと同様の優遇措置が必要である。

（８）区分所有関係の解消制度の柔軟な活用を可能とする仕組みの整備

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、

耐震性不足マンションを対象とした敷地売却制度を除き、民法の原則に基づ

き権利者全員の同意が必要となる。しかし、容積率などが既存不適格なマン

ションなどは、現実的に建替えは困難であり、耐震性の有無にかかわらず特

別多数決議により区分所有関係を解消できるよう、敷地売却制度の適用要件

を緩和すべきである。

また、買受人が耐震性不足マンションを耐震改修し、継続して活用するな

ど、除却を条件としなくてもマンション敷地売却決議が可能となるよう、制

度適用要件を緩和すべきである。 

（９）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、建替え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輻輳
ふくそう

している場合、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 25 26 計 

東京都 ３ ２ ４ ３ ３ ２ ２ ５ ５ ３ ５ ２ 39 

全国 
(東京都分

を含む)。 

４ ５ ８ 14 ９ ６ ４ ５ ６ ５ 10 ３ 79 

注）構造計算書偽装物件を除く。 

（10）団地再生を円滑化する仕組みの創設

団地型マンションは、権利者が多数であることに加え、権利形態や管理方
式が様々であり、団地内の建物の一括建替えが困難な場合もあるなど、その
再生に当たっては単棟型のマンションにはない課題を解決していく必要があ
る。 
マンションとそれ以外の建築物が一つの区域内に存在する一団地認定の廃

止について、マンションについては売渡し請求等により全員同意が可能とな
るが、マンション以外の権利者に反対者がいた場合、一団地認定の廃止がで
きず、マンションの建替えが頓挫してしまう。 
このため、段階的・部分的な建替え・改修等を円滑化する仕組みを整備し、

5
13

25

43

0

20

40

2008年 2013年 2018年 2023年

万戸

３．４倍
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一団地認定の区域内に認定の廃止によって違反になる建築物がない場合に
は、全員の同意によらない一団地認定の廃止を認めるなど、法令要件の緩和
をしていただきたい。 

 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） 

 

 

ー 79 ー



７ 長周期地震動対策の推進 

（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。 

国は、平成２７年１２月に、超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地

震による長周期地震動への対策案を示した。内閣府においては、引き続き、関東

地域などに影響が大きいとされる相模トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動

の検討が予定されている。 

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、関東地域などに影響が大きいと

される相模トラフ沿いの巨大地震による具体的な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。 

 

 

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、更な
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。 
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８ 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） 

鉄道施設総合安全対策事業費補助について、更なる制度の拡充や

必要な財源の確保を図ること。 

 

＜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。 

国と都は、平成１８年度から、乗降客が１日１万人以上の高架駅などにおける

耐震補強に対し、協調して補助を実施している。 

 国は、平成２６年度に、鉄道施設安全対策事業費補助制度を拡充したものの、

乗降客が１日１万人以上であっても地平駅などは補助の対象とはなっていない。 

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、鉄道施設総合安全

対策事業費補助制度の補助要件を更に緩和し、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）乗降客が１日１万人以上の地平駅なども鉄道施設総合安全対策事業費補助

制度の補助対象となるよう、更に制度を拡充すること。 

（２）鉄道施設総合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。 

 

参 考 

 

 [都内における鉄道施設の耐震化実績（せん断先行型）]（平成 27 年 3 月末時点） 

  ◆民鉄※                  おおむね９割完了 

◆JR 東日本・JR 東海    耐震対策完了 

  ◆東京メトロ・都営地下鉄 耐震対策完了 

 

※小田急、京王、京急、京成、西武、東急、東武、東京モノ、北総、ＪＲ貨物、 

埼玉高速鉄道、つくばＥＸ、多摩モノ、ゆりかもめ、りんかい高速 
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９ 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充 

（提案要求先 厚生労働省・国土交通省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現在、医療施設の耐震化に係る補助制度として、医療施設等耐震整備事業など

様々な制度があるが、医療機関が計画的に耐震化に取り組めるよう、それぞれの

制度について、更に拡充する必要がある。 

 医療施設等耐震整備事業では、補助対象病院や補助基準額を順次拡大してきて

いるが、全ての病院を対象とした制度とはなっていない。 

 医療施設耐震化臨時特例交付金については、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ことが要件とされている。また、平成２６年度着工

案件までが補助対象となっていることから、新たに着工する医療機関は対象とな

らない。 

 医療施設近代化施設整備事業については、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、医療機関が活用しにくい状況である。 

 耐震対策緊急促進事業については、平成２５年度から、階数３以上延べ床面積

５，０００㎡以上の大規模な建物を有する病院への補助が創設されたが、耐震診

断は平成２７年度末まで、耐震改修は平成３０年度末までに耐震化のための計画

策定に着手することが要件とされている。 

 また、社会福祉施設等の耐震化については、臨時特例交付金が平成２６年度着

工案件をもって終了し、平成２７年度以降の耐震化の推進については、社会福祉

施設等施設整備費補助金などの既存補助制度により必要な財源の確保を行うこと

とされた。しかし、既存補助制度では、財源が限られており、耐震化整備の案件

に対応することは困難な状況となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）医療施設等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、補助の内容の充実を図ること。 

 

（２）医療施設耐震化臨時特例交付金については、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とともに、

病床数の削減義務を見直すこと。 

 

（３）医療施設近代化施設整備事業について、耐震化のための建替え等を行う場

合には、病床数の削減義務を見直すこと。 

 

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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（４）耐震対策緊急促進事業については、恒常的な支援策とし、必要な財源措置

を講じること。 

 

（５）社会福祉施設等の耐震化を促進するため、既存補助制度とは別に新たな交

付金を創設するなど、財政措置をすること。 
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１０ 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 

（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２８年に改正さ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３２年度までに９５％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

度を更に拡充し、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、各私立学校設置者が着実に非構造部材

の耐震化を進めることができるよう、国の予算を十分に確保することが不可欠で

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

私立学校の耐震化を促進するため、以下のとおり取り組むこと。 

（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 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。 

③ 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。 

 

 

 

（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。 
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参  考 
 

○ 都の予算及び施策の現状 

【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 

 

28 年度予算      8,170,164 千円 

 

〈参考〉27 年度予算   8,730,129 千円 

26 年度予算   8,827,073 千円 
 
○ 国の施策の現状 

【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） 

 

【私立高等学校・中学校・小学校、専修学校に対する助成】 
 

・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、耐震改築工事及び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 

    耐震改築工事 倒壊等の危険性が高い施設 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） 
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・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 
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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、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、同年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パーセント以上回復

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。 

一方、平成２５年１１月に制定された首都直下地震対策特別措置法に基づき、

平成２６年３月に策定された「首都直下地震緊急対策推進基本計画」では、首都

直下地震の発生に備えた地震防災対策のうち、都を含む緊急対策区域で政府の講

ずべき措置として、「ライフライン等の耐震化」が掲げられており、平成２７年

３月の改訂では、設定された減災目標を達成するための具体的な目標等が設定さ

れるなど、国としての主体的かつ計画的な対策の推進が求められる。 

 

＜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、電力・都市ガ

ス・通信関係の事業者等に働きかけ、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 

 

 被害想定結果【東京湾北部地震冬 18 時

・風速 8m/s・支障率（％）・都全体】 

（H24.4「首都直下地震等による東京の 

被害想定」) 

復旧目標【95％以上】 

(東京都地域防災計画震災編） 

電力 17.6 7 日 

ガス 26.8 60 日 

通信 7.6 14 日 

１１ 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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１２ 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の輸送拠点等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＞ 

震災時の緊急物資の輸送拠点等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 

Ｃ滑走路

液状化対策実施済み

〃 未実施

平行誘導路（Ａ滑走路西側）

Ａ滑走路

平行誘導路（Ｃ滑走路西側）

連
絡

誘
導

路

Ｃ滑走路

実施中〃

平行誘導路（A滑走路東側）

 
 

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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１３ 下水道事業に対する交付制度の拡充 

１ 管きょの老朽化対策への支援 

 （提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２６年度末における都の下水道普及率は９９．５パーセントであり、下水

道事業の重点は普及促進から老朽化対策を主体とした改築・更新にシフトしてき

ている。 

しかし、現在通常採択として認められている主要な管きょの範囲は、下水道法

施行令第２４の２第２項で、主に大都市では口径３５００ｍｍ以上となっており、

老朽化対策への財政支援が不足している。また、口径にかかわらず５０年経過管

を交付対象としている「下水道老朽管の緊急改築推進事業」は、今年度までの時

限措置となっている。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を安全に開催するためにも、

競技会場や観光地周辺エリアの老朽化対策が急務となっており、適切に交付対象

範囲の見直し等を行うことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

今後、下水道管きょの老朽化が急速に進行する状況においても、都民の安全・

安心で快適な生活が確保されるよう、「下水道老朽管の緊急改築推進事業」の事

業期間を延伸するとともに、恒久的な制度として、重点的に実施すべきエリアに

おいて交付対象となる主要な管きょの現行の口径基準を撤廃するなど、改築・更

新における交付対象範囲の見直しを行うこと。さらに、浸水被害軽減総合事業等

に併せた既設管の老朽化対策について交付対象とするなど、現行事業制度におけ

る交付対象範囲の拡充等を行い、下水道管きょの老朽化対策を支援すること。 

 

「下水道老朽管の緊急改築推進事業」の事業期間を延伸するとと

もに、恒久的な制度として、重点的に実施すべきエリアにおいて交

付対象となる主要な管きょの口径基準の撤廃、現行事業制度におけ

る交付対象範囲の拡充等を行い、下水道管きょの老朽化対策を支援

すること。 
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参  考 

 

【東京都区部における更新時期を迎えた下水道管きょ(年代別建設状況)】 

 

 

 

ー 90 ー



 

 

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パーセントが合流式下

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、東京 2020 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

が開催されることを踏まえ、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＞ 

公共用水域の水質改善に寄与する合流式下水道の改善事業については、水処理

施設同様の高い国費率を設定し、支援すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共用水域の水質改善に寄与する合流式下水道の改善について、

水処理施設同様の高い国費率を設定し、支援すること。 
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参  考 

 

【雨天時の雨水吐口】         【河川に流出したごみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

【合流式下水道の改善のイメージ】 
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３ 下水道施設における震災対策の推進  

 （提案要求先 国土交通省）    

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

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、下水道が必ず確保すべき機能の保持が急務となっている。 

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、水再生センター及びポンプ所の耐震化

を実施している。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を安全に開催するためにも、

下水道施設の震災対策を着実に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地震や津波に対して下水道機能を確保するための震災対策事業を着実に推進す

るため、必要な財源を確保し、必要額を確実に配分すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道施設における震災対策事業の推進に必要な財源を確保し、

必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

【液状化の発生可能性の高い地域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下水道施設の震災対策】 

 

【液状化の発生状況（東日本大震災）】 

○下水道管とマンホールの接続部の耐震化 

新木場 

新浦安 

 

（出典：平成 24 年度首都直下地震による東京の被害想定報告書） 

【下水道管の震災対策】 

○マンホールの浮上抑制対策 
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４ 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＞ 

東京都の下水道は、高度経済成長期以降に整備した膨大な下水道施設が今後一

斉に更新時期を迎えようとしている。また、近年多発している局地的集中豪雨や

今後発生することが危惧される首都直下地震などに対応するため、災害に強い下

水道の構築が急務となっている。このように、下水道施設の再構築、浸水対策及

び震災対策などを推進していくためには、多額の事業費が必要となる。 

一方で、平成２６年４月から消費税率が８パーセントとなり、今後は更に１０

パーセントにまで引き上げられる予定である。 

また、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２９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。 

ー 95 ー



 

 

５ 下水道事業における再生可能エネルギーの活用及び省エネルギー

対策 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京都下水道局は、都内における電力使用量の１パーセント強を占める都内最

大級の消費者である。今後も浸水対策や合流式下水道の改善など下水道サービス

の向上を図るためには、エネルギー使用量の拡大が見込まれる。 

 平成２３年３月に発生した東日本大震災では、計画停電、夏季の電気使用制限、

電気や燃料の料金の急激な値上げなどに直面し、エネルギーの安定確保が困難と

なり、下水道事業及び経営は大きな影響を受けた。 

 下水道事業の遂行には、これからも安定したエネルギーが不可欠であるため、

都では、平成２６年６月に下水道事業におけるエネルギー基本計画「スマートプ

ラン 2014」を策定した。当計画に位置付けた再生可能エネルギー活用の拡大や、

省エネルギーの更なる推進を効果的に進めるとともに、非常時でも下水道機能を

維持するために必要なエネルギーを確保し危機管理対応の強化などを図っていく

必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

平成２７年度より下水道施設における太陽光発電設備の設置が基幹事業の対象

となったところであるが、引き続き、下水道事業における再生可能エネルギーの

活用及び省エネルギー対策への取組に必要な財源を確保し、必要額を確実に配分

すること。 

 

 

 

下水道事業における再生可能エネルギーの活用及び省エネルギー

対策への取組に必要な財源を確保し、必要額を確実に配分すること。 
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１４ 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２８年度予算の動向について 

（国土交通省：予算概要平成２８年１月２１日資料より） 

○平成２８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 ２８年度 ２７年度 対前年度比 

国土交通省予算（国費） ５７，７６７ ５７，８７７ １．００  

  ※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 ２８年度 ２７年度 対前年度比 

水管理・国土保全局 

関係予算（国費） 
８，５２３ ８，５１８ 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・安心を確保するため、高度防災都市の実現に向けた地震・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 
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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。 

このため、平成２４年１１月に、これまでの時間５０ミリから、区部で時間最

大７５ミリ、多摩部で時間最大６５ミリに目標整備水準を引き上げ、時間５０ミ

リまでの降雨は護岸整備を基本とし、それを超える降雨には道路や公園など用地

買収の必要のない公共空間を活用した新たな調節池等により対応する「整備方針」

を策定した。この方針に基づき、護岸整備を着実に進めるとともに、優先度の高

い流域において、平成２８年度から環状七号線地下広域調節池など５施設で整備

を進め、さらに平成２９年度からの着工を目指し、境川中流第二調節池（仮称）

と谷沢川分水路（仮称）の設計などを進めている。 

また、内水氾濫対策として、時間５０ミリの降雨に対応する下水道施設を整備

するとともに、大規模地下街や甚大な被害が発生している地区については、時間

７５ミリまで整備水準をレベルアップした施設整備を進めている。さらに、東京

アメッシュの精度を向上させるなど、ソフト対策も推進している。 

今後とも、頻発する集中豪雨への対応や、東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会を安全に開催するためにも、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）時間５０ミリ対策を着実に進めるとともに、新たな目標整備水準の達成に

向け、護岸整備と次の大規模事業に必要な財源を確保し、確実に配分するこ

と。 

・ 環状七号線地下広域調節池（石神井川区間） 

・ 善福寺川和田堀公園調節池 

・ 石神井川城北中央公園調節池 

・ 野川大沢調節池 ※規模拡大 

・ 境川金森調節池 

・ 境川中流第二調節池（仮称） 

・ 谷沢川分水路（仮称） 

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。 
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（３）東京都豪雨対策基本方針に基づき実施している以下の対策地区などにおい

て、下水道管きょの整備を推進し効果を早期に発現していくため、財源を確

保し必要額を確実に配分すること。 

【７５ミリ施設整備】 

 ○地下街対策地区 

  ・東京駅丸の内口 

  ・新橋・汐留駅 

  ・銀座駅 

  ・上野・浅草駅 

 ○市街地対策地区 

   ・目黒区上目黒、世田谷区弦巻 

    ・目黒区八雲、世田谷区深沢 

・大田区上池台 

・文京区千石、豊島区南大塚 

  【５０ミリ拡充施設整備】 

    ・港区白金、品川区上大崎 

    ・品川区戸越、西品川 

    ・中野区東中野、杉並区阿佐谷 

    ・杉並区荻窪 

    ・文京区大塚 

    ・文京区千駄木     
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参  考 

[治水事業] 

【近年多発する集中豪雨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【護岸の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調節池の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レベルアップに対応する調節池イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 50 ㍉を上回る豪雨回数 

平常時の妙正寺川 平成17年9月豪雨時（時間112㍉） 

豪雨による河川の変化 

調節池による対応イメージ 環状七号線地下広域調節池イメージ 

護岸整備率（H２８年３月末見込み） 

整備前 

整備後 

白子川調節池（整備中） 境川金森調節池イメージ 

護岸の整備前・整備後の状況 
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[下水道浸水対策事業] 

【主な下水道浸水対策事業】 

  

管きょ(貯留管)の建設 

《第二溜池幹線》 

雨水ポンプ所の建設 

《東尾久ポンプ所》 

  

雨水調整池の建設 

《南元町雨水調整池》 

雨水排水ポンプの増強 

《先行待機型ポンプ》          
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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、東部低地帯の河川では、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よう、平成２４年１２月に策定した「整備計

画」に基づき、約８６ｋｍの堤防の耐震化と２２施設の水門等の耐震・耐水対策

を進めている。これまでに、堤防約２８ｋｍと水門など１３施設の耐震工事に着

手しており、平成２８年度は、新たに隅田川など堤防約１２ｋｍと内川排水機場

など４施設の耐震工事に着手する。 

人々に安心感を与え東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京 2020 大会」という。）の開催に備えるためにも、２０２０年までに全ての水門、

排水機場等と水門外側の堤防において対策を完了させるなど、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）特に、水門・排水機場等の全箇所と水門外側の防潮堤の地震・津波対策に

ついては、東京 2020 大会までに整備を確実に完了できるよう、必要な財源を

確保すること。 

（３）背後地開発と連携して推進する都のスーパー堤防整備について、必要な財

源を確保すること。 

 

 

東部低地帯の河川における地震・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 

 

【東部低地帯の河川施設整備計画】 

将来にわたって考えられる最大級の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 
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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、台風や局地的な集中豪雨により毎年のように土砂災害が発

生している。さらに、平成２５年には伊豆大島において、２４時間雨量８２４ミ

リに達する記録的な豪雨により甚大な土砂災害が生じ、多くの尊い人命、財産が

失われた。 

 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、膨大な費用と時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。 

このため、都では土砂災害防止法に基づく基礎調査を２年前倒しし、平成２９

年度までに完了させることとしたが、宅地などへの立入りに関する調整に時間を

要するケースなどがあり、迅速な区域指定の支障となっている。 

また、土砂災害防止法に基づく基礎調査に必要な財源については、平成２７年

度から地方交付税交付金により填補されることとなったが、東京都は不交付団体

のため他の道府県に比べて著しく不利な措置となっている。 

さらに、区市町村からは区域指定に伴う固定資産税の評価が減額されることへ

の対策など、支援措置の充実を求める意見があがっている。 

このほか、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。また、火山ガスにより山腹が荒廃し

ている地域では、土砂の大量発生により満砂状態の砂防堰堤が多く見受けられる。 

 

＜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、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。また、伊豆大島において、災害が発生した地域の防災力向上のために、

集中的・重点的に砂防事業等を推進できるよう必要な財源を確実に確保する

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

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等を図るこ

と。 
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について、地方交付税交付金の不交付団体であることを勘案し、防災・安全

交付金の配分に配慮するなど、必要な財源を確保すること。 

（３）土砂災害特別警戒区域の指定に伴い、避難所や要配慮者利用施設を区市町

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）地区防災計画で定められた一時避難所を保全する土砂災害対策を推進でき

るよう、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

（５）土砂災害特別警戒区域において、区域指定解除のための防災工事に対し、

区市町村が助成などを行う際の財政上の支援措置を講じること。また、住宅

の補強に対しては、支援措置の一層の充実を図ること。 

（６）土砂災害特別警戒区域の指定に伴い、市町村が固定資産税評価額の減額を

行った際に、財政上の負担が生じないよう支援措置の充実を図ること。 

（７）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、市町村による

土砂災害ハザードマップ作成等に対し、交付対象事業の採択要件を緩和する

こと。 

（８）火山ガスの発生等で植生が育たず、斜面が荒廃しており、砂防堰堤等の土

砂堆積が著しい三宅島等の特殊な地域において、砂防堰堤等の機能を十全に

発揮させるため、嵩上げ等新たな機能改良を伴わない堆積土砂の除去が行え

るよう、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 
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参  考 

 

【都内の土砂災害危険箇所の分布状況】 

○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】 

＜平成２８年３月末時点＞ 

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     
           ９，６１３か所 

約６４％ 

土砂災害特別警戒区域  
           ７，２９２か所 

約４９％ 

 

【整備状況】 

＜平成２８年３月末見込み＞ 

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 ２３２基 ６２％ 

流路 ８５．２km ７８．０km ９２％ 

地すべり対策事業 １７地区 １２地区 ７１％ 

急傾斜地崩壊対策事業 ９５地区 ４９地区 ５２％ 

 

【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 
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５ 水辺空間のにぎ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。 

さらに、平成２６年度に策定した東京都長期ビジョンにおいて、隅田川の浅草、

両国等のエリアで恒常的なにぎわい創出に関する施策を掲げた。 

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ほか、水辺と

まちをつなげる、水辺と人をつなげるミズベリング・プロジェクトを開始するな

ど、水辺空間の利用や民間活力の積極的な活用等の取組を推進していくこととし

ている。 

今後、首都東京の更なる魅力向上を図るとともに、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催に向け、世界の人々を手厚く「おもてなし」する

ため、道路や公園などの施策と幅広く連携しながら、舟運拠点や、オープンカフ

ェ等の河川敷地の民間活用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ネットワーク化することで

都市環境を改善するなど、水辺空間の緑化を推進していく必要がある。 

 

＜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）水辺空間の緑化を推進するために必要な財源を確保するとともに、交付金

制度の充実を図ること。 

 

 

水辺空間におけるにぎわいの創出及び緑化の推進に必要な財源の

確保及び制度充実を図ること。 
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参  考 

 

【にぎわいづくりの取組事例】 

〇テラスの連続化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇河川敷地を活用したオープンカフェ  〇舟運拠点の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【河川緑化の取組事例】 

〇中川の堤防緑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇呑川の護岸緑化 

 

 

 

 

 

 

 
 

整備前 整備後

整備前 整備後

整備前 整備後
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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、環境基本法に基づき水質浄化の取組を進めてきた。 

しかし、隅田川、新河岸川、日本橋川をはじめとする感潮河川では、一部区間

において河床に堆積した汚泥により水質の悪化や悪臭の発生がみられるととも

に、こうした悪臭の発生等が舟運の活性化を阻害する要因の一つともなっている。

このため、引き続き汚泥のしゅんせつ等の水質浄化対策を進めていく必要がある。

しゅんせつにあたっての事前の底質調査の結果、隅田川においてダイオキシン汚

染土等の有害物質が確認されており、これらの有害物質の処分のため、今後の費

用の増大が懸念されている。 

また、河川と連続した公有水面（外濠）では、平常時に流れがほとんどない閉

鎖性水域であるため水質が悪化しており、河川と同様に水質浄化の取組が必要で

あるが、十分な支援制度がない。また、法定河川のような利用の適正化に関する

制度もない。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定しており、河

川や公有水面の水質改善により良好な水辺空間を創出することで、都民だけでな

く海外からの来訪者等も水辺に親しむことができるように、計画的にしゅんせつ

を実施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、交付対象事業として採択できるよう、特段

の配慮をすること。 

（３）公有水面についても、法定河川と同様に利用の適正化のための制度を整備

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 

 

【しゅんせつの実施状況】(平成２８年３月末見込み) 

河川名 

東京地域公害防止計画 

（平成２４年３月） 

しゅんせつ目標土量 

しゅんせつ実施土量 

（平成２３～２７年度） 

隅田川 ５８８．４千ｍ３ ２００．８千ｍ３

新河岸川 ３１１．０千ｍ３  ６７．８千ｍ３ 

日本橋川 １１．３千ｍ３   ４．１千ｍ３ 

 

【公有水面（外濠）の水質の状況】 

 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 以下を

満たしていない。外濠からの流入が下流を流れる神田川や日本橋川の水質悪化の

一因となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＢＯＤは河川Ｅ類型における基準（環境保全のための最低限の基準）を準用 

※ＣＯＤは湖沼Ｃ類型における基準（環境保全のための最低限の基準）を準用 

 

ＢOD 環境基準(10mg/L) 

※ＢＯＤは河川Ｅ類型における基準（環境保全のための最低限の基準）を準用

COD 環境基準(8mg/L) 
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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】 

                      ＜平成２８年３月末見込み＞ 

区    分 整備状況 

流域貯留浸透施設（Ｓ５８～） ９３か所 

 

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、都は、比較的発生頻度の高い津波に対して防護機能を確

保するためのハード対策や、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して、住民等の避難を軸にしたソフト対策を

進めている。 

また、平成２６年６月の海岸法改正において、海岸保全施設の維持又は修繕に

関する規定が明確化され、予防保全の考え方に基づいた維持管理の徹底が求めら

れているところである。都においても、伊豆・小笠原諸島における台風や冬季の

風浪など厳しい自然条件にさらされている海岸保全施設が多数あり、計画的な維

持又は修繕により、所要の防護機能を確保していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）海岸保全事業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）計画的な維持または修繕により海岸保全施設の予防保全型管理を進めるた

め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 

 

【海岸施設の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化による施設の破損状況 （左）御蔵島・御蔵海岸、（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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９ 河川管理施設の点検に向けた財源確保等 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都がこれまでに整備した河川管理施設は、今後急速に高齢化が進行す

ることが想定されている。その中で、近年頻発する豪雨に対しても、施

設の機能を確実に発揮させるために、定期的な点検による施設健全度の

把握が必要である。 

河川法の改正に伴い、河川管理施設の点検は、目視により一年に一回

以上の適切な頻度で行うことが義務付けられている。 

一方、現時点での河川管理施設の点検に対する交付対象は、大規模な

水門・ポンプ設備等の一部のみに限られている。 

これらのことから、河川管理施設の点検を着実に実施していくために、

財源の確保と交付金制度の充実が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）定期点検が義務付けられた堤防等をはじめとした河川管理施設の

点検に必要な財源を確保するとともに、更なる交付金制度の充実を

図ること。 

（２）堤防が存する区間に設置された水門、樋門等の点検については、

機械設備等も点検の対象に含まれ、より多くの経費を要することか

ら、必要となる財源を確保するとともに、更なる交付金制度の充実

を図ること。 

  

近年頻発する豪雨等に対しても施設の機能を確実に発揮さ

せるため、河川管理施設の点検の着実な実施に必要な財源を

確保するとともに、更なる交付金の充実を図ること。 
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参  考 

（１）河川管理施設の点検事業費 

 

平成２８年度 予算（当初）  

（単位：百万円） 

区       分 事業費 

河川管理施設の点検 258 

 堤防・護岸等点検 85 

 地下調節池・分水路点検（土木躯体） 7 

 地下調節池設備保守点検 32 

 水門・排水機場設備保守点検 134 

 

（２）河川管理施設の点検事例 

○堤防・護岸の点検 

 

 

 

 

 

 

 

       堤防点検          護岸点検 

 

○地下調節池・分水路の点検 

 

 

 

 

 

 

 

土木躯体点検        設備点検 

 

○水門・排水機場の点検 

 

 

 

 

 

 

 

       水門点検         排水機場点検 
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１５ 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。 

平成２８年度予算では、北小岩一丁目地区（江戸川）に加え、新規に篠崎公園

地区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 

 

高規格堤防（スーパー堤防）断面図（イメージ） 

（200ｍ～300ｍ程度） 

高規格堤防（スーパー堤防）事業対象河川図（首都圏） 

        ※出典：平成２４年度予算決定概要 
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１６ 東京港の地震・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。 

 また、２０２０年には東京 2020 大会も開催され、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。 

このため、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤等の海岸保全施設の耐震

性強化を図るなど、東京港における地震・津波・高潮対策を強力・早急に推し進

めていかなければならない。 

 

＜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、防潮堤や水門の耐震性強化を図るなど、東京港における地震・津波・

高潮対策を強力・早急に講じられるよう、必要な財源を確保すること。 

特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤については、東京 2020 大会

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、

東京港における地震・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。 

特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤については、東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020

大会」という。）までに整備を完了させるよう、必要な財源を確実に

確保すること。 

また、水門、排水機場の大規模施設においては、複数年にわたる

工期を要する工事もあることから、複数年工事に対応できる制度を

創設するとともに必要な財源を確保すること。 

ー 119 ー



 

までに整備を確実に完了させるよう、必要な財源を確保すること。 

また、水門、排水機場の大規模施設においては、複数年にわたる工期を要する

工事もあることから、複数年工事に対応できる制度を創設するとともに必要な財

源を確保すること。 
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１７ 水の有効利用の促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

限りある水資源の有効活用を図るため、雑用水※や雨水の利用を推進していく

必要がある。国においては、水の有効利用の推進などに関する関係法令が整備さ

れたが、開発事業者に対しての支援措置はいまだ不十分である。 

※雑用水とは、人の飲用その他これに類する用途以外の雑用系用途に供される水をいう。 

 

＜具体的要求内容＞ 

循環型社会の構築を目指し、雨水や下水再生水等による雑用水利用など水の有

効利用を促進していくため、以下のことを要求する。 

（１）汚水処理施設の税優遇措置である特別償却制度など、雑用水利用に必要な

支援をすること。 

（２）雨水利用のための施設整備について、助成を行う地方公共団体に対する財

政支援制度を充実すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の有効利用を進めるため、必要な支援の拡大を行うこと。 

ー 121 ー



 

参  考 

 

○ 国の施策の現状 

・雑用水利用は、関係法令は整備されたが、関係省庁（国土交通省、厚生労働省、環境省

など）が多岐にわたり、支援の内容がいまだ不十分 

・現在の雑用水利用の促進に係る主な施策 

 

 

（参考）都の現状 

○ 都における雑用水利用に関する指導（水の有効利用促進要綱） 

 

○ 都における雑用水利用施設の現状（平成２６年度末） 

雑用水利用方式 件 数 計画水量 

個別・地区・広域循環方式 ７９４ １２６，８８６㎥/日 

工業用水道利用方式 ３５７ １８，３３８㎥/日 

雨水利用方式 １,５０３ － 

 

建築基準法上 

の優遇措置 

建物床面積の容積率算定除外 

（限度として基準容積率の1.25倍） 

（参考）過去の雑用水利用の促進に係る主な施策 

<１９年度末で廃止> 

税制上の優遇措置 

汚水処理用水設備に係る特別償却率 

14/100   

<２０年９月末で廃止> 

融資制度 

(日本政策投資銀行) 

対象事業 

 水資源の有効利用、雨水の流出抑制又は汚濁負荷の低

減が図られているなどの要件を満たす建築物の整備事

業（例：個別・地区循環方式の導入） 

融資比率４０%  

利用方式 原水 対象規模 

個別循環方式 循環利用水 延床面積3万㎡以上又は 

雑用水量100㎥/日以上 
(住居、倉庫及び駐輪駐車の数量は除く) 地区循環方式 循環利用水 

広域循環方式 下水再生水 

延床面積1万㎡以上 
工業用水道 

利用方式 
工業用水 

雨水利用方式 雨水 
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１８ 市街地の開発に係る諸事業の推進 

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、未整備な市街地または市街地予定地において、道路や公 

園などの公共施設と宅地を一体的・総合的に整備し、交通の円滑化、防災性の向

上、地域の活性化などを図り、安全で快適な市街地を創出する重要な事業である。 

現在、都内では区部および多摩地域の５０地区で公共施行、民間施行の土地区

画整理事業が行われているが、これらの地区では保留地処分金以外に各種補助金

の導入なくしては事業が成立しない。 

また、都内ではターミナル駅を再編整備する都市再生プロジェクトをはじめ大

規模な都市基盤整備を伴う土地区画整理事業が最盛期を迎える予定となっており、

東京の都市再生を着実に進めるためにも、引き続き安定的・継続的に財源を確保

することが必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

事業を着実に推進するため、必要な財源を安定的・継続的に確保する必要があ 

る。万が一財源が削減された場合、東京の都市再生の実現や早期の事業完成を望

む地権者等に深刻な影響を与える。 

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、日野市施行の西平山地区、都市再生機構施行の中野

三丁目地区、大規模な都市基盤整備を伴う共同施行の渋谷駅街区地区のほか、今

後、都市再生機構施行を予定している品川駅周辺地区や羽田空港跡地地区、個人・

組合施行を予定している南町田地区や中野二丁目地区などに対する財源を事業期

間に応じて確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市再生や都市機能の更新に資する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・国際競争力の強化、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４０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。これらの地区は、近年高騰し、高止まりし

ている建設工事費の影響を大きく受けており、確実な国費の導入が不可欠で

ある。今後、日本橋二丁目地区、西品川一丁目地区、国分寺駅北口地区など

で事業が最盛期を迎え、また、渋谷駅周辺や虎ノ門地区周辺などにおいて、

複数の市街地再開発事業が工事に着手する予定であり、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、東京の都市再生の実現や早期

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、事業の着実な

推進に必要な財源を安定的・継続的に確保すること。 

   また、不動産市況の悪化、建設工事費の高騰等を踏まえ、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

（１）都市再生や都市機能の更新に資する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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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。 

 

 

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５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のまちづくりの推進 

（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、都内に約１３，０

００ｈａ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

体的に進める沿道のまちづくり）」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８地区が事業中であり、このうち、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の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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１９ 大都市圏における地籍調査の推進 

 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 地籍調査の効果は多方面に及び、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２６年度末の地籍調査の進捗率は、全国平均で５１％であるが、都は全国

平均を大きく下回る２２％である。 

 都では首都直下地震等の被災の影響が想定されている木造密集地区をはじめ、

ＤＩＤ（人口集中地区）を中心に、地籍調査の積極的な推進に取組んでいるとこ

ろである。 

 平成２３年３月に発生した東日本大震災を契機として、地籍調査の成果が迅速

な災害復旧に貢献するものとして改めて認識された。今後、地籍調査の重要性が

増大していくので、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＞ 

平成２７年度は２自治体で新規着手または再開し、平成２８年度は１自治体で

新規着手する予定である。 

平成２７年度は、要望の８６％程度の内示額だったため、事業計画に支障を来

す自治体が続出した。地籍調査は２、３年継続して行うことが一般的であり、予

算上の裏付けが確保されないと事業の継続が困難となるものである。 

 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。 

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） 

 

＜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、民間都市再生事業に

対する金融支援が充実された。また、平成２５年１２月には、国家戦略特別区域

法が施行され、産業の国際競争力強化や国際的な経済活動の拠点の形成を図るた

め、都市計画法や民間都市再生事業計画の認定の特例措置が創設されるなど、更

なる制度拡充が図られ、国・都・民間事業者が連携して都市再生の推進に取り組

んでいるところである。 

 また、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。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）特定都市再生緊急整備地域の整備計画等の実施に必要な財源を確保するこ

と。 

（２）民間が行う都市再生事業が着実に推進されるよう、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。 

（３）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。 
 

２０ 国際競争力強化に資するまちづくりの推進 

 国際的な都市間競争に勝ち抜くため、都市再生緊急整備地域等に

おける都市拠点インフラの整備や、優良な民間開発の誘導に必要な

財源を確保するとともに、制度の拡充等を図ること 
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２１ 東京における一体的な都市づくりの推進のた

めの仕組みづくり 

（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

（１）用途地域等に関する権限移譲が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月に特別区を除き、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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２２ オリンピック・パラリンピック競技会場等 

となる都立公園及び海上公園の整備 

（提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都所管局 建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 大会では、「史上最高・世界一のオリンピック・パラリンピック」の

実現に向けて取り組み、競技会場等の着実な整備を行い、開催都市としての責務

を果たす必要がある。 

とりわけ、都立公園及び海上公園は、競技会場としての整備が求められている

ほか、練習会場やライブサイト等による利活用も予定されている。 

大会開催時に向けた公園の整備・改修とともに、大会終了後の仮設競技施設撤

去に伴う公園の再整備及び改修に対し、財政的及び政策的な支援が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）競技会場等となる都立公園及び海上公園の再整備や改修に係る補助制度の

創設を行うとともに、十分な財源を確保すること。 

（２）都立公園等に設置する仮設物等について、交付金等の対象となるよう、補

助対象施設の拡充を行うこと。 

（３）交付金等による再整備が行われた競技会場等について、大会後の撤去・改

修が可能となるよう、処分制限を緩和すること。 

（４）競技会場等の整備が借受国有地内で行われる場合、利用変更手続きの簡素

化を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）の開催に向けて、競技会場等となる都立公園

及び海上公園での施設整備等に対し、財政的及び政策的な支援を行

うこと。 
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２３ 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４００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、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会時における水辺景

観向上を図るためにも、「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。 

ー 131 ー



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！

万人

都内河川の不法係留船の推移 

小型船舶操縦士免許取得者の推移 全国 

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

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、平成２１年度から３大都市（東京２

３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、電線共同溝工事及び道路維持工事を対象に、大都市補正（共通仮設費、現

場管理費の上乗せ補正）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。 

平成２７年度には「都市計画区域内の多摩地区」※１（２６市２町）についても

適用される市街地補正（大都市補正よりも補正値を低減）が導入されたものの、

これらの地区は、大都市補正の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 人/km2（5,639 人/km2）、相模原市 2,182 人/km2（9,183 人/km2）、 

八王子市 3,113 人/ 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。 

２４ 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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１ マンション共有地を円滑に取得するための法令改正等 

 （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＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催都市としての着実な準備

や、高度防災都市の実現に向けて、首都東京の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、用地取

得に協力する旨議決するとともに、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、分離処分を可能とする規約を設定した上で用地取得を行って

いる。しかしながら、登記実務上、分離処分が可能となった土地を分筆するため

には、共有者全員による申請が必要と解釈されているため、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事案

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

記法等関係法令の改正等をすること。 

 

２５ 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 

建物の区分所有等に関する法律及びその他の関係法令の改正等を

すること。 
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参  考 

 

（平成 27 年 12 月 1 日現在） 

 

東京都の事業施行箇所（マンション棟数） 

合計：２５６棟 

区部：２１２棟 

多摩： ４４棟 

※合計２５６棟のうち分筆完了件数は４棟 

 

 

<<主な路線・箇所のマンション敷地件数>> 

                       棟 数  戸 数 

①放射 19 号線               ６棟  ２８５戸 

②補助 11 号線               ７棟  ２２０戸 

③補助 26 号線（平塚橋）       ２棟   ７５戸 

④補助 94 号線（不忍通り）       ３棟 約１７４戸 

⑤放射 25 号線（若松町）      １１棟 約３８３戸 

⑥都道 233 号線           ２棟 約２０９戸 

⑦主要地方道 17 号線（栄町三丁目）  ２棟  １７１戸 

⑧放射 32 号線（押上）        ７棟  ３６９戸 

 ⑨補助 172 号線（長崎）       ８棟 約４３２戸 

⑩環状５の１号線（北参道）     ４棟 約１７０戸 

⑪環状３号線（弁天町）       ３棟 約１０６戸 

⑫環状３号線（曙橋）        ３棟 約１０８戸 

     ※④、⑤、⑥、⑨、⑩、⑪、⑫は未調査部分があるため戸数は概数。 
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２ 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＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催都市としての着実な準備

や、高度防災都市の実現に向けて、首都東京の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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３ 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＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催都市としての着実な準備

や、高度防災都市の実現に向けて、首都東京の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

措置がなく、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３万８千円の増額となる。 

 

 

 

 

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
段階 対象者

（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
本人及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

37,080 0.50

第２段階
本人及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
得金額が１２０万円以下

48,240 0.65

第３段階 本人及び世帯全員が区民税非課税 55,680 0.75

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

64,560 0.87

第５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）

74,160 1.00

第６段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１２０万円未満 80,160 1.08

第７段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が１２０万円以上 89,760 1.21

第８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 103,920 1.40

第９段階 本人が区民税課税で本人の合計所得金額が２９０万円以上 107,640 1.45

第１０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 110,520 1.49

第１１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 133,560 1.80

第１２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 148,320 2.00

第１３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 170,640 2.30

第１４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 200,280 2.70

基準額に
対する比率

（平成27年4月1日改定）
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２６ 公共事業推進のための行政代執行法の改正 

（提案要求先 内閣官房） 

（都所管局 財務局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成１４年度の土地収用法の改正により、収用手続上の問題については一定程

度解消されたものの、収用手続の最終局面で実施する行政代執行における問題が

依然残っており、公共事業の実現に障害となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）住居不明者に対する書類送達を民法の公示送達に代え、都道府県知事によ

る公示送達制度を設けること。 

 

（２）多数当事者に対する戒告書等の書類送達に代表者送達制度を設けること。 

 

（３）代執行庁等が占有者を排除できるよう法令を整備すること。 

 

（４）代執行庁が撤去した物件を一定期間保管後に処分できるような制度を設け

ること。 

 

（５）代執行庁が徴収できる費用として、戒告書の発送から撤去物件の保管・処

分まで一連の費用を法令に明文化すること。 

 

 公共事業の早期実現を図るため、行政代執行を円滑に行うことが

できるよう、必要な法令整備及び制度創設等を行うこと。 
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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・産業労働局） 

（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。 

 

＜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

体等が買い取らない旨の通知をするまでは、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。 
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（２）公共事業に協力した農業者が代替農地を確実に取得できるよう、関係自治

体等があらかじめ代替農地を確保することを可能にするなど、農地の権利移

動の制限や生産緑地の買取りの仕組み等、農地に関する諸制度について必要

な見直しを行うこと。 
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２８ 浄水場更新事業等に対する財政措置の強化・充 

  実 

（提案要求先 総務省・厚生労働省） 

（都所管局 水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

都の浄水場は、高度経済成長期の水道需要の急増に対応するため、短期間かつ

集中的に整備・拡張したものが多く、施設能力全体の約７割に当たる施設がこの

時期に建設されている。これらの施設は、建設からおおむね半世紀を経て老朽化

が進んでおり、平成３０年代以降、一斉に耐用年数の６０年が経過する。 

これら多くの浄水場の更新に当たっては、更新時に能力を低下させることなく

安定給水を確保するため代替浄水施設を先行整備して計画的に行うことが必要

である。  

また、近年、国民の生活を脅かす火山噴火やテロ行為等のリスクも高まってき

ており、特に東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020

大会」という。）に向け、世界中の耳目が東京に集まる中、基幹的ライフライン

は、テロをはじめとした様々な危機に対して、万全を期す必要がある。このよう

な危機に対して、水面が屋外に開放されている浄水場では、抜本的な予防対策が

課題となっている。基幹施設である浄水場が停止する事態となれば、その影響は

甚大となるため、浄水場の更新に併せ、浄水施設（池状構造物）の覆蓋化を講じ

ていく必要がある。 

しかし、これらの事業には、巨額な整備費用を要するものの料金収入の増加は

見込めず、切迫性が指摘される首都直下地震に備えた耐震化事業等と相まって、

水道事業を取り巻く財政事情は厳しい状況にある。 

また、現在、緊急時給水拠点確保等事業及び水道管路耐震化等推進事業が生活

（１）浄水場更新事業及び浄水施設の覆蓋化等の必要な機能向上を

対象とする新たな制度の創設や採択基準の緩和など、必要な財

源を確実に措置すること。 

（２）水道施設の耐震性強化等を推進するため、採択基準を緩和す

るなど財政措置の強化・充実を図り、必要な財源を確実に措置

すること。 

（３）水源開発の促進等のため、採択基準を緩和するなど財政措置

の強化・充実を図り、必要な財源を確実に措置すること。 
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基盤施設耐震化等交付金の対象事業とされるが、今後、水道施設の耐震性強化等

を推進していくには、採択基準や交付率などの措置が不十分である。 

さらに、新規水源開発の促進、水道施設の再構築等に係る費用は多額であり、

今後ともこれらの事業を計画的に推進していくには、採択基準や補助及び交付率

等の措置が不十分である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京 2020 大会開催期間中を含め、将来にわたり首都東京の安定給水に支

障を来さず、着実に実施することが不可欠であるため、浄水場更新事業及び

浄水施設の覆蓋化等の機能向上を対象とする新たな制度の創設や採択基準

の緩和など、必要な財源を確実に措置すること。 

（２）水道施設における耐震性強化等を推進するため、採択基準を緩和し、交付

枠を拡大するとともに、交付率を大幅に引き上げること。 

（３）新規水源開発の促進及び水道諸施設の整備等に要する費用が多額であるた

め、採択基準を緩和し、補助及び交付枠を拡大するとともに、補助及び交付

率を大幅に引き上げること。 
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オリンピック開催時

[年]

（万㎥/日）［
施

設

能

力

］

0
H27 H32 H37 H42 H47

能力低下

参  考 

  

 

【大規模浄水場更新（代替浄水施設整備の必要性）】 

 

【大規模浄水場更新（代替浄水施設整備）の工程】 

【覆蓋化イメージ図】 

3627 28 29 30 31

境浄水場

三郷浄水場

代替浄水施設工事

代替浄水施設工事

32 33 34 35

（万㎥/日）

［
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設

能

力

］

［年］

代替浄水
施設整備

0

オリンピック開催時
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能力低下

能力増強

代替浄水施設整備後、更新の場合

（能力低下なし）
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水道需要やリスク対応等を
考慮し、適切な規模に
施設を再構築
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代替施設の整備

更新時期の平準化

代替浄水施設

の整備 

同一浄水場内で更新の場合

（能力低下あり）
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水道施設の耐震性強化等 

【交付率】 

事 業 名 
交
付
率 

28 年度※1 

要 件  

国 都 

交
付
枠 

交
付
額 

交
付
基
本
額 

緊急時給水拠点確保等事業

(配水池、緊急時用連絡管、

貯留施設、緊急遮断弁) 

1/3  

 

 

 

52,578 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

地震等による水道施設の被害等の

おそれが今後特にあること等 

水道管路耐震化等推進事業 

（導水管、送水管、配水管、

石綿セメント管、鋳鉄管、塩

化ビニル管等の更新） 

 

  

1/2 

～ 

1/4 

・災害復旧事業を行った導水管、送

水管及び厚生労働大臣が必要と認

める区間の耐震化整備事業である

こと。 

・地震による水道施設の被害等のお

それがあること。 

・給水人口が５万人未満 

・給水人口が５万人以上で家庭用 10

ｍ3 の水道料金が、給水人口５万人

以上の水道事業者の平均料金※2 よ

りも高いもの等 

※1  28 年度予算と 27 年度補正予算の合計 

※2 家庭用 10ｍ３の平均料金   全国平均 1,534.8 円 

（平成 27 年４月１日現在）  都平均    1,071.0 円 

 

新規水源開発の促進及び水道諸施設の整備等 

ア 国庫補助（都分）                        （単位 百万円） 

補 助 事 業 名          補助率 
27年度 

補助額 

27年度補助 

基本額 

採択基準上 

の基本額 
差引増減 

水道水源開発施設整備事業              １/３ 520  1,559 1,559 0 

 

イ 建設改良事業費に占める国庫補助額（都分）        （単位 百万円、％） 

区   分 事 業 費       補 助 額       割 合      

 平成24年度※   84,285   2,593 3.1 

 平成25年度 75,035 386 0.5 

平成26年度 81,375 404 0.5 

平成27年度（予算） 98,504 632 0.6 

平成28年度（予算） 104,893 1,162 1.1 
 

※ 24 年度のみ地域自主戦略交付金での交付 

 

（単位 百万円） 
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２９ 公共交通ネットワークの強化 
（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 
 ＢＲＴは、地下鉄やＬＲＴなどと比較して、短期間に低コストで大量の旅客の

効率的な輸送が可能であり、今後、鉄道やバス等と共に公共交通の一翼を担う。 
都で進めている都心と臨海副都心を結ぶＢＲＴは、平成２８年４月に運行事業

者とともに事業計画を策定し、実施を図る段階にある。事業化を進める中で、停

留施設の法的位置づけ（道路占用物か道路付属物か）や、車両調達のための支援

など、事業推進のための枠組が明確になっていない。 
今後、他の地域への展開を図るためにも、ＢＲＴ事業を推進するため、制度的

な枠組ならびにこれに伴う支援制度の創設が望まれる。 
事業化に向けては、燃料電池・連節バスの導入、内閣府ＳＩＰによる自動運転

技術や加減速制御技術等の新技術の導入に伴い、車両のコストの増加が予想され

ている。また、車両基地は、連節バスに対応するため、より大規模な面積や整備

用三軸リフトが必要となり、コストアップの要因になっている。このため、現行

の枠の中においても、これらについての補助制度の拡充や創設が望まれる。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）連節バス購入費への補助の拡充、燃料電池バスへの補助枠の拡大（買い換

え時も含む。） 
（２）内閣府ＳＩＰによる新技術導入に係る費用の増分に関する補助の創設  
（３）車両基地の整備費への補助の創設（土地、設備） 

※土地については、賃借料の１／２ 
（４）行政手続きの簡素化による導入期間の短縮 
（５）バリアフリーや乗降時間の短縮を図るための「ノンステップバス認定要領」

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の弾力的な運用 
（６）正着のための新型縁石の設置に関するガイドラインの制定 
（７）上記も含めて、ＢＲＴ事業推進のための包括的な制度の創設 
 
 
 
 
 
 
 

（１）ＢＲＴの整備を推進するための枠組とそれに合わせた補助制
度の創設を行うこと。 

（２）ＢＲＴの導入に関して、連節車両の購入、インフラ整備およ
び自動走行技術等の新技術導入に伴うコスト増に対して、各補
助制度の拡充や創設を行うこと。 
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１ 既存住宅流通の活性化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

既存住宅流通を促進する施策を総合的に推進すること。 

 

＜現状・課題＞ 

我が国では、既存住宅はその品質や管理状態とは関係なく築年数の経過ととも

に市場での価値が低下する状況にあり、そのため、住宅の平均使用年数は欧米と

比べて短く、既存住宅市場も十分に活性化していない。 

既存住宅について、消費者が安心して選択できるような魅力あるものにしてい

くためには、新築時から維持管理期、売買時までの全体を通じて、住宅の品質及

び性能が確保され、取引時にそれらが明らかになり、その価値が適切に評価され

るような市場の形成が必要となる。 

空き家の発生を抑制する観点からも、既存住宅を売買や賃貸の各市場に流通さ

せていくことが有効である。 

国は、平成２５年度に「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」

を策定し、それを踏まえ、平成２７年度には「既存住宅価格査定マニュアル」が

改訂されるなど、建物の維持管理状況が適切に反映される評価手法の整備が進め

られている。 

また、国は、平成２５年度より「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を実施

し、その成果を踏まえ、平成２８年度より既存住宅の増改築に係る長期優良住宅

認定制度を施行した。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新たな評価指針に基づく建物評価手法について、価格査定実務を行う宅

地建物取引業者等にとって活用しやすいものとするとともに、金融機関等

にも広く普及を図ること。 

（２）既存住宅の増改築に係る長期優良住宅認定制度について、新築同様の税

制優遇を早期に実施すること。 

（３）適正な維持管理や質の向上に寄与するリフォーム等を行う住宅に対する

税の特例措置を設けるなど、住宅所有者の自主的な取組を促進するための

措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 既存住宅ストックの活用促進 
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２ 空き家対策の促進 

 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年住宅・土地統計調査によると、空き家は全国で８２０万戸、東京都

で８１．７万戸となっており、全住宅ストックの１割を超える状況となっている。 

空き家は、適切な管理がなされなければ、老朽化し地域の居住環境の悪化や防

災機能の低下を招くことが懸念されることから、利活用を含む空き家の包括的な

施策の推進が重要な課題となっている。 

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、区市町村が地域の状況に応じ、

計画的に空き家対策を実施することが重要であるが、このためには、財政支援を

はじめとする更なる施策の充実が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

法に基づく「空家等対策計画」の作成に要する費用を、社会資本整備総合交付

金の基幹事業である空き家再生等推進事業の補助対象にするなど、財政支援の充

実を図ること。 

また、空き家に関するデータベースの整備、相談窓口の設置、空き家の活用・

除却等の空き家対策について、地方交付税制度によらず、不交付団体にも等しく

財源措置をすること。 

 

地域の状況を踏まえた空き家の利活用等を促進するため、必要な財
源の確保及び財政支援の充実を図ること。 
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３１ 大規模水害対策の推進  

（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 総務局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成１８年６月、中央防災会議に「大規模水害対策に関する専門調査会」が設

置され、平成２２年４月に報告書がまとめられた。 

その報告書の想定によれば、荒川及び利根川などの大河川が氾濫すると、首都

圏で最大５３０万ｋ㎡が浸水し、約２３０万人に影響が出るとされている。 

都内においても、近年の地球温暖化などにより大規模水害の危険性は増してい

る。こうした膨大な避難者や甚大な経済被害が想定される大規模水害については、

荒川や利根川などの大河川を管理する国が、責任をもって地方自治体を越えた総

合的な対策に取り組むことにより、被害の軽減等を確実に推進することが極めて

重要である。 

国は報告書を受け、平成２４年９月に「首都圏大規模水害対策大綱」を取りま

とめ、平成２５年１１月に「首都圏大規模水害対策協議会」を立ち上げて具体的

な対策の検討を始めた。その後、平成２７年５月に「荒川下流タイムライン（試

行案）」の運用を開始した。しかし、これらの取組においては、特に広域避難が必

要な場合などの体制や活動について定めていない。 

平成２７年９月の関東・東北豪雨では、鬼怒川などが氾濫し、茨城県、栃木県、

宮城県などで広範囲の浸水被害が発生した。水害対策は喫緊の課題であり、こう

した対策への取組を速やかに進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）今後、国と関係機関が策定することとしている首都圏大規模水害対処計画

には、国と地方の責任と役割分担を明記すること。また、策定にあたっては、

地方自治体の意見を十分取り入れること。            

（２）大規模水害対策に係る現行制度の改善や新たな仕組み・体制を構築する場

合には、地方自治体の意見を十分に取り入れること。また、地方自治体など

が行う新たな対策については、必要な財源などの措置を講じること。          

（３）都県境を越える百万人単位の広域避難は、地方自治体だけでは十分な対応

が困難な課題であるため、国は強いリーダーシップを持って対策を推進する

こと。 

（４）大河川の氾濫を防止する治水施設の整備を着実に推進するとともに、既存

施設の維持管理を適切に行うこと。 

人口や産業が集積した首都圏では、荒川及び利根川等の国が管理

する大河川で大規模水害が発生した場合、被害が甚大となるので、

国が責任を持って、大規模水害対策を確実に推進すること。 
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（５）荒川や利根川などの大河川が氾濫した場合、東部低地帯が広範囲かつ長期

間浸水する恐れがあるため、早期の排水に向け体制の充実を図ること。 

 

参  考 

 

平成２４年９月公表 内閣府「首都圏大規模水害対策大綱」参考資料 

平成２０年９月８日中央防災会議発表「荒川の氾濫時の浸水想定」 

 

右岸 21 キロ地点が決壊した場合       右岸 10 キロ地点が決壊した場合 

・被害状況               ・被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年３月２５日中央防災会議発表「利根川の洪水はん濫時の被害想定」 

 

右岸 136 キロ地点が決壊した場合 

・被害状況 
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３２ 防災行政無線の安定運用に向けた電波法の改 

正 

（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 総務局） 

＜現状・課題＞ 

防災行政無線は、災害発生時にＮＴＴ回線などが使用できなくなった場合でも、

都民の生命や財産を守るために情報の収集や伝達を区市町村や防災機関と相互に

行う極めて重要な情報連絡網であり、災害時には不可欠なものである。 

近年、高層ビルの建設に伴い、防災行政無線の電波伝搬障害が発生する事案が

毎年のように発生している。しかし、電波法では、その電波伝搬障害対策につい

て、建築主と無線局免許人の協議に任かされているのみであり、費用負担につい

て明確にはされていない。都においては、電波伝搬障害対策の費用負担について

建築主と協議しているが、協議が難航している。 

＜具体的要求内容＞ 

電波法で重要無線通信の伝搬障害防止区域に指定された区域における防災行

政無線については、その公共性と重要性を考慮し、高層ビル等の建築主（原因者）

に対して、電波伝搬障害対策の費用負担を義務づけることを電波法に明記するこ

と。 

重要無線通信である防災行政無線の電波伝搬障害対策に係る建築

主（原因者）の費用負担について電波法に明記すること。 
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参  考 

電波法 

 

（重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限） 

第 102 条の６ 前条第１項及び第２項の規定により、届出に係る高層部分が当該

伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受

けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受け

た日から２年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分

に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。 

一 当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第 102 条の３第２

項（同条第６項及び第 102 条の４第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出をし、これにつき、前条第１項及び第２項の規定により当該高層部分が

当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けた

とき。 

二 当該伝搬障害防止区域に係る主要無線通信を行う無線局の免許人との間に次

条第１項の規定による協議が調つたとき。 

三 その他総務省令で定める場合 

 

 

（重要無線通信の障害防止のための協議） 

第 102 条の７ 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線

通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電

波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信

の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に

関し協議すべき旨を求めることができる。 

２ 総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申

出があつた場合には、必要なあっせんを行なうものとする。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都長期ビジョンの実現に向け、我が国の国際競争力を強化し、経済成長を

促進するため、また、災害時において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。 

外環は、首都圏の慢性的な渋滞を緩和するとともに、災害時に日本の東西交通

の分断を回避するなど、必要不可欠な道路である。外環（関越道～東名高速間）

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り、事業を行っているとこ

ろである。 

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。 

また、外環（東名高速～湾岸道路間）については、本年２月、計画の具体化に

向け、国は「東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討協議会」を

設立した。羽田空港や京浜港へのアクセスを強化するなど、環状道路としての機

３３ 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、東京2020オリンピ

ック・パラリンピック競技大会（以下「東京2020大会」という。）

開催までの開通に向けて、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）トンネル本体工事などについて、東京2020大会開催までの開

通に向けて、安全かつ計画的に進めること。また、残る用地取

得、埋蔵文化財調査について、国など事業者と東京都で確認し

たスケジュールに基づき、計画的に進めること。特に、本線ト

ンネルとランプトンネルを地下でつなぐ地中拡幅部について

は、早期に区分地上権の設定を行った上で、技術的に難度の高

い工事を進める必要があることから、早急かつ強力に推進する

こと。 

（３）「対応の方針」を国の責任において確実に履行すること。ま

た、ジャンクションやインターチェンジ周辺等におけるまちづ

くりなどについて、都や沿線区市と協力し推進すること。 

（４）外環（東名高速～湾岸道路間）については、関越道～東名高

速間の開通時期を見据え、必要な調査を実施するとともに、本

年２月に設立された協議会の場などにおいて検討を進め、早期

に計画を具体化すること。 
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能を最大限に発揮させるため、この協議会の場などにおいて検討を進め、早期に

計画を具体化する必要がある。 

 

＜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、我が国の国際競

争力を強化し、経済成長を促進するため、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、一刻も早く整備しなければな

らない。関越道から東名高速間については、東京 2020 大会開催までの開通に

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）用地取得、埋蔵文化財調査については、国、東京都、高速道路会社による

東京外かく環状道路（関越～東名）事業連絡調整会議（第２回 平成２７年１

２月２５日）で、東京 2020 大会開催までの開通のために必要な完了時期を確

認、公表しており、このスケジュールに基づき、計画的に進めること。 

工事については、東名ジャンクションで、平成２４年から施工していた立

坑工事が平成２７年９月に完了し、引き続き、シールドトンネル発進に向け

た準備工事が進められている。また、大泉ジャンクションでは平成２６年７

月から立坑工事に着手し、さらに、中央ジャンクションでも、ランプ部の工

事に着手するなど、いよいよ本格化してきている。これらの工事などについ

て、東京 2020 大会開催までの開通に向けて、安全かつ計画的に進めること。 

また、本線トンネルとランプトンネルを地下でつなぐ地中拡幅部について

は、東京外環トンネル施工等検討委員会（第１０回 平成２７年１２月２２日）

の「地中拡幅部についての留意事項」を踏まえ、本年１月から３月に大泉ジ

ャンクション部、東名ジャンクション部の工事が公告された。残る中央ジャ

ンクション部、青梅街道インターチェンジ部も含め、早期に区分地上権の設

定を行った上で、技術的に難度の高い工事を進める必要があることから、特

に、早急かつ強力に推進すること。 

（３）地域住民の意見や要望に対する「対応の方針」を国の責任において確実に

履行すること。また、ジャンクションやインターチェンジ周辺等のまちづく

りについて、都や沿線区市と協力し推進すること。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。 

（４）羽田空港や京浜港へのアクセスを強化するなど、外環の環状道路としての

機能を最大限に発揮させるため、東名高速～湾岸道路間については、関越道

～東名高速間の開通時期を見据え、計画の検討に必要な調査を実施するとと

もに、本年２月に設立された協議会の場などにおいて検討を進め、計画を早

期に具体化すること。 
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３４ 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） 

交通渋滞解消や環境改善、防災機能向上、観光・企業活動の活性
化等、高いストック効果を発現する首都圏の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。 

 

＜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、

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
う

回機能確保、さらに

は、観光・企業活動の活性化等、非常に高いストック効果の発現が期待される。 

平成２７年３月に首都高速中央環状線が全線開通し、三環状道路の最初のリン

グが完成するとともに、平成２７年１０月には圏央道の埼玉県区間が全線開通し、

東名高速・中央道・関越道・東北道が圏央道で結ばれた。このように、三環状道

路の整備は着々と進んでいるが、整備率は約７４％であり、諸外国の主要都市と

比較すると、十分といえない水準にある。 

 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、三環状道路をは

じめとする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）首都圏三環状道路のうち、東京外かく環状道路及び首都圏中央連絡自動車

道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）環状線本来の機能を発現させるため、中央環状線の既に開通している区間

（板橋 JCT～熊野町 JCT 間、堀切 JCT～小菅 JCT 間、小松川 JCT 等）の改良

により交通渋滞解消に寄与する事業等を推進するとともに、必要な財源を確

保すること。 

（３）都市高速道路晴海線のⅠ期区間（有明～晴海）のうち、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を確保すること。 

また、Ⅱ期区間（晴海～築地）について、早期に事業者を決定し、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。 
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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＞ 

移動の効率性が極めて高く、環境にもやさしい首都圏を目指し、高速道路網を

最大限利活用できる料金体系を実現することが必要不可欠である。 

この首都圏の高速道路料金については、平成２７年９月に国から示された具体

方針（案）に基づき、平成２８年４月から新たな料金体系が導入され、料金体系

の整理・統一及び起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現が図られるととも

に、利用者の急激な負担増への配慮として、激変緩和措置も講じられたところで

ある。今後も、首都圏三環状道路のネットワーク機能を最大限発揮させるよう、

交通状況などの検証を行い、地方の意見を踏まえた上で、引き続き、一体的で利

用しやすい料金体系の実現に向けて取り組む必要がある。 

一方、我が国の高速道路のインターチェンジは、平均間隔が約１０km と、欧米

諸国の約２倍もの長さがあり、利便性が低く、高速道路が有効活用されていない。 

そのため、ＥＴＣ車両に限定し、従来のインターチェンジに比べてコンパクト

に整備することが可能なスマートインターチェンジの設置により、整備費用や管

理コストを削減する。また、アクセス改善による利便性向上を図ることで、地域

生活の充実や経済の活性化などが実現すると考えられる。これらのことから、整

備推進が期待されている。 

また、中央自動車道の調布付近や小仏トンネル付近等については、恒常的に交

通渋滞が発生し定時性を損ねており、特に、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会やラグビーワールドカップ２０１９開催時には、観光客の大幅増加

等から高速道路利用率の増大が予想されることから、早期の渋滞対策実施が強く

望まれている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏の高速道路料金については、引き続き、一体的で利用しやすい料金

体系の実現に向け、新たな料金体系導入による交通状況の変化や債務の償還

計画への影響などについて検証するとともに、会社間の乗継に伴うターミナ

ルチャージの重複徴収の解消や旧料金圏の継ぎ目に位置する本線料金所の撤

去などについても積極的に取り組むこと。 

   また、ビッグデータを活用し、混雑状況に応じた料金施策を導入するなど、

利用者へのサービス向上を図ること。 

首都圏の高速道路網の有効活用を図るため、混雑状況に応じた料

金施策の導入など、引き続き、合理的な料金体系の実現に向けて取

り組むとともに、既存の高速道路の渋滞対策やスマートインターチ

ェンジの整備等を推進すること。また、ラグビーワールドカップ２

０１９開催を踏まえ、中央道調布付近の渋滞対策を早期に完了させ

ること。 
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（２）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整備推

進、ＩＴＳの推進等に取り組むこと。 

（３）中央自動車道の調布付近や小仏トンネル付近の渋滞対策について、一日も

早く完成させること。調布付近については、平成２７年１２月に調布インタ

ーチェンジから三鷹料金所手前までの間で３車線運用が開始されたところで

あるが、残る三鷹料金所付近の線形改良について、ラグビーワールドカップ

２０１９開催までに完了させること。 
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（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 

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 

：高速国道の大都市近郊区間と同じ

：大都市近郊区間より安い(激変緩和)

：その他の高速国道等（普通区間）

：高速国道の大都市近郊区間と同じ

：大都市近郊より高い

：大都市近郊より安い

：距離別料金・均一料金区間

平成２８年度からの首都圏高速道路の料金体系 

 
○対距離制に統一 

○同一発着・同一料金 
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３ 高速道路の老朽化対策及び逆走対策 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

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を推進

するとともに、逆走対策についても取組を進めること。 

 

＜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年が経過した首都高速道路をはじめとする高速道路構造物は、平

成２４年の中央道笹子トンネル天井板落下事故に見られるように、老朽化が進ん

でおり、対策が急がれている。 

このため、平成２５年１２月に首都高速道路株式会社が、平成２６年１月には

東日本及び中日本高速道路会社が大規模更新等に関する計画等を示した。また、

平成２６年６月には、高速道路会社の料金徴収期間を延長する法律が施行され、

老朽化対策の財源確保の見通しがついたところである。 

首都高速道路については、大規模更新等の着手に向けて、手続きを進めている

が、東日本及び中日本高速道路株式会社等が管理する高速道路については、未だ

代表的な区間や内容しか示されていない。 

２０２０年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控えてい

ることから、高速道路利用者の安全安心を確保していくため、大規模更新等の詳

細な実施内容を早期に示した上で、高速道路会社が取組を実施していくよう、国

が責任を持って指導していく必要がある。 

また、高速道路での逆走は、死亡事故等の重大な事故に繋がる可能性が高く、

逆走車両のみならず、正しく走行している車両も巻き込まれる極めて危険な行為

であり、撲滅に向けた取組が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都高速道路構造物の老朽化対策については、大規模更新として、１号羽

田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）に引き続き、１号羽田線（高速大師橋）、

３号渋谷線（池尻～三軒茶屋）について取り組むとともに、都心環状線の築

地川区間や日本橋区間の都市再生に関する検討を進め、着手すること。 

また、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、早期に全体の実施内容を示し、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）高速道路での逆走に対しては、国や高速道路会社等において対策を進めて

いるところであるが、高齢化の進展や、認知症問題の顕在化といった社会状

況を踏まえ、今後も、逆走事故の撲滅を目指し、取組を推進すること。 
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３５ 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・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都市交通の混雑を緩和し交通を円滑化するとともに、被災時における通行機

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。 

国道３５７号は、東京湾岸の広域的なネットワーク形成のみならず、国際化

が進む羽田空港へのアクセス向上や京浜三港の連携強化にも寄与する重要な路

線である。このうち、未整備の多摩川トンネルは、羽田空港周辺と川崎側の京

浜臨海部を結ぶ連絡道路の整備と同時に進めることとなっている。また、国道

３５７号等は、東京 2020 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。 

国土交通省の平成２８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、東京港トンネルについては、必要な予算を確保し

山側（東行き）トンネルの早期開通に向け、整備を推進すること。    

また、多摩川トンネルについては、羽田空港周辺と京浜臨海部の連携強 

化に向け、整備を推進し早期開通を図ること。加えて、臨港道路南北線の

開通等も見据え、その他の未整備区間についても、早期に事業着手し整備

を推進すること。 

（２）国道１５号については、「品川の顔」となる品川駅西口駅前広場の再編整

備に不可欠な都市基盤であり、整備に向け積極的に取り組むこと。 

（３）国道１６号松原地区については、事業進捗率が約９割となっており、必

要な予算を確保し、早期開通に向け、整備を推進すること。 

（４）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）については、必要な予算を確保し、

（１）国道３５７号（東京港トンネル、多摩川トンネル、その他の
未整備区間）について整備推進を図ること。 

（２）国道１５号の整備に向け積極的に取り組むこと。 
（３）国道１６号（松原地区）について早期開通を図ること。 
（４）国道２０号（八王子南バイパス、日野バイパス（延伸））に

ついて整備推進を図ること。 
（５）首都圏の都市間連携を強化する国道（国道６号など）につい

て整備推進を図ること。 
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整備推進を図ること。 
特に、日野バイパス（延伸）において、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。また、平成２７年に都市計画の変更を行った未事業化区間

の一部についても、他の区間と併せて、早期事業化を図ること。 
（５）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、早期開通を図り、その他の箇所についても、整備推進を図ること。 
 

ー 163 ー



２ 臨港道路の整備推進 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

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・強化を図ることが必要である。 

特に、中央防波堤内側及び外側地区においては、外貿コンテナ及び内貿ユニッ

トロードターミナルなどの埠頭施設の利用に伴う交通需要に対応することが喫緊

の課題である。 

また、東京２０２０大会では、臨海部に多くの競技会場が集中することから、

会場へのアクセス確保や港湾物流への影響を回避するため、２０２０年までに臨

港道路南北線を完成することが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

臨港道路南北線の整備は、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な

ど、大きなストック効果を発現する。 

また、東京２０２０大会開催会場へのアクセスを確保する上でも重要な役割を

担っている。 

このため、２０２０年までに臨港道路南北線を整備すること。 

 

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並

びに東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京２０２０大会」という。）会場へのアクセス確保に向け、臨港道路

南北線の整備推進を図ること。 
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１ 道路・橋梁整備の推進 

（提案要求先 総務省・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割にあたる約１,３００万人が生活し、総生産

額が全国の約２割にあたる９３．１兆円に上るなど、人やモノ、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パーセ

ント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３５

km/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発生が懸念される中、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６，９００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。 

また、都県境の道路は災害時の救援活動や緊急物資輸送など首都機能堅持のた

めにも非常に重要であるが、隣接県市の財政負担が厳しいこと等から整備が進ま

ないことが課題となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の道路整備は、我が国の経済を活性化させ、国際競争力を強化すると

ともに、災害時に、首都の中枢機能を堅持するなど大きなストック効果を発現す

るため、極めて重要である。また、東京 2020 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。

加えて、特定整備路線を国の重点施策に位置付けるとともに、都県境の道路整備

について首都機能堅持の重要性に鑑み、国が財政面や制度面での特別な支援を行

う仕組みを構築すること。 

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

３６ 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の改正等をすること。 
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及び不動産登記法等関係法令の改正等をすること。さらに、固定資産税情報を道

路事業など、まちづくりの推進に適切に活用していくために関係法令の改正など

必要な措置を講ずること。 

 

 東京の主な道路事業 

  ①区部の放射・環状道路整備 

 環状２号線、環状３号線、環状５の１号線 

放射７号線、放射２５号線、放射３５・３６号線、 

(仮称)等々力大橋〔放射３号線〕など 

②多摩の南北・東西道路整備など 

   府中所沢・鎌倉街道線、東京八王子線、新青梅街道、南多摩尾根幹線など 

  ③交通の円滑化や耐荷力向上を図る橋梁整備 

若潮橋、関戸橋、松枝橋など 

  ④連続立体交差事業 

   京王京王線、西武新宿線など 

⑤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、秋川南岸道路、(仮称)梅ヶ谷トンネルなど 

  ⑥「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、補助２６号線、補助２９号線など 
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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 総務省・経済産業省・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３８パーセントに達しているが、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）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」

という。）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）東京 2020 大会開催に向けて、国道においても、おおむね首都高速中央環状

線の内側のエリアであるセンター・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。 

（３）区市町村道等の無電柱化を促進させるため、直接埋設方式など更なるコス

ト縮減とコンパクト化を図る無電柱化技術の開発を推進するとともに、地上

機器を民地等に設置するための仕組みを構築すること。 

（４）電線管理者の費用負担減を図るための財政的支援制度を拡充すること。 

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 28 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   712 km  55 ％ 

 
うちセンター・コア・ 

エリア 
  536 km   494 km  92 ％ 

多摩 1,040 km   174 km  17 ％ 

計 2,328 km   886 km  38 ％ 

 

 

２ 平成２８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 18,076 7,035（3,869） 

※ 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 26 年度 平成 27 年度 

無電柱化整備事業 

（国費） 
6,709（3,690） 7,051（3,878） 

 

 

【整備事例】日野市高幡（川崎街道）  

（整備前）                （整備後） 
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３ 街路樹の充実（質の向上） 

 （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、大気浄

化など、都市環境の改善に寄与する。 

東京 2020 大会においては、マラソンコースをはじめ、これまで創出してきた連

続する豊かな道路の緑が、世界中の人々から注目される。 

そこで、道路の緑が織りなす美しい景観を維持・向上させ、東京の魅力として

示していくため、都内の街路樹について、充実した維持管理により、美しく大き

な樹冠の確保など、質の向上を図る必要がある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

東京 2020 大会に向け、都内街路樹の維持管理を充実させて質の向上を図る必

要があり、美しく大きな樹冠の確保等のため、国道においても、計画的な剪定等、

一層、街路樹の維持管理の充実を図ること。 

 

参  考 

 

【街路樹の充実（質の向上）のイメージ】 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）に向け、美しい景観と緑陰を確保するため、

都内街路樹の維持管理を充実させる必要があり、国道においても、

一層、維持管理の充実を図ること。 

ー 170 ー



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、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２８年４月１日現在） 

（１）策定済み 

 自治体名 

 １都 東京都 

 ２２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、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、

新宿区、荒川区 

 ２３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、稲城市、東久留米市、あきる野市、八王子市、

小平市、羽村市、西東京市、東村山市、清瀬市、日野市、福

生市、三鷹市、武蔵村山市、東大和市、小金井市 

１町 奥多摩町 

２村 神津島村、小笠原村 

（２）平成２８年度策定予定 

 自治体名 

 １市 昭島市 

 １町 日の出町 

 １村 檜原村 

 

２ 平成２８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 12,762 1,677(915) 

                                         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） 
506 506(281) 

                               補助率 0.55 又は 0.70 

 

３ 実施計画（東京都） 

橋梁の長寿命化については、平成 36 年度末までに約 160 橋に着手する。 
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５ 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28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 408 193 47％ 

 

２ 平成２８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  4,780  718(388) 

  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26年度 平成27年度 

道路災害防除事業 

（国費） 

 542 

(294) 

 623 

(336) 

 

（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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６ 歩道整備・歩道改善事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 歩道は、歩行者の安全を確保するとともに、植栽などによる良好な都市環境の

形成など多くの役割を果たしており、その整備は大変重要であるが、都道におけ

る幅員２ｍ以上の歩道の整備率は約６３％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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（平成28年4月1日現在）

796 km 730 km 98 km
89.0 ％ 81.7 ％ 11.0 ％
702 km 452 km 288 km

70.9 ％ 45.7 ％ 29.1 ％
1498 km 1182 km 386 km
79.5 ％ 62.7 ％ 20.5 ％

歩道の整備状況

整備対象
道路延長 整備済延長 未整備延長

うち幅員2m以上

区部 894 km

多摩地域 990 km

計 1884 km

参  考 

 

１ 都道における歩道の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成２８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 8,849 1,760(968) 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区    分 平成 26 年度 平成 27 年度 

歩道整備事業等 

（国費） 
433(233) 1,272(700) 

 

【整備事例】中野区中央（特 433 大久保通り） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幅員２ｍ以上の歩道の整備を促進するために 

必要な財源を確保すること 

歩道整備前 歩道整備後 
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７ 交差点改良事業の推進 

  （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 28 年 4 月 1 日現在) 

 計画箇所数 
完成箇所数 

（一部完成※含む） 

交差点改良事業 

(第３次交差点すいすいプラン) 
７６ １４ 

※２次プランによる継続箇所を含む。 

 

２ 平成２８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 4,993  762(419) 

 

３ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成 26 年度 平成 27 年度 

交差点改良事業 

（国費） 
1,059（582） 612(336) 

 

 

原因 
右折車線 

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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８ 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割にとどまって

おり、継続して取り組んでいくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

皇居周辺や六本木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。 

 

 

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２８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 ４１．７km ５３％ 

 

 

２ 平成２８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 ５６２ ４０（２２） 

 

 

３ 都への当初内示額 

                          （単位：百万円） 

区   分 平成２６年度 平成２７年度 

道路の景観整備事業 

（国費） 
１０（５．５） ９０（４９．５） 

 

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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【整備実施例】 

 

   

 

 

 

 

中央区銀座（外堀通り） 台東区東上野（浅草通り） 
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９ 臨海部道路網の整備 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、震災時

における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地とを結ぶ

道路ネットワークの充実・強化を図ることが必要である。 

 特に、中央防波堤内側及び外側地区においては、外貿コンテナ及び内貿ユニッ

トロードターミナルなどの埠頭施設の利用に伴う交通需要に対応することが喫緊

の課題である。 

また、東京 2020 大会では、臨海部に多くの競技会場が集中することから、会場

へのアクセス確保や港湾物流への影響を回避するため、２０２０年までに臨港道

路南北線接続道路を完成することが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

臨港道路南北線接続道路の整備は、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

行えるなど、大きなストック効果を発現する。 

また、東京 2020 大会開催会場へのアクセスを確保する上でも重要な役割を担

っている。 

このため、２０２０年までに臨港道路南北線接続道路を完成できるよう、整備

に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並

びに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）会場へのアクセス確保に向け、臨港道路南北

線接続道路について、整備に必要な財源を確保すること。 
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１０ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺の

臨港道路等の無電柱化  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 大会では、臨海部に競技会場が集中しており、大会開催に伴い、臨海

部の良好な景観を形成するとともに、来訪者のための快適な歩行空間を確保する

必要がある。 

また、震災時の電柱倒壊に伴う交通遮断等を防ぎ、防災安全性の向上を図るた

め、沿道の無電柱化を進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京 2020 大会開催までに、競技会場周辺等における臨港道路等の無電柱化が

完了するよう、必要な財源の確保を行うこと。 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）に向けて、会場周辺の臨港道路等における無

電柱化の実施に必要な財源の確保を行うこと。 
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１１ 道路施設の点検に向けた財源確保等 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 高度経済成長期に集中的に整備された道路ストックは、今後急速に高齢化する

ことから、本格的なメンテナンス体制の構築が求められている。 

道路法においては、道路の予防保全の観点も踏まえた点検を含む維持・修繕の

実施等が規定され、国が定める統一的な基準により、５年に一度の頻度で近接目

視により点検を行うことが義務化された。 

点検の義務化に伴い、比較的財政基盤の弱い区市町村が道路施設の点検を着実

に実施していくために、必要な財源の確保や技術力の向上等が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）定期点検が義務付けられたトンネル、橋などの道路施設や、街路灯、道路

標識などの道路附属物の点検に必要な財源を確保すること。 

（２）特に、鉄道や高速道路を跨ぐ橋の点検については、作業時間や物理的な制

約を受け、より多くの経費を要することから、必要となる財源を確保すると

ともに、補助率の引き上げなど更なる交付金の充実を図ること。 

（３）道路施設の定期点検における近接目視について、効率的かつ経済的に行え

る新たな点検手法、技術の開発を行うこと。 

（４）職員の点検技術の向上を図るため、国が実施している道路維持管理研修等

の更なる強化や点検員の資格制度の確立など、技術的な支援を拡充すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の本格的なメンテナンス体制を構築するため、トンネルや橋

など道路施設の点検を着実に実施するのに必要な財源を確保すると

ともに、更なる交付金の充実を図ること。 
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参  考 

（１）道路施設の点検事業費 

 

平成２８年度 予算（当初） ※都分、区市町村分を含む。 （単位：百万円） 

区       分 事業費 うち補助事業費 

（国費） 

道路施設等の点検・調査 1,487 489（269） 

 橋梁の点検 514 264（146） 

 舗装の調査 335 115（63） 

 その他道路施設の点検・調査 638 110（60） 

 

（２）道路施設の点検事例 

 

○橋梁の点検 

 

 

 

 

 

 

 

       橋梁点検車による定期点検       詳細健全度調査 

 

○舗装の調査 

 

 

 

 

 

 

 

          路面下空洞調査          路面性状調査 

 

○その他施設（トンネル・擁壁等）の点検 

 

 

 

 

 

 

 

           トンネル点検           擁壁点検 
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 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

交通施設整備への必要な財源の確保や、交付金制度の拡充など、必

要な措置を講じること。 

 

＜現状・課題＞ 

高齢者を始め誰もが暮らしやすい、自動車に頼らないまちづくりを進めるため

に、これまでも、都内各地において、自由通路や駅前広場等の基盤整備を進め、駅

周辺の移動を円滑化するとともに、交通結節点としての機能を強化している。 

国においては、平成２８年度から、都市・地域交通戦略推進事業の拡充が図られ、

案内サインの改善や乗換ルートのバリアフリー化推進なども交付対象とされたと

ころである。 

これらの基盤整備に当たっては、社会資本整備総合交付金制度等を活用している

ことから、財源の確保のみならず、事業の更なる推進に向け、国費率の拡大や交付

金制度の拡充などが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 地域の拠点となる鉄道駅等の交通結節点において、ユニバーサルデザインの観点

も踏まえ、使いやすさ・暮らしやすさなどの向上を図り、都市の再生を着実に推進

するため、自由通路、駅前広場などの交通施設整備への必要な財源の確保や、交付

金制度の拡充など、必要な措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７ 交通結節点における施設整備助成の拡充 
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３８ 交通バリアフリーの推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・福祉保健局） 

鉄道駅におけるバリアフリー施設整備に必要な財源を確保するこ
と。 

 

＜現状・課題＞ 

高齢者や障害者等をはじめ、鉄道駅を利用する全ての人の円滑な移動環境を確

保するため、エレベーター等の設置による駅のバリアフリー化を促進していく必

要がある。 

これまでに、都内の約９割の駅でホームから出入口まで段差なく移動できる経

路が１ルート確保されているが、複数の出入口が離れた位置にある駅や乗換えに

段差のある移動を伴う駅等においてエレベーターの設置を促進し、駅における利

用者の移動環境をさらに高めていく必要がある。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、多く

の観客が訪れる競技会場周辺の駅において、エレベーターの設置を促進していく

必要がある。 

都では、駅利用者の移動等の円滑化を促進するため、駅におけるエレベーター

等の設置費用に対する補助を実施している。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も見据え、1 ルート未

整備駅の解消はもとより、複数の出入口が離れた位置にある駅や、競技会場周辺

駅におけるバリアフリー施設整備の促進を図るため、事業者の積極的な取組を促

すとともに、整備に必要な財源を確保すること。 

 

 

参 考 

 

[エレベーター等による１ルート整備状況] 

  ◆ＪＲ・私鉄   整備率 約９４％  （平成 27 年 3 月） 

  ◆都営地下鉄   全駅で１ルート確保 （平成 26 年 3 月） 

  ◆東京メトロ   全駅で１ルート確保 （平成 27 年 3 月） 
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３９ ホームドア等の整備促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・交通局） 

（１）ホームドア等の整備に必要な財源を確保すること。 
（２）ホームドア等の整備を推進するため、コスト縮減を図るため

の技術開発の支援等を行うこと。 

 

＜現状・課題＞ 

ホームからの転落等による人身障害事故を防止し、利用者や鉄道輸送の安全性

を確保するため、ホームドア整備を促進する必要がある。また、東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、多くの観客が訪れる競技会場周

辺の駅について、ホームドア整備を促進していく必要がある。 

 ホームドアの整備にあたっては、車両扉の位置の異なる列車への対応やホーム

幅の縮小、停車時間の増大による輸送力の低下、さらには膨大な投資費用などの

課題があり、整備は進んでいない現状にある。 

 都では、鉄道事業者のホームドア整備を促進するため、設置費用に対する補助

を実施している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も見据え、ホーム

ドア等の整備を促進するため、鉄道事業者の積極的な取組を促すとともに、

整備に必要な財源を確保すること。 

（２）異なる扉位置の車両への対応やコスト縮減を図るための技術開発の支援等

を行うこと。 

 

 

参 考 

 

[都内におけるホームドアの整備状況]（平成 27 年 3 月末時点） 

 ※括弧内は利用者数１０万人以上の駅における整備状況 

 ◆ＪＲ・私鉄       整備率 約１９％（整備率 約２８％） 

 ◆東京メトロ・都営地下鉄 整備率 約５８％（整備率 約４６％） 
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４０ 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１，０５０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・安全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、都施行の京王京王線（笹塚駅～仙川駅間）、西武新宿線（中井駅～

野方駅間、東村山駅付近）などの６路線８か所に加えて、区施行の東武伊勢

崎線(竹ノ塚駅付近)で連続立体交差事業を進めている。また、都施行のＪＲ

埼京線（十条駅付近）、京浜急行本線（品川駅～北品川駅付近）などの３路

線４か所及び区施行の東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）で事

業化に向けた準備を進めている。これらの事業の推進に必要な財源を確保す

ること。 

 ② 抜本的な踏切対策としての連続立体交差事業を継続的に推進するため、今

後新たに事業化に取り組む箇所についても、必要な財源を確保すること。 

（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。 
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参  考 

秋葉原

立川

八王子

西武池袋線

京成押上線

拝島

石神井公園

新宿

京急蒲田

京成立石

京成曳舟

京急本線・空港線

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

H28.4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

とうきょう
スカイツリー

JR埼京線十条

事業候補区間

井荻
東伏見

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近）の 

平成２４年１０月全線高架化による効果 

第一京浜の自動車平均走行速度が向上 

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

 

高架化前 

 

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） 

  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 

第一京浜の交通渋滞が解消 

※ 国土交通省が進めている蒲田立体（南蒲田交差点）開通（平成24年12月） 

により、さらに道路交通の円滑化が図られている。 
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４１ 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） 

早期に実施可能な踏切対策を一層推進すること。 

 

＜現状・課題＞ 

東京都内に残されている約１，０５０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、鉄

道事業者による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）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。 

（３）鉄道交差部における交通の円滑化及び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。 
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４２ 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

する情報は、交通渋滞の緩和のみならず、交通事故の削減にも資するものとなり

うる。 

このような観点からも、「世界一の都市・東京」の実現に向けて、史上最高の

オリンピック・パラリンピックを実現する上で高度な交通対策を推進していくた

め、道路・交通に関する様々な情報を更に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、

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＞ 

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。 

 

 

 

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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４３ 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 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 交通局） 

大規模改良工事等に必要な財源を継続的に確保すること。 

 

＜現状・課題＞ 

交通局では、日本の成長を牽引する国際交流拠点として開発が進められている品川

駅周辺地域に位置し、今後周辺の開発により大幅な利用者の増加が見込まれる浅草線

泉岳寺駅について、周辺のまちづくりと連携し、ホームやコンコースの拡張などの駅

施設の大規模改良を行い、駅の安全で円滑な利用とともに、混雑に起因する列車の遅

延等の防止を図ることとしている。 

また、大江戸線勝どき駅の大規模改良や新宿線へのホームドアの整備、乗換駅等へ

のエレベーター整備等のバリアフリー化の推進など、東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会を見据え、必要な施策を着実に進めていくためには、地下高速鉄道

整備事業費補助制度による大規模改良工事等に必要な財源の継続的な確保が必要不可

欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地下高速鉄道整備事業費補助制度について、大規模改良工事等に必要な財源を継続

的に確保すること。 
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参  考 

 

○地下高速鉄道整備事業費補助 

 

【大規模改良工事 国庫補助金】 

            （単位：千円） 

年  度 大規模改良補助金 

２４ 854,155 

２５ 746,116 

２６ 355,476 

２７ 499,662 

２８（予算） 798,106 

※ 交通局の収入年度区分による。 

 

【大規模改良工事 補助対象事業（平成２７年度末時点）】 

・大江戸線勝どき駅の大規模改良 

ホームの増設やコンコースの拡張等の大規模改良工事を行う。 

・新宿線へのホームドアの整備 

平成31年度までに全21駅にホームドアを整備する。 

・乗換駅等へのエレベーター整備 

他の事業者とも連携を図りながら、乗換駅等へのエレベーター整備を行う。 
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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） 

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公的

資金補償金免除繰上償還制度を復活させるとともに、条件を緩和するこ

と。 

 

＜現状・課題＞ 

平成２７年度末の建設改良に係る政府資金及び旧公営企業金融公庫資金をもって

起こした企業債の残高のうち、年利４％以上の高利率のものは、約２３２億円であり、

今後の利子負担額は、約４１億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

の公的資金補償金免除繰上償還制度があったが、都については、財政力指数や資本費

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年度に年利７％以上について、繰上償還が認められた。 

 

＜具体的要求内容＞ 

高金利の未償還企業債が大きな財政負担となっているため、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公的資金補償金免除繰上償還制度を復活さ

せるとともに、条件を緩和すること。 
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参  考 

 

【平成２７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 ０．１ 10年元利均等償還（据置なし） 財政融資資金 ※１ 

機 構 資 金 ０．１ 10年元利均等償還（据置なし）※１、※２ 

民間(公募) ０．０６５ 10年満期一括償還 平成２８年３月発行 

※１ 政府資金及び機構資金の年利は、平成２８年３月のもの。（平成２７年度の発行

実績はない。） 

※２ 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      

２４ 34,569 10,899 45,468 505,285 

２５ 32,783 10,248 43,031 477,501 

２６ 41,193 9,446 50,639 441,308 

２７ 46,573 8,508 55,081 399,735 

２８（予算） 31,127 7,595 38,722 373,608 

※ 特例債を含む。 
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３ エコレールラインプロジェクト事業の推進 
 

 （提案要求先 国土交通省・環境省） 

 （都所管局 交通局） 

エコレールラインプロジェクト事業に必要な財源を確保すること。 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災や原子力発電所における事故の発生以降、社会全体で環境負荷を低減

させるための取組が進められている。鉄軌道事業もその例外ではなく、国においては、

省電力化や低炭素化を推進するための設備等を導入する事業者に対して、費用の一部

を補助するエコレールラインプロジェクト事業を実施してきた。 

交通局では、電力回生システムの採用、環境負荷の低減に配慮した省エネルギー車

両の導入、駅・車両等の照明のＬＥＤ化など、鉄軌道事業における省電力化や低炭素

化に取り組んでいるが、今後、新たに電力貯蔵設備を導入し、更なる省電力化や低炭

素化を推進するとともに、停電時などにも電力確保を可能とし、より安定的な運行の

実現を目指している。 

こうした取組は、省電力化や低炭素化の技術の普及を促すものであり、着実に導入

するためには、エコレールラインプロジェクト事業による財源の確保が必要不可欠で

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

エコレールラインプロジェクト事業に必要な財源を継続的に確保すること。 
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４４ 都市鉄道ネットワーク等の強化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

（１）交通政策審議会諮問第１９８号に対する答申に基づく路線の

整備を促進すること。 

（２）ＪＲ中央線複々線化などの事業化に向けて、新しい整備の仕

組みづくりを検討するなど、早期に必要な措置を講じること。 

 

＜現状・課題＞ 

東京圏における今後の都市鉄道のあり方について、平成２８年４月に交通政策

審議会諮問第１９８号に対する答申が公表された。この答申では、国際競争力の

強化に資するプロジェクト、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資す

るプロジェクトとして、路線の新設・既設施設の改良に関するプロジェクトが挙

げられている。答申に位置付けられた路線の実現には、事業主体や収支採算性、

技術的な課題等への対応が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）交通政策審議会諮問第１９８号に対する答申路線の整備促進 

交通政策審議会諮問第１９８号に対する答申に基づく路線の整備に向け

て、国の方針を明確にするとともに、財源の確保等必要な措置をとること。 

（２）新しい鉄道整備の仕組みづくりの検討などの措置 

ＪＲ中央線複々線化等、整備効果が見込まれるものの、事業性に課題があ

る路線について、新しい整備の仕組みづくりを検討するなど必要な措置をと

ること。 
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参  考 

 

（１） 交通政策審議会諮問第１９８号に対する答申路線の整備促進 
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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 都市整備局） 

 

＜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）日米地位協定（第２条第３項）では、合衆国は、米軍施設及び区域が必要で

なくなった場合は日本国に返還しなければならず、そのために必要性を絶えず

検討する旨定められている。これを受けて、基地の使用目的や返還の可能性を

検討するとともに、地元自治体の意見を聴取し、その意向を尊重の上、基地の

整理・縮小・返還に取り組むこと。 

（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取り組むこと。また、赤坂プレ

スセンターについても同様に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５ 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

ずること。 

（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ずること。 
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参  考 

 

○ 都内の米軍基地 

 

【都内米軍基地の概要】               平成 28 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） 

 

247,403 

※1,196,525 

 

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（宿泊施設） 

 
    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 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都は、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きた。 

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が行われてきたが、現

在まで合意に至っていない。 

首都圏の空港容量は、２０２０年代前半には限界に達することが予測されてお

り、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う多くの来訪者へ

の対応や、その後の航空需要も見据え、国土交通省の審議会において、横田共用

化も含めた首都圏空港機能強化策の検討が行われている。平成２６年７月には「中

間取りまとめ」が発表され、「その他の空港の活用等」として横田基地が取り上げ

られた。 

横田基地の民間航空利用は、空港容量の拡大や首都圏西部地域の航空利便性の

向上など、首都圏の空港機能を補完し、多摩の振興はもとより、首都圏ひいては

日本経済の発展にも資するものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 横田基地の軍民共用化については、政府関係省庁と都との「連絡会」を早期に

開催し、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、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、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 

9月  安倍首相がブッシュ大統領に共用化の実現に向けた検討について協力 
を要請 

        11月  高村外務大臣がゲイツ米国防長官と会談し、軍民共用化に関する日米協  
               議を継続していきたいと発言 
平成20年 3月   軍民共用化に関する検討委員会が「横田基地軍民共用化推進セミナー」  
               を開催 
        10月/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、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、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、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、共用化の検討を要請 
     7月    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、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 
平成25年10月/11月 関東地方知事会、九都県市首脳会議が「2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘ   
               ﾝﾋﾟｯｸ競技大会開催に向けた支援について」の国への要望の中で、共用   
               化の早期実現の要望を決議 
平成26年 7月   国土交通省 交通政策審議会 首都圏空港機能強化技術検討小委員会の   
               ｢中間とりまとめ｣の中で、｢その他の空港の活用等｣として議論 

10月  関東地方知事会が｢日本の成長を支える国際政策の取組について｣の国   
               への要望の中で、共用化の早期実現の要望を決議 
平成27年 2月  多摩地域商工会・商工会議所28団体が「多摩地域経済団体横田飛行場民  
               間利用促進協議会」を設立 

10月  関東知事会が「関東圏における交通ネットワークの強化について」の国 
への要望の中で、横田飛行場の活用等の要望を決議 

※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、一都九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、既に平成２２年５月に検討が完了した“横田空域全体のあり得べき返還

に必要な条件の検討”の結果を明らかにし、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＞ 

（１）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こと。 

（２）首都圏空港の更なる機能強化に関する検討において、横田空域の全面返還も

視野に入れるなど、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 
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8,000 
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7,000 フィート 
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13,000 フィート 

23,000 フィート 

15,000 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

航空需要全体は、現在の空港処理能力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。 

平成２６年７月には、技術検討小委員会から都心上空を飛行経路とする案を含

む機能強化策が示され、国は、都県市及び政令市等からなる協議会を設置し、具

体化に向けた検討を進めている。 

国は、昨年度のべ９５日間にわたり、オープンハウス型の説明会を開催し、本

年夏までに環境影響に配慮した方策を策定することとしている。引き続き、関係

する地方自治体及び地元住民に対し正確な情報提供を行うとともに、騒音の影響

を軽減する方策の検討や徹底した安全管理に取り組むことが必要である。 

さらに、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

４６ 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、現在提案

されている都心上空の飛行経路設定を含め昼間の空港容量の拡

大について可能な限りの方策を総合的に検討し、機能強化策の具

体化にあたっては、引き続き地元への正確な情報提供を行うとと

もに騒音の影響を軽減する方策の検討や徹底した安全管理に取

り組むこと。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京 2020 大会」という。）までのスケジュールを勘案し、空港容

量の拡大と国際線の増枠に必要な施設整備や防音工事等の着実

な準備を進めること。 

（２）夜間駐機場や国際線・国内線乗継ぎ経路の拡充など、拠点空港

機能の強化を進めること。 

（３）再拡張事業により拡大された深夜早朝時間帯の発着枠につい

て、有効に活用すること。 

（４）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、適切な対策を講じること。 
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安全の確保に万全を期す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）－① 

おおむね２０２０年代前半には、首都圏空港の航空需要全体は、現在の空

港処理能力の限界に達する見込みであるため、現在提案されている都心上空

飛行経路の設定、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、旧整備場地区の活用などあらゆる角度から昼間の空港容量の拡

大について可能な限りの方策を総合的に検討し、引き続き地元への正確な情

報提供とともに騒音の影響を軽減する方策の検討や徹底した安全管理に取

り組むこと。 

東京 2020 大会までのスケジュールを勘案し、空港容量の拡大と国際線の増

枠に必要な施設整備や防音工事の着実な準備を進めること。 

あわせて、国際線の利用者に不便が生じないよう、出入国管理、税関及

び検疫体制を確保すること。 

（１）－② 

長期的な航空需要の増加に対応するため、東京 2020 大会開催以降の方策

など、更なる機能強化についても検討を進めること。 

なお、検討に当たっては、空港機能と港湾機能が共存できるよう配慮する

こと。 

（２）夜間駐機場の拡充や国際線・国内線地区を結ぶトンネル（際内トンネル）

の整備など、拠点空港機能を強化すること。 

（３）２４時間利用可能な羽田空港を最大限活用するため、再拡張事業により拡

大された深夜早朝時間帯の就航拡大を図ること。 

（４）－① 

降雪等の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、適切な対策を講じること。 

（４）－② 

船舶動静把握を引き続き適切に行い、東京港における港湾機能の確保に万

全を期すこと。 
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（１）首都圏空港の航空需要予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（１）諸外国の主要都市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）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） 
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（旅客数：2014 年 就航都市数：2014 年 8 月時点） 出典：国交省資料より作成 
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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

を十二分に活かすためには、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、国道３５７号東京港トンネルなど、広域交通ネットワークの整備を

進めており、国道３５７号多摩川トンネルについても平成２７年度に事業着手し

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。 

また、平成２６年度、都は国に協力し、深夜早朝時間帯のアクセスバス実証運

行を実施した。この成果を踏まえ、平成２７年度から、民間が主体となり、国・

都県市等で構成される「東京国際空港の深夜早朝時間帯におけるアクセスバス運

行協議会」が支援を行い、運行を実施している。今後とも、深夜早朝時間帯の国

際線発着枠の活用のため、より一層の空港アクセスの利便性向上を図る必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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

発揮する国道３５７号（東京港トンネル、多摩川トンネル）などの空港と連

結する広域交通ネットワークの整備を推進すること。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、交通政策審議会

答申第１９８号で位置づけられた空港アクセスの強化に資する路線の実現

に向けて財源の確保等必要な措置をとること。また、外環については、関越

道から東名高速までの整備に引き続き、湾岸道路までの計画を早期に具体化

すること。 

（３）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。 

（１）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。 

（２）今後の羽田空港の更なる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。 

（３）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。 
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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

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。 

平成２３年には、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、平成２６年には、大田区を含

む９区が国家戦略特区に指定された。さらに、平成２８年４月には羽田空港周辺

・京浜臨海部連携強化推進委員会（第３回）において、本地域の拠点形成を図る

ための取組を推進することが確認された。 

第１ゾーンは大田区が中心となり土地区画整理事業の事業化に向けた検討が

進められ、平成２８年２月に都市計画が決定され、平成２８年度内の事業認可の

取得に向けた調整が進められている。第２ゾーンは国が宿泊施設等の整備・運営

を行う事業者公募における契約に向けた手続き中である。 

引き続き、関係者が協力し、「推進計画」に基づきまちづくりを進めていく必

要があり、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 ｢推進計画｣に掲げた２０２０年頃のまちづくり概成を目指して、第

２ゾーンの開発や、都市基盤の整備を進めること。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 第２ゾーンにおける環状８号線切替工事を着実に進めること。 

（１）－③ 第２ゾーンの整備に当たっては、「推進計画」に基づき、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、船着き場の整備及び円滑

なアクセス等の確保に配慮すること。 

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」に掲げた２０２０年頃

のまちづくり概成を目指し、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）－④ 土地利用の具体化や護岸の検討に当たっては、「推進計画」に基づ

き、多摩川沿いには長い水際線をい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）－⑤ 跡地を可能な限り有効に活用するため、既存ライフライン等の移設

等について十分に配慮すること。また、第１ゾーンのライフライン管

理施設等について、必要な協議に応じること。 

（２）跡地及び空港を高潮等から守るため、第１ゾーンの多摩川護岸について、

国の責任において早期に整備に着手するとともに、第２ゾーンの多摩川護岸

についても着実に整備を進めること。

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、協議を進める等、

特段の配慮をすること。また、まちづくりの概成を待つことなく、暫定的な

土地利用が可能となるよう柔軟な対応を図ること。

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）平成２３年に、跡地（第１ゾーン）及び都内の４地域がアジアヘッドクォー

ター特区に位置付けられた。国有地処分にあたっての国への提案事項である処

分条件の緩和（①随意契約、②減額譲渡）については平成２４年秋協議におい

て、第１ゾーンの開発計画策定段階で、別途調整を行うこととされた。

図２　　 土 地 利 用 図
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ー 210 ー



 

４７ 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） 

（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）羽田空港の更なる機能強化に併せて、ビジネス航空の一層の

受入れ体制の強化を図ること。 

 

＜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
し れ つ

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月に羽田空港の専用動線確保等や横田基地の活用などを

盛り込んだ「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。 

その後、羽田空港については、国際線旅客ターミナルビル拡張に併せてビジネ

ス航空専用動線が平成２６年９月に供用開始され、平成２８年４月に発着枠の拡

大など受入れ体制の強化が図られたところであるが、駐機スポットの増設など更

なる利便性の向上が必要である。一方、横田基地の活用については、検討が進ん

でいない状況にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）平時は余裕のある横田基地の滑走路を活用したビジネス航空の受入れ体制

について検討を進めるとともに、日米協議を促進し、早期に実現を図ること。 

（２）羽田空港の更なる機能強化に併せて、駐機スポットの増設などによる一層

のビジネス航空受入れ体制の強化を図ること。 
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参  考 

首都圏におけるビジネス航空の受入れ状況 

 

 横田基地 羽田空港 成田空港 

都心との距離 38km 16km 66km 

発着枠 － 
昼間 16 回/日まで 

深夜･早朝 制限なし 
昼間 制限なし 

最大駐機日数 － 5 日間 30 日間 

駐機スポット※ － 14 スポット 18 スポット 

専用施設・専用動線 － 平成 26 年 9 月供用 平成 24 年 3 月供用 

※ 小型機が駐機可能な最大スポット数 

 

 

 

首都圏における空港等の位置 
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４８ 首都圏新空港の調査検討の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

首都圏新空港構想の具体化に向け、調査検討を推進すること。 

 

＜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年度には、最終形の７４．７万回の年間発着枠が実現した。 

一方、首都圏空港の更なる機能強化の検討においては、航空需要が２０２０年

代前半には空港処理能力の限界に達し、その後も増加傾向にあると見込まれてい

ることから、これに対応していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

今後とも増加傾向にある首都圏の航空需要に対応していくため、首都圏新空港

構想の具体化に向け、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、関係自治体とも十分に連携して調査検討を推進すること。 
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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鑑みると、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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４９ 小笠原諸島への航空路開設の推進 

  （提案要求先 国土交通省･環境省） 

（都所管局 総務局･環境局･港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

小笠原諸島は、本土から南に約１，０００キロメートル離れた太平洋上に位置

し、約２，５００人の村民が在住している。同諸島の存在により、水産資源や鉱

物資源など海洋資源の開発可能性を秘めた、我が国の排他的経済水域の約３割と

いう広大な海域を確保しており、国益を維持する上でも重要な地域である。しか

しながら、本土から小笠原諸島への交通手段は、近年の世界的な交通アクセス短

縮の中において、今なお片道所要時間が約２６時間の船舶航路に限られている。 

小笠原諸島への航空路開設は、小笠原村の産業振興並びに村民の生活安定向上

の観点から大変重要な意味を持つものであり、高速交通アクセス手段の確保は、

都のみならず、我が国にとっても喫緊の課題であるが、いまだ実現に至っていな

い。 

都はこれまでも、航空路開設に向け、自然環境との調和などの課題について検

討を重ねてきた。平成２０年２月には、航空路開設の検討を進めるため、都と小

笠原村による小笠原航空路協議会を設置し、さらに同年１０月には、小笠原航空

路協議会が行うＰＩ活動に対して、評価･助言を行う第三者機関である小笠原航空

路ＰＩ評価委員会を設置したところである。 

こうした経緯や、平成２６年１２月に策定した小笠原諸島振興開発計画におい

て、航空路に関して「関係者間の円滑な合意形成を図るため、ＰＩの実施に向け

た調査等を引き続き実施する。調査に当たっては、世界的に貴重な自然環境への

影響をはじめ、様々な課題があることから、関係者との調整等に慎重な配慮を行

いながら、引き続き課題の整理、検討を進めていく。」と定めた趣旨を踏まえ、

都では、航空路の早期開設を目指し、引き続き調査費を計上するとともに、小笠

原村民の意向を十分に踏まえながら、鋭意、調査・検討を進めていく所存である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

小笠原諸島への航空路に関する諸課題の解決には、国の協力が不可欠であるこ

とから、次の２点について要望を行う。 

（１）引き続き、都が進める調査・検討に対し、適切な指導、助言などの支援協

力を行うこと。 

（２）航空路開設の推進に特段の配慮を講じること。 

 

（１）都が進める調査･検討に対し、指導･助言等の支援･協力を行 

うこと。 

（２）航空路開設の推進に特段の配慮を講じること。 
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参  考 

 

小笠原諸島への航空路開設に関する経緯 

 

○ 経 緯 

・平成３年 11 月  国の「第６次空港整備五箇年計画」において

予定事業として採択 

・平成６年 ３月  平成６年第１回都議会定例会において、「小

笠原空港の早期建設促進に関する決議」 

・平成７年 ２月  空港の位置を兄島に決定 

・平成８年 12 月  国の「第７次空港整備五箇年計画」において

継続事業として採択 

・平成 10 年 ５月  空港の位置を時雨山周辺域に決定 

・平成 13 年 11 月  時雨山周辺域での空港建設計画の撤回を決

定 

・平成 17 年 12 月  平成１７年第４回都議会定例会において、

「小笠原諸島への交通アクセス改善の早期

実現に関する決議」 

・平成 18 年 11 月  振興開発計画に、「航空路について将来の開

設を目指し検討」と明記 

・平成 20 年 ２月  都が村と「小笠原航空路協議会」を設置 

・平成 20 年 10 月  小笠原航空路協議会が「小笠原航空路ＰＩ評

価委員会」を設置 

・平成 21 年 ６月  小笠原航空路ＰＩ実施計画書を策定 
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５０ 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＞ 

東京港は、世界同時不況後も外貿コンテナ取扱量が増大し、平成２７年は４１

５万ＴＥＵに達している。 

現在の東京港のコンテナ取扱量と施設能力との差が大きくなり、交通混雑等の

外部不経済が発生する要因となっている。そのため、早朝ゲートオープンの実施

や車両待機場の整備等、短期的かつ即効性のある取組を行い一定の成果を上げて

いるが、施設能力の向上等の抜本的な対策が必要不可欠であり、事業中の中央防

波堤外側コンテナふ頭の整備推進を図り、東京港全体におけるコンテナ貨物取扱

能力を抜本的に向上させることが重要である。 

また、本コンテナふ頭の供用や中央防波堤地区の開発に伴い増加する港湾物流

等の交通量に第二航路海底トンネルだけでは対応できないため、臨港道路南北線

の整備推進が必要である。 

なお、中央防波堤地区には東京 2020 大会の会場が複数整備されることから、

東京港の国際競争力の強化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を推進すること。 

（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

道路南北線を、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会（以下「東京 2020 大会」という。）開催までに完成すること。 

（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）東京港の第一航路沖に指定されている緊急確保航路内におい

て、一部に必要な水深が確保されていない箇所があるため、国

による適切な対応を行うこと。 
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競技大会の会場へのアクセス道路としても、臨港道路南北線は極めて重要であり、

競技大会開催までに供用開始することが不可欠である。 

さらに、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＞ 

コンテナ貨物の増加や船舶の大型化等に対応するため、新たなコンテナふ頭や

臨港道路等を整備することは、既存施設を活用しつつ、ストック効果を発現する

こととなり、東京港の物流機能を強化する。 

（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

コンテナふ頭（Ｙ２及びＹ３バース）の整備を推進すること。 

（２）臨港道路南北線の整備推進 

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

を、東京 2020 大会開催までに完成すること。 

（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、埠頭整備資金貸付金も含めて、必要な財源確

保などの措置を講じること。 

② 防災・安全交付金及び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）港外における安全な航行の確保 

東京港の第一航路沖に指定されている緊急確保航路内において、一部に必

要な水深が確保されていない箇所があるため、国による適切な対応を行うこ

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。 

（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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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。 
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５１ 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

世界のクルーズ人口は、クルーズ船の大衆化が進み、過去２０年間で４倍に増

加している。また、アジア域内においては、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たことにより、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の寄港需要が高まることが予想される。 

一方で、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とともに、東京 2020 大会が開催されることなどから、東京

港入港を希望するクルーズ船社は多く、首都東京としてしっかりと対応していく

ことが必要である。 

そのため、東京 2020 大会の開催までに、新たな大型クルーズ客船ふ頭を整備

していくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大型クルーズ客船の今後の東京港への寄港需要の増加が見込まれ、大きなスト

ック効果を発現する。 

東京 2020 大会の開催に間に合うよう、 

（１）大型クルーズ客船ふ頭整備に必要な財源の確保を講じること。 

（２）大型クルーズ客船ふ頭のターミナル整備への補助制度を創設すること。 

大型クルーズ客船の今後の東京港への寄港需要の増加が見込まれ

るため、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京 2020 大会」という。）の開催に間に合うよう、 

（１）大型クルーズ客船ふ頭整備に必要な財源の確保を講じること。 

（２）大型クルーズ客船ふ頭のターミナル整備への補助制度を創設

すること。 
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５２ 魅力的な水辺空間の創造に対する支援の拡大 

 

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港では、海辺や運河等の水辺を活かした新たなまちづくりが進むとともに、

近年、住民に身近な水辺では、イベント開催が盛んに行われている。 

このため都は、東京港の親水空間の創出及び自然環境の保全・再生を目的に自

然の水質浄化機能として重要な役割を果たす海浜等の整備や運河部において臭気

や水質悪化の原因となる汚泥のしゅんせつ・覆砂、緑の量の確保に向けた海上公

園の整備に取り組んできた。 

今後は、東京 2020 大会で様々な競技が開催される「東京ベイゾーン」を、大会

開催都市にふさわしい魅力的な水辺空間にするため、新たな浅場や干潟などの海

浜整備を推進するとともに、引き続き運河部での汚泥しゅんせつ及び覆砂事業を

着実に進めていく必要がある。また、ダイオキシン類等の有害物質が確認された

際には、これらの有害物質の処分を適切に行う必要がある。あわせて、海と陸と

の一体性を確保し、印象的な空間整備を推進する既存の海上公園の改良を総合的

に進めていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）自然の水質浄化機能として重要な役割を果たす海浜の整備に必要な財源を

確保すること。 

（２）運河における良好な水環境の再生のため、汚泥しゅんせつ・覆砂事業に対

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）開催都市にふさわしい魅力的な水辺空間にす

るため、 

（１） 東京港の水質を改善する海浜の整備に必要な財源を確保する

こと。 

（２） 運河の環境を改善する汚泥しゅんせつ・覆砂事業に必要な財

源を確保すること。 

（３） 海上公園の改良に必要な財源の確保及び対象施設の拡充を図

ること。 
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する財源を確保すること。 

（３）更なる魅力的な水辺空間の創造に向けて、海上公園の改良に必要な財源の

確保及び対象施設の拡充を図ること。 
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５３ 震災にも強い東京港の機能強化 

 

  （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バースと少なく、震災時にも港湾機能を確保し首都

圏経済活動の停滞を回避するためには、更なる増設が必要である。 

震災時に岸壁等の港湾機能を確保するため、第 8 次改訂港湾計画において幹線

貨物輸送のための耐震強化岸壁の整備目標数を増加させたが、東京港は供用中の

施設の使用頻度が高いため、新設の整備を先行した上で、既存コンテナふ頭の再

編に併せて耐震化を進めることが不可欠である。 

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を更に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 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、中央防波堤外側埋立地の耐震強化岸壁の整備を先行

し、整備推進に必要な財源を確保すること。 

（２） 幹線貨物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。 

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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５４ 民有港湾施設の適切な維持管理の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

大規模地震時にも航路機能を確保するため、特定技術基準対象施設（以下「対

象施設」という。）の維持管理報告徴収等の制度が平成２６年６月１日に施行さ

れ、港湾管理者が対象施設を管理する民間事業者等からその維持管理状況を報告

させ、立入調査権を有する旨規定された。 

しかし、対象施設を管理する民間事業者等を特定するための制度がないために、

港湾管理者が報告徴収を求める前提となる情報を入手することが困難なものにな

っている。 

加えて、対象施設の範囲が過大になると、民間事業者等の負担が大きくなるが、

省令で一律に施設種別によって対象施設が指定されたため、実際には、緊急時の

航路を確保するという立法の趣旨から必要のない施設までもが報告徴収の対象と

なるなど、個々の港湾の実情に即していない。 

さらに、港湾施設を保有する民間事業者に対する耐震化の支援策には、無利子

貸付と税制特例が創設されたものの、インセンティブとしては十分ではない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）対象施設の維持管理報告徴収等の制度については次の点について改善する

こと。 

① 対象施設の設置者及び管理者を特定することを可能とするために、その

設置者等に対して港湾管理者への必要事項の届出を義務付ける制度を創設

すること。 

② 対象施設の範囲については、省令で列挙した施設のうちから、港湾の実

情に合わせて非常災害時の航路確保のため必要な範囲を港湾管理者が指定

できるようにすること。 

（２）民有港湾施設の施設管理者に対し、円滑な耐震化が可能となるよう、補助

制度等の十分な財政措置を、国の責任で行うこと。 

 民有港湾施設の維持管理等に関する制度の改善及びその施設の耐

震化推進のためのインセンティブについて十分な取組を行うととも

に、制度の運用に当たっては、現場実情に配慮した措置とすること。 
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５５ 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） 

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。 

 

＜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、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、津波や火山噴火などの災害に対する島民の

不安が広がっていることに加え、平成２５年の伊豆大島土砂災害時に、緊急活動

等の拠点として港湾が重要な役割を果たしたことから、大規模災害に対応する港

湾等の防災力強化の必要性が改めて認識された。しかしながら現状では、災害時

等における、島外への確実な避難や救援活動の拠点となりうる港湾・漁港の防災

機能の拡充、早期の津波避難施設の整備など、いまだ多くの課題が残されている。 

さらに、島しょを訪れる観光客は減少傾向にあり、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。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、その整備に当たっては、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
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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。 
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５６ 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継続的な発展を

支えていくため、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、海底地盤を掘下げる深掘によ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２９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＞ 

 東京港の新海面処分場整備による廃棄物等の適正な最終処分を行うことは、快

適な都民生活や都市の継続的な発展を支えるなど、大きなストック効果を発現す

る。 

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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１ 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・経済産業省・環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜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。 

平成２４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、全国的な再生可能エネルギーの普及により、ＣＯ２排出抑制、エネ

ルギー自給率向上や化石燃料の節約のほか、地域経済活性化や雇用創出効果など

国内経済への波及効果を生んでいる。 

そうした中、国は、平成２６年６月、第４次エネルギー基本計画（平成２６年

４月閣議決定）の方針を踏まえた２０３０年度のエネルギー需給構造の見通しの

達成に向け、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る

ため、「再エネ特措法等の一部を改正する法律案（平成２８年２月閣議決定）」

（以下「法改正案」という。）においては、固定価格買取制度の見直し等の措置

を講じることとされた。 

一方、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て

きた。さらに平成２６年９月には、一部の電力会社が電力系統への接続制約を発

表するなど、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた様々な課題が明らかになっ

ている。 

こうした事態は、再生可能エネルギー拡大機運の失速を招き、都の目標実現に

も影響を及ぼすことが懸念される。 

１ 都市エネルギー施策の推進 

（１）固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入拡大を促進

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を推進するこ

と。 

（３）再生可能エネルギーの更なる普及拡大に必要な制度・基盤を

整備すること。 

（４）島しょ地域における電力系統への接続可能量の拡大のために

必要な措置を行うこと。 

（５）波力発電など海洋エネルギーの開発・利用に必要な措置を講

じること。 

（６）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

な普及策を早期に構築すること。 
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国は、当面講ずべき措置として、平成２７年１月、新たな出力制御システム導

入等の省令等改正を行ったが、これまで着実に進んできた、再生可能エネルギー

の拡大機運の失速を招くことなく、エネルギー基本計画を踏まえ、再生可能エネ

ルギーの導入拡大を一層促進する方策を講じていく必要がある。 

また、固定価格買取制度施行に伴い、再生可能エネルギーによる発電が普及拡

大する一方、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）固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入拡大の促進 

① 再生可能エネルギーの導入を促進する制度の構築 

固定価格買取制度の在り方を検討するに当たっては、透明性・妥当性を

担保の上、導入までに時間を要する風力発電、地熱発電及びバイオマス発

電の導入促進などの観点も踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大が一層

促進されるよう、必要な措置を講じること。 

② 入札制度の導入における参入機会の確保 

平成２８年２月の法改正案により、買取価格の低減を目的に入札制度の

導入が盛り込まれているが、応札者が資金力のある事業者に偏ることがな

いよう、地産地消型の発電設備や小規模発電設備等、地域特性や事業規模

に配慮し、事業者の参入機会の確保に必要な措置等を講じること。 

③ 小売電気事業者における電源調達の確保 

平成２８年２月の法改正案により、固定価格買取制度による再生可能エ

ネルギーの買取義務者は現状の小売電気事業者から一般送配電事業者に変

更される。 

消費者による再生可能エネルギー利用を促す観点も踏まえ、小売電気事

業者の自由な電源調達を確保するため、電源を特定できる形で、一般送配

電事業者から電源を調達できるよう、必要な措置を講じること。 

④ 新たな出力制御システムの運用に係る情報開示の徹底等 

平成２７年１月の省令等改正により、新たな出力制御システムが導入さ

れたが、太陽光発電・風力発電の出力制御は、一般送配電事業者が火力発

電の出力制御や水力発電の揚水運転等の回避措置を講じてもなお必要な場

合に限り認められるものである。このため、一般送配電事業者が恣意的な

出力制御を行わないよう、出力制御ルールの整備やその運用について、公

平性・透明性を確保し、第三者が分析・監視等を行うとともに、出力制御

時の発電所の運転情報等の情報公開を適切に行うこと。 

また、再生可能エネルギーの接続可能量については、今後の状況変化に

応じ、評価・検証を進めること。 

⑤ 適切な調達区分に基づく買取価格の設定及び見直し時における周知期間

の確保 

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非住宅用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データで示されて
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おり、設備容量に応じた新たな調達区分を設定すること。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。 

⑥ 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、一般送配電事業者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、平成２７年４月に設立された電力広域的運営推進機関（以下「広域機

関」という。）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。 

なお、発電設備の設置に当たり上位系統の送配電設備の増強を要する場

合の原因者への特定負担について、社会的インフラを整備するという観点

も踏まえ、特定のものに過度の負担を強いることのないようにすること。 

（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 

次の①から④までの内容を早急に検討・実施するとともに、検討・運用状

況について十分な情報開示を行い、透明性を確保すること。 

広域機関の独立性・中立性を確立し、適切な連系線等の設備形成、系統運

用を担保すること。 

① 系統設備の整備促進 

再生可能エネルギーを最大限導入するため、系統設備の整備・増強を進

めること。 

② 送電系統の一体運用の着実な実現 

風力など大規模発電設備の設置ポテンシャルが高い、東北地方等の電力

の広域融通を可能とするため、東北東京間連系線等、地域間連系線の活用

による系統の一体運用など、送電系統の運用方法の改善を着実に実現する

こと。 

③ 系統運用技術の活用 

調整電源の一層の活用、自然変動電源の変動特性の把握や気象情報を用

いた発電出力予測の活用などの系統運用技術により、接続可能量の拡大を

図ること。 

④ 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、環境アセスメントに係る手続の迅速化が不可欠である。国及

び地方自治体による配慮書手続の合理化などについては、平成２５年６月

に出された規制改革実施計画に基づき一定の改善が図られてきたが、環境

影響調査の前倒し・並行実施の促進や国及び地方自治体による合同審査を

実施するなど、更なる迅速化に向けた取組を進めること。 

（３）再生可能エネルギーの更なる普及拡大に必要な制度・基盤整備 

① 税制優遇措置の強化 

太陽光発電や風力発電等の更なる拡大のため、太陽光発電システム等に

係るグリーン投資減税期間の更なる延長等、税制優遇措置を強化すること。 

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 
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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基

に、国が債務保証を行う制度を早急に創設すること。 

③ 太陽光発電設備の適切な保守・メンテナンス体制の構築 

保守・メンテナンスや施工の不良等による太陽光発電の発電量低下や途

絶が生じることのないよう国は、設置状況や事故事例の実態を把握し、関

係業界と連携を図りながら、長期にわたる安定的な発電の維持に必要な体

制を構築すること。 

（４）島しょ地域における電力系統への接続可能量の拡大 

電力需要が小さく、電力系統へ接続できる再生可能エネルギーの量が限ら

れている島しょ地域において、接続可能量拡大に向けた技術検討や実証を促

進するために必要な支援策を講じること。 

（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開発について、エネルギー関係

技術開発ロードマップに沿って着実に推進すること。また、海洋エネルギー

による電力を系統に接続するための海底送電ケーブルなどのインフラ整備を

支援すること。 

（６）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 

再生可能エネルギー熱市場の活性化のため、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。 
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２ 水素社会の実現に向けた着実な取組 

（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・交通局・水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

近年の地球温暖化等の問題が深刻化する中、利用の段階で水しか排出しない水

素エネルギーは、低炭素な次世代エネルギーとして注目されている。 

また、水素関連製品は我が国の高い技術力の結晶であり、水素エネルギーの普

及による経済波及効果は大きい。さらに、燃料電池自動車や燃料電池バスなどは

（１）水素社会の実現に向けたロードマップに基づき、具体的な取

組を着実に推進すること。 

（２）水素を利用する意義や水素の安全性等に関して、更なる普及

啓発を図ること。 

（３）燃料電池自動車や定置用燃料電池等の普及促進及び水素ステ

ーションの早期整備のため、複数年度にまたがる継続的な財政

支援を行うこと。 

また、更なる低炭素社会の実現や系統電力の負荷軽減に向け

て、まちづくりにおける水素エネルギー活用のためのインフラ

整備等に必要な財政支援を行うこと。 

（４）燃料電池バスの購入等に対する財政支援を継続的に行うこと。 

また、複数台の燃料電池バスが連続して充填可能な大型の水素

ステーションの整備を促進するため、事業者への複数年度にまた

がる継続的な財政支援を行うこと。 

（５）水素ステーションの整備促進に向けて、保安距離規制の更な

る見直しや、散水基準の見直し、使用可能な材質の拡大など、

安全性の確保を前提として、国がより主体性を発揮して早期に

規制緩和を実現すること。 

また、技術開発の動向も踏まえ、必要な規制緩和を検討する

こと。 

（６）水素業務に従事する人材の育成及び確保に向けて、保安監督

者の資格取得機会拡大及び実務経験を積む機会確保等、国とし

て支援策等を講じること。 

（７）製造過程においても低炭素な水素の早期の普及に向けて、国

として実効ある支援策を講じるなど先導的な役割を果たすこ

と。 
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災害時の非常用電源としての利用も期待されている。 

国の成長戦略にも位置付けられている水素エネルギーを本格的に利活用する社

会を早期に実現することは、資源小国である我が国にとって極めて重要である。 

平成２８年３月には２車種目の燃料電池自動車の販売が開始され、また、水素

ステーションの整備も進むなど水素エネルギーをめぐる企業の動きは日々活発化

している。平成２８年度には燃料電池バスが市場へ投入される予定である。 

これを機に、官民一体となって水素エネルギーの普及拡大を図ることが求めら

れている。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大

会」という。）は、日本と東京の変革の好機であり、これを契機に水素の普及拡

大を図ることで、我が国の高い技術を世界にアピールする絶好の機会ともなる。 

しかし、水素エネルギーの普及に当たっては様々な課題があり、国民の理解促

進、コスト低減や購入費用の負担軽減、規制緩和、低炭素な水素の供給等を進め

ていかなければならない。 

よって、水素社会の実現に向けて、政府に対し、次の事項を実現するよう強く

求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）水素社会の実現に向け、改定されたロードマップで新たに示された目標の

確実な達成に必要な具体的な取組を着実に実施すること。 

（２）水素エネルギーの利用拡大には、国民の理解が重要であることから、水素

を利用する意義や水素の安全性等に関する、更なる普及啓発を図ること。 

（３）燃料電池自動車や定置用燃料電池等の普及促進及び水素ステーションの早

期整備のため、東京 2020 大会を契機として、水素社会への移行を加速させる

財政支援を継続的に行うこと。 

また、更なる低炭素社会の実現や系統電力の負荷軽減に向けて、水素を地

域のエネルギー源の一つとして取り込み、まちづくりにおける水素エネルギ

ー活用のためのインフラ整備等に必要な財政支援を行うこと。 

加えて、国の予算措置は単年度にとどまり基金創設もされていないため、

事業者が長期的な視点を持って事業展開していくに当たり、支障が生じてい

る。このため、複数年度にまたがる継続的な財政支援を行うこと。 

（４）燃料電池バスの購入等に対する財政支援を継続的に行うこと。 

また、燃料電池バスの普及拡大には、複数台の燃料電池バスが連続して充

填可能な大型の水素ステーションの整備が不可欠であるが、整備費用及び維

持管理費用が高額であることから、事業者への複数年度にまたがる継続的な

財政支援を行うこと。 

さらに、民間事業者に対して燃料電池トラックや燃料電池フォークリフト、

燃料電池船など水素活用分野の実証開発等への支援及び早期普及の働きかけ

を行うこと。 

（５）国は「規制改革実施計画（平成２７年６月３０日閣議決定）」等に基づき

規制緩和を進めているが、とりわけ水素ステーションの整備促進に向けた保

安距離規制の更なる見直しや、散水基準の見直し、使用可能な材質の拡大等
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については、安全性の確保を前提として、早期に規制緩和を実現すること。 

特に、公道と水素充填設備との保安距離規制に関しては、複数の例示基準

を定めるなど、水素ステーションの整備促進に結びつく規制緩和を行うこと。

また、業界団体等が代替措置を検討するに当たっては、一層の支援を行うと

ともに、安全性に関する技術的検証について国がより主体性を発揮すること。 

さらに、今後、様々な用途で水素エネルギーの利活用を促進するためにも、

技術開発の動向も踏まえ、必要な規制緩和を検討すること。 

（６）水素ステーション等において水素業務に従事する人材の育成及び確保に向

けて、保安監督者の資格取得機会を拡大するよう、講習終了のみに基づく免

状取得を可能とする関係法令の改正や、複数回の試験実施を想定した地方公

共団体の手数料の標準に関する政令の改正を行うなど、国として支援策等を

講じること。 

また、中小事業者等が新たに水素ステーション事業に参入しようとした場

合、実務経験を積む機会を自ら確保することが困難であることから、国とし

て支援策等を講じること。 

（７）低炭素社会の構築には、水素の安定的な供給とともに、再生可能エネルギ

ーを活用した水素エネルギーの普及が重要である。水素の「製造」だけでな

く、水素輸送車への燃料電池の活用など、「輸送」における低炭素化のため

の技術開発等への支援を行うことなどにより、「製造」及び「輸送」段階で

のＣＯ２フリー水素の供給システムの確立に向けて、国として実効ある支援

策を講じること。 
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３ エネルギー安定供給の確保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・環境省） 

（都所管局  環境局）   

 

（１）老朽化した火力発電所のリプレースの早期実現と低炭素かつ高

効率な電源の安定的な確保を図ること。 

（２）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。 

（３）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。 

（４）消費者の電力選択の喚起及び消費者保護のため、適切な情報発

信と消費者ニーズに即した情報提供を行うとともに、電気事業者

の適切な情報発信等に必要な措置を講じること。 

（５）集合住宅におけるエネルギー利用の効率化・高度化を進める上

で有効なＭＥＭＳに対する制度的、財政的な促進策を講じること。 

（６）家庭における蓄電池システムの普及を着実に進めるため、導入

を促進する継続的な支援策を講じること。 

（７）中小事業所に対し、多額の初期投資を行うことなく、コージェ

ネレーションシステム等の導入ができるよう、ＥＳＣＯ事業者を

活用したエネルギーマネジメント支援事業を創設すること。 

（８）電力負荷の平準化を図るため、節電量を市場で取引する際のネ

ガワット取引のルールを整備するなど、デマンドレスポンスの普

及に向けた環境を整備すること。 

（９）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。 

（１０）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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＜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、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。老朽化した火力発電所の

リプレース、低炭素かつ安定的な電源の確保、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などの

取組を進めていくべきである。 

さらに、平成２８年４月からの電力小売全面自由化を踏まえ、消費者の電力選

択を喚起するとともに、消費者保護の観点から、国や電気事業者は、適切な情報

発信と消費者ニーズに即した情報提供を行うべきである。 

また、需要面の取組では、省エネ・節電対策に加え、デマンドレスポンスやピ

ーク時間帯の電力需要を抑えるなど、需要の変動を無理なく効率的に制御するエ

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）老朽化した火力発電所のリプレースの早期実現と低炭素かつ高効率な電源

の安定的な確保 

東京電力ホールディングス（株）グループの火力発電所の約４割が運転開

始から３５年を経過している現状を踏まえ、故障による電力供給のリスクを

払拭するためにも、老朽火力発電所のリプレースを早期に実現するとともに、

低炭素かつ高効率な電源を安定的に確保すること。 

（２）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、

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。 

（３）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を行うこと。 

また、全国の９つの送配電事業者エリアで、同日同時間に最大需要が発生

するという需要想定を見直し、東日本大震災以降、取組が進んだ「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。 

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、地

域における有効な施策展開に必要であることから、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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（４）消費者の電力選択に資する情報発信 

電力小売全面自由化を踏まえ多様なビジネスモデルが創出される中、消費

者が電力選択をするに当たり十分な情報を得ることが出来る環境整備が必要

となってくる。 

国は消費者に対し、電力小売自由化の仕組みについて、分かりやすく、正

確な情報発信を行うとともに、消費者から電源構成や費用内訳に関わる情報

を求められた場合に情報公開が適切に行われるよう、電気事業者に必要な措

置を講じること。 

（５）スマートマンション化の促進 

都内住宅ストックの約７割を占める集合住宅において、建物全体のエネル

ギー管理等を行う「スマートマンション化」は、家庭のエネルギー利用の効

率化・最適化を更に進める上で有効である。 

国は、スマートエネルギー都市の実現に向けて、集合住宅のエネルギー管

理システム（ＭＥＭＳ）に対する制度的、財政的な促進策を講じること。 

（６）蓄電システムの普及 

蓄電システムは、非常時の電源として活用できるほか、太陽光発電システ

ムとの連携により、エネルギーの自家消費拡大にも有効である。 

国は、家庭用蓄電システムの導入促進に向けて継続的な支援策を講じるこ

と。 

（７）コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）の普及 

ＣＧＳの更なる普及のため、国のＣＧＳ等の補助は、全て複数年にわたる

補助事業とすること。 

また、中小事業所に対し、多額の初期投資を行うことなく、ＣＧＳ等の導

入ができるよう、ＥＳＣＯ事業者を活用したエネルギーマネジメント支援事

業を創設すること。 

（８）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。節電量を市場で取引する際のネガワット取引のル

ールを整備するなど、デマンドレスポンスの普及に向けた環境を整備するこ

と。 

（９）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。 

（１０）「賢い節電・省エネ」の更なる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 

一般社団法人日本建築学会等の提言も踏まえ、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、現行の推奨照度を旧照度基準１９７９版の照度範囲（３０
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０～７５０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、３００～５００ルクスでの対応を推奨

すること。新規施設についても、新基準設定までの間は、平成２３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。 

さらに、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分かりやす

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 

このたびの省エネ法改正で、ピークシフト行動を評価する仕組みが開始

されたが、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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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＞ 

昨年１２月のＣＯＰ２１において全ての国が参加する国際枠組みとしてパリ

協定が採択された。協定には、産業革命前からの気温上昇を２℃未満にし、１．

５℃に抑える努力の追求が盛り込まれた。国はＣＯＰ２１に先立ち国連に提出し

た約束草案で温室効果ガス排出量を２０３０年までに２０１３年比で２６％削減

する目標を示した。この目標の達成に向けては、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していくことが必要である。 

気候変動対策の推進は、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、日本経済の活力創出につながる。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。 

我が国においては、当面、電力の供給源として火力発電の比率が高く推移せざ

るを得ないが、効率が低く、ＣＯ２排出係数の高い火力発電所の稼動に伴うＣＯ

２の増加は地球環境に悪影響を及ぼすことは明らかである。したがって、既存火

力発電については、老朽化した発電所の設備更新の促進や、石炭から天然ガスへ

の燃料転換など、更なる高効率化と低炭素化を図る必要がある。また、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も図る必要があ

る。このためにも、電力需要家と火力発電所を対象とするＣＯ２排出総量削減義

務と排出量取引制度（キャップ＆トレード制度）の導入は必要かつ重要な施策で

ある。 

また、「地球温暖化対策のための税」が平成２４年１０月から導入されたが、

税の導入に伴う税収に関し、気候変動対策における国と地方の役割分担を踏まえ

た財源配分が課題となっている。 

 

 

２ 気候変動対策の推進 

（１）規制的措置を含む総合的な施策を早期に構築すること。また、

ＣＯ２排出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、

気候変動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。 

（２）「地球温暖化対策のための税」については、気候変動対策に

おける国と地方の役割分担を踏まえ、地方への十分な財源配分

を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１） 

ア パリ協定実施に向けた詳細ルールの構築 

ＣＯＰ２１で採択されたパリ協定の実施に向けて、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、実効性のある詳細ルールの構築

に向けて先導的な役割を果たすこと。 

イ 低炭素社会実現のための規制的措置を含む総合的な施策の早期構築 

新たな地球温暖化対策計画が策定され、今後は、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

っていくために、具体的な施策を構築していく必要がある。火力発電所を対

象としたＣＯ２排出量の削減義務化や電力需要家と火力発電所を対象とする

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を

早期に構築すること。 

ウ 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。 

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 東京都のキャップ＆トレード制度や都道府県・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。 

エ 中小企業の省エネ対策の促進 

「グリーン投資減税」の対象となる設備は、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。 

オ 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、不要な広告や店舗の照度、小売・量販店等の営業時間や放送事業

の時間帯の設定等、エネルギー使用のあり方の見直し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。 
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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。 

カ 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。 

キ 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。 

ク 地球温暖化対策の実現に向けた普及啓発活動の強化 

実効性のある地球温暖化対策を実現するためには、全ての国民及び事業者

が一丸となって取り組む必要がある。地球温暖化対策に対する意識を高める

ため、広く国民及び事業者に対して情報発信するなど、地球温暖化対策計画

に記載した取組について効果的かつ着実に実施すること。 

ケ 地方自治体の温室効果ガス排出量算定への支援 

地球温暖化対策計画で示している温室効果ガス排出・吸収量の算定のため

の国内体制の整備に併せて、地方自治体が温室効果ガス排出量算定をする際

に必要なエネルギー供給事業者の自治体区域ごとの販売量等の基礎資料の確

保ができるよう支援すること。 

（２）「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 

地方分権改革との整合性や気候変動対策における国と地方の役割分担を踏

まえ、国と地方で財源を適切に配分し、地方自治体がその地域特性にあった

省エネ施策の推進事業に充当できるようにすること。 
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２ 建築物の低炭素化の促進 

（提案要求先 文部科学省・経済産業省・国土交通省・環境省・厚生労働省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成２７年７月８日公

布。以下、「建築物省エネ法」という。）において、平成２９年４月から新築建

築物におけるエネルギー消費性能基準への適合義務化が開始される予定である。

一方で、当該エネルギー消費性能基準については、一次エネルギー消費性能に基

準が一本化された。建築物のエネルギー消費性能は、建築設備だけでなく外皮性

能にも大きく影響を受ける。そのため、建築主等が講ずべき措置として、外皮性

能の向上に係る措置を位置づけ、建築物の外皮性能を把握できるようにするとと

もに、外皮性能の向上が持つ意義や効果について明確な認識を持てるようにする

ことが重要である。 

一方、新法制定により建築物の基本性能としてエネルギー消費性能が位置づけ

られ、建築基準法と連動することから建築物のエネルギー消費性能の向上に向け

た底上げ効果が一定程度期待できる。 

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

（１）建築物の基本的性能として建築物のエネルギー性能にも大き

な影響を与える外壁等による熱の損失を防止する性能いわゆる

外皮性能に関する指標も位置づけること。 

（２）エネルギー消費性能が建築物の基本的性能に位置づけられた。

この機会に、こうしたエネルギー消費性能を高める建築設計及

び建築設備設計者のよりどころとなる指針等の整備を行うこ

と。 

（３）新築建築物のエネルギー消費性能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について、その実効性を担保する

ため、表示の義務化を図ること。 

（６）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。 

（７）テナントビルの低炭素化を推進させるため、平成２８年に国

が作成したガイドを活用し、グリーンリースの普及拡大を図る

こと。 

（８）国等が所管する教育施設及び医療施設の低炭素化を推進する

こと。 
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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、国においても「建築物省エネ法」に基づき、新たに住宅用途も対

象に含めた建築物の省エネルギー性能の表示制度が位置づけられ、平成２８年４

月から適合義務化に先駆けて施行している。しかしながら、この第三者認証の仕

組みも有する表示制度は任意の表示制度となっており、低炭素化建築物の普及に

向け、こうした表示制度の実効性の担保が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）建築物の基本性能としてエネルギー消費性能基準に加え、外皮性能も位置

付けること。 

「建築物省エネ法」により、平成２９年４月から新築建築物におけるエネ

ルギー消費性能基準への適合義務化が開始される予定であるが、建築設備の

エネルギー性能は、外皮性能にも大きく影響を受けることから、建築主が建

築する際に、エネルギー消費性能と併せて外皮性能を把握できるようすると

ともに、当該法令に建築主が取り組むべき外皮性能の向上に関する措置も盛

り込むべきである。 

（２）エネルギー消費性能が法律により建築物の基本性能に位置づけられたこの

時期をとらえ、設計者の省エネルギー設計のよりどころとなる指針等の整備

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、建物用途ごと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。 

③ 建築物の省エネルギー性能を判断するため、「建築物省エネ法」では、

旧省エネ法平成２５年度基準から引き続き、１次エネルギー消費量により

行っているところである。建築物のエネルギー性能を飛躍的に高めていく

ためには、積極的にあらゆる再生可能エネルギーを利用していくことが不

可欠である。しかしながら、現在の１次エネルギー消費量の算定プログラ

ムでは、太陽光による発電量の反映にとどまり、自然通風や自然採光の利 

用 な ど の 建 築 的 手 法 を 含 め た 積 極 的 な 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 活 用 を 反

映することができない。国は、再生可能エネルギーの積極導入に向け、１

次エネルギー消費量の算定に、再生可能エネルギーの利用を反映するため

の評価方法を開発し、活用できるようにすること。 

ー 245 ー



（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、平成４２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について、その実効性を担保するため、表示の

義務化を図ること。 

国は、平成２８年４月から１次エネルギー消費量の指標を活用し、建築物

の省エネルギー性能表示制度を新たに開始したところであるが、この制度は、

第三者認証による任意の表示制度となっている。建築物の取引において、建

築物の省エネルギー性能が比較検討できるようにしていくためには、比較対

象となるあらゆる建築物に表示が行われていることが不可欠である。本制度

の表示についても「建築物省エネ法」の中で義務付けること。 

（６）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。 

経済産業省においては、今後、ビル、百貨店、ホテルなどの業務部門に、

省エネルギーの進展度を測る指標としてベンチマーク制度を導入するとのこ

とである。その制度設計の際は、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の観点を踏まえ

た、低炭素な建築不動産を分かりやすく示す指標となるよう検討すること。 

また、開発･運用に当たっては、建築物の環境価値評価に資する情報提供を

行っていくこととし、本ベンチマーク、CASBEE・BELS など建築物の環境性能、

都のカーボンレポートなど運用実績を「建築物の環境価値評価に関する事項」

として宅地建物取引業法で定める重要事項説明に追加すること。 

さらに、作成したベンチマークについて、国等の事業所が民間ビル等に入

居する際の基準として活用するなど、国及び関係団体が率先して低炭素な建

築不動産を選択し、この普及促進に努めること。 

（７）グリーンリースの普及拡大を図ること。 

テナントビルの省エネルギー対策としてグリーンリースを実践することは

有効である。国土交通省は、ビルオーナーとテナントの双方が協働して、不

動産のエネルギー消費低減に取り組むこの仕組みを普及させるため、平成２

８年２月にグリーンリース・ガイドを作成したところである。 

国は、不動産関係団体と連携して優良事例やその有効性を広くビルオーナ

ー等に周知しグリーンリースの普及拡大を図ること。 

（８）国等が所管する教育施設及び医療施設の低炭素化の推進 

国等が所管する教育施設、病院等について、それぞれの施設に求められる

機能を確保した上で、省エネ化が大きく進む設備改修が促進されるよう予算

措置を行うこと。特に、国立大学法人又は独立行政法人については、国が監
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督官庁として積極的に関与し、事業者の模範となるよう率先して教育及び医

療施設の低炭素化を図ること。 
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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＞ 

（１）自動車交通に起因するＣＯ２排出量は、我が国の総排出量の約１５％を占

め、その削減は、気候変動対策として極めて重要である。 

我が国では、昭和５４年にガソリン乗用車の燃費基準値が初めて策定され、

またその後の基準強化等により、自動車の燃費は大幅に向上した。しかしな

がら、我が国の燃費基準は重量が重い車ほど基準が緩くなるよう階段状に設

定されていることから、車両にオプション装備を追加することで重量を増し、

より重い重量区分へ移行することで、絶対燃費が悪化するにもかかわらず、

燃費基準値を満足する可能性が増え、エコカー減税等の優遇措置の対象とな

るケースが発生している。これは、車両の軽量化を進め自動車からのＣＯ２

排出総量を減らしていこうという企業努力を弱めることとなる。また、乗用

車の平成３２年度燃費基準から採用された企業別平均燃費基準方式（ＣＡＦ

Ｅ方式）では、車両の重量区分毎の燃費目標値を各自動車メーカーの出荷台

数実績で加重調和平均したものをＣＡＦＥ基準値としているが、この方式を

用いると、小型・軽量車に比べ燃費の劣る重量の重い車を多く扱う自動車メ

ーカーのＣＡＦＥ基準値は、小型・軽量車を多く扱うメーカーに比べ甘いも

のとなり、やはり自動車の小型・軽量化を進めるインセンティブが働きにく

くなっている。 

（１）自動車からのＣＯ２排出総量を削減するため、特に重量の重

い乗用車について、自動車メーカーが率先して更なる燃費向上

を進めるインセンティブが働く燃費基準を導入すること。 

（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）車両総重量３．５トン超の重量車について、次期燃費基準を

早期に設定すること。 

（４）重量車や小型貨物自動車について、ハイブリッド車の車種の

拡大や燃費の更なる向上を、自動車メーカーに働きかけること。 

（５）次世代自動車等ＣＯ２排出量の少ない自動車へのシフトを促

す税制や各種優遇制度の充実を図ること。 

（６）自動車から公共交通機関への転換を促進するため地域の特性

に応じた取組への助成を行うとともに、物流におけるモーダル

シフトの推進策を講じること。 

（７）事業者等のエコドライブを評価できる仕組みの構築に努める

こと。 
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そのため、自動車からのＣＯ２排出総量を削減するため、車両の軽量化を

促すことなどを目的とし、特に重量の重い自動車の燃費を向上させる燃費基

準を導入することが必要である。 

（２）現行の制度における燃費の測定・評価は、カーエアコンやカーナビなどの

自動車に標準装備となっている電装品を稼動させず、自動車本体を対象に行

われている。実効性のある燃費評価のためには、電装品等の影響を含めた自

動車総体の燃費評価が必要である。 

（３）現在、車両総重量３．５トン超のトラック・バスについては、平成２７年

度以降の燃費基準が設定されていないが、重量車のハイブリッド化を促すた

めには、次期基準の設定が必要である。 

（４）重量車や小型貨物自動車からのＣＯ２排出量削減のためには、ハイブリッ

ド車の普及や燃費の向上が必要である。そのため、自動車メーカーが、これ

らハイブリッド車の車種の拡大や燃費の向上に取組むよう働きかける必要が

ある。 

（５）更に、国においては平成４２年における電気自動車、プラグインハイブリ

ッド自動車の新車販売に占める割合を２０～３０％、ハイブリッド自動車の

新車販売に占める割合を３０～４０％にするという目標を掲げているが、平

成２７年度時点では、電気自動車が０.２７％、プラグインハイブリッド自動

車が０．３４％、ハイブリッド自動車が２２．２％にとどまっており、更な

る普及支援策が必要である。 

（６）鉄道等へのモーダルシフトについては、大手の貨物運送事業者（大口貨物）

による取組は進んでいるが、中小事業者等にとっても取り組みやすい施設整

備等への支援や仕組みづくりを行い、引き続きモーダルシフト推進のための

取組が必要である。 

（７）東京都は平成２４年度から、エコドライブに努める貨物運送事業者を評価

する「東京都貨物輸送評価制度」を実施し、個々の自動車の燃費管理やトラ

ック運転手へのエコドライブの意識付け等が、自動車からのＣＯ２排出量削

減に大きな効果があることが判明している。こうした事業者によるエコドラ

イブの取組が更に広まるよう、取組を支援する仕組みが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）乗用車起源のＣＯ２排出総量を削減するため、乗用車の平成３２年度燃費

基準に示された平均燃費規制において、車両重量化の抑制や重量がかさむ車

両の一層の燃費改善を促すよう、車両の重量区分毎の燃費目標値を、各自動

車メーカーの出荷台数実績で加重調和平均したものをＣＡＦＥ基準値とする

のではなく、全社共通の燃費基準値を設定すること。 

それにより難い場合は、車両の重量区分毎ではなく、米国でも採用されて

いる車両の大きさ（フットプリント、軸距と輪距の積）に応じた燃費目標値

を定め、また燃費目標値を階段状に設定するのではなく、米国と同様にフッ

トプリントと燃費目標値が直線的に変化する方法に改めること。 

（２）カーエアコンやカーナビなどの自動車に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。 
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（３）車両総重量３．５トン超のトラック・バスについて、平成２７年度以降の

燃費基準を早期に設定すること。 

（４）トラック・バスなどの重量車や、事業者が多く使用するバンやワンボック

スタイプなどの小型貨物自動車について、ハイブリッド車の車種の拡大や実

燃費が更に向上されるよう、自動車メーカーに対して働きかけること。 

（５）次世代自動車等（燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド

自動車、ハイブリッド自動車）、ＣＯ２排出量の少ない自動車へシフトをす

ることが、経済的にもメリットをもたらすよう、ＣＯ２排出量がより少ない

自動車ほど優遇される税制の構築を進めるとともに、導入補助制度の拡充や

充電施設等インフラ整備、道路利用料金の割引などの優遇措置を講じること。 

（６）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・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。 

（７）国は、自動車の燃費や燃料使用状況を自動で取得し保存することができる

車載装置等の導入や、エコドライブによるＣＯ２排出量の削減に取り組む事

業者等が社会的、経済的に評価される仕組みを構築すること。 
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（提案要求先 内閣官房・環境省・国土交通省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）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。 

（２）真夏に開催される東京 2020 大会に向けては、暑さ対策という観点に立った

取組の一層の強化が必要となっている。こうした観点から、国では、「東京

２０２０に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等連絡会議」

を設置し、関係府省庁、組織委員会、都が構成員となって、暑さ対策に係る

検討を行っており、競技会場等における暑さ対策や多様な情報発信等を推進

することとしている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）民間事業者や自治体が保水性舗装、遮熱性舗装、街路樹整備、屋上・壁面

・敷地内などの緑化、高反射率塗料、保水性建材などの対策を実施する場合

に十分な財政措置を講じること。 

（２）「東京２０２０に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等

連絡会議」において、関係府省庁、組織委員会及び都との連携により、実効

性ある暑さ対策の具体化を図ること。 

あわせて、東京 2020 大会に向け、国や独立行政法人等が所有するスポーツ

施設等において暑熱対策を講じること。 

 

３ ヒートアイランド対策・暑熱対応の推進 

（１）民間事業者や自治体が実施するヒートアイランド対策を支援

すること。 

（２）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京 2020 大会」という。）の開催に向け、関係府省庁、組織委員

会及び都との連携により、実効性ある暑さ対策の具体化を図る

こと。あわせて、国等所管施設における暑熱対応を推進するこ

と。 
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（提案要求先 国土交通省・環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

自転車シェアリングは、自動車から自転車への転換による環境負荷の低減、回

遊性の向上による地域・観光の活性化、加えて放置自転車対策などの多様な効果

が期待できる環境にやさしいまちづくりに有効な仕組みである。 

東京都は自転車シェアリングの普及促進に向けて、これまで、江東区（平成２

４年１１月～）に続き、平成２６年１０月からの千代田区及び港区並びに平成２

７年１０月からの中央区の事業化における専用駐輪施設（ステーション）用地の

確保に係る調整（都道や公開空地等）や財政面など多角的に支援してきた。平成

２８年２月から、利用者の利便性向上という観点から、先駆的に取り組む都心区

（江東、千代田、港、中央）と連携し、区境を越えた広域的な相互利用を行って

いる。 

自転車シェアリングが、公共的な交通手段としてより有効に機能するために

は、公共交通機関に近接した場所や観光地など、需要の高い場所へステーション

を拡充するとともに、公共交通機関との連携を図るなど、これまで以上の利用促

進に向けた取組が必要である。その際、ヘルメット着用や交通マナーの遵守等に

向け、安全面での対策も進めていくことが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）環境にやさしい交通手段である自転車の利用促進に向け、安全性を確保し

つつ、自転車シェアリング事業のさらなる利便性の向上を図るため、事業採

算性にも配慮しながら、国道（道路占用）をはじめとした国の施設にステー

ションを設置できるよう、関係省庁との連携により、積極的に取り組むこと。

また、現状において設置が困難である都市公園についても、設置が可能とな

るよう関係省庁との連携により規制緩和を図ること。更に、初期整備等への

財政支援を行うこと。 

（２）公共的な交通手段としての定着を図るため、公共交通機関との連携やステ

ーション用地の提供など交通事業者の積極的な協力を促すための機運醸成や

働きかけを行うこと。 

 

 

４ 自転車シェアリングの普及促進 

（１）自転車シェアリングの普及促進に向けて、安全性を確保しつ

つ、さらなる利便性の向上を図るための措置を関係省庁との連

携により講じるとともに、初期整備等への財政支援を行うこと。 

（２）公共的な交通手段としての定着を図るため、交通事業者の積

極的な協力を促すための機運醸成や働きかけを行うこと。 

ー 252 ー



（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＞ 

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。 

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２７年１月から、

相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し（最高税率の引上げ等）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

５ 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 

緑地の保全や創出を推進するための税財政措置を講じること。 
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ど締結した緑地の所有者に対し交付する緑地奨励金等について、非課税措置

を講じること。 

（５）都市及び都市近郊の緑地保全を推進するため、下記の指定がなされた土地

に関する固定資産税を地方税法上非課税とするとともに、それに伴う十分な

財政支援を行うこと。 

① 都独自の保全緑地 

② 区市町村独自の保全緑地 

③ 都自然環境保全地域特別地区 

④ 都立自然公園特別地域 

⑤ 都市緑地法による特別緑地保全地区 

⑥ 鳥獣保護区特別保護地区 

⑦ 区市町村指定の保存樹林 

（６）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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６ 公園整備事業等の推進 

１ 公園整備事業等の推進 

（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い。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、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、外国人利用者

の増加を視野に、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、都市公園や特別緑地保全地区等の

あらゆる公園緑地及びその関連施設の整備や用地取得等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）公園整備や特別緑地保全地区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、公園緑地及び特別緑

地保全地区の整備や用地取得等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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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 27 年 4 月現在） 

公園整備済面積 

（平成 27 年 4 月現在） 

規模 規模 

（ha） （ha） 

都市公園 都立公園 4,100 2,007 

その他公園 6,800 3,800 

都市公園以外の公園 － 1,925 

計 10,900 7,732 

一人当たりの公園面積 

※全国平均 9.9 ㎡/人 
8.1(㎡/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２８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)特別緑地保全地区の指定状況 

   （平成 27年 4月 1日現在） 

区 域 
箇 所 数 面  積 

箇 所 ｈａ 

23 区 16  86.36 

多摩・島しょ 29 197.54 

東京都全体 45 284.70 

○  都 立 公 園 整 備 事 業 全 体

（38,870 百万円）に占める  

 国費対象事業費の割合は 

約７％（2,708 百万円） 

○ このうち、交付金は 1,036 百

万円で、都立公園整備事業全

体に占める割合は 

約３％ 

○ 国費率は施設 1/2、 

用地 1/3 

都立公園整備事業 

全体計 38,870 百万円 

（単位：百万円） 
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(３) 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 

 

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、首都直下地震などの震災の備えを万全とし、

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)】 
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【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 

ー 258 ー



 

７ 都市再生推進のための国有財産の活用 

１ 国有財産の活用 

（提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・環境局・建設局） 

（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。 

 

＜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。 
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２ 公園整備に係る国有財産の活用 

                   （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２０万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。 

 

８ 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） 

（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、調査及び監視すること。また、実走行時の排出ガスの状況を

的確に把握できる測定法の導入及び規制値の新設などを行うこ

と。 

（２）自動車の給油時、駐車時、走行時のあらゆる場面で燃料蒸発ガ

スを回収し、車の燃料として利用できる大型回収装置を装着した

ＯＲＶＲ車の導入を義務づけること。 

 

＜現状・課題＞ 

（１）国はこれまで新車の排出ガス規制を順次強化し、自動車からの窒素酸化物

及び粒子状物質の排出量の低減に努めてきた。 

しかしながら、平成２３年度に都が発見したディーゼル重量車の「排出ガ

ス低減性能の無効化」の問題や、平成２７年度にドイツ製ディーゼル乗用車

の「不正ソフト」の使用の問題が生じるなど、ディーゼル自動車を中心とし

て実走行時の排出ガスの実態は不明な部分が多く、その把握と対策が急務と

なっている。 

これを受け、国は、平成２７年１０月に「排出ガス不正事案を受けたディ

ーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」を設置し、現行の台上試験のみによ

る検査方法の可否を検討した上で、路上走行排出ガス試験の追加等、検査方

法の見直しを行っている。 

新規検査時に自動車からの排出ガスを確実に低減していくためには排出ガ

ス低減性能の不正や経年劣化等による排出ガス濃度の増大等を生じさせない

よう現行規制の強化や検査方法の見直しが必要である。 

（２）燃料蒸発ガスはＰＭ2.5や光化学オキシダントの原因物質となりえるもので

あるが、平成２５年度の全国の環境基準達成率はＰＭ2.5が１５．３％、光化

学オキシダントが０．３％、また平成２６年度の一都三県域における一般環

境大気測定局の環境基準達成率はＰＭ2.5が２３．７％、光化学オキシダント

が０％と極めて低く厳しい状況である。 

このような状況を踏まえて、国は、燃料蒸発ガス対策について、中央環境

審議会の次期答申事項として早急に検討を進め、平成２８年度中に一定の方

向を示す予定である。 

なお、日本国内の自動車メーカーは、すでにＯＲＶＲ車を製造する技術が

あり、米国向けに車を輸出する際にはＯＲＶＲ車を輸出している。 

９ 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 
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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

査及び監視すること。また、実走行時の排出ガスの状況を的確に把握できる

測定法の導入を行うとともに、不正ソフト等を用いて故意に走行時の排出ガ

ス低減性能の無効化を行った者に対する罰則規定を設けること。 

（２）国は、自動車からの燃料蒸発ガス対策について、速やかに法律による規制

を実施すること。実施に当たっては給油時、駐車時、走行時のあらゆる場面

で燃料蒸発ガスを回収し、車の燃料として利用できる大型回収装置を装着し

たＯＲＶＲ車の導入を義務づけること。 
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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） 

（１）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の更なる改正により、実効性のある流入

車対策を実施すること。 

（２）局地汚染対策の着実な推進と充実を図ること。 

 

＜現状・課題＞ 

（１）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では、対策地域内での基準不適合車の登録、所有を

禁止しているものの、対策地域外からの基準不適合車の流入については規制

対象外であるため、排ガス対策として実効性のあるものとなっていない。 

（２）幹線道路沿道に、二酸化窒素（ＮＯ２）の環境基準を未だ達成できていな

い箇所がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

（２）窒素酸化物（ＮＯｘ）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、国の責任において、抜本的な対策を講じること。 

（３）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。 
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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、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公害健康被害予防事業

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） 

 

＜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、気管支ぜん息の医療費助成を、それまで１８歳未満だったものを平成

２０年８月から全年齢に拡大して実施してきた。本制度により認定を受けた１８

歳以上の患者は平成２８年２月末時点で約９万人となっている。 

都は、制度創設時に関係者が拠出した原資をほぼ使い切ること、関係者からの

新たな財源拠出が困難なことなどから、１８歳以上の患者への新規認定を平成 

２６年度末で終了するとともに、現に助成を受けている患者に対し、自己負担を

導入したうえで、引き続き都の応分の負担による助成を実施することとした。 

 しかし、自動車排出ガスによる大気汚染の根本的な原因は、国の規制が遅れた

大都市における大気汚染の状況を踏まえ、大気汚染物質の健康影

響に関する研究調査などを推進し、環境・保健対策の充実を図るこ

と。 

大気汚染による健康被害者に対する総合的な救済策を実施するこ

と。 
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ことにあり、国は健康被害防止に有効な対策及び総合的な健康被害者救済策を、

責任をもって講じていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 大気汚染による健康被害者の早期救済のため、都としては医療費助成を実施し

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。 
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１０ 道路環境対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 幹線道路の沿道においては、騒音・大気汚染など環境が厳しい箇所もあり、沿

道住民の生活環境改善に向けた課題が依然として残されているため、その対策が

求められている。 

 また、夏の暑さ対策の一つとして、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）夏の暑さ対策としての遮熱性舗装・保水性舗装に必要な財源を確保するこ

と。 

（３）騒音対策としての防音工事助成に対して財政的支援を実施すること。 

（４）自動車排出ガスによる大気汚染が特に著しく、重点的な対策を実施するこ

とが必要な地点について、国が主体となって、必要な調査と対策の検討を行

うこと。 

（５）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、国道にお

いても、路面清掃や街路樹剪
せん

定など、維持管理を充実させるとともに、より

一層、遮熱性舗装・保水性舗装等の夏の暑さ対策を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路の騒音対策や夏の暑さ対策等を推進し、沿道住民の生活

環境を改善するために必要な財源を確保すること。 
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参  考 

（１）沿道環境対策事業

平成２８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 13,061 856(471) 

低騒音舗装 8,656 134( 74) 

遮熱性舗装・保水性舗装 4,151 522(287) 

防音工事助成 54 0(  0) 

緩衝建築物一部負担 200 200(110) 

区 分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額 

局地汚染対策 53 17 

  都、国、首都高速㈱が負担比率に基づき負担している。 

（２）路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装

遮熱性舗装 

・ 舗装表面に遮熱材を塗り、日射エネルギーを反射し

て熱吸収を防ぐ舗装。

・ 舗装表面に塗るため、低騒音舗装に施工しても騒音

低減機能は損なわない。

保水性舗装 

保水材

アスファルト

混合物

吸水 蒸 発

基   層

路面の熱

・ 舗装の空隙に注入した保水材によって、雨水などの

水分を吸収し、蓄えることができる舗装。

・ この水分が晴天時に蒸発することで路面温度を下

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

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京の大気汚染は、各種固定発生源対策やディーゼル車走行規制等の実施など

により、浮遊粒子状物質による大気汚染に係る環境基準を達成するなど確実に改

善している。残された課題として、大気環境中で光化学反応等により二次的に生

成する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、これまでの原因物

質対策（揮発性有機化合物（ＶＯＣ）や窒素酸化物（ＮＯｘ）等）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、これまでの原因物質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 ＰＭ2.5とＯｘ生成能の高いＶＯＣをそれぞれ明らかにする調査や植物起

源ＶＯＣの排出量の実態把握を進める等により、ＶＯＣ排出削減によるＰ

Ｍ2.5とＯｘの低減効果の定量的な予測精度を向上させること。 

③ 法規制の対象にならない中小事業者に対し、一層自主的取組が促進され

るよう、財政支援も含め、早急に推進策を講じること。 

１１ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）・光化学オキシダン

ト（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。 
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④ 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

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。 

⑤ 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。 

⑥ 日常生活に伴うＶＯＣの排出が抑制できるよう、製造業者や関係団体に

対し、ＶＯＣ使用量の少ない商品の製品化を促す取組や支援を行うこと。

また、消費者や企業に対し、製品の購入に当たってＶＯＣの少ない製品を

選択するよう広報・情報提供を行うこと。 

⑦ 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を図ること。また、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、標準仕様の改定に

向けて現場での試験塗装を実施すること。さらに、グリーン購入法におけ

る公共工事の項目について、低ＶＯＣ塗料等建築資材に関する内容の充実

を図ること。 

⑧ 現在ＶＯＣ自主行動計画に参画していない建設業界に対し、産業界と同

等のＶＯＣの排出削減に向けた目標の設定等、実効性のある取組を促すこ

と。 

⑨ 対策が講じられていない自動車の給油時、駐車時、走行時におけるＶＯ

Ｃの蒸発防止に効果的である、ＯＲＶＲ車の導入を義務づけること。 

⑩ 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、ＮＯｘとＶＯＣとのバランスに依存し、ＮＯｘ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、自動車排出

ガス規制の強化などによるＮＯｘの削減量に見合ったＶＯＣ削減量とするた

めの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）全国的に環境基準の達成率が低いＰＭ2.5について、以下の施策を講じるこ

と。 

① 排出インベントリの精度向上に重要であるため、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。 

② 船舶や航空機が集中する地域（臨海地域など）からのＰＭ2.5排出総量の

実態や影響を把握し、排出抑制対策を講じること。 
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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＞ 

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。 

法制度の見直しに当たっては、平成２８年３月２４日に提出した「土壌汚染対

策制度の見直しに向けた東京都の意見」をはじめとして、実際に法を運用してい

る自治体に対して、現行法の問題点や改善策等に係る意見を聴き、これらの意見

を踏まえて作業を進めることが必要である。 

なお、前回（平成２２年４月）の法改正の際には、「土壌汚染対策法施行令の

一部を改正する政令」の平成２１年１０月１５日の公布を受けて、土壌汚染調査

や対策の具体的な方法を規定した「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省

令」等が公布された日は、改正法施行日の１か月前の平成２２年２月２６日であ

った。 

このため、法対象事業者にとって、十分な周知期間が与えられたとはいえず、

事業者及び事業者指導を行う地方公共団体に混乱が生じた。現在、環境省は土壌

汚染対策法や基準類の見直し検討作業を行っているが、検討の結果、法や基準類

の改正を行う場合は、十分な周知期間を確保し、事業者に混乱を招かないための

配慮が必要である。 

 

 

１２ 市街地土壌汚染対策の推進 

（１）土壌汚染対策法の改正や基準の見直し時には、平成２８年３

月２４日に提出した「土壌汚染対策制度の見直しに向けた東京

都の意見」をはじめとして、実務に従事する地方公共団体の意

見を踏まえて検討すること。 

（２）狭あいな土地に採用可能で低コストな土壌汚染対策技術の開

発促進及び事業者が対策を円滑に行うための助成制度の拡充を

図ること。 

（３）法に基づく調査・対策において、簡易で迅速な分析法の導入

を図ること。 

（４）操業中に可能な浄化技術の開発促進及び操業中の対策に係る

助成制度の整備等を講じること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）土壌環境基準の改正を踏まえて土壌汚染対策法に基づく特定有害物質及び

指定基準の見直しを行う際や、改正土壌汚染対策法の施行後５年経過時に講

ずることとされている土壌汚染対策法の見直しを行う際は、平成２８年３月

２４日に提出した「土壌汚染対策制度の見直しに向けた東京都の意見」をは

じめとして、実務に従事する地方公共団体の意見を十分に聴取し、現場の実

情を踏まえて検討を進めること。 

（２）大都市の住宅と工場が混在する狭い土地に対応でき、かつ、資金力に乏し

い事業者が低コストで土壌汚染対策が行えるよう早急に汚染処理技術の開発

を促進するとともに、事業者が対策を円滑に行うための助成制度の拡充を図

ること。 

（３）事業者が汚染範囲を迅速かつ低コストで確認し、円滑に対策を実施できる

よう、都は、条例に定める土壌汚染調査のうち、汚染範囲の絞り込みに使用

できる簡易で迅速な分析技術を既に選定している。 

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。 

（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。 
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（提案要求先 経済産業省・環境省・農林水産省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）昨年末に廃棄物処理法の政省令が改正され、平成２８年４月１日に特別管

理産業廃棄物へ「廃水銀等」が指定されたほか、平成２９年１０月１日から

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の新たな処理基準

が設けられることとなった。 

医療機関等からの水銀血圧計及び水銀体温計は特別管理産業廃棄物に指定

されなかったが、より厳格な規制により適正処理を徹底することが重要であ

る。 

また、改正内容の周知等は不十分であり、排出事業者側及び処理業者側で

の水銀含有廃棄物の適正処理に向けた対策を徹底する必要がある。 

（２）平成２８年３月１日に閣議決定されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案により、高濃度ＰＣ

Ｂ使用製品を所有する事業者にその廃棄を一定期間内に行うことを義務付け

る等の規定は盛り込まれたが、一方で低濃度ＰＣＢ含有機器（ＰＣＢ含有の

疑いのある機器を含む。）は使用期限やＰＣＢ濃度の分析義務が法で定めら

れていない。その上、国からの適正処理に関する周知が不十分である。さら

に、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理体制が十分とは言えず、国が定める期限まで

のＰＣＢ廃棄物処理の完了が厳しい状況が予想される。 

また、ＰＣＢ廃棄物の処理について、平成２６年６月に改訂された国の「Ｐ

ＣＢ処理基本計画」では、都道府県市の役割として、届出をしていない事業

者の掘り起こし調査が示されているが、財政負担等が考慮されていない。 

（３）平成２５年度の食品産業全体の食品廃棄物の年間発生量は１，９２７万ト

ンであり、日本の年間コメ生産量の約２．５倍にものぼる。 

① 平成２６年４月及び平成２７年８月から計３１の業種区分について発生

抑制の目標値を設定したものの、なおも目標値の設定がなされていない業

種区分は多い。また、目標値は、未達成の事業者の底上げを図るという位

置づけであり、既に定期報告事業者の７割が達成している数値となってい

る。発生抑制は、食品リサイクル法において最優先で取り組むべき事項で

あり、施策を更に強化する必要がある。 

 

１３ 廃棄物・リサイクル対策の拡充 

（１）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。 

（３）食品廃棄物の発生抑制施策を強化するとともに、食品リサイ

クル法の対象を拡大すること。 

（４）容器包装廃棄物の３Ｒ促進のための施策を具体化すること。 
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② 食品リサイクル法の対象となっている業種は、食品製造業・食品卸売業

・食品小売業・外食産業の４業種であり、学校などは法の対象となってい

ないことから、食品リサイクル法の対象とするよう検討する必要がある。

加えて、学校等から廃棄される食品廃棄物のリサイクル促進のため、リサ

イクル施設の整備促進が重要である。 

（４）容器包装リサイクル法について、 

① 店頭回収は、容器包装を含む多様な資源の回収ルートの一つであり、今

後より多くの事業者が自主回収しやすい仕組みづくりが必要である。 

② 資金拠出制度について、合理化拠出金の基準年度の変更があったこと等

により、拠出金が大幅に減少していることから、現行制度を継続する場合

においては、拠出金総額が減少する可能性が高く、分別基準適合物の品質

向上に取り組む自治体においては、財政負担が増加することが危惧される。 

③ 容器包装廃棄物の発生抑制の目標が定められていないほか、定期報告義

務は特定の小売業事業者に限られ、公表もされていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）平成２８年２月に「水銀に関する水俣条約」の締結が閣議決定されたこと

から、水銀含有廃棄物の回収及び適正処理を徹底するため、以下の取組を実

施すること。 

① 水銀使用製品産業廃棄物に医療機関等からの水銀血圧計及び水銀体温計

等の廃棄物を指定し、より厳しい規制により、適正処理を徹底すること。

その他の水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についても、早

期に対象となる品目を明確化し、対象となる事業者に対し周知を行うこと。 

② 今般の廃棄物処理法の政省令の改正内容について、排出事業者及び処理

業者に対し、パンフレットの作成やセミナーの開催等を通じ、周知を徹底

すること。 

③ 家庭から排出される蛍光ランプ等の水銀を含有する廃棄物は、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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑥ 廃棄物処理施設からの水銀排出を削減するため、普及啓発などにより、

廃棄物の排出者に対して、水銀含有廃棄物の分別の必要性を周知すること。 

（２）早期のＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進に向けて、 

① 低濃度ＰＣＢ含有機器（ＰＣＢ含有の疑いのある機器を含む。）につい

て使用期限やＰＣＢ濃度の分析義務を法で定めること。また、国が把握し

ている電気工作物設置者のデータ等を活用し、使用中の事業者に対して、

国が期限内の適正処理について指導するとともに周知を図ること。 

② 低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化認定施設の増設を図るなど、処理体制を強

化すること。 
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③ ＰＣＢ廃棄物の処理を促進するため、掘り起こし調査について自治体に

過度の負担が生じないように財政措置を講じるとともに調査に必要な支援

を行うこと。 

（３）食品廃棄物の発生抑制及びリサイクル促進のため、 

① 平成２７年７月に告示された食品循環資源の再生利用等の促進に関する

基本方針に基づき、発生抑制の目標値が設定されていない業種区分の目標

値を早期に設定すること。既に設定された目標値についても、更なる排出

抑制促進のため、目標値の見直しを検討すること。 

② 学校給食用調理施設について、平成２７年４月に公表された学校給食か

ら発生する食品ロス等の状況に関する調査結果を踏まえ、食品リサイクル

法の対象とするよう検討するとともに、食品廃棄物リサイクル施設の整備

促進を図ること。 

（４）容器包装リサイクル法について、 

① 消費者、事業者及び自治体が連携して、リサイクルを推進できるよう、

特定事業者による自主回収ルートの認定要件の緩和を検討すること。また、

小売事業者が自主的に行っている店頭回収を含めた自主回収ルートを促進

するような制度を構築すること。 

② 区市町村への拠出金制度は、想定単価の見直しにより拠出金が大幅に減

少していることから、区市町村の努力に見合った額が配分されるよう、制

度を抜本的に見直すこと。 

③ 容器包装廃棄物の発生抑制を図るため、事業者が達成すべき発生抑制の

目標を定め、それを達成させるための施策を実施すること。また、現在は

一定規模以上の小売業者に限られている定期報告制度について、対象を拡

大するとともに、公表する制度を創設すること。 
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１４ 森林循環促進に向けた施策の拡充 

      （提案要求先 農林水産省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

森林は、土砂災害の防止、水源涵養、地球温暖化防止、木材供給など多くの

機能を果たしており、国民にとって不可欠な財産であるが、その機能を果たす

ためには適正な管理が必要である。 

しかし、木材価格の低迷や林業コストの大幅な上昇などによる林業の低迷に

より、森林の管理は停滞している。加えて、国策による昭和３０・４０年代の

大規模な造林により、都内の人工林は、木材として利用可能な５０年生以上の

森林が約５割となる一方、２０年生以下の若い森林が極端に少ない偏った齢級

構成となっている。このため、二酸化炭素の吸収能力の低下や、花粉を多く飛

散する３０年生以上のスギ等の比率が高くなるなど、森林の機能が損なわれて

いる。 

このような偏った齢級構成の是正、森林の多面的機能の発揮、花粉飛散量の

低減に加え、国の掲げる木材自給率５０％の目標を達成していくためには、伐

採・利用・植栽・保育という森林循環を促進し、利用と公益の調和を図りつつ

持続的な森林経営を確立していく必要がある。 

そこで、都は平成２７年度から１０年間に渡り、森林所有者と協定を結んで、

伐採及び植栽・保育を実施するとともに、林業コスト低減及び木材の安定供給

に資する林道等基盤整備並びに多摩産材の利用拡大に取り組んでいる。 

このため、国においても以下について積極的に取り組むこと。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の花粉発生源対策の推進における予算拡充及び補助要件緩和 

都では、裸苗による植栽が多いことから、花粉症対策苗木への植替促進

事業の規模拡大に加え、花粉発生源対策促進事業においても裸苗の植栽を

補助対象とすること。 

（２）森林循環の促進に必要な基盤整備の拡充 

森林の多面的機能の発揮、花粉飛散量の低減、木材自給率目標の達成に

不可欠となる林道等の基盤整備対策について拡充すること。 

（１）森林循環に寄与する花粉発生源対策を推進するため、予算拡 

充及び補助要件緩和を行うこと。 

（２）森林循環の促進に必要な基盤整備を拡充すること。 

（３）森林循環に資する国産材の利用促進施策を拡充すること。 

（４）森林循環を促進するように森林経営計画制度を見直すこと。 
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（３）森林循環に資する国産材の利用促進施策の拡充 

伐採したスギ等の国産材を積極的に利用する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。 

とりわけ、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における国

産材の活用については、木材供給体制の整備等を含めた幅広い支援を行う

こと。 

 

（４）森林循環を促進するような森林経営計画制度の見直し 

森林経営計画の認定における主伐の伐採量の上限を判断する基準につい

て、個々の森林経営計画の単位ではなく、市町村森林整備計画区域全体に

おける適正な主伐伐採量を上限とするよう制度変更すること。 
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１５ 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 政策企画局・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。 

東京 2020 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 

合流式下水道の改善、高度処理の導入促進等 

 

○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。 
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１ 少子社会対策の推進 

１ 子供・子育て支援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＞ 

 国の子ども・子育て会議では、新制度による子供・子育て支援の「量的拡充」

と「質の改善」の実現のためには、１兆円超の財源が必要とされていたが、新制

度が施行された平成２７年度予算は７千億円の範囲であった。子育て支援施策の

更なる拡充を進めるためには一層の財源確保が必要である。 

 また、公定価格の減価償却費加算、賃借料加算や、保育所等の施設整備費補助、

利用者支援事業等の運営費などが、大都市の実情に応じた額になっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 喫緊の課題である保育所待機児童対策をはじめ、地域の子育て支援、社会的養

護の充実など、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とともに、大都市の実情に応じた財政支援を行うこと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 都内の就学前児童人口は、他県からの転入増等により、区部を中心に依然とし

て増加している。潜在需要も含めた保育ニーズに的確に対応し、子供・子育て支

援施策を更に充実させるためには、地方の裁量を拡大することが必要である。 

 都の認証保育所制度は、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、都の保育施策の重要な柱の一つと

なっている。こうした実績があるにもかかわらず、都の認証保育所は国の財政支

援の対象とされていない。 

また、地域型保育事業では、設備・運営に関する基準の多くが、国の基準に従

うものとされており、例えば、家庭的保育事業における調理員の配置など、事業

形態等に即さない基準が設けられている。 

 

＜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

（１）子供・子育て支援のための財源を十分に確保すること。 

（２）待機児童の早期解消や、多様な保育ニーズに対応するため、

認証保育所制度の実績を認め、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に改善すること。 
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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、

関係規定を改善するなど、必要な措置を講じること。 

 

（１）待機児童解消に向け、区市町村や保育サービスを提供する事業者が、保育

所整備に積極的に取り組むことができるよう、保育所や認定こども園の認可

基準について地方自治体の裁量を拡大し、施設の設備・運営基準を弾力的に

定められる制度とすること。 

   また、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育など地域型保育事業につい

ても同様に、地方自治体の裁量を拡大すること。 

 

（２）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、認証保育所を国の制度に位置付け、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 内閣府・厚生労働省・財務省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の保育所等利用待機児童数は、全国の約４割を占めており、その解消は喫緊

の課題となっている。保育サービスの整備について、国は交付金や補助金で一定

の支援を行っているものの、補助水準が十分でない。また、高齢・障害分野と保

育分野では、補助対象となる法人の範囲が異なっており、保育サービスの拡充を

図る上での制約がある。 

待機児童を早期に解消するためには、国が「ニッポン一億総活躍プラン」で示

した保育の受け皿整備策を、早期に具体化する必要がある。 

 

＜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

の整備を着実に進められるよう、保育所等の整備に関する交付金等の補助額、

補助率を引き上げるとともに、必要な財源を確保すること。 

 

（２）施設整備については、企業等の民間事業者に対して、社会福祉法人に対す

る補助と同等の財政支援ができる仕組みとすること。 

 

（３）「ニッポン一億総活躍プラン」で示された施策を具体化するため、早期に

詳細を示すこと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

国は、介護施設を整備する場合に限り、国有地の貸付料を減額しているが、そ

の他の分野は減額対象とされていないため、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）国有地の貸付けについて、貸付条件を見直すこと。 
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＜現状・課題＞  

保育所待機児童の解消に伴う近年の保育所整備等の大幅な増加に伴い、都内に

おける保育人材の需要が大きく伸びている。平成２９年度までに全国で５０万人

分の保育の受け皿を整備するためには、サービスの担い手となる保育人材の確保

及び定着が重要である。 

 国は、「ニッポン一億総活躍プラン」において、保育士のキャリアップの仕組

みを構築し、技能・経験を積んだ職員について、追加的な処遇改善を行うとして

いるが、実施に向けた詳細は明らかになっていない。 

 求職者と事業者のマッチングや就職後の定着支援等を強化するためには、保育

士・保育所支援センターの保育士再就職支援コーディネーターを複数配置してい

く必要があるが、コーディネーターの雇上費の補助基準額は１自治体当たり４０

０万円の定額となっている。 

 また、保育士宿舎借り上げ支援事業は、補助対象が採用後５年目までの保育士

に限定され、６年目以降の職員や保育士以外の職員が活用できないことなどが、

事業の活用が進まない要因となっている。 

 国の平成２７年度補正予算では、保育士就学資金貸付事業の拡充のほか、保育

補助者雇上げ費用や潜在保育士の就職準備金等新たな貸付事業等が創設された。

これらの貸付事業に係る事務費は上限額が定められており、システム経費や債権

管理経費など事務運営上必要な経費の不足について実施主体の負担が懸念される。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）保育士の安定的な確保・定着のために、地方自治体や事業者等の意見を聴

きながら、キャリアアップのための仕組みを早急に構築し、必要な施策を講

じるとともに、十分な財源を確保すること。 

 

（２）保育士・保育所支援センターの機能強化を図るため、コーディネーターを

複数配置できるよう補助額を増額すること。 

 

（３）保育士宿舎借り上げ支援事業について、採用後６年目以降の職員や保育士

以外の職員も補助対象とするよう制度の充実を図ること。 

 

（４）保育対策総合支援事業費補助金により実施されている保育士修学資金貸付

等事業について、事業の安定的な実施が可能となるよう、事務費の上限額を

引き上げるとともに、債権管理経費を継続的に措置すること。 

 

 

 

（３）安定的に保育人材が確保できるよう制度運用の改善を図るこ

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 児童福祉法改正に伴う対応 

（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２８年５月に児童福祉法の一部改正法案が国会で可決された。今回の改正

は、平成１６年改正による基本的枠組を維持した上で、市町村と児童相談所の役

割を明確化し、より総合的な支援を推進することとしており、児童相談所や市町

村の相談支援体制の強化、児童福祉審議会の権限強化、被虐待児童の自立支援の

強化など、児童相談に係る一連の対策強化が盛り込まれている。 

 国は、今後、改正法施行に向けて、児童相談所運営指針や市町村相談援助指針

等の運用基準を法改正を踏まえた内容に改定するとともに、法施行後に児童相談

所の業務の在り方や要保護児童の通告の在り方等改正法附則に示された検討規定

について検討することとしている。 

 これらの運用基準や検討内容は、実務を担う都道府県や区市町村の運営体制等

に多大な影響を与えるものである。また、改正に伴う人材確保や体制整備のため、

都道府県や区市町村の財政負担の増加が見込まれる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童福祉法改正に伴う児童相談所運営指針等の運用基準の改定や改正法附

則で検討規定とされた事項の検討に当たっては、都道府県や区市町村と十分

協議を行うこと。 

 

（２）児童福祉法改正に、都道府県や区市町村が円滑かつ適切に対応していける

よう、法改正に伴い必要となる専門人材の確保や体制整備のための財政支援

策を講じること。 

 

 

 

 

（１） 児童福祉法改正に伴う運用基準等の改定や、改正法で検討規 

定とされた事項の検討について、地方自治体と十分協議を行う 

こと。 

（２）児童福祉法改正に、都道府県や区市町村が円滑かつ適切に対

応していけるよう、財政的支援策等を講じること。 
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２ 児童に関する相談支援機能の強化 

（提案要求先 厚生労働省） 

               （都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 家庭や地域における養育機能が低下している中で、児童虐待や非行など、子供

や家庭に関する深刻な相談が増加している。相談のうち、特に、児童虐待は、対

応件数が急増するとともに、その内容が複雑、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、より一層の体制強化を進

めていく必要がある。 

 区市町村は、これまでも児童相談の一義的窓口としてあらゆる相談に対応し、

地域の子供と家庭に関する総合的な支援を実施してきた。さらに、児童福祉法の

改正により、要保護児童対策地域協議会における要保護児童対策調整機関の専門

職員の配置や、必要な支援を行うための拠点の整備等が求められるほか、児童相

談所から区市町村への事案送致が新設されるなど、複雑、困難化する相談に迅速

かつ的確に対応するため、区市町村における体制強化が必要とされている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童相談所の体制強化を図ること。 

① 全国共通ダイヤルや警察からの通告など、今後も、相談件数の更なる増

加が予想されるため、児童相談所における体制整備について、必要な財政

措置を講じること。 

② 児童福祉法の改正に伴う児童福祉司の新たな配置基準を早期に示すとと

もに、必置とされる児童心理司の配置基準を明確にすること。 

③ 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。 

 

（２）児童相談所の職員の専門性向上・人材確保を図ること。 

① 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 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。 

（１） 児童相談所の体制強化を図ること。 

（２）児童相談所の職員の専門性向上・人材確保を図ること。 

（３）区市町村の相談支援機能を強化すること。 
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③ 児童福祉法の改正に伴い義務化された児童福祉司の研修については、柔

軟かつ円滑に受講できる仕組みとすること。 

 

（３）区市町村の相談支援機能を強化すること 

① 児童福祉法の改正に伴う要保護児童対策地域協議会における要保護児童

対策調整機関の専門職員の配置や支援拠点の整備等について、必要な財政

措置を講じること。 

② 児童福祉法の改正に伴い、区市町村が体制整備や強化を進める上で必要

となる相談員の専門性向上の方策を講じること。 

 

 

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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  

一  医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者 

二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号 )に基づく大学又は旧大

学令 (大正七年勅令第三百八十八号 )に基づく大学において、心理学

を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 

三  社会福祉士 

四  児童の福祉に関する事務をつかさどる職員 (以下「児童福祉司」と

いう。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後

二年以上所員として勤務した者 

五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であ

って、厚生労働省令で定めるもの 
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３ 社会的養護施策の充実 

（提案要求先 厚生労働省）    

                        （都所管局 福祉保健局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

児童養護施設等では、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。国は、平成２４年度に人員配置基準の引上げを行

い、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

準の実現を目指し、平成２７年度からは、職員の配置状況に応じ段階的な保護単

価を設定し職員配置の改善を可能としたが、今後、職員配置基準の改正が想定さ

れるため、社会的養護を担う職員の人材確保・育成が重要となる。 

 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、専門性の高いケアと施設運営の質の向上

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、施設の小規模

化及び家庭的養護の推進のため、都道府県推進計画を策定し計画的に取組を進め

るよう求めているが、この推進のためには施設や養育家庭等への支援の充実が不

可欠である。 

 中でも、国は、乳児の里親委託を推進するとの方針を示しているが、そのため

には、専門性を持つ養育家庭等の育成や手当の充実が必要である。 

 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や常時医療が必要な乳児などに適切に

対応できるよう、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は、児童の状態に応じた個別的なケアを行える

体制を整備するため、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」における人員配置基準を満たす職員数を確実に確保する必要

があるが、一定の準備期間も必要であり、国は、各施設の職員確保の状況

を確認しながら、早期に配置基準改正の時期を示すこと。 

 

（１）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。 

（２）家庭的養護を推進するため、支援の充実・強化を図ること。 
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② 社会的養護を担う施設職員の人材確保・育成等に対する支援の充実を図

ること。 

③ 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、児童養護施設及び乳児院に精神科医や治療・指導職員を新たに配置す

ること。 

④ 医療的なケアを必要とする乳児への対応を強化するため、乳児院の看護

職員の配置を充実すること。 

⑤ 乳児院は入所児童の在籍期間が短期であり、入退所が頻繁に発生する施

設である。また、乳児の一時保護機能も担っており、このための受入枠も

必要であることから、乳児院の施設特性、社会的ニーズに配慮して暫定定

員制度の見直しを図ること。 

⑥ 施設の処遇職員の不足により支援の質の低下を招くことのないよう、乳

児院、児童養護施設及び母子生活支援施設における乳幼児の入院時及び通

院時の付添い制度を創設すること。 

 

（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 養育家庭委託についても、育児休業制度が利用できるよう、必要な措置

を講じること。 

③ 養育家庭が社会的養護の担い手として十分な活動ができるよう、里親と

施設入所児の交流に要する経費など、児童の委託前も含めて必要な経費補

助を行うこと。 

④ 改正児童福祉法で示された「里親支援事業」について、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、人員配置や相談支援業務

等の充実が図れるよう、十分な経費を補助すること。 

⑤ 乳児の養育が可能な養育家庭等の育成・委託促進を図るため、専門的な

研修内容を検討するとともに、自治体の研修実施を支援すること。また、

里親手当や一般生活費等の充実を図ること。 

⑥ 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。 

⑦ 地域小規模児童養護施設（グループホーム）や児童養護施設等を設置す

る法人が事業者となるファミリーホームにおいて、開設促進や安定した事

業運営に向けた支援を行うとともに、本体施設から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。また、賃借物件を改修

し創設する場合の建物所有者等への支援や、遠隔地にグループホーム等を

設置する場合、本体施設とは別に、バックアップを行う拠点等を整備する

施設に対して支援を行うこと。 
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参  考 

処遇関係職員配置基準の状況 

【児童養護施設及び児童自立支援施設】 

区 分 
児童養護施設 児童自立支援施設 

国基準 国保護単価 都基準 国基準 国保護単価 都基準 

一
般
基
準 

一般児童 ５．５：１ ４：１ ５：１ 

４．５：１ ３：１ １２：５ 

(２．４：１) 

３歳 

未満児 

２：１ 

０歳・１歳 

 １．６：１ 

２：１ 

０歳・1 歳 

１．３：１ 

２：１ 

０歳・１歳 

１．６：１ 

３歳児 

４：１ ３：１ 

２：１ 

年少児 ４：１ 

児童指導員加算 ― ― 全施設１名 ― ― ― 

福祉係長 ― ― ― ― ― 各施設 1 人 

【乳児院】 

区 分 
乳児院 

国基準 国保護単価 都基準 

看
護
師 

児
童
指
導
員 

保
育
士 

２歳児未満 １．６：１ １．３：１ １．６：１ 

２歳児 ２：１ ２：１ 
２：１ 

３歳以上児 ４：１ ３：１ 

（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 
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３ 高齢社会対策の推進 

１ 大都市にふさわしい介護報酬水準・地域区分の設定と施設基準  

 （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２７年４月の介護報酬改定では、国は、各区市町村に対し３回にわたり意

見照会を行い、国の官署がない地域について、地方公務員の地域手当に準拠して

設定する考え方や、公務員の地域手当の設定がない地域では隣接する保険者のう

ち最も低い地域区分を上限として区市町村が選択する方法を新たに採用し、また、

多くの市町村で経過措置が適用されるなど、都市部の実態が一定程度反映された。 

しかし、東京における物件費、特に土地建物取得費や賃借料が高額であること

が十分に反映されていないほか、公務員の地域手当の設定に準拠したため、低い

設定となっている保険者もある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域区分については、大都市における人件費、物件費の高さや、離島等に

おけるサービス提供の困難性等に鑑み、各区市町村からの意見を聞いた上で

地域の実情を踏まえた設定をすることや、隣接する保険者間の調整を可能と

するなどの広域的な調整の仕組みを設けること。 

（２）次期改定において、平成２９年度までの経過措置が適用された地域につい

ては、介護保険料や介護事業者への影響の大きさに鑑み、再度区市町村から

意見を聞いた上で、地域区分の設定を行うこと。 

 

  

（１）介護報酬の地域区分については、より地域の実情を踏まえた

設定が可能となるよう、更なる見直しを行うこと。 
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参  考 

 

【表１ 介護報酬の地域区分と上乗せ割合】 

（平成２７年度改定前） 

地域区分 1 級地 2 級地 3 級地 4 級地 5 級地 6 級地

の 2 

6 級地 その他 

上乗せ割合 18% 15% 12% 10% 6% 5% 3% 0% 

（平成２７年度改定後） 

地域区分 1 級地 2 級地 3 級地 4 級地 5 級地 6 級地 7級地 その他 

上乗せ割合 20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0% 

 

【表２ 介護従事者の月収（通常月の税込み月収）の地域差】 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 

所定内賃金（月給） 225,000 円 206,500 円 199,800 円 184,800 円 172,600 円 

指 数 130.4 119.6 115.8 107.1 100 

資料：公益財団法人介護労働安定センター「平成 26 年度介護労働実態調査」 

 

【表３ 消費者物価の地域差】 

 東京都区部 名古屋市 大阪市 福岡市 青森市 

指数（全国

:100） 

105.9 99.1 100.6 97.5 99.5 

資料：総務省統計局「平成 25 年平均消費者物価地域差指数（総合）」 

 

【表４ 地価の地域差】 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 

住宅地平均価格（／㎡） 323,800円 97,900円 146,900円 44,600円 16,700 円 

指 数 100 30.2 45.4 13.8 5.6 

資料：国土交通省「平成 27 年都道府県地価調査」 

 

【表５ 同一地域区分内の地価・家賃の格差】 

 東京都府中市 愛知県名古屋市 兵庫県西宮市 

地域区分 ３級地 ３級地 ３級地 

住宅地平均地価（／㎡） 279,300 円 168,900 円 238,400 円 

家賃（民営借家）（／坪） 6,775 円 4,947 円 5,630 円 

資料：国土交通省「平成 28 年地価公示」 

総務省統計局「小売物価統計調査年報 平成 27 年」 
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＜現状・課題＞ 

 介護保険施設の人員基準を含め多くの事項は、国が「従うべき基準」として定

めており、全国一律の居住費・食費の基準費用額の設定は、地価や物件費・人件

費の高い大都市東京の実態に即していないため、事業者が創意工夫しながら施設

運営を行うことが難しい状況にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 健全な施設運営が可能となるよう、介護保険施設の居住費等について、低所得

者の負担増とならないよう配慮した上で、基準費用額を東京の地価等を反映した

ものとすること。 

 

 

 

 

 

 

  

（２）介護保険施設の居住費等の基準費用額について、東京の地価

等を反映したものとすること。 
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＜現状・課題＞ 

介護報酬改定は、賃金や物価等の状況のほか、介護事業者の経営状況も踏まえ

て行われている。 

 国が行っている介護事業経営実態調査については、次期改定に向けて、経営実

態をよりきめ細かく反映するために、詳細な調査を行う必要がある。 

平成２７年４月の改定では、介護報酬の人件費割合については、介護保険施設

及び事業所の人件費割合と報酬の間に大きな乖離が見られるにもかかわらず、短

期入所生活介護を除き見直しが行われていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護事業経営実態調査等のより一層の精度の向上を図ること。 

（２）介護報酬について、介護サービス事業者が長期的なビジョンにより介護人

材の定着・確保を図り、良質な介護サービスの提供と健全な事業運営を行う

ことができるよう、人件費割合を適切に見直すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護事業者が介護人材の定着・確保を図り、健全な事業運営

を行うことができる介護報酬とすること。 
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２ 介護人材の確保及び育成 

   （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 介護関連職種の有効求人倍率は、全職業平均を大きく上回っており、また介護

施設等における介護職員の離職率は現在も高い水準で推移している。 

 国は、平成２７年６月に、都道府県が推計した平成３７年における介護人材の

需給推計を集計し、約３８万人の介護人材が不足するとしている。また、同年 

１１月には、一億総活躍社会の実現に向けて、「介護離職ゼロ」の目標を掲げ、

介護サービス基盤の前倒し・上乗せを行うこととしており、質の高い人材を安定

的に確保・育成していくことは喫緊の課題である。 

 また、平成２７年２月の社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会の報

告書では、従来の全ての介護人材が介護福祉士であるべきとの考えを転換し、介

護人材の全体像の在り方などを数年かけて検討することとしている。 

 さらに、介護の現場で役立つ実践的なスキルについて目指すべき水準を明確に

した上で評価する「キャリア段位制度」を、２６年度から本格的に全国展開して

いるが、「段位評価者を養成する講習会が年 1 回で受講しづらい」、「講習会の

時期が遅いため、年度内での段位取得ができない」、「段位取得の認定審査に時

間を要する」など、制度上の課題があり、段位取得者は少ない。 

 介護人材対策を進めるためには、介護人材の構造転換などを踏まえ、将来を見

据えた体系的・統一的な人材対策の取組をより一層充実することが必要である。  

 また、国は、平成２１年度補正予算において、介護職員処遇改善交付金を政策

措置として創設し、平成２４年度には、同交付金相当分を介護報酬に円滑に移行

するため、介護職員処遇改善加算を創設した。 

 平成２７年度には、同加算の拡充が図られ、平成２８年２月１日時点で加算を

取得している事業所等は９割近くに上り、そのうち最上位の加算Ⅰを取得してい

る事業所等が８割を占めるなど、事業所等における処遇改善の取組として浸透し

てきている。 

 しかし、介護職員処遇改善加算は、あくまでも経過的な取扱いであり、恒久的

なものとなっていない。 

また、「ニッポン一億総活躍プラン」では、介護人材の処遇について、競合他

産業との賃金差がなくなるよう、平成２９年度からキャリアアップの仕組みを構

築し、月額平均１万円相当の改善を行う方針が示されたが、その具体的方法は、

今後の予算編成過程で検討するとされている。 

 

 

今後の急速な高齢化と労働力人口の減を踏まえ、将来に向けた専

門性の高い介護人材を確保・育成・定着していくための総合的な人

材対策を確立し、着実に推進すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）介護人材の全体像を早急に明確化した上で、深刻な人材不足を解消する、

体系的・統一的な介護人材の確保対策を確立すること。 

（２）介護職員のモチベーションを高め、個々の職員がキャリアに応じて資質向

上が図れる仕組みとして、「認定介護福祉士（仮称）」の制度化や「キャリ

ア段位制度」の一層の推進を図るとともに、段位制度の効果的な実施のため、

制度の実施機関による講習会の受講機会の拡大と段位取得の認定審査の効率

化に向けた支援など、介護職員のキャリアパスを早急に整備、普及すること。 

（３）介護職員の処遇について、更なる充実を図り、キャリアパスの構築を評価

する仕組みを含めて介護報酬の基本部分に組み込むなど、恒久的なものとす

ること。 
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３ 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のため、訪問看護師の確保・

育成・定着に向けた支援が重要である。 

  平成２４年に都が実施した調査では、訪問看護師が訪問看護をするに当たり困

難と感じている場面として、一人で判断を求められることが最も多くなってお

り、人材育成の充実が、訪問看護師の定着や資質向上につながるものと考えられ

るが、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。 

 このため都は独自に、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、地域の小規模な訪問看護ス

テーションの人材育成等を支援するとともに、平成２８年度からは、訪問看護未

経験の看護師を新たに雇用し、育成に取り組む訪問看護ステーションを支援する

ことで、訪問看護ステーションにおける教育体制を強化する取組を開始する。 

 また、平成２７年１０月から特定行為に係る看護師の研修制度が施行された。

看護師が手順書に基づき特定行為を行うためには本研修の受講が必須であるが、

特に小規模の事業所が多い訪問看護ステーションにおいては、研修の受講費用や

受講のための人員体制の確保等の課題がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域の訪問看護人材の育成支援など、訪問看護ステーションの機能強化に

向けた取組が一層進むよう、地域医療介護総合確保基金（医療分）に十分な

財源を確保すること。 

（２）特定行為に係る看護師の研修制度において、訪問看護ステーションの看護

師が円滑に研修を受講することができるよう支援策を講じること。 

 

  

訪問看護ステーションの機能強化へ向けた取組が一層進むよう、

十分な財源を確保すること。また、特定行為に係る看護師の研修制

度の推進に向けた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 

 

１ 訪問看護をするに当たり困難な場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画的な研修が適切に実施されているか 

 

※ 「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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４ 認知症対策の総合的な推進 

 （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜現状・課題＞ 

新オレンジプランでは、平成２８年度以降都道府県・区市町村が実施する予定

の施策が複数掲げられているが、都道府県・区市町村が実施に向けた準備を十分

行えるよう、具体的な支援策について適宜情報提供を行うとともに、新規事業実

施については十分な財源措置を講じる必要がある。 

また、今後の認知症疾患医療センターの整備方針として、「基幹型、地域型及

び診療所型の３類型の機能やその連携の在り方を見直し、地域の実情に応じて柔

軟に対応できるようにする。」とされている。東京は高齢者人口が極めて多く、

認知症疾患医療センターの機能を担い得る医療機関が多い等の特性を有してお

り、各地域の実情に応じた整備が可能となるような制度設計を行う必要がある。 

認知症疾患医療センターは、専門医療の提供、地域連携の推進、人材育成等多

くの機能を担っているにもかかわらず、国庫補助額が不十分な現状にある。支障

のない事業執行と地域の実情に応じた整備のために、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。現在認知症疾患医療センターのみが算定できる認知症専門診

断管理料について、算定対象医療機関の拡大を図る必要がある。 

認知症の早期診断・早期対応を進めるために、国は平成３０年４月までに全区

（１）新オレンジプランに掲げられた施策を推進するための支援策

について適宜情報提供を行うとともに、必要な財源を措置する

こと。 

（２）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

じた整備を行えるようにすること。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）認知症初期集中支援チームの配置について、地域の実情に応

じて早期診断・早期対応の取組を進められるよう、より柔軟な

仕組みとすること。 

（６）若年性認知症の人と家族を地域で支えることができるよう、

区市町村にも財源措置を講じること。 
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市町村が「認知症初期集中支援チーム」を配置することを求めている。しかし、

島しょ地域等、医療資源の整備や医療従事者の確保が厳しい地域もあり、地域の

実情に応じた取組が可能となるように、より柔軟な制度設計を行う必要がある。 

デイサービスは高齢者の利用が中心となっており、若年性認知症の人が利用す

る場合、サービス内容がニーズに合わず、デイサービスの利用を本人が拒否した

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、区市町村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）新オレンジプランに掲げられた施策を推進するための支援策について適宜

情報提供を行うとともに、新規事業実施に必要な財源を措置すること。 

（２）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えるようにすること。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）認知症初期集中支援チームの配置について、区市町村が地域の実情に応じ

て早期診断・早期対応の取組を進められるよう、より柔軟な仕組みとするこ

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、区市町村にも財源措置を

講じること。 
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５ 地域医療介護総合確保基金（介護分）について 

  （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づき、

医療・介護サービスの提供体制の総合的・計画的な整備等を推進するため、都道

府県では地域医療介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置している。 

国は、平成２７年度補正予算において、「介護離職ゼロ」に向けた緊急対策と

して、基金の積み増しを行った。 

 しかし、基金の活用に当たっては、介護施設等整備事業と介護従事者確保事業

について、区分間の経費の配分変更が認められていないことや、基金を充当でき

る事業が限定的に列挙されており、自治体の創意工夫により、独自に実施する事

業が対象とならないことなどから、弾力的な活用ができない状況となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

基金について、各区分間の経費配分の変更を認めることや、自治体が独自に実

施する事業を対象とすることなどにより、弾力的な活用を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療介護総合確保基金について、自治体が地域の実情に応じ

て有効な施策展開を図れるよう、弾力的に活用できる仕組みとする

こと。 
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６ 介護サービス基盤の整備に向けた施策の充実 

（提案要求先 厚生労働省・財務省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜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、介護基盤の

整備を今後も着実に進めていく必要がある。 

 定期借地権設定に伴い授受される一時金の補助について、平成２７年度から、

地域医療介護総合確保基金による補助が行われており、また補助対象施設として、

都市型軽費老人ホーム及び看護小規模多機能型居宅介護事業所等が新たに補助対

象となった。 

 しかしながら、その補助額は、路線価の２分の１に対して、その２分の１（実

質４分の１）となっているため、事業者の負担が大きくなっており、都は、独自

に上乗せして補助を行っている。また、補助条件については、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、

小規模多機能型居宅介護事業所などに本制度が活用される例が少ない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）定期借地権設定に伴い授受される一時金への補助額の充実を図ること。 

（２）定期借地権設定に伴い授受される一時金への補助について、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域医療介護総合確保基金を活用した定期借地権の一時金に

対する補助制度等を拡充すること。 

ー 303 ー



 

（２）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、平成２６年１２月に策定した東京都長期ビジョンにおいて、平成３７

度末までに特別養護老人ホームを６万人分、介護老人保健施設を３万人分、認知

症高齢者グループホームを２万人分整備すること等を政策目標として掲げてい

る。 

 今般、国は、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策の中で、国有地を活用し

て介護施設を整備する場合に、貸付料の５０％減額を行うこととした。 

 しかしながら、この減額貸付制度では、減額期間が貸付始期から１０年間に限

られているほか、介護老人保健施設が対象になっていない。 

 また、貸付相手方についても地方公共団体又は社会福祉法人に限定しており、

地方公共団体が転貸する場合には減額貸付の対象にはならない。 

 

＜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、貸付期

間全体を通して、貸付料の減額を行うこと。 

（２）介護老人保健施設の整備促進が図られるよう、減額貸付の対象施設に加え

ること。 

（３）多様な民間事業者の参入を促すため、対象施設を整備・運営することが可

能な医療法人等を減額貸付の対象に加えること。 
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７ 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＞ 

 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２６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。 

 平成２８年１月、国の「療養病床の在り方等に関する検討会」において、現行

の介護療養病床・医療療養病床（２５対１）が提供している機能を担う新たな選

択肢として、「①医療を内包した施設類型」と「②医療を外から提供する、「住

まい」と医療機関の併設類型」が示された。 

 今後、国は制度改正に向けた議論を行い、必要に応じ、平成２９年の通常国会

に所要の法案を提出することも視野に検討するとしており、介護療養病床を運営

している事業者が、新たな類型への対応なども含め、今後の方向性を十分に検討

することができない状況である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）今後予定されている新たな類型を含む制度改正の内容の詳細等については、

事業者が十分な検討と準備ができるよう、速やかに情報提供すること。 

（２）事業者が新たな類型等へ円滑に移行できるよう、必要な支援策を講じるこ

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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４ 医療保険制度の改革等 

医療保険制度の見直し等 

（１）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＞ 

 平成２７年１月に社会保障制度改革推進本部が決定した「医療保険制度改革骨

子」において、国民健康保険制度については、財政支援の拡充等により財政基盤

を強化した上で、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、運営

について中心的な役割を担うこととされ、平成２７年５月に「持続可能な医療保

険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立した。  

 平成２９年度以降、毎年約３，４００億円の追加公費の財源が恒久的に確保さ

れたが、高齢化に伴い、今後も医療費の増嵩が見込まれる中で、将来にわたり安

（１）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、制度全般の具体的な将来像とそこに向けた道筋を示すこ

と。 

（２）国民健康保険制度については、今後の医療費の増嵩に耐え得

る財政基盤の強化を図っていくこと。また、必要な財源を確保

すること。 

（３）公費拡充の詳細については、地域の特性にも十分配慮したも

のとすること。 

（４）新たな制度開始に向けて準備を円滑に進められるよう、関係

政省令、ガイドライン等の提示、システム開発を遅滞なく適切

に行うこと。また、必要な財政措置を行うこと。 

（５）これらの事項の検討に当たっては、地方自治体や保険者など

の関係団体等と十分協議すること。 
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定的で持続可能な医療保険制度を構築するためには、制度設計者である国の責任

において、医療費等の将来推計を適切に行った上で、医療保険制度全般の具体的

な将来像とそこに向けた道筋を示すべきである。 

 特に、国民皆保険を支える国民健康保険制度の安定化は極めて重要な課題であ

り、今般の制度改革後においても、引き続き制度の運営状況を検証し、財源の確

保を含めた必要な措置を講じることにより、医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の

確立を図っていく必要がある。 

 今般の制度改革における財政基盤強化策としての公費拡充の詳細については、

政省令等に委ねられる部分が多く、国と地方との協議の場における意見を踏まえ、

検討を進めている。 

 新たな制度の開始に向けて、平成２８年度は、国民健康保険事業費納付金・標

準保険料率の算定方法や事務の標準化・効率化等について、区市町村との協議等

を着実に進めていく必要がある。国が、詳細な行程表や、関係政省令、ガイドラ

イン等を速やかに提示し、標準システムの開発を遅滞なく適切に行わなければ、

施行準備に影響を及ぼすことになる。また、被保険者に対し、改革の内容等につ

いて的確に周知を図らなければ、混乱が生じるおそれがある。地方自治体におい

ては、制度改革に伴い、システム改修や広報等の費用が新たに発生する。 

 これらの事項の検討に当たっては、地方自治体や保険者などの関係団体等の納

得と理解を得ていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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、医療費

等の将来推計を適切に行った上で、医療保険制度全般の具体的な将来像とそ

こに向けた道筋を示すこと。 

 

（２）国民健康保険制度については、今般の制度改革後においても、引き続き制

度の運営状況を検証した上で、必要な措置を講じ、今後の医療費の増嵩に耐

え得る財政基盤の強化を図っていくこと。その際に必要となる財源について

は、地方自治体に負担を転嫁することがないよう、国の責任において確保す

ること。 

 

（３）公費拡充の詳細については、各都道府県において安定的な制度運営が行わ

れるよう、地域の特性にも十分配慮したものとすること。 

 

（４）新たな制度開始に向けて、都道府県が区市町村との調整等の準備を円滑に

進められるよう、速やかに詳細な行程表等を示し、関係政省令、ガイドライ

ン等の提示、標準システムの開発を遅滞なく適切に行うこと。また制度開始

時に被保険者に混乱が生じないよう、国が必要な広報等周知を行うととも

に、制度改革に伴い必要となる費用については、国において確実に財政措置

を行うこと。 

 

（５）これらの事項の検討に当たっては、地方自治体や保険者などの関係団体等

と十分協議すること。 
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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。 

 国は、これまで、毎年度の予算措置により保険料軽減特例措置を継続するとと

もに、保険料増加抑制のために、財政安定化基金を活用することとしてきた。 

 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（以下「プ

ログラム法」という。）では、「高齢者医療制度の在り方については、必要に応

じ、見直しに向けた検討を行う」とされ、平成２７年１月に決定された「医療保

険制度改革骨子」においては、保険料軽減特例については段階的に縮小し、平成

２９年度から原則的に本則に戻すとともに、急激な負担増となる者に対し激変緩

和措置を講じるとし、その具体的な内容は、今後検討し結論を得るとされた。 

 財政安定化基金についても、国はプログラム法等を踏まえ、制度の改善につい

て検討する中で見直しを行うことがあり得るとしているが、いまだ明確な考えは

示していない。 

 現行制度の見直しを行う場合には、地方自治体や保険者などの関係団体等の理

解が得られるよう十分協議するとともに、被保険者に配慮し、丁寧な説明と周知

を図る必要がある。また、地方自治体に負担を転嫁することのないよう、国の責

任において財源を確保することが必要である。  

 また、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。 

 

 

 

（１）後期高齢者医療制度における保険料負担や財政安定化基金の

在り方について考えを示すこと。 

（２）現行制度の見直しを行う場合には、地方自治体や保険者など

の関係団体等と十分協議するとともに、被保険者に配慮するこ

と。また、必要な財源を確保すること。 

（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。 

ー 308 ー



 

＜具体的要求内容＞ 

（１）後期高齢者医療制度における保険料負担や財政安定化基金の在り方につい

て考えを示すこと。 

 

（２）現行制度の見直しを行う場合には、地方自治体や保険者などの関係団体等

と十分協議するとともに、被保険者に十分に配慮し、丁寧な説明と周知を図

ること。また、必要な財源については、国の責任において確保すること。 

 

（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。 
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（３）後期高齢者医療制度における老人福祉施設等所在地の財政負担

について 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 広域連合が運営主体となっている後期高齢者医療制度においては、施設への入

所等のため広域連合間で住所の移動があった場合に、前住所の広域連合が引き続

き保険者となる住所地特例制度がある。 

 また、平成３０年度からは、後期高齢者医療制度加入時に、施設への入所等に

より国民健康保険制度の住所地特例を受けている場合、その入所等が継続する間、

前住所地の広域連合が引き続き保険者となる。 

 しかし、広域連合内の区市町村間の移動については、広域連合間の移動の際に

適用される住所地特例制度のような仕組みがないため、老人福祉施設等が所在す

る区市町村では、他区市町村から入所している高齢者の定率公費負担分について

財政負担が生じる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 後期高齢者医療制度における区市町村間の財政負担の均衡を図るため、住所地

特例制度の対象とならない下記の場合について、施設所在地の区市町村の財政負

担が生じないよう、財政調整の仕組みを構築すること。 

（１）７５歳以上の者が、老人福祉施設等への入所のために、広域連合内で区市

町村をまたぐ移動をした場合 

（２）７５歳に達する前に、老人福祉施設等への入所のために、広域連合内で区

市町村をまたぐ移動をした場合 

 

 後期高齢者医療制度における区市町村間の財政負担の均衡を図る

ため、施設所在地の区市町村の財政負担が生じないよう、財政調整

の仕組みを構築すること。 
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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 内閣府・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、平成２６年４月から障害支援区分への見直しなどが行われた。 

 さらに、障害者総合支援法の附則における施行後３年（平成２８年４月）を目

途とした見直しとして、国は、社会保障審議会障害者部会における検討や報告等

を踏まえ、地域生活を支援する新たなサービスの創設等を含む「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及び児童福祉法の一部を改正する

法律案」（一部を除き平成３０年４月施行）を平成２８年３月に国会に提出した。  

 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、青年・成人の障害者の交流・集団活動への支援など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大きな超過負担が生じ

ている。障害者総合支援法の施行等により、事業の追加が毎年度行われているが、

平成２８年度の国予算額は、前年度と同額にとどまっており、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。  

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」

という。）については、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象とされ

ており、法の円滑な施行に当たっては、法における差別の考え方といった法の趣

旨等について丁寧に周知する必要がある。しかし、平成２７年１１月以降に国が

作成した事業者向けの対応指針は、適用される事業分野が幅広いものもあり、実

際に各分野の事業者が対応する際には、当該事業分野の実態に即した、より具体

的な事例が示される必要がある。 

 また、障害者差別解消法施行後、地方公共団体で受け付けた相談等について、

同法第１６条に基づき国として情報収集することとしているが、法の施行に当た

り、情報収集方法や事項、時期等が示されておらず、地方公共団体において差別

に関する相談を受けた場合に収集しておくべき内容が不明確であり、必要な情報

を収集できず、事例等の蓄積が適切にできないおそれがある。  

 国は、障害者基本計画において、障害及び障害者に対する理解を促進するため、

障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等について、国民に対する普

及及び理解の促進を図ることとしている。 

 都においても、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、

援助を得やすくなるよう、配慮を必要としていることを周囲の人に知らせる「ヘ

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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ルプマーク」や、緊急時等に必要な支援を周囲の人に伝える手段として活用する

「ヘルプカード」の普及促進に取り組んでいる。現在、他の自治体での取組も広

がっていることから、ヘルプマークを身に着けた方やヘルプカードを携帯した方

が、全国どこでも適切な援助等を受けられるよう、より広域的な普及を図る必要

がある。 

 同様に、その他の障害者に関するマークについても、理解を促進するため、よ

り一層の普及が求められている。 

   

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正法の施行に当たっては、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。 

また、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）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。 

 

（３）地域生活支援事業について、事業の充実に取り組む都道府県や区市町村に

超過負担が大きく生じている実態を踏まえるとともに、事業の追加、個別補

助事業からの移行、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。 

 また、国庫補助対象となる事業メニューの見直しについて、早期に情報提

供を行うとともに、廃止に当たっては、実施率だけではなく事業の実態や見

直しによる影響を十分に考慮する一方、採択に当たっては、年代ごとに異な

る利用者の社会参加のニーズや地方自治体での取組状況等を反映すること。 

   なお、平成２１年度からの「特別支援事業」については、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他の地域生活

支援事業と一体的に取り扱うこと。 

 

（４）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。 

 

（５）障害支援区分の判定について、全国的な平準化を図るため、平成２７年度

に国が行った分析等を踏まえ、多様な障害の特性に応じた障害支援区分ごと

の状態像の例や変更事例をマニュアル等において示すなどの対策を講じるこ

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在り方を検討す
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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。 

 

（６）相談支援専門員の資格要件については、５年度ごとに現任研修を修了する

こととされているが、やむを得ない事情で修了できなかった場合、資格を失

効せずに翌年度の現任研修を受講できるようにするなど、実情に応じた見直

しを行うこと。 

   また、平成３０年度を目途に改正が予定されている相談支援専門員やサー

ビス管理責任者の研修カリキュラムについては、サービス提供事業者に対す

る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。 

 

（７）障害児入所施設については、在園期間延長措置の見直しに伴い、平成２９

年度末まで障害福祉サービスの指定に当たっての特例措置が講じられている

が、移行先が見つからない利用者に対する支援継続を確保するため、障害者

支援施設への一部転換に係る人員・設備基準を満たすことが困難な場合や、

障害児施設として維持する施設において過年齢児が生じている場合等に配慮

し、弾力的な対応が可能となるよう、施設の実情や入所状況等を踏まえて、

特例措置を継続するなど適切な措置を講じること。 

 

（８）障害者差別解消法については、地方公共団体が、事業者への適切な指導監

督を行うことができるよう、障害者差別等に関する事例等の情報を速やかに

収集し、広く提供すること。特に、事業者に対しては、事業者自らの適切な

対応に資するよう、当該分野の実情等を踏まえた事例等について、継続した

情報提供・普及啓発を行うこと。 

 

（９）援助や配慮の必要な方が、全国どこでも適切な援助等を受けられるよう、

ヘルプマーク・ヘルプカードについて広域的な普及を図ること。同様に、障

害及び障害者に対する理解を促進するための啓発・周知のためのマーク等に

ついて、一層の普及を図ること。 
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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４期障害福祉計画において、障害者（児）の地域生活への移行を一

層推進するため、「障害者・障害児地域生活支援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２７年度の

国庫補助協議に当たっても都道府県単位で国庫補助配分枠が設定され、また、平

成２４年度から平成２７年度まで、補正予算等により追加・前倒し協議が行われ

ているものの、工期が短いもの等に協議対象を限らざるを得ず、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。 

 さらに、耐震性の低い施設の改築等については、これまで社会福祉施設等耐震

化等臨時特例交付金により対応してきたが、平成２６年度末で終了した。 

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の創設に当たっては、活用しづらい。 

 また、グループホームを整備する場合に、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、

介護施設を整備する場合に限り、貸付料の減額を行うようになったが、その他の

分野は減額対象とされていないため、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。保育・介護分野については、未利用国有地等の情報提供がされる

ようになったが、その他の分野には情報提供がされていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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

（１）障害者（児）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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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、また、当初予算により必要な財源を確保するこ

と。 

 

（２）障害者支援施設については、地域特性、施設の設置状況を踏まえ、真に必

要な場合には新規創設も引き続き整備費補助を行うこと。 

 

（３）障害者（児）施設の更なる耐震化整備の促進を図るため、社会福祉施設等

整備費とは別に、また、工期の長い案件にも対応できるよう新たな交付金を

創設するなど、必要な財源を確保すること。 

 

（４）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。 

 

（５）障害者グループホームの建築基準法上の「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。 

 

（６）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、介護施

設と同様、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、柔軟な貸付け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、保育・介護分野

における情報提供と同様、早期に提供すること。 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

 障害者グループ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検討が行われ、より一層の安全体制の

確保を図る観点から原則としてスプリンクラー設備の設置を義務付けるなど消防

法施行令等が改正されたが、障害の特性等を踏まえた防火安全体制の整備が必要

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

グループ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

（２）障害者グループ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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進を図っているが、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、関係法令等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。 
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参  考 

 

○整備費制度比較 

【グループホーム分】    

 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 

２３，１００千円（創設） 
２４，０００千

円 

消防加算 

４，５００千円（６

項ロ） 

１０，０００千円（改修） 
１，２００千円（６

項ハ） 

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２８年度分） 

 国：ヒアリング日程（当初予

定） 

     平成２８年４月 

内示 

平成２８年７月 

（平成２８年度分） 

 都：書類提出日 

   平成２８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２７年４月の報酬改定では、福祉・介護職員の処遇改善のための加算の拡

充等の充実が図られたが、サービスの適正実施の観点から所要の見直しが行われ、

全体の改定率は±０パーセントとなった。 

 障害者の高齢化、重度化等に対応するため、各種加算の見直しなど一定の改善

は図られたが、十分なものにはなってない。 

 また、地域区分については、国家公務員の地域手当の見直し等を踏まえ、障害

児サービスや介護保険サービスにおいては一定の見直しが行われたのに対して、

障害福祉サービス等では見直しが見送られた。 

 平成２７年度から、障害福祉サービスの申請があった場合に、サービス等利用

計画案の提出を求めるなどの計画相談支援の対象が全ての利用者に拡大された。

平成２７年４月の報酬改定では、事業所の評価等に対する加算が新設されたが、

報酬が十分ではなく、相談支援事業への参入促進が見込めない状況である。 

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 

２７年４月に重度障害者の割合に応じた嵩上げ率等の見直しが行われたが、平成

２７年度において、都内の区市町村では、約４４億円の超過額が生じている。 

 国は、超過負担を抱える自治体に対する「重度訪問介護等の利用促進に係る市

町村支援事業」において、補助要件で、特別区及び人口３０万人以上の市を全て

対象外とし、その他の市町村についても人口規模及び財政力に応じて、補助額を

削減している。 

 この結果、平成２７年度に都内区市町村がいわば国の肩代りを行った額は、約

１９億円となっており、サービスの利用制限も生じかねない。 

 障害者総合支援法施行３年後の見直しに係る国の社会保障審議会障害者部会の

報告（平成２７年１２月）では、グループホームについて、重度障害者に対応可

能な体制を備えた支援等を提供するサービスを位置付けるとともに、利用対象者

を見直すべきであるとされた。 

 現在、軽度の知的障害者や精神障害者が単身生活を希望する際、アパート等の

確保が困難な状況があるため、グループホームは、地域における居住の場として

重要な役割を担っている。 

 そのため、これらの軽度障害者をグループホームの利用対象者から外した場合、

多くの障害者の地域での自立生活が困難になるおそれがある。 

 精神障害者の地域移行・地域定着支援については、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

障害者を支える人材確保、良質なサービス提供のため、サービス

全般にわたり基本的な報酬の改善等を行うこと。 
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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。 

 旧都立知的障害者通勤寮では、夜間における生活等の支援に加え、日中におい

ても、職場定着支援等を行い、就労を継続し、地域で自立した生活を目指す知的

障害者に大きな役割を果たしているが、宿泊型自立訓練では、就労支援などの日

中の支援を報酬上評価していない。 

 また、平均利用期間は２年９か月となっているが、宿泊型自立訓練では、標準

利用期間は２年を原則としており、３年目以降は報酬単価が減算される。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）報酬単価の設定に当たっては、人件費、物件費等（特に土地建物取得費、

賃借料）が高額である大都市の実情を適切に反映させること。特に、障害者

総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る地域区分については、平成 

２７年４月の報酬改定において、障害児サービス及び介護保険サービスにお

ける見直しが行われたことも踏まえ、早急に見直すこと。 

   また、福祉・介護職員処遇改善加算についても、平成２７年度に国が行っ

た検証等を踏まえ、確実に職員の処遇改善に繋がるよう、適切な措置を講じ

ること。 

（２）計画相談支援・障害児相談支援については、地方自治体、とりわけ受給者

数が多い大都市の実情や意見を踏まえ、基本相談に係る対応、困難事例への

対応、関係者が多岐に渡る調整などを基本報酬において適切に評価し、事業

実施に必要かつ十分な報酬単価とすること。初回加算は、障害児相談支援だ

けでなく、計画相談支援も対象とすること。 

   また、区市町村が実施する相談支援事業や、都道府県が実施する研修につ

いて、十分な財源措置を講じること。 

 

（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

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、国庫負担基準総額の嵩上げ率について、重度障害者の割合に応じた

きめ細かな率を設定するとともに、更なる嵩上げを行うこと。さらに、従前

どおり特別区を対象とするとともに、人口や財政力に応じた削減を行わない

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）グループホームについて、十分な夜間の安全支援体制が図れるよう、特に

重度者に係る報酬加算を拡充すること。また、受託居宅介護サービス費の支

給標準時間が、介護サービス包括型の支援員の配置基準と比較すると十分と

は言えないことから見直すこと。さらに、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
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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。 

 

（６）障害者が、身近な地域で多様な住まい方を選択できるよう、基盤整備等を

支援するとともに、グループホームについては、障害の程度によって、利用

制限を行わないこと。 

 

（７）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。 

 

（８）多くの重症心身障害児（者）や医療的ケアが必要な障害児（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。 

 

（９）放課後等デイサービスについて、障害児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とと

もに、サービス提供の実態に即した報酬水準に改善するなど、事業の充実を

図ること。また、障害児に対する支援の専門性を確保し、その質の向上を図

るため、人員配置基準を含めて必要な見直しを行うこと。 

 

（10）児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、主たる利用者を重症心

身障害児以外とする事業所においても、医療的ケアが必要な障害児の受入れ

が進むよう、看護職員の配置を評価するなど、報酬の充実を図ること。 

 

（11）保育所等訪問支援については、保育所等の一般的な子育て支援施策におけ

る障害児の受入れが進むよう、必要・十分な報酬単価に改善すること。 

 

（12）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。 

 

（13）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。 

 

（14）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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   また、全ての利用者の標準利用期間を３年とし、その間は報酬単価を減算

しないこと。 
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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、また障害者の自立の促進に資する「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。 

 都内の民間企業の雇用障害者数は過去最高となったが、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。さらに、雇用障害者数の増に伴い、就労後の定着支援等の

必要性も年々増している。 

 障害者雇用の一層の拡大と就労支援の充実を図るためには、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連携体制の構築や、連携を

担う専門人材の育成等就労支援機関の支援力向上と体制強化が必要である。 

 福祉的就労については、地域の実情に応じた支援が必要であるが、区市町村や

福祉施設に対する工賃向上のための支援が十分ではない。また、共同受注体制の

構築について、都では対象事業所数が非常に多いことから、区市町村及び複数の

区市町村でのネットワーク化を進めているが、国は、都道府県単位で１か所の共

同受注窓口を整備する場合のみを補助対象としている。 

 

＜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、区市町村が実施する就労支

援事業及び複数の区市町村における共同受注体制の構築等の取組に対し財政

支援を行うこと。 

 

（２）障害者の就労支援をより効果的に推進するため、ハローワーク、区市町村、

就労支援機関及び医療機関等の関係機関とのネットワークの充実強化及び地

域障害者職業センター等による人材育成の一層の充実に努めること。 

 

 

 

 

 

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、就労支援体制の強化に向けて、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３２７か所（平成２７年１０月１３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

る。 

このため、平成１９年度から「工賃倍増計画支援事業」を創設し、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。 

平成２４年度から平成２６年度までの３年間については、都道府県及び事

業所による「工賃向上計画」の策定及び「工賃向上計画支援事業」の創設に

より、目標達成に向けた取組等を奨励し、工賃向上に資する取組を計画的に

進めることとされた。 

平成２７年度以降の３か年についても、これまでの実績を踏まえた上で新

たに「工賃向上計画」を策定し、引き続き工賃向上に向けて取り組むことと

されている。 

「工賃向上計画支援事業」において、都道府県が取り組む具体的方策とし

ては、経営コンサルタントの派遣等による事業所の経営改善支援、共同受注

窓口を活用した品質向上支援、事業所職員の人材育成のための研修等の実施、

複数の事業所が共同して受注、品質管理等を行う「共同受注窓口」の整備及

び継続できる体制の確立に係る事業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２６年度診療報酬改定により「精神

科重症患者早期集中支援管理料」を新設したが、対象患者を退院後早期の者など

に限定している。一方、アウトリーチ推進事業は、地域生活支援事業（都道府県

必須事業）である精神障害者地域生活支援広域調整等事業として位置づけられた

が、精神保健福祉センター等において「原則２４時間３６５日の相談支援体制を

とれること」などが要件となっており、体制確保が難しいものとなっている。 

 精神身体合併症医療については、平成２６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２８年度診療報酬改定により、従来のうつ病等

の気分障害に加え、新たに不安障害が対象に追加されたが、統合失調症など他の

疾患は対象とされていない。また、個別の患者に実施すること等の要件がある。 

 平成２６年４月から施行された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一

部改正（以下「精神保健福祉法」という。）では、保護者制度の廃止、医療保護

入院の見直し等が行われた。改正法の施行に際し、国から医療保護入院における

家族等の同意に関する運用について示されたが、家族等が関与を拒否している場

合には区市町村長の同意ができないこととされており、患者が適切な医療を受け

られないケースが出ている。 

 病院管理者に対しては、地域援助事業者との連携について努力義務とされてい

るが、都においては精神病床が地域的に偏在しており、入院前の住所地と病院所

在地が必ずしも一致しないケースが多いため、地域援助事業者にとって過度な負

担となっている。 

 また、医療保護入院者の退院に向けた相談支援や地域援助事業者の紹介、医療

保護入院者退院支援委員会開催の調整等の業務を行う「退院後生活環境相談員」

の選任が義務付けられたが、配置に対する財政措置がない。 

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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 精神医療審査会については、医療保護入院における入院手続等の見直しが行わ

れるとともに、退院等の請求をできる者として家族等も規定された。これにより、

業務量が増大し審査案件も複雑化している。 

 国では、精神保健福祉法の附則において、同法の施行後３年を目途とし、医療

保護入院の手続の在り方等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとして

いることから、平成２８年１月に「これからの精神保健医療福祉のあり方に関す

る検討会」を立ち上げた。 

 

＜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。 

 

（２）精神科重症患者早期集中支援管理料の対象患者については、退院後長期に

受療中断となっている者も対象とするなど、対象者の状況に応じた制度とす

ること。また、精神障害者地域生活支援広域調整等事業の実施内容について

は、実際に支援を担うアウトリーチチーム設置機関の業務運営体制に応じた

ものにすること。 

 

（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）精神保健福祉法の附則における施行後３年を目途とした見直しに当たって

は、医療保護入院における区市町村長の同意の運用について、家族が関与を

拒否した場合等であっても患者の人権等に配慮しつつ、実態に即した対応が

可能となるような仕組みとすること。 

 また、医療保護入院者の退院に向けた取組における地域援助事業者と病院

管理者との連携、精神医療審査会の円滑な運営及び退院後生活環境相談員の

配置について、必要な財政措置等を講じること。 
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生活困窮者自立支援制度の充実 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

生活困窮者自立支援法に基づき、区市等が実施主体となり、自立相談支援事業

などの必須事業に加え、地域の実情に合わせて、就労準備支援、子供の学習支援

などの任意事業を実施している。 

各事業の補助基準額については、地方自治体の人口規模等に応じて上限が設定

されており、各種の任意事業を積極的に取り組む区市ほど、基準額との乖離が大

きくなる構造となっている。また、保護率の割合などにより加算される経過措置

については、段階的に縮減し廃止していくとしている。今後、人材養成研修の実

施や先行事例の蓄積等により、実施区市が段階的に増加していく見込みであるこ

とから、財源不足が懸念される。 

人材確保に関しては、自立相談支援事業をはじめ、就労準備支援事業及び家計

相談支援事業について、国の従事者養成研修が実施され、全国の自治体で最低限

の事業を実施できる規模まで近づいているが、今後新たに事業に従事する者も含

めると、十分な規模とは言えない。 

生活困窮世帯の子供に対する支援としての子供の学習支援事業は、平成２８年

度より、高校中退防止や家庭訪問の取組に対して加算措置が図られることとなっ

た。一方、生活困窮世帯の子供へのバランスのとれた温かい食事提供などの経費

は、補助対象から除外されており、子供が安心して過ごせる居場所機能の充実に

取り組む区市を支援するための財源措置が必要である。 

就労訓練事業については、直ちに一般就労が困難な者を対象に、就労準備支援

６ 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 

多様な課題を抱える生活困窮者に対し、地域において総合的な支

援が実施できるよう、安定的かつ十分な財源確保を図るとともに、

相談支援員等の養成研修については、十分な規模を確保すること。 

また、ハローワークが自治体との連携を強化し、生活困窮者に対

する実効性のある就労支援を実施すること。 

生活困窮者自立支援法の見直しに当たっては、支援状況を把握し、

地方自治体の意見を十分に取り入れて支援策を講じること。 
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を経て、一般就労に至る中間段階で必要な支援である。平成２８年度からは事業

所の開拓や育成のための就労訓練アドバイザーを都道府県に配置するとしている

が、事業所側のメリットが十分でないなどの課題があり、実施事業所において、

生活困窮者を受け入れることが困難となっている。 

生活福祉資金貸付制度については、生活困窮者自立支援制度との連携を図るも

のとしているが、区市町村社会福祉協議会における受付・相談及び貸付後のアフ

ターフォローのための人件費については、経過措置により貸付原資の取崩しによ

ることとされており、安定的な財源確保が課題となっている。 

日常生活自立支援事業については、生活困窮者自立支援法の任意事業に位置付

けられたが、今後の認知症高齢者の増加等に伴いニーズの拡大が見込まれること

から、将来的な財源不足が危惧される。 

多様な課題を抱える生活困窮者の就労自立を促進するためには、就労準備支援

や就労訓練を経た上で、ハローワークの雇用開拓、職業紹介機能を有効に活用し、

一般就労を実現していく必要がある。 

生活困窮者自立支援法附則では、法施行後３年を目途として、法の施行状況を

勘案し、自立支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加えることとし

ている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）実施主体である区市等において、生活困窮者に対する包括的な支援が実施

できるよう、実績に応じた国庫負担・補助基準額の引上げを含め、十分な財

源確保を図ること。 

 

（２）自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計相談支援事業の従事者の必

要数を踏まえ、必要な養成研修の実施規模を確保すること。 

 

（３）子供の学習支援事業に関しては、地域の実情に応じ効果的な支援が実施で

きるよう、国庫補助対象範囲を拡大すること。 

 

（４）就労訓練事業の実施事業所の確保に向け、民間事業者の積極的な参入を促

進するための対策を講じること。 

 

（５）生活福祉資金貸付制度と生活困窮者自立支援制度との連携を図り、効果的

な支援を実施できるよう、区市町村社会福祉協議会の体制整備のための安定

的な財源を確保すること。 

 

（６）日常生活自立支援事業の今後の利用実績の増加を見据え、将来にわたり事

業実施に必要な財源を確保すること。 

 

（７）ハローワークにおいて、自治体に設置した常設窓口や巡回相談等のワンス

トップ型の支援を充実させるとともに、自治体との連携を強化し、生活困窮
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者に対する実効性のある就労支援を実施すること。 

 

（８）生活困窮者自立支援法の見直しに当たっては、生活困窮者の支援状況を把

握するとともに、実施主体である地方自治体の意見を十分に取り入れるなど、

より効果的な支援策を講じること。 
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参  考 

 

○平成 28 年度の都内区市の任意事業の実施状況（国庫負担・補助金協議時点） 
 

区分 
就労準備 
支援事業 

一時生活 
支援事業 

家計相談 
支援事業 

子供の学習 
支援事業 

その他 
事業 

２７年度 ２０ ５ １３ ２７ ２ 

２８年度 ２６ ８ ２３ ３９ ３ 

実施率 ５３．１％ １６．３％ ４６．９％ ７９．６％ ６．１％ 

 
○平成 28 年度の都内区市の超過負担の状況（国庫負担・補助金協議時点） 
 

区分 自立相談支援事業 学習支援事業 

所要額が基準額を超える区市 ３区１市 ４区４市 

平均超過率 １０．１％ ７０．２％ 

 
○生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業の実施規模と事業実施自治体数の状況 
 

区分 

自立相談支援事業 
就労準備 
支援事業 

家計相談 
支援事業 主任相談 

支援員 
相談 

支援員 
就労 

支援員 
計 

平成26年度（実績） ２１７人 ２１８人 １９０人 ６２５人 － － 

平成27年度（実績） ２３６人 ２３４人 ２１７人 ６８７人 １１９人 ２２７人 

平成28年度（計画） ２４０人 ４８０人 ２４０人 ９６０人 １２０人 １２０人 

計 ６９３人 ９３２人 ６４７人 ２，２７２人 ２３９人 ３４７人 

事業実施自治体数※ ９０１自治体×３職種＝２，７０３人 
３６１ 
自治体 

３１２ 
自治体 

※事業実施自治体数は、平成 27 年 12 月末時点。 

 

○居場所機能等の充実に関する都内区市の検討状況 

 実施したい 検討中 

区 ４ １２ 

市 ２ ７ 

合計 ６ １９ 

（平成 28 年 2 月調査） 
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○就労訓練事業等の認知度、就労訓練事業の認定取得意向 
 

就労訓練事業等の認知度 構成比 就労訓練事業の認定取得意向 構成比 

就労準備支援事業及び就労訓練事業
の両方について知っている 18.4% 認定を取得する意向あり 3.0% 

就労準備支援事業についてのみ知っ
ている 2.9% 

類似事業を実施するが、認定は取
得しない予定 0.8% 

就労訓練事業のみ知っている 3.9% 
事業（類似事業を含む）は、実施
しない予定 47.4% 

就労準備支援事業も就労訓練事業
も、ともによく知らない 74.0% 検討中／わからない 47.0% 

無回答 0.8% 無回答 1.8% 

合計 100% 合計 100% 

出典：「就労準備支援事業及び就労訓練事業（中間的就労）に関するアンケート調査等

報告書」（平成 26 年 12 月東京都福祉保健局）。アンケート回答数 1,079 社/4,000 社 

 

○総合支援資金にかかる都内区市町村社会福祉協議会の人員体制 
（２７年度と２８年度の比較） 
 

区分 平成２７年度 平成２８年度 

人員体制 ６２名 ６２名 

国の予算 
措置状況 

平成 26 年度補正予算等による
貸付原資の取崩しで対応。 

平成 27 年度補正予算等による
貸付原資の取崩しで対応。 
ただし、29 年度以降は未定 

 

○都内の日常生活自立支援事業の利用実績 
                        

年度 契約件数 相談件数 

平成 23 年度 ２，８６６（８２７） １６５，７１５ 

平成 24 年度 ３，０５５（９０９） １７９，１１９ 

平成 25 年度 ３，１５３（９８４） １７４，３７１ 

平成 26 年度 ３，３７３（１，１６４） １８３，４３２ 

平成 27 年度 ３，５２７（１，３２３） １８５，１６９ 

※契約件数の（ ）内は生活保護受給者で内数  

 

○都内自治体のハローワーク常設窓口、巡回相談、就職支援ナビゲーターの状況  
                    

区分 区 市 合計 

自治体常設窓口 １８カ所  ４カ所 ２２カ所 

巡回相談 １６カ所 １５カ所 ３１カ所 

就職支援ナビゲーター １０６人 ４８人 １５４人 

※就職支援ナビゲーターは、ハローワークと自治体常設窓口を合わせた人数 

（平成 27 年 12 月末時点） 
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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続く中、都内においても依然として、小児・周産期・救急・

へき地医療など、特定の診療科や地域で医師の確保が困難な状況にある。 

 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。現在、「医療従事者の需給に関する検討会」に「医師需給分科

会」を設置し検討しているが、総数としての需要推計を示すだけでなく診療科別・

地域別の従事状況の実態も加味した実効性のある医師確保対策を講じる必要があ

る。 

 平成２８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

して評価されたが、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。 

 新たな専門医の仕組みについては、専門研修プログラム整備基準に定める基幹

施設及び連携施設となるための基準が厳しく、地域の病院が認定を受けることが

困難な状況である。また、都市部の大学病院等に専攻医が集中し、医師の診療科

偏在・地域偏在が拡大することが懸念されている。 

 国は、平成２７年度からの医師臨床研修制度の見直しにおいて、研修希望者に

対する募集定員の割合を縮小するとしたが、都内の臨床研修病院では高度先進医

療に加え、都内外の医師派遣や急性期患者の受入などを行っており、募集定員の

算定に当たって、このような実態が評価される必要がある。 

 国は、地域の医師確保など、地域医療の課題解決のため、平成２６年度からは、

医師をはじめ医療従事者の確保・養成も地域医療介護総合確保基金の支援対象と

した。また、医療法を改正し、地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援

センターの法的な位置づけ、各職種の業務範囲や業務の実施体制の見直しなどを

行った。しかし、都道府県における対策には限界があり、医師の養成、医師法等

を所管する国の責任において、医師確保対策の更なる充実を図る必要がある。 

 さらに、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

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、へき地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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ンフルエンザ等への健康危機管理担当に当たっては、保健所は重要な役割を果た

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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）産科、小児科、救急医療、へき地医療など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）新たな専門医の仕組みについて、地域医療を確保する観点から、専門研修

プログラムの認定等に当たり、国が、第三者機関と連携して、医師の診療科

偏在・地域偏在が生じないようにすること。 

 

（３）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、新たな専門

医の仕組みとも対応させた医師キャリアシステムの構築を図るとともに、へ

き地等派遣医師に対する特別な手当を創設すること。 

 

（４）都道府県別の初期臨床研修の募集定員を算定するに当たっては、都内外の

医師派遣や急性期患者の流入状況を反映させること。 

 

（５）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、病

院勤務医等の負担軽減を図り、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。 

 

（６）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、病院内

保育運営事業の更なる充実を図るとともに、再就業等総合的な支援策の一層

の充実を図ること。 

 

（７）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

習を改めて必修にすることや、医学生や研修医が公衆衛生分野に関心を持つ

機会を提供するなど、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 332 ー



 

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＞ 

 高齢化の進展などにより、増大する医療ニーズに対応するためには、看護職員

の確保に関する取組を一層進めていくことが必要である。 

 都では、修学資金貸付等の養成対策、勤務環境改善に取り組む医療機関への就

業協力員派遣等の定着対策、ナースプラザでの就業相談や職業紹介等の再就業対

策など、様々な施策を講じており、地域医療介護総合確保基金による財源確保が

不可欠である。 

 また、平成２７年１０月に開始された看護師等免許保持者の届出制度について、

届出件数が伸び悩んでおり、今後、一層の周知が必要である。 

 さらに、第５次ＮＣＣＳ運用開始に伴い、求職者がユーザー情報等を登録すれ

ば、希望条件などを登録しなくても求人施設へ直接応募が可能となったため、ナ

ースバンクでは、求職者数や就業者数の実態把握が出来ない状況である。また、

運用開始前後でデータ集計方法が変更になり、登録求人施設数の比較ができない

など、事業成果を把握することが困難となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域医療介護総合確保基金については、看護職員の養成・定着・再就業を

図るため、従前からの看護師等養成所の運営及び施設整備に対する補助、病

院内保育運営事業に加え、特定行為研修などの新たな取組に必要な財源を確

実に措置すること。 

 

（２）潜在化している看護職員へ効果的な働きかけを行うため、国は免許保持者

の年齢別データ等、潜在看護師の実態把握に努めて都道府県に情報を提供す

るなど、必要な支援を行うこと。 

 

（３）届出制度を活用した看護師等への復職支援の強化が図れるよう、届出制度

が定着するように事業案内や登録方法の周知を強化すること。 

 

（４）第５次ＮＣＣＳについては、ナースバンクに登録している求職者数や就業

者数の把握や、運用開始前後でのデータ比較など事業評価が行えるよう、シ

ステム改修を行うこと。 

看護職員の養成・定着・再就業対策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支援すること。ま

た、看護師等免許保持者のナースセンターへの届出制度が定着する

よう取り組むこと。 
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（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。 
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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。 

 平成２６年度の医療法改正により、都道府県は地域医療構想を策定することと

なり、２０２５年の病床数の必要量を推計することとされた。国は、２０２５年

に向けて、基準病床数と必要病床数の整合を図るとしているが、２０２５年の病

床数の必要量と基準病床数の関係を明らかにしていない。 

 また、２０２５年には、都民のおよそ４人に１人が高齢者になると推計されて

おり、急速な高齢化の進展に対応していくためには、急性期から、回復期、慢性

期、在宅療養に至るまで切れ目のない医療提供体制の整備が不可欠である。 

 今後増大する医療需要に対し、受け皿となる慢性期・在宅医療等の医療提供体

制の整備について、国における更なる検討が必要である。 

 平成２８年１月に国の「療養病床の在り方等に関する検討会」において、現行

の療養病床が提供している機能を担う新たな選択肢として、「①医療を内包した施

設類型」と「②医療を外から提供する、住まいと医療機関の併設類型」が示され

たが、医療機関等が今後の方向性を検討する上で必要な、制度設計を含めた詳細

な内容については、社会保障審議会の部会で議論される予定である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）基準病床について、都道府県が地域医療の実情を踏まえて設定できるよう

（１）基準病床数制度について、都道府県が地域の医療ニーズを反

映できるような仕組みとすること。 

（２）地域医療構想に定める将来の病床数の必要量と、基準病床数

との関係を明らかにすること。 

（３）慢性期や在宅医療等の医療提供体制の着実な整備を担保する

ため、総合的な施策展開を図るとともに、更なる財政措置を含

む具体的支援策を検討すること。特に、療養病床については、

早期に新たなサービス提供類型の詳細を明らかにすること。 
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全国一律の算定方式を見直すこと。 

 

（２）地域医療構想に定める将来の病床数の必要量と、基準病床の算定方法の関

係を、早期に明らかにすること。 

 

（３）急速な高齢化の進展を踏まえ、受け皿となる慢性期や在宅医療等の医療提

供体制の着実な整備を担保するため、総合的な施策展開を図るとともに、更

なる財政措置を含む具体的支援策を検討すること。特に、療養病床について

は、慢性期の医療・介護ニーズに対応するための新たな３つのサービス提供

類型について、医療機関が今後の方向性を検討できるよう、早期に制度設計

を含めた詳細を明らかにすること。 
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４ 地域の実情に応じた病床の医療機能の分化・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＞ 

 平成２６年度の医療法改正により、都道府県は、２０２５年の医療需要と目指

すべき医療提供体制、その実現のための施策を盛り込んだ地域医療構想を策定す

ることとなった。 

 地域医療構想策定後は、２０２５年に向けて、都道府県が地域にふさわしいバ

ランスのとれた医療機能の分化と連携を円滑かつ着実に推進していくことになる

が、地域の実情や病床機能分化・連携の進捗状況、在宅医療等の整備状況を踏ま

えた柔軟な対応が可能となるよう、必要な財源を十分に確保することが必要であ

る。 

 また、地域医療構想に記載する将来の病床数の必要量等は、あくまで策定時点

での推計値であり、今後の医療機関の整備等により医療需要や供給は変化するも

のであることから、今回の推計値を２０２５年まで据え置きとするのではなく、

適切な時期に見直しを行うことが必要である。 

 なお、きめ細かく将来の医療提供体制を検討していくためには、二次医療圏ご

とだけでなく、地域包括ケアシステムや在宅医療の推進を踏まえると、区市町村

単位でも需要や供給の状況を把握することが求められる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）２０２５年に向けて、都道府県が地域にふさわしいバランスのとれた医療

（１）２０２５年に向けて、都道府県が地域にふさわしいバランス

のとれた医療機能の分化と連携を円滑に推進するため、地域の

実情や病床再編の進捗状況、在宅医療等の整備状況を踏まえた

柔軟な対応が可能となるよう、財源の確保など必要な措置をと

ること。 

（２）地域医療構想策定後も、医療機関の整備等による医療需要や

供給の変化を適切に反映し、将来の病床数の必要量等の見直し

を行えるようにすること。 

（３）将来の医療提供体制をきめ細かく検討していくため、必要な

データを区市町村別に提供すること。 
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機能の分化と連携を円滑に推進するため、地域の実情や病床再編の進捗状況、

在宅医療等の整備状況を踏まえた柔軟な対応が可能となるよう、都道府県と

継続的に十分協議すること。 

また、必要な財源を十分に確保するとともに、地域医療介護総合確保基金

の弾力的な活用を認めること。 

 

（２）地域医療構想の２０２５年時点の病床数の必要量等については、医療需要

や供給の状況が変化した場合には、その変化を反映した適切な見直しを行え

るよう、必要なデータの提供を行うとともに、都道府県間における流出入を

踏まえた調整が行えるようにすること。 

 

（３）将来の医療提供体制をきめ細かく検討していくため、病床の必要量等を推

計するためのデータ等を区市町村別に提供すること。 
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５ 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）が診療報酬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。 

 平成２８年診療報酬改定において、退院支援に係る評価について改善が図られ

たが十分ではない。 

 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、複数の医療機関で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確保を推進するため、

診療報酬の充実を図ること。 

 

（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、診療報酬の 

充実を図ること。 

（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、診療報酬につい

て改定の評価検証を行うとともに、実態に応じた改善を図るこ

と。 
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（３）退院支援の積極的な取組や医療機関間の連携を推進するため、「退院支援加

算」及び「地域連携診療計画加算」について、診療報酬改定による影響につ

いて評価検証を行うとともに、引き続き必要な改善を行うこと。 

 

（４）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、病院救急車による患者搬送を柔軟に実施できる

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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６ 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、在宅療養体制の整備は喫緊の課題であり、その推

進のためには、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下、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、東京都保健医療計画に基づき、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、在宅療養に関わる人材の育成・確保、在宅療養に

関する情報等の都民への普及啓発など、様々な取組を進めている。 

 地域医療介護総合確保基金では、居宅等における医療の提供に関する事業が対

象事業の一つとされており、区市町村が地域の実情に応じて在宅療養体制の整備

に取り組めるよう支援する必要がある。 

 また、平成２８年４月の診療報酬改定では、在宅医療を担う医療機関の確保と

質の高い在宅医療の推進に向け、在宅医療専門の医療機関に関する評価や、患者

の状態や居住場所に応じた評価等が行われたが、より一層医療機関の実態を反映

したものとすることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地域の実情に応じて在宅療養の推進に取り組めるよう、地域医療介護総合

確保基金については、十分な財源を確保するとともに、対象となる事業を広

く認めるなど、効果的に活用できる仕組みとすること。 

 

（２）質の高い在宅医療の推進に向け、診療報酬について、改定の評価検証を行

うとともに、在宅療養支援診療所以外の診療所における看取りの実績を評価

するなど、引き続き実態に応じた改善を図ること。 

 

 

 

 

 

（１）地域の実情に応じて在宅療養の推進に取り組めるよう、地域

医療介護総合確保基金については、十分な財源を確保するとと

もに、効果的に活用できる仕組みとすること。 

（２）在宅医療に係る診療報酬について、改定の評価検証を行うと

ともに、引き続き実態に応じた改善を図ること。 
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７ 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、「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」において、平成２８

年度から五つのがん検診の個別勧奨・再勧奨（コール・リコール）を補助対象と

したが、対象年齢が５歳刻みである。一方、国の「がん予防重点健康教育及びが

ん検診実施のための指針」において、乳がんや子宮頸がんなどの検診実施回数は

２年に１回とされており、対象年齢の考え方が合致していない。また、区市町村

が事業を実施するに当たっては、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、効果的な活用が困難となっている。さらに、平

成２８年度から開始されたかかりつけ医からの個別受診勧奨については、具体的

な補助項目や基準単価等詳細が示されていない。 

 職域におけるがん検診については、検診全体に占める割合が高いにもかかわら

（１）「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」における

補助対象年齢と国が指針で示す検診実施回数との整合性を図る

こと。また、区市町村における検診の実施状況を踏まえ、柔軟

な仕組みにすること。さらに、かかりつけ医からの個別の受診

勧奨について、具体的な補助項目や基準単価等詳細を示すこと。 

（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）乳がん検診の精度管理を維持するために、検診従事者に対す

る研修事業を再開し、十分な財政措置を講じること。 

（４）胃内視鏡検診の実施体制整備及び精度管理のため、平成２８

年度のみならず継続して検診従事者に対する研修事業を実施す

るとともに、十分な財政措置を講じること。 
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ず、制度上の位置付けが明確でないため、実施状況の正確な把握や精度管理が十

分でない。 

 乳がん検診については、平成２８年度からマンモグラフィ検診に携わる読影医

師等従事者研修の補助事業が廃止された。乳がん検診の精度管理を維持するため

には、新規従事者を養成するとともに、経験の少ない従事者の更なる技術の向上

を図る必要がある。 

 また、平成２８年度から胃内視鏡検診従事者研修の補助事業が開始されたが、

重篤な偶発症に適切に対応できる体制整備及び精度管理を図るためには、単年度

のみならず継続的な研修の実施が必要である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」における補助対象年齢

と国が指針で示す検診の実施回数との整合性を図ること。また、区市町村に

おける検診の実施状況を踏まえ、柔軟な仕組みにすること。さらに、かかり

つけ医からの個別の受診勧奨について、具体的な補助項目や基準単価等詳細

を示すこと。 

 

（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易い 

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）乳がん検診の精度管理を維持するため、マンモグラフィ検診に携わる読影

医師等に対する研修事業を再開し、十分な財政措置を講じること。 

 

（４）胃内視鏡検診の実施体制整備及び精度管理のため、平成２８年度のみなら

ず継続して検診従事者に対する研修事業を実施するとともに、十分な財政措

置を講じること。 
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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＞ 

 都内では、現在、１３医療圏に２６か所のがん診療連携拠点病院等が指定され

ている。都では、他県に比べて人口やがん患者数が多く、また、他県からがん患

者が多数流入していることから、国が指定する拠点病院等だけでは、集学的治療

の提供体制が不足するため、都が国拠点病院と同等の機能を有する病院を独自に

整備してきた。しかし、国は、拠点病院の指定数については、原則、二次医療圏

の２倍までとし、また、平成２６年度、２７年度に都が推薦した病院については、

指定要件を満たしているにもかかわらず、当該圏域において新たに指定する相当

の理由がないとして指定を見送った。 

（１）がん診療連携拠点病院の指定について、都の取組や人口、が

ん患者数、患者の受療動向等の地域の実情を踏まえ、指定要件

を満たす病院を指定すること。 

（２）地域医療介護総合確保基金の対象となったがん診療施設の整

備事業については、必要額を確実に措置すること。 

（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）がん患者の就労支援の充実を図るとともに、特に、中小企業

が就労支援に積極的に取り組むための支援や、小児がん経験者

やＡＹＡ世代にがんに罹患した人の就労支援を行うこと。 
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 国は、がん診療を行う病院の施設及び設備整備事業について、平成２７年度以

降は地域医療介護総合確保基金の対象としたが、医療機関において良質かつ適切

な医療を安定的に提供できる体制を確保するためには、基金への移行後も、病院

の整備が計画的かつ継続的に行われる必要がある。 

 拠点病院に対しては、相談支援センターの運営や緩和ケア研修会の開催に係る

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）。国は、平成２４年度から、がん相談支援事業について、年間の相談件数に応

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少している。 

 また、国は、平成２５年２月に、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。指定１年後を目途に検討会を設置し、進捗状況を検証するとともに、

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検討することとしていたが、現在のところ行われていない。 

 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

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。 

 がん患者の就労支援について、国は、平成２６年８月に取りまとめた「がん患

者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会報告書」や「がん対策加速化プラ

ン」等に基づき、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライ

ン」の作成や就職支援ナビゲーターの設置などに取り組んできた。しかし、企業

規模や雇用形態、がんの発症年齢等によって就労の課題はさまざまであり、支援

が十分ではない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）がん診療連携拠点病院の指定について、都独自の拠点病院の指定や人口、

がん患者数、患者の受療動向等の地域の実情を踏まえ、指定要件を満たす病

院を指定すること。 

 

（２）がん診療を行う医療機関が良質かつ適切な医療を安定的に提供できるよう、

地域医療介護総合確保基金の対象となった施設設備の整備事業について、必

要額を確実に措置すること。 

 

（３）がん診療連携拠点病院において相談支援センター機能の一層の強化が図ら

れるよう、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、指定に至らなかった医療機関の追加認定や、
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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、指定１年後

を目途に検討することとしていたが、いまだに行われていないため、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指定を行うよう

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。また、がん相談支援センター相談

員の人材育成について、ニーズに応じた十分な研修機会を確保すること。 

 

（７）がん患者の就労支援について、今後も充実を図ること。特に、財政基盤の

弱い中小企業が就労支援に積極的に取り組むための支援を行うとともに、小

児がん経験者や思春期・若年成人期（いわゆるＡＹＡ世代）にがんに罹患し

た人に対する就労支援等を行うこと。 
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（３）がん登録の推進 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜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。 

平成２５年１２月１３日に「がん登録等の推進に関する法律」が公布され、平

成２８年１月１日から施行された。 

 全国がん登録の実施に当たっては、都道府県が負担する事務処理費用について

補助されることになったが、その対象は審議会や医療機関向けの説明会に係る経

費など、一部のみとなっている。今後、全国がん登録を着実に推進していくため

には、十分な財政措置が必要である。 

 法が施行されたことに伴い、がん登録は全ての病院に義務づけられたが、中小

病院においては、がん登録に携わる医師等専門職が十分に配置されていないなど、

体制が整備されていない。がん登録には高い専門性と秘密保持が求められるため、

人材の確保と育成に十分な配慮が必要である。 

 また、全国がん登録について国民及び医療機関への周知が十分に図られておら

ず、その重要性と必要性について理解が進んでいない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）全国がん登録に必要な実施体制の整備に係る経費について、十分な財政措

置を講じること。 

 

（２）病院における届出に必要な人員体制の整備に係る財政措置を講じること。

また、がん登録従事者に対し、資質の向上を図るための研修を実施するなど、

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得るための 

積極的な普及啓発を行うこと。 

 

 

 

 

 

全国がん登録を実施するに当たって、十分な財政措置を講じるこ

と。また、がん登録に携わる人材の確保・育成や国民等への普及啓

発などを進めること。 
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（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＞ 

 厚生労働省が平成２４年度に策定した「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、子供に対する教育活動につい

て、平成２８年度までに検討し、検討結果に基づく教育活動の実施を目標として

いる。 

また、文部科学省の「「がん教育」の在り方に関する検討会」の報告では、が

ん教育について、平成２９年度以降全国展開を目指すとされているが、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、がん教育の取組の実態を踏まえた効果的な対

策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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８ 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。 

 このため都では、平成２１年から「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、二次医療圏内において搬送先選定困

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８７施設指定

するとともに、圏域内で受入が困難な場合に広域的に受入調整を行う救急患者受

入コーディネーターを配置し、救急患者の迅速な受入体制を確保している。 

 こうした東京ルールによる運営形態は、平成２５年度までは国庫補助対象であ

ったが、平成２６年度から国の補助事業の再編に伴い、補助要件や基準額等の変

更が行われたため、補助対象外となっている。 

 また、救命救急センターは２４時間重症・重篤な救急患者を受け入れる体制の

確保が求められているにもかかわらず、十分な診療報酬となっていない上に、平

成２７年度からは救命救急センター運営事業について、救命救急センターの収支

が赤字であっても、病院全体の収支が黒字の場合には補助基準額を２分の１とす

る見直しが行われた。 

 このほか、診療報酬の面でも、平成２８年度改定においては、「夜間休日救急搬

送医学管理料」の評価が充実されるとともに平日夜間帯も新たに算定可能となっ

たが、救急医療管理加算については、一部項目が減額されるなど、救急医療の厳

しい現状に対して十分なものとは言えない。 

 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

（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、医療提供体制推進事業費補助

金及び医療施設運営費等補助金において、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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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。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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）「救急医療の東京ルール」など地域の実情に応じた取組が「メディカルコン

トロール体制強化事業」及び「搬送先困難事例受入医療機関支援事業」の補

助対象となるよう要件を早急に見直すとともに、大都市における救急搬送の

実態等を踏まえ、補助基準額の設定等を見直すこと。 

 

（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）救命救急センターを安定的に運営できるよう、診療報酬の充実を図るとと

もに、病院全体の収支にかかわらず、センターの運営に必要な経費について

確実に補助を行うこと。 

 

（６）「救急医療管理加算２」については評価を引き上げるなど、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。 

 

（７）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。 

 

（８）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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９ 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。 

 平成２８年度診療報酬改定において、小児在宅医療に関する一定の評価がなさ

れたものの、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、引き続き環境整

備を図ることにより、円滑な退院に向けた更なる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、

（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、財源措置を講じること。 

（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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診療報酬の改善などの更なる充実策を講じるとともに、分娩手当や新生児科

医に対する手当の補助等、地域医療介護総合確保基金の対象となった事業に

ついては必要額を確実に措置すること。 

 

（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。 
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１０ 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２８年度診療報酬改定において、小児救急医療に係る改定が一部なされた

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

対する運営費補助による支援や診療報酬による評価がなされているが、実質的に

は多額の持ち出しとなっている。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。中でも、小児集中治療室の

ある医療機関で、全身状態が安定した後も引き続き医療機器（人工呼吸器等）や

医療ケアが必要な患者について、平成２８年度の診療報酬改定で小児在宅医療に

係る評価はなされたが、在宅移行に向けた取組を更に支援する必要がある。 

 また、夜間・休日に二次救急医療機関において取り扱う患者のうち、入院に至

らない比較的軽症な患者が約９３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

（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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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こと。

また、都の行う小児科医師の確保・育成策について恒常的な支援を行うとと

もに、小児集中治療室の医療従事者に対する研修等、地域医療介護総合確保

基金の対象となった事業については必要額を確実に措置すること。 

 

（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。また、

急性期の治療を終え状態の安定した患者の転・退院支援や在宅療養中に病状

が変化した患者の入院、療養患者を支える家族の一時支援等に必要な体制整

備を進めるため、補助事業や診療報酬の更なる充実を図ること。 

 

（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。 
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１１ 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、国は平成２３年度以降、医療提供体制施設整備交付金予算を大幅に減

額しており、例年、計画に対して満額交付されていない状況が続いている。平成

２６年度からは、交付金事業の一部が地域医療介護総合確保基金の対象となって

いるが、医療提供体制施設整備交付金の予算額の減額は、医療機関の機能強化や

耐震化整備に支障をきたしかねない。 

 また、国は、医学的リハビリテーション施設の整備事業について、平成２７年

度以降は地域医療介護総合確保基金の対象としたが、医療機関において良質かつ

適切な医療を安定的に提供できる体制を確保するためには、基金への移行後も、

施設設備の整備が計画的かつ継続的に行われる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

 

（２）リハビリテーション医療を行う医療機関の施設設備の整備等が安定かつ継

続的に実施できるよう、地域医療介護総合確保基金の対象となった事業につ

いては、必要額を確実に措置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）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。 

（２）リハビリテーション医療を行う医療機関の整備事業について

は、地域医療介護総合確保基金において必要額を措置すること。 
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１２ 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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１３ 難病対策の充実 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２７年１月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」（以下「難病法」

という。）が施行され、同法に基づき、新たな医療費助成制度が開始されるととも

に、難病患者の療養生活の質の維持向上を目的として、療養生活環境整備事業の

推進等が図られることとなった。あわせて、同年９月に「難病の患者に対する医

療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）が

告示されたところである。 

 今後、医療提供体制の確保に関する事項について、都道府県に対し具体的なモ

デルケースや、医療計画に盛り込む事項について示される予定であるが、いまだ

具体的な中身が示されていない。また、都道府県ごとに、患者数や大学病院等の

医療資源の状況が異なるため、地域の実情を踏まえた内容とする必要がある。 

新たな医療費助成制度では、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷

病に関する医療を助成対象としているが、具体的な医療の範囲が明確になってい

ない。 

（１）「難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく基本方針」

に定める医療提供体制の確保に関する事項について、具体的内

容を早急に明示するとともに、地域の実情を踏まえた各種基準

や内容等とすること。 

（２）医療費助成制度の対象に関して、指定難病及び当該指定難病

に付随して発生する傷病や患者へ提供される医療の範囲を明確

にすること。 

（３）患者データ登録システムの具体的な内容等の詳細について早

急に示すとともに、システム運用が確実に開始されるよう都道

府県及び関係機関に対して支援すること。 

（４）難病相談・支援センター事業をはじめとした各難病事業につ

いて、事業の充実に取り組む都道府県等に超過負担が生じない

よう、患者数等を適切に反映した財政措置を講じること。 

（５）指定難病の選定に当たっては、公平性の観点から、難治性疾

患克服研究事業の対象疾病だけでなく、幅広く希少性難治性疾

患を検討範囲に含め、難病の要件を満たすものについては指定

難病とすること。 
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また、国は患者データ登録システムについて、平成２８年度の運用開始を目指

すとしていたにもかかわらず、平成２９年度中に運用開始するとし、具体的なシ

ステムの内容やスケジュールの詳細については現在のところ示されていない。当

該システムは、都道府県の指定を受けた医師が医療費助成の申請に必要な診断書

の情報を登録するものとされており、システム導入に当たっては、都道府県や関

係機関等において様々な準備が必要となる。 

難病患者の療養生活の環境整備に係る事業のうち、難病相談・支援センター事

業など一部の事業は、療養生活環境整備事業として法定化されたが、難病患者の

支援事業を確実に展開していくためには、財政的担保が不可欠である。現在、要

綱に基づき実施している在宅難病患者一時入院事業などについても、利用者ニー

ズに応えるためには、患者数等を適切に反映させた国による一層の財政支援が必

要である。 

 平成２７年７月１日に指定難病が拡大され、３０６疾病が難病医療費助成の対

象となっている。国は、引き続き指定難病の検討を行うこととし、平成２８年３

月に指定難病検討委員会が再開された。これまでの指定難病の検討範囲は、難治

性疾患克服研究事業において研究されてきた疾病及び小児慢性特定疾病の対象疾

病に限定されていたが、より幅広い検討が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく基本方針に定める医療

提供体制の確保に関する事項の取組については、具体的内容を早急に明示す

ること。また、患者数、医療資源の状況、現行事業の実施方法等の都道府県

の実態を把握し、地域の実情を踏まえた各種内容等とすること。 

 

（２）医療費助成制度の対象に関して、指定難病及び当該指定難病に付随して  

発生する傷病や患者へ提供される医療の範囲を明確にすること。 

 

（３）患者データ登録システムの具体的な内容やスケジュールの詳細について  

早急に示すこと。また、平成２９年度から確実にシステム運用を開始できる

よう、都道府県及び関係機関に対して技術的・財政的支援を行うこと。 

 

（４）難病相談・支援センターの機能強化をはじめ、療養生活環境整備事業及び 

難病特別対策推進事業において、難病患者の支援の一層の充実が図られるよ 

う、患者数等を適切に反映させた十分な財政措置を講じること。 

 

（５）指定難病の選定に当たっては、公平性の観点から、これまでの難治性疾患 

克服研究事業の対象疾病に限定することなく、希少難治性疾患のうち、他の 

研究事業の対象となっている疾病等についても幅広く検討の範囲に含め、難 

病の要件を満たすものについては、指定難病とすること。 
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参  考 

 

（単位：千円）

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

（単位：円）

平成26年度

56.2%

5,363,305 2,583,554

2,507,581

2,299,141

2,462,355

　　　特定疾患治療研究費国庫補助金の交付状況（東京都）
（１）難病医療費助成国庫補助金及び負担金の交付状況

　　　難病医療費等国庫負担金の交付状況（東京都）

5,698,708

6,164,721

6,008,340

48.2%

補助額

1,960,377

2,178,157

3,203,186

交付申請額

3,347,226

3,757,985

4,094,543

4,612,906

4,864,572

交付率

58.6%

58.0%

61.2%

49.8%

50.6%

4,051,396

4,447,882

負担金額

335,255,469

対象経費

670,450,939

65.7%

74.0%

※スモン患者への施術費用（補助率１０／１０）を含む

委託病院名

社会福祉法人三井記念病院

都立駒込病院

日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院

都立大塚病院

日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院

都立墨東病院

青梅市立総合病院

稲城市立病院

国家公務員共済組合連合会立川病院

都立神経病院

社会医療法人河北医療財団河北総合病院

医療法人社団松和会池上総合病院

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

１４病院中、６病院（網掛け）が拠点病院

（２）在宅難病患者一時入院事業　　　　　　　　　（平成２８年４月１日現在）
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（単位：円）

難病相談・支援員設置費 活動費 計

6,000,000 5,000,000 11,000,000

5,916,000 4,999,000 10,915,000

対当初提示額 -1.40% -0.02% -0.77%

5,688,000 4,524,000 10,212,000

対前年度比 -3.85% -9.50% -6.44%

対当初提示額 -5.20% -9.52% -7.16%

5,664,000 4,576,000 10,240,000

対前年度比 -0.42% 1.15% 0.27%

対当初提示額 -5.60% -8.48% -6.91%

5,664,000 4,601,000 10,265,000

対前年度比 0.00% 0.55% 0.24%

対当初提示額 -5.60% -7.98% -6.68%

5,556,000 4,637,000 10,193,000

対前年度比 -1.91% 0.78% -0.70%

対当初提示額 -7.40% -7.26% -7.34%

5,580,000 4,663,000 10,243,000

対前年度比 0.43% 0.56% 0.49%

対当初提示額 -7.00% -6.74% -6.88%

5,592,000 4,688,050 10,280,050

対前年度比 0.22% 0.54% 0.36%

対当初提示額 -6.80% -6.24% -6.55%

5,496,000 4,366,000 9,862,000

対前年度比 -1.72% -6.87% -4.07%

対当初提示額 -8.40% -12.68% -10.35%

5,496,000 4,366,000 9,862,000

対前年度比 0.00% 0.00% 0.00%

対当初提示額 -8.40% -12.68% -10.35%

5,496,000 4,366,000 9,862,000

対前年度比 0.00% 0.00% 0.00%

対当初提示額 -8.40% -12.68% -10.35%

5,496,000 4,490,000 9,986,000

対前年度比 0.00% 2.84% 1.26%

対当初提示額 -8.40% -10.20% -9.22%

5,496,000 4,490,000 9,986,000

対前年度比 0.00% 0.00% 0.00%

対当初提示額 -8.40% -10.20% -9.22%

平成26年度

平成24年度

平成25年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

（３）難病相談・支援センター事業に係る国庫補助基準額の推移

当初提示額

平成15年度

平成16年度

平成17年度
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１４ 受動喫煙防止対策の推進 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、平成２７年１１月に示された「2020 年東京オリンピック競技大会・東京

パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方

針」に基づき、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化するため、平

成２８年１月に検討チームを設置した。 

 受動喫煙の問題は普遍的なものであり、地域的な特性を持つとは言えないため、

全国統一での法律の整備が必要である。また、法律の整備に当たっては、様々な

意見があるため、関係団体等の意見を幅広く聴く必要がある。 

 さらに、都道府県及び区市町村が受動喫煙防止対策を行うに当たっては、十分

な財政措置が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）受動喫煙防止対策を強化するための法律を整備すること。 

 

（２）法律の整備に当たっては、関係団体等の意見を十分に聴取し、実効性ある

ものにすること。 

 

（３）受動喫煙防止対策を進めるに当たり、都道府県や区市町村に過度な負担が

生じることのないよう、十分な財政措置を講じること。 

 

（１）受動喫煙防止対策を強化するための法律を整備すること。法

律の整備に当たっては、関係団体等の意見を十分に聴取し、実

効性あるものにすること。 

（２）受動喫煙防止対策に係る十分な財政措置を講じること。 
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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＞ 

 国は肝炎対策基本指針において、地方自治体等と協力した効果的な広報活動の

実施や職域における取組を推進するとしているが、実効性ある施策を推進するた

めには、地方自治体への確実な財政措置が必要である。 

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等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。加えて、肝炎ウイルス検査のうちＢ型肝炎の検査については、国

が採用する凝集法では偽陰性となる可能性があるため、より精度の高い検査方法

を導入する必要がある。 

 また、国は平成２０年４月に医療費の助成制度を創設し、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。 

 

（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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（２）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。 

 

（３）Ｂ型肝炎については、国が採用する凝集法では偽陰性となる可能性がある  

ため、精度の高い検査方法を導入すること。 

 

（４）医療費助成制度については、低所得者の負担の軽減措置を図るとともに、

地方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。 

 

 

 

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）    

    （都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２６年夏、約７０年ぶりにデング熱の国内感染患者が発生し、都内におい

ても１００名を超える患者が発生した。その後、蚊の発生抑制などの対策をとっ

たことにより、平成２７年は国内感染患者の発生はなかったが、同じく蚊が媒介

する感染症であるジカウイルス感染症が中南米地域を中心に流行し、平成２８年

２月にはＷＨＯが「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」を宣言してお

り、国内においても、十分な対策が必要である。 

蚊媒介感染症のまん延を防止するためには、感染の早期探知が重要であるが、

そのために必要となる検査は医療機関で実施できるものがほとんどないため、行

政の検査機関がほぼ担っており、現在の検査体制は十分とはいえない。今後、海

外との往来が活発になる中で、増大する検査需要に現在の体制で対応可能である

かが大いに懸念される。また、ジカウイルス感染症は、ギランバレー症候群や新

生児の小頭症との関連について十分な科学的知見が得られていない。さらに、西

アフリカではエボラ出血熱が平成２６年３月から約２年間にわたり猛威をふるう

とともに、アジアでも鳥インフルエンザＨ７Ｎ９や中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）

の患者が発生するなど、これまで経験のない新たな感染症の発生が世界各地で継

続し、流行地域からの帰国者等による患者発生が危惧されている。 

国際空港や港を抱える東京は、海外から新興・再興感染症が侵入するリスクが

高く、一たび侵入した場合には都民の生命や健康に重大な影響を及ぼすおそれが

ある。東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」

という。）開催を控え、今後海外との往来がますます盛んになる中、海外で流行

する新興・再興感染症等の国内侵入の可能性が高まっており、東京 2020 大会の安

全な開催のためにも、これら感染症の国内侵入防止対策とともに、国内発生に備

えた対策の強化が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）感染症の国内侵入防止及び感染症発生の早期探知のため、検疫体制の充実

とともに、感染症サーベイランスや病原体等の検査体制の充実強化を図るこ

と。特に国内外から短期間に非常に多くの人が集まる東京 2020 大会を安全か

つ円滑に開催するため、必要な感染症対策を国としても一層の強化を図るこ

と。 

（２）国際化の進行や人口密集など、感染症のまん延リスクの高い大都市を中心

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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に、感染症対策を強化するため、技術的・財政的支援を拡充すること。 

（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）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、感染症のり患

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。 

（５）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき保

健所が行う患者の移送については、衛生主管部局と消防機関等との連携によ

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。 

（６）エボラ出血熱をはじめとする一類感染症について、自治体における遺体の

搬送、火葬のための体制整備を支援すること。 

（７）蚊媒介感染症対策について、特定感染症予防指針を踏まえ、迅速検査法の

開発促進や保険適用の拡大などにより検査体制を拡充するとともに、国内外

の治療・研究等に携わる専門機関と協力して最新の知見を集積し、関係機関

や国民に広く情報提供を行うこと。 
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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 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・病院経営本部） 

 

＜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。 

平成２５年には、特措法に基づく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、備蓄した抗インフルエンザウイルス薬については、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）登録事業者に対する特定接種について、接種順位や具体的な実施方法に関 

する実施要領等を速やかに策定し、自治体に協力を求める事項を明確にする

こと。実施体制の構築に当たっては、実現可能な制度となるよう都道府県等

と十分な意見交換を行うこと。 

また、住民に対する予防接種について、都道府県や区市町村が実施体制を

構築できるよう実施要領等を速やかに策定し、広域的な調整を要する事項等

に関して国が責任をもって方針を示すこと。 

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。接種時には、接

種対象者や具体的な接種計画を国民に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。 

（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。 

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。 

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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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。 
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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 厚生労働省・消費者庁） 

   （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２７年４月、包括的かつ一元的な制度として食品表示法が施行されたが、

現在検討されている加工食品の原料原産地表示の拡大や今後の検討課題とされて

いる遺伝子組換え表示等について、消費者や事業者にとって分かりやすい内容と

していく必要がある。 

 近年、各自治体において、食品の自主回収報告制度が運用されているが、事業

者からの報告の受理や報告に基づく公表は自治体毎に行われているため、国にお

いて、全国統一的な食品の自主回収報告制度を構築する必要がある。 

 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）現在検討されている加工食品の原料原産地表示の拡大や今後の検討課題と

されている遺伝子組換え表示等について、消費者にとって分かりやすく、事

業者が取り組みやすい内容とすること。 

 

（３）食品衛生法及び食品表示法について、以下の必要な規定を整備すること。 

① 自主回収報告制度を法に位置付けること。 

（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こと。 

（３）食品衛生法及び食品表示法について必要な規定を整備するこ

と。 
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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、必要な財源措置を講じること。 
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２ 結核対策の推進 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 日本の結核り患率（人口１０万対）は徐々に減少してきたものの、１５．４と

高く、依然として「中まん延状態(１０を超える）」にある。近年、外国出生患者

数の増加という新たな問題が発生しており、中でも東京都は新登録患者数におけ

る外国出生患者数の割合が、全国と比較しても高い。更なるり患率の減少に向け

て、外国人結核対策など、結核根絶に向けたきめ細かい予防対策をより一層推進

する必要があるが、結核対策特別促進事業における財源が十分確保されていない。 

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。 

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、診療報酬で

評価されていない。 

さらに、抗結核薬として平成２８年１月にはレボフロキサシンが公費負担の対

象となったが、公費の対象となる薬剤は１２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強化するととも

に、必要な財政措置を講じること。 

 

（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）リネゾリド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とともに、必要な財政措置を講

じること。 

（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。 

国は、広く接種を推進することが望ましいとする７ワクチンのうち、平成２６

年１０月までに５ワクチンを定期接種に追加した。 

残りの２ワクチンのうち、Ｂ型肝炎ワクチンは平成２８年２月に厚生科学審議

会予防接種・ワクチン分科会において平成２８年１０月からの定期接種化につい

て了承された。しかし、流行性耳下腺炎ワクチンは、引き続き課題等の整理・検

討を行うこととされており、具体的な導入の見通し等は示されていない。 

また、国は、ロタウイルスワクチンについても、７ワクチンと同様に、検討し

た上で必要な措置を講じるとしているが、同様に、導入の見通し等は示されてい

ない。 

定期接種を円滑に実施するためには、実施主体である地方自治体の準備期間等

を考慮し、ワクチンの追加等に関して具体的な年度目標等を示すなど、中長期的

な展望を明らかにした上で導入を進めていく必要がある。 

一方、定期接種ワクチンの増加等により、接種の複雑化や地方自治体における

財政支出の増大等が懸念されている。 

また、予防接種による健康被害への不安や、予防接種の有効性・安全性に関す

る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。 

風しんについては、平成２４年度から始まった全国的な流行を受け、国は、平

成２６年３月に「風しんに関する特定感染症予防指針」を策定したが、これを踏

まえ、先天性風しん症候群の発生防止及び風しんの排除の達成に向けて、具体的

な対策を進めていく必要がある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）定期接種ワクチンの追加に関する具体的な年度目標等の中長期的な展望を

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、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、既存の対象疾患・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。 

 

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）定期接種の円滑な実施に向けて、以下の点に十分に配慮すること。 

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。 

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た上で、国民に分かりやすく 

情報提供を行うとともに、安心して予防接種が受けられる環境整備を行う 

ため、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 

や、被接種者等からの相談に適切に応じる体制を整備すること。 

また、複数ワクチンの同時接種や事故防止等に関する国の考え方を示し、

予防接種が安全かつ統一的な方法で実施されるよう、適切に情報提供を行

うこと。 

⑤ 予防接種の重要性や予防接種制度が担う役割等について、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 制度変更等に際しては、住民や地域の関係者への周知や、実施主体であ

る地方自治体の準備期間等に十分に配慮し、早期の情報提供を行うこと。 

 

（３）「風しんに関する特定感染症予防指針」において目標とされた、先天性風

しん症候群の発生防止や国内から風しん排除の達成に向けた工程を早急に示

すとともに、以下の対策を講じること。 

① 最優先の課題である先天性風しん症候群の発生防止のため、妊娠希望女

性への抗体検査及び予防接種を推進するための継続的な財政措置を講じる

こと。 

② 風しん排除に向けた具体的な対策を、必要な財源を確保した上で早急に

推進すること。 

  また、定期接種の機会がなかった年齢層への予防接種や職場における予

防対策の推進等を行う地方自治体に対する財源支援など、抗体保有率向上

のための必要な措置を講じること。 

③ 風しん予防の重要性について、予防接種の勧奨や職場等における感染予

防などを含め、広く国民への普及啓発を進めること。 
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４ 危険ドラッグ対策の強化 

 （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 危険ドラッグを乱用した者による重大な交通事故等が発生するなど、危険ドラ

ッグは大きな社会問題となっている。 

 都では、東京都薬物の濫用防止に関する条例に基づき知事指定による薬物規制

を行い、成分分析結果等の基本情報を国や他の自治体に提供し、危険ドラッグの

規制を推進しているが、化学構造の一部を変えた新たな製品が次々と出現する状

況に対応するためには、国と地方自治体が協力して迅速な規制を行う体制が必要

である。 

 また、平成２６年度からの関係機関と連携した取締りの強化などにより、平成

２７年７月に都内の店舗数はゼロになったが、インターネットによる危険ドラッ

グの取引は、海外のサーバを利用するなど、手口の巧妙化や国外の機関との協力

が必要な事例も見られるようになっており、国内外を含めた監視体制の整備が必

要である。 

都は、独自にビッグデータ解析を行い流通実態の把握を行うなど、インターネ

ットによる取引に対する監視を強化しているが、国として対策を強化するととも

に、各自治体の取組と連携して効果的な監視を行っていく必要がある。 

また、海外からの流入品を中心に未規制薬物の流通・摘発は依然として続いて

おり、平成２７年４月に改正関税法が施行されたものの、個人輸入対策を含め徹

底した水際対策が急務である。 

 国は、平成２６年７月に「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」を取

りまとめ、国・地方自治体等が、地域から危険ドラッグの乱用の根絶を図るため、

訴求力の高い広報媒体・手法等を活用して、広報啓発活動を徹底する必要がある

（１）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）インターネットによる取引について、海外のサーバを利用す

るもの等の取締りを強化するとともに、各自治体の取組を支援

し、効果的な対策を推進すること。 

（３）危険ドラッグの原料となる化学物質が不正に流通しないよう

水際対策の徹底を図ること。 

（４）各自治体における啓発活動の一層の推進に向け、必要な支援

を行うこと。 

ー 373 ー



  

とした。また、青少年による危険ドラッグの乱用の防止に向け、地域社会や家庭

における薬物根絶意識の醸成が不可欠であるとしている。こうした取組を継続的

に実施していくためには、国からの財政支援等が必要である。  

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）国とともに地方自治体が協力して全国的に迅速な検査を行える体制整備を

図るため、試験検査体制の整備に必要な、研修等の技術的支援及び財政的支

援を行うこと。 

 

（２）インターネットによる危険ドラッグの取引について、海外のサーバを利用

するもの等の取締りを強化するとともに、各自治体の取組に対し技術的、財

政的支援を行い、連携して効果的な対策を推進すること。 

 

（３）危険ドラッグの原料となる化学物質が不正に流通しないよう、個人輸入に

対する検査命令の実施等の対策を含め水際対策の徹底を図ること。 

 

（４）都道府県等が行う広域的な広報啓発や、区市町村単位での薬物乱用防止活

動を継続的に行えるよう、地方自治体が行う取組に対する財政支援や啓発資

材の提供を行うこと。 
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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２８年３月２５日、直近一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ずること。 

 

（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。 
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１ 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造に資

する国家戦略特区等の推進 

  （提案要求先 内閣府） 

（都所管局 政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 グローバル化が進展し、世界の都市同士がそれぞれの魅力を競い合い、切磋琢

磨する中、首都東京は国際経済都市として更に活性化し、日本経済を牽引し続け

る必要がある。 

 このため、国家戦略特区及びアジアヘッドクォーター特区（国際戦略総合特区）

制度を両輪として、グローバルな視点から魅力的なビジネス環境と生活しやすい

環境を整備し、多くの外国企業の誘致や人材の受入を図り、世界から資本・人材

・情報が集まる国際ビジネス環境の創出を促進する取組、及び東京都内の資源を

生かした経済活性化を促進する取組を実施してきた。 

 こうした中、平成２９年度以降においても、規制緩和、インセンティブ等の更

なる拡充による外国企業誘致の取組の強化が求められる。 

 また、国家戦略特区制度を活用し、国との協議を進めてきた、「都市農業特区」

及び「島焼酎特区」についてもその内容を実現し、地域資源を生かした経済活性

化を促進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）外国企業誘致の取組については、平成２９年度以降においても引き続き規

制緩和、金融支援等のインセンティブを拡充すること。特に外国企業により

新たに設立される日本法人の法人実効税率を更に引き下げること。 

また、国と都との共同事業である「東京開業ワンストップセンター」にお 

いて、法人設立手続に係る申請書類等の英語対応等、ユーザー目線に立った 

更なるサービスの充実に取り組むこと。 

 

（２）農地の流動化を通じた多様な担い手の確保、生産性の向上等の観点から、

生産緑地地区における特定貸付制度の適用拡大等を盛り込んだ「都市農業特

区」の内容を実現すること。また、島しょ地域の活性化や観光振興に向けて、

酒税法上の規制を緩和する「島焼酎特区」を実現すること。 

 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造を目指す、都の国家

戦略特区等の取組を支援すること。 
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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・経済産業省） 

（都所管局 政策企画局・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年度からは、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た。 

平成２８年看護師国家試験の候補者の合格率は、１１．０％と全体合格率８９．

４％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、５０．９％と全

体合格率５７．９％に比べて低い状況にある。 

現在の制度では、候補者は慣れない環境で就労しながら、国家試験の勉強を進

めなければならず、在留期限までに国家試験に合格できない場合、帰国を余儀な

くされている。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、帰国者からの合格は少人数

に留まっている。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、努力して身につけた知識や経験、技術を活かして、我が国

で能力を発揮し活躍することが困難となっている状況は、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、渡日前後の日本語教育や国家試験対策の充

実はもとより、資格取得に専念できる就学コースが活用されるための制度の改善

など、効果的な受入体制を構築すること。 

また、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、渡日前後の日本語教育

や国家試験対策を充実させるとともに、滞在期間の更なる延長によ

る受験機会の拡大など、受入体制の充実や要件の緩和を行うこと。 
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３ 地方消費生活行政の財源確保 

（提案要求先 消費者庁） 

（都所管局 生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

国による財政支援の枠組みは、平成２７年２月に示された「地方消費者行政推

進交付金交付要綱」及び「地方消費者行政推進事業実施要領」で、平成２７年度

から平成３９年度までは、単年度の交付金により実施するということになってい

る。 

 しかし、平成４０年度以降に財政支援が行われないことになると、これまで充

実させてきた区市町村の消費生活相談窓口等の事業の継続が不安定になり、財源

不足により困難になることも予想される。 

また、都市部においては高齢化が急速に進行しているが、単身や夫婦のみの高

齢世帯が多いため、地域で孤立しがちであり、消費者被害防止のための地域にお

ける高齢者の見守りの取組を強化していく必要がある。 

この取組については、地域住民に身近な自治体である区市町村の消費生活行政

の果たす役割がますます大きくなっており、財源の重点的な配分が必要となる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国による財政支援がない場合には、相談体制の維持が困難になるだけでなく、

高齢者の見守り等の取組を強化していくことができない地方自治体が存在する

ため、地方消費生活行政推進のために必要な財源を継続的・安定的に確保するこ

と。 

 

地方消費生活行政において積極的な取組を行うために、必要な財

源を継続的・安定的に確保すること。 

ー 380 ー



 

４ 文化政策の推進  

（提案要求先 内閣府・文化庁・経済産業省・観光庁） 

（都所管局 生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

芸術文化は、人々に楽しさや感動、生きがいや精神的安らぎを与えるものであ

ると同時に、芸術文化の持つ創造力は、創造産業や、観光振興、地域の活性化、

新たな雇用の創出、国際交流など、様々な分野において、国や都市の国際競争力

の向上や成長発展に大きく寄与するものである。 

都は、平成２７年３月に芸術文化振興の基本指針となる「東京文化ビジョン」

を策定した。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」と

いう。）に向けて、多彩な文化拠点の魅力向上により芸術文化都市としての発信

力を強化するとともに、アーティスト・イン・レジデンスや障害者アートなど、

多岐にわたる芸術文化活動を積極的に展開することにより、世界のどこにもない

成熟した文化都市を目指している。 

国においても、「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第４次基本方針）」

の中で、文化芸術活動に対する効果的な支援や、国内外の文化的多様性や相互理

解の促進など、「文化芸術立国」の実現を掲げている。 

一方で、東京 2020 大会に向けて、都内のホール及び劇場の改修が相次ぐこと

で、日本の芸術文化の魅力を発信する拠点が失われるという問題も抱えている。

この問題を、首都圏を始め全国が一体となって解決すべく、国に対し、平成２８

年３月に緊急要望を出したところである。 

今後は、これらの政策を早急に実現するとともに、東京の特色である文化資源

や人材の集中・集積を最大限に活用した実効性のある取組を進めていく必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞  
（１）  東京 2020 大会に向けて、日本の多彩な芸術文化の魅力を世界に発信す

るため、オリンピック･パラリンピック文化プログラムの全国的な展開を推 
進するとともに、都や組織委員会などが取り組む様々なプロジェクトに対

し、必要な財政支援を行うこと。また、民間の芸術文化活動を支援する専

門機関であるアーツカウンシルの整備や国内外の国公立、民間の文化施設

間の連携推進などを進めること。 

（２）  上野「文化の杜」新構想推進会議など、地域の核となる文化拠点等にお

いて、優れた文化芸術が創造され、東京の魅力となって国内外に広く発信

されるよう、それぞれの拠点の魅力強化策の推進に必要な支援を行うこと。 

芸術文化に関わる政策を都と連携して着実に実施するとともに、

財政負担を含めた必要な支援を行うこと。 
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また、国公立、民間の文化施設間の連携推進についても積極的な支援を

行うこと。 

（３）  伝統芸能、演劇、美術などあらゆる分野の芸術を集結させた都市型総合

芸術祭など、東京全体としての演出を行う芸術分野の壁を越えたフェステ

ィバルを構築する取組に対し、積極的な支援を行うこと。 

（４）  アーティスト・イン・レジデンスなど、多様な芸術分野で才能のある人

材を積極的に受け入れ、交流を促進し、作品創作に向けた新たな発想や表

現を生み出す場を整備する取組に対し、積極的な支援を行うこと。 

（５）  アールブリュットの拠点形成や、障害者の芸術創造活動や鑑賞・参加を

促すＮＰＯ等の活動に対する支援など、文化の面でバリアフリーな都市を

目指す取組に対し、必要な支援を行うこと。 

（６）  能楽、邦楽、落語、茶道等、小中学生等を対象とした伝統文化体験プロ

グラムなど、次代を担う子供たちに伝統文化の価値を正しく伝え継承する

取組に対し、必要な支援を行うこと。 

（７） 都内ホール・劇場等に関する問題については、平成２８年３月に要望した

３点の事項を含め解決されるよう、都と連携しながら必要な支援を行うこ

と。 

 
 
 
 
 
○ 平成２８年３月３０日、都内ホール・劇場等の問題に関する対策について、東京都

から国へ緊急要望した事項 
 
（１） 国、東京都及び首都圏の自治体により、ホール・劇場等に関する問題について、 

情報を共有し、課題解決を図る場を設置すること。 

（２） 東京 2020 大会までの間、大学が所有するホール、講堂、体育施設等を、実演芸 

術の公演やコンサートの利用に供することを促進するため、文部科学省から各大学 
に対して協力を要請すること。 

（３） 特に深刻な課題に直面しているバレエ及びオペラの公演充実のため、新国立劇場 

を民間の芸術文化団体が今まで以上に利用できるよう配慮すること。 

 

参 考 
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５ 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・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 ＭＩＣＥの誘致を巡る国際的な競争が激化する中、シンガポールやソウルなど

アジアの競合都市では、国家戦略として大規模的なＭＩＣＥ施設の整備を進める

とともに、誘致・開催に向けた支援や海外プロモーション活動の強化を図り、誘

致競争力を高めている。 

 こうした状況を受け、都では、平成２７年７月に「東京都ＭＩＣＥ誘致戦略」

を策定し、更なるＭＩＣＥ誘致に向けた取組を進めるとともに、臨海副都心にお

いて、世界中から人・物・情報・技術が集まり交流するＭＩＣＥ・国際観光拠点

の形成を推進している。 

今後、海外都市との誘致競争に勝ち抜き、東京でのＭＩＣＥ開催を増やしてい

くためには、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分野に携わる関係主体が連携するとともに、マーケテ

ィング戦略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。 

 

＜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施設の整備促進に係る補助制度を創

設すること。 
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６ 統合型リゾート（ＩＲ）に必要な法整備等の確実 

な実施 

（提案要求先 内閣官房・内閣府） 

（都所管局 港湾局・産業労働局） 

 

＜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。平成２６年１２月に

策定した「東京都長期ビジョン」においても、世界中の旅行者から選ばれ、何度

でも訪れたくなる世界有数の観光都市・東京を実現するため、「ＭＩＣＥ誘致の

強化」を挙げており、また、平成２７年７月には「東京都ＭＩＣＥ誘致戦略」を

策定し、東京の持つ強みを生かした、より積極的なＭＩＣＥ誘致を展開していく

こととしている。 

一方、シンガポールにおいては、近年、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）を国を挙げて整備するなど、官民一体となった施策を展開し、ＭＩ

ＣＥ受入数を大きく増加させている。 

ＩＲは国際観光拠点として有力な観光資源であり、経済波及効果や雇用創出効

果等が期待できる反面、ギャンブル依存症者の増加の懸念やマネーロンダリング

の問題などへの影響を指摘する声もある。 

現在、ＩＲの整備を推進するための法律案が国会に提出されているが、こうし

た点について、十分な審議が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

ＩＲを導入するに当たっては、国による諸課題への対応が不可欠である。法整

備等に当たっては、以下の点を十分に踏まえること。 

 

① 法整備に当たっては十分な議論を行い、賭博行為を禁止する現行法体系と

の整合性を図ること。 

② マネーロンダリング対策、組織暴力対策、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 その上で、ＩＲを導入する場合には、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。 

カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）の導入に必要な法整備等の

対応を確実に行うこと。 
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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 

国会 ・ 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」 

衆議院に提出（H25.12.5） 

・ 衆議院内閣委員会において審議入り（H26.6.18） 

・  衆議院解散に伴い廃案（H26.11.21） 

・ 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」 

衆議院に再提出（H27.4.28）  

・ 内閣委員会へ付託（H27.9.24） 
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７ 外国人旅行者の受入環境整備の拡充 

（提案要求先 金融庁・総務省・法務省・外務省・経済産業省・国土交通省・ 

観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 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更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環境の整備

が一層重要となっている。 

国は、「明日の日本を支える観光ビジョン」において、２０２０年に向けて、

訪日外国人旅行者数４，０００万人を新たな目標としたところであるが、外国人

旅行者の利便性並びに満足度の向上に向け、受入環境整備の促進、支援を積極的

に図っていくことが必要である。 

 

 

 

（１）観光目的で来訪する外国人旅行者に対し査証発給要件の緩和

措置を行うこと。 

（２）国際線通過旅客による寄港地上陸許可制度の一層の積極的な

活用に向け適切な措置を行うこと。 

（３）外国人旅行者が利用しやすい無料の公衆無線ＬＡＮ等の整備

を推進すること。 

（４）外国人旅行者がキャッシュレス旅行を行うための環境の整備

を推進すること。 

（５）免税販売手続に関して、外国人旅行者の一層の利便性の向上

を図ること。 

（６）外国人旅行者の利便性を高める公共交通機関等の共通パス等

の発行・普及に向けた取組を推進すること。 

（７）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

進すること。 

（８）外国人旅行者の多様なニーズに対応した通訳ガイドサービス

が提供できる体制を整備すること。 
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＜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、短期滞在査証の免除措置や、数次有効の短期滞在査証の発行を行

う対象国の拡大など、更なる査証発給要件の緩和措置を行うこと。 

（２）国際線通過旅客（トランジット旅客のうち、日本に入国しないで乗り継ぐ

予定であった者）が、乗り継ぎ時間を利用して都内での観光ができるよう、

寄港地上陸許可制度の一層の積極的な活用に向け、制度の悪用防止にも留意

しつつ適切な枠組みを構築すること。 

（３）外国人旅行者が多く集まる観光地等において、外国人の誰もが利用しやす

い無料の公衆無線ＬＡＮや多言語で観光情報を提供するツールとしてのデ

ジタルサイネージの整備が図られるよう、国自らがその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。 

また、無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議会の場を活用するなど、外国人旅

行者の目線に立ったサービスの提供等、自治体や民間事業者と連携して取り

組むこと。 

（４）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、利用可能施設の拡大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設置促進を強く業界団体等へ働きかけるとともに、

自動現金引出機の場所や利用方法などの情報について外国人旅行者への周

知を図ること。 

（５）外国人旅行者への免税販売に関して、事業者等への普及啓発などを通じて

免税店舗の拡大等に繋げるとともに、旅行者の一層の利便性の向上を図るこ

と。 

（６）汎用性・機能性が高い公共交通機関等の共通パスの発行・普及に向け、外

国人旅行者の移動の利便性を高める「割引共通フリーパス」の目指すべき姿

を、民間動向等も踏まえながら設定すること。さらに、目指すべき姿に向け、

協議会を設置するなど民間事業者の取組・連携を促進するとともに、外国人

旅行者へのＰＲ等による普及促進を行うこと。 

（７）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。 

（８）外国人旅行者の利便性や満足度の向上に資する通訳ガイドサービスを提供

できる仕組を構築すること。 

ー 387 ー



 

８ ベンチャー企業の支援の拡充 

（提案要求先 財務省・経済産業省） 

     （都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

ベンチャー企業は新たな発想や技術を基に創造的・革新的な経営によって新し

い事業分野を開拓し、経済に活力をもたらすとともに、雇用の増大にも貢献する

ものである。 

しかし、我が国ではベンチャー企業が数多く起業し成長する環境が十分ではな

い。例えば、創業時には初期設備投資や顧客開拓資金など多額の資金が必要とな

るが、創業間もなく信用力の乏しいベンチャー企業が十分な資金を調達できる仕

組が整っていない。また、法人所得課税の実効税率は引き下げられたものの依然

として国際的に高い。 

国では、日本再興戦略改訂 2015（平成２７年６月３０日閣議決定）において「ベ

ンチャー創造の好循環」を掲げているが、今後は、具体的な措置を講じていく必

要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ベンチャー企業の多くは、開業初期の投資が大きな負担となるため、積極

的な事業展開が困難な状況があることから、ベンチャー企業の実態を踏まえ

た経営基盤の強化につながる税制措置を講じること。 

（２）ベンチャー企業への投資拡大を図るため、エンジェル税制の対象となる特

定中小会社の要件緩和や投資額の所得控除上限額を引き上げるなど、ベンチ

ャー企業の資金調達を支援する税制措置を講じること。 

 

ベンチャー企業の創業や成長の促進を図るために必要な税制・財

政上の支援措置を講じること。 
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９ 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、大企業を中心に景気回復の動きが広がっているが、円安による原

材料費の高騰などの影響により、いまだ厳しい経営環境にある中小企業者も多い。

中小企業者は、経営改善、事業再生、事業承継など、事業を継続する上で克服す

べき様々な課題に直面しており、とりわけ厳しい経営環境にある小規模事業者に

対しては、「小規模企業振興基本法」及び「商工会及び商工会議所による小規模

事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律」に基づく支援等の更なる充実

が求められる。 

また、セーフティネット保証制度（５号）については、平成２６年３月に平時

の運用への移行が図られたが、本制度は業況が悪化している中小企業者が経営の

安定を図る上で有効な支援であり、引き続き適切な活用が必要である。 

加えて、現在、国においては、信用補完制度の見直しを行っており、中小企業

・小規模事業者の資金繰りに悪影響を及ぼすことのないよう留意するとしている

が、そのためには、見直しの影響を慎重に見極めるとともに、現場で制度を担う

地方自治体等の関係団体からの意向を十分に踏まえる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）中小企業者の資金調達に支障が生じないよう、創業、経営改善、事業再生、

事業承継に対する支援の更なる充実を図るなど、金融円滑化のための万全な

措置を講じること。特に、厳しい経営環境にある小規模事業者に対しては、

より一層手厚い支援を講じること。 

（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）について、対象業種を的確に指定するなど適切な運用を行うこと。 

（３）信用補完制度の見直しは、中小企業者の事業資金の融通を円滑にするとい

う制度本来の目的を踏まえるとともに、中小企業者に対する金融機関の貸出

（１）中小企業者の資金調達に支障が生じないよう、金融円滑化の

ための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、対象業種を的

確に指定するなど適切な運用を行うこと。 

（３）信用補完制度の見直しは、中小企業者の事業資金の融通を円

滑にするという制度本来の目的や地方自治体の意向などを踏ま

え、中小企業者の資金繰りに支障を来たすことのないよう慎重

かつ適切に行うこと。 
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姿勢の消極化など、中小企業の資金繰りに支障を生じさせることのないよう、

慎重かつ適切に行うこと。また、現場で制度を担う地方自治体をはじめとす

る関係団体の意向を十分に尊重すること。 
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１０ 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改 

  善 

（提案要求先 内閣府・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・政策企画局・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・安心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、防災や環境保全など多面的機能を有しており、安全で快適な都市づくりに極め

て重要な役割を果たしている。 

しかし、現行の農地制度や税制度のもとで、都市農地は相続時の高額な税負担や高齢化

による担い手不足などにより年々減少し続けており、都市農業の存続に深刻な影響を及ぼ

している。 

平成２７年４月に制定された「都市農業振興基本法」に基づき、平成２８年４月に、国

は、都市農業の振興に関する施策の方向性を示す「都市農業振興基本計画」を閣議決定し

た。この基本計画では、都市農地の貸借や生産緑地地区指定の面積要件などについて、今

後、検討していくこととしているが、都が提案した「都市農業特区」の内容の実現に向け

て、以下の要求を行う。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都市農業の安定的な継続と都市農地の保全に向けて、都市農業振興基本計画に示された

具体的な取組を着実に実施するなど、以下の制度改善や必要な税制措置に取り組むこと。 

① 農業経営基盤強化促進法のような、農地の貸し借りを行っても相続税納税猶予が適用

される制度を生産緑地においても利用できるようにすること。 

② 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律や市民農園整備促進法に基づき

自治体等へ生産緑地を貸し付けた場合も相続税納税猶予制度を適用すること。 

③ 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。 

④ 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機具倉庫、農産物販

売施設、畜舎などの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。 

「都市農業振興基本法」の趣旨を踏まえ、都市農業の振興と都市農地の 

保全のため、都が提案した「都市農業特区」の内容の実現を図ること。 
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参  考 

○ 後継者に農地を引き継ぐための税制の特例

・ 終生営農が条件 

・ 市街化区域内では生産緑地のみが対象 

・ 生産緑地は貸し借りができない

相続税納税猶予制度 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

・ 農業に必要な農機具倉庫や畜舎、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 

○ 都市農業特区の提案内容の実現に向け、生産緑地や相続税の制度改善を行うこと

・ 農地の貸借に伴う相続税納税猶予制度の対象を生産緑地に拡大 

・ 市民農園のため自治体等へ貸し付けた場合も納税猶予制度を適用 

・ 生産緑地の指定面積要件の引下げ

・ 農業用施設用地や屋敷林等について、納税猶予制度の適用拡大

国への提案要求

● 都市農業は、新鮮で安全・安心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、防災や環境保全など多面的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以上が生産緑地

○ 10年間で約1,000haの市街化区域内農地

が減少

○ 農地減少の主な要因は相続

・ 地価が高いため、高額な相続税の負担

【都内の農地面積の推移】
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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確認された。 

その後、これまでの調査により、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、小平市及び東久留米市においてもＰＰＶ感染樹

が確認されている。 

これまでの取組にもかかわらず、緊急防除の完了が見込めないことから、農林水

産省は、平成２６年度、緊急防除に関する省令等を改正し、防除期間を平成３３年

３月まで延長した。 

また、平成２７年４月からは、ＰＰＶ根絶の早期化を図るため、青梅市において

強化対策を実施するとともに、平成２８年３月に農林水産省消費・安全局長通知を

改正し、根絶確認調査の見直しを行った。 

しかしながら、この見直しにより、東京都では調査対象園地が拡大するほか、未

調査地域の発生や感染植物の未伐採など、新たな課題が想定される。加えて、いま

だに新たな感染樹が確認され、地域も拡大しているため、調査・廃棄の長期化が懸

念される。 

ついては、以下のことを要求する。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） ＰＰＶの早期根絶に向け、消費・安全局長通知の改正に伴い拡大した対象

園地の確実な調査と廃棄の実行に必要な予算、人員・体制を確保すること。 

（２） ＰＰＶの早期終息に向けた強化対策を確実に実施すること。 

１１ ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急 

防除 

（１） 緊急防除を早期に完了するため、確実な調査と廃棄の実行に必要な予算、 

人員・体制を確保すること。 

（２）ＰＰＶ防除の強化対策を確実に実施すること。 
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１２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成１９年１２月に公表された「仕事と生活の調和憲章」及び「仕事と生活の 

調和推進のための行動指針」は、施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ、平成２

２年６月に見直された。新しい憲章及び行動指針では、国民一人一人のワーク・

ライフ・バランスの実現に向け、週６０時間以上働く雇用者の割合や年次有給休

暇の取得率などの２０２０年に達成すべき数値目標を設定している。 

数値目標の多くは、企業に働き方の見直しを求めるものとなっているが、その

進め方については、個々の企業の自主的な取組を基本とするとして、具体的な方

法、手順などが示されていない。さらに、両立支援や働き方の見直しを進めるた

めの企業内外の専門人材が不足している。 

また、女性はいまだ「出産・子育て」と「仕事」の二者択一を迫られているの 

が現実であり、国際比較では、日本は子育て期に離職する女性の割合が高い。 

 都は、働き方の見直しに関する取組への助成や普及啓発イベントの実施、中小 

企業従業員貸付制度の充実など、独自の施策を積極的に展開している。ワーク・ 

ライフ・バランスの推進に向け、より一層の施策の充実を図る必要がある。 
 
＜具体的要求内容＞ 

（１）見直し後の憲章や行動指針の普及啓発を行うとともに、男性の育児休業取

得率の向上や、企業における短時間正社員制度の導入・定着といった、行動

指針の数値目標が達成できるよう、企業の取組の標準的な方法や手順を示す

など、企業の自主的な取組を促進する各種の支援策を講じること。 

また、企業内で両立支援や働き方の見直しを進める専門人材を増やしてい

くため、国として、人材育成プログラムの開発や専門家の養成等を充実させ

ること。 

 

（１）仕事と生活の調和のための憲章や行動指針を普及啓発すると

ともに、行動指針に掲げられた目標を達成できるよう、企業へ

の各種の支援策を講じること。 

（２）ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、企業自らが実施す

る取組に対して積極的な支援を行うとともに、企業の「働き方

改革」の取組に対してインセンティブを付与するなど、抜本的

な対策を検討すること。「働き方改革」に取り組む企業に対し

て、生産性向上に関する支援策を併せて実施すること。 
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（２）すべての労働者が意欲と能力を十分発揮し、仕事と生活の調和のとれた働

き方を実現していくために、企業の創意工夫と意識改革による、長時間労働

の削減や年次有給休暇等の取得促進、仕事と育児・介護等との両立支援に向

けた取組を促す新たな仕組みを、国自ら構築すること。また、企業がそれぞ

れの状況に応じた働き方の見直しに踏み出すことができるよう、取組に対す

るインセンティブを付与すること。加えて、働き方の見直しに取り組む企業

に対し、業務の効率化など生産性向上に関する支援策を併せて実施すること。 
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参  考 

 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（２０１０年）数値目標（抜粋） 

 

数値目標設定指標 現状（直近の値）※ ２０２０年 

労働時間等の課題について労

使が話し合いの機会を設けて

いる割合 

５２．１％ 全ての企業で実施 

週労働時間６０時間以上の雇

用者の割合 
１０．０％ ５割減 

年次有給休暇取得率 ４７．４％ ７０％ 

メンタルヘルスケアに関する

措置を受けられる職場の割合 
３３．６％ １００％ 

在宅型テレワーカーの数 ３３０万人 
７００万人 

（２０１５年） 

短時間勤務を選択できる事業

所の割合(短時間正社員制度

等) 

８．６％以下 ２９％ 

第１子出産前後の女性の継続

就業率 
３８.０％ ５５％ 

自己啓発を行っている労働者

の割合 

４２．１％（正社員） 

 ２０．０％（非正社員） 

７０％（正社員） 

  ５０％（非正社員） 

男性の育児休業取得率 １．２３％ １３％ 

※行動指針策定時 
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１３ 非正規労働者に対する支援の強化 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 雇用形態の多様化が進み、厚生労働省が発表した平成２６年「就業形態の多様

化に関する総合実態調査」では、被雇用者に占める非正規労働者の割合が初めて

４割に達した。非正規労働者をめぐっては、① 正規雇用を希望していても正規

雇用として働く機会がないため、非正規雇用を余儀なくされる者がいる（いわゆ

る「不本意非正規」）② 正規労働者と比較して雇用の不安定さやキャリア形成

が不十分である、といった問題が指摘されている。 

 こうした中、都は、企業内での正社員転換を促す取組として、キャリアアップ

助成金（正規雇用等転換コース（※平成２７年度当時の名称））に対し上乗せし

て助成金を支給する事業を平成２７年度から新たに開始するなど、非正規雇用労

働者対策を強力に推進している。 

国では、平成２８年 1 月に「正社員転換・待遇改善実現プラン」を策定し、非

正規労働者の正社員転換・待遇改善を加速させるための取組を強力に推進してい

くこととし、助成金の拡充等を図っている。（注：平成２８年度から） 

 一方、セーフティネットの強化に向け、非正規労働者に対する雇用保険の適用

基準を「６か月以上の雇用見込み」から「３１日以上の雇用見込み」に緩和して

きたほか、派遣労働者について、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働

者を受け入れている場合の「労働契約申込みみなし制度」の創設や、労働契約法

における雇止め法理の法制化など、非正規労働者の保護の強化を図ってきた。 

平成２７年４月１日からは、労働契約法の特例である「専門的知識等を有する

有期雇用労働者等に関する特別措置法」が施行されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）企業が非正規労働者を正規雇用として雇用するインセンティブを付与する

措置について、広く事業主に周知し利用促進を図ること。 

（２）雇用保険法における非正規労働者の適用基準が遵守されるよう、事業主へ

の指導を徹底すること。 

 

（１）正規雇用を希望する非正規労働者が円滑に正規雇用に転換で

きるよう支援策を着実に推進すること。 

（２）雇用保険の適用基準が遵守されるよう、指導を徹底すること。 

（３）非正規労働者の待遇改善に向け必要な措置を講ずるとともに、

改正労働者派遣法等の関係法令が遵守されるよう、周知徹底を

図ること。 
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（３）有期雇用契約労働者をはじめとする非正規労働者の待遇改善に向け、制度

整備や支援策の構築等、必要な措置を講ずること。また、改正労働者派遣法

をはじめ、労働契約法や専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特

別措置法等の関係法令が遵守されるよう、派遣元や派遣先、使用者に対し一

層の周知徹底を図ること。 

 

 

ー 398 ー



参  考 

国の動向 

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

 主な改正内容 

 

 

 

 

 

 
 
（２）労働者派遣法の改正①(第１８０回通常国会で法案成立:平成２４年３月２８日 

施行：平成２４年１０月１日[一部は平成２７年１０月１日]) 

 主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者派遣法の改正②(第１８９回通常国会で法案成立:平成２７年９月１１日 

施行：平成２７年９月３０日) 

 主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大 （施行：平成２２年４月１日） 

 ○雇用保険の適用基準を、「６か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定）から「３

１日以上雇用見込み」（雇用保険法に規定）に緩和 

２ 雇用保険の未加入者に対する遡及適用期間の改善（施行：平成２２年１０月１日） 

 ○未加入者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが、給与明細等の 

書類により確認された者は、２年（現行）を超えて遡及適用 

１ 事業規制の強化 

 ○日雇派遣（日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止 

２ 派遣労働者の待遇の改善 

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

衡を考慮 

 ○いわゆるマージン率などの情報公開を義務化 

 ○雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示 

３ 違法派遣に対する迅速・的確な対処 

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

る場合には、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす 

 ○処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備 

 
施行日 平成２４年１０月１日 

[一部は平成２７年１０月１日] 

１ 派遣事業の健全化 

 ○全ての労働者派遣事業を許可制とする 

２ よりわかりやすい派遣期間規制への見直し 

 ○派遣先事業所単位の期間制限：派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れ

は原則３年を上限とする 

 ○派遣労働者個人単位の期間制限：派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働

者の受入れは３年を上限とする 

３ 派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ等 

 ○雇用安定措置の実施 

 〇キャリアアップ措置の実施 

 〇均衡待遇の推進 

 
施行日 平成２７年９月３０日 
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（３）労働契約法の改正(第１８０回通常国会で法案成立:平成２４年８月３日 

   施行：平成２５年４月１日[一部は平成２４年８月１０日]) 

 主な改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 

(公布:平成２６年１１月２８日 施行：平成２７年４月１日) 

 主な制定内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に

基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるもの。 

１ 特例の対象者 

 （Ⅰ）「５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高 

度専門的知識を有する有期雇用労働者 

（Ⅱ）定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 

２ 特例の効果  

  特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間（現行

５年）を延長 

  →次の期間は、無期転換申込権が発生しないとする。 

① Ⅰの者：一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間（上限

１０年） 

② Ⅱの者：定年後引き続き雇用されている期間 

※特例の適用に当たり、事業主は、 

① Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等 

② Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等 

  の適切な雇用管理を実施 
施行日 平成２７年４月１日 

１ 無期労働契約への転換 

 ○有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みによ

り、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換 

２ 「雇止め法理」の法定化 

○最高裁判所で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定。一定の場

合は、使用者による雇止めが認められない 

３ 不合理な労働条件の禁止 

 ○有期労働契約と無期労働契約との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働

条件の相違を設けることを禁止 

 
施行日 ２：平成２４年８月１０日 

１と３：平成２５年４月１日 
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都の現状 

（１）平成２７年度の労働相談５１,９６０件のうち、雇用保険未加入に関する

相談は８３９件あり、そのうち非正規労働者(契約・パート・派遣)からの相

談が４６０件（５４．８％）で５割を超えた。 

 ○雇用保険に関する労働相談件数の推移 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

相談件数 
52,363 件 

（0.3） 

52,155 件 

（△0.4） 

52,684 件 

（1.0） 

53,104 件 

（0.8） 

 51,960 件 

（△2.2） 

うち、雇用保

険関連相談 

 4,307 件 

(14.1) 

 4,734 件 

(9.9) 

3,950 件 

(△16.6) 

3,727 件 

 (△5.6)  

  3,714 件 

 (△0.3) 

うち、未加入

の相談 

819 件 

(3.0)    

  982 件 

(19.9)   

  1,058 件 

(7.7)  

   869 件 

 (△17.9)  

    839 件 

 (△3.5) 

 注： ( )内は、対前年度比 
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１４ 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＞ 

東京都における平成２７年６月１日現在の民間企業の障害者の実雇用率は、

１．８１％と過去最高を更新し、雇用障害者数も過去最高となっている。 

しかし、依然として法定雇用率２．０％を下回っており、大企業の障害者雇用

は進展しているものの中小企業の障害者雇用は進んでいないなど、更なる雇用促

進の取組が必要である。また、障害者の雇用においては、雇用されても離職する

例が多く、職場定着の支援が重要となっている。さらに、難病を抱える方の就職

支援や雇用継続の支援も課題となっている。 

一方、障害者の雇用は有期雇用契約が多く、賃金も最低賃金といった場合も多

い。このため、安定的な雇用、処遇改善や将来を見据えたキャリア形成の支援な

ど、障害者が希望とやりがいをもって働ける環境整備が必要である。 

また、このような環境整備のためにも、改正障害者雇用促進法における差別禁

止と合理的配慮義務にかかる「指針」の周知徹底などの普及啓発が重要である。 

加えて、平成３０年４月１日からは、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加

えられることから、これを見据え、中小企業をはじめ企業に対する更なる支援策

が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者の雇用の促進とともに、職場定着が図られるよう、職場体験実習や

トライアル雇用の推進、ジョブコーチ事業の拡大など施策の充実を図ること。

また、障害者や難病患者が安心して活躍できる職場環境を整備するため、安

（１）障害者や難病患者の雇用促進や職場定着を図る施策の充実を

図ること。また、障害者や難病患者の安定的な雇用や処遇の改

善、キャリア形成の支援に努めること。あわせて、改正障害者

雇用促進法の「指針」の周知徹底を図ること。 

（２）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。 

（３）平成３０年の精神障害者の法定雇用率算定基礎への追加に向

け、企業に対する周知徹底や事業主に対する支援策を講ずるこ

と。 

（４）障害者職業能力開発校の円滑な運営ができるよう必要な整備

をすること。 
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定的な雇用や処遇の改善、キャリア形成を支援する取組を実施すること。あ

わせて、差別禁止や合理的配慮の規定の施行に伴う指針の周知徹底などを行

うこと。 

 

（２）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。 

 

（３）平成３０年４月からは、改正障害者雇用促進法により、精神障害者が法定

雇用率の算定基礎に追加されることから、精神障害者の雇用に関する中小企

業を含めた企業への理解促進や事業主に対する支援策を講ずること。 

 

（４）障害者職業能力開発校の円滑な運営ができるよう、訓練施設の更新など必

要な整備をすること。 

 

ー 403 ー



参  考 

 

【民間企業の雇用者数（東京）】          平成 27 年 6 月 1 日現在 

 ※雇用者数（人）はカウント数 

 

 身体障害者 知的障害者 精神障害者 

 平成 25 年度 

 （対前年比）  
116,167.0（2.9％） 24,148.5（10.2％） 8,929.5（33.6％） 

 平成 26 年度 

 （対前年比） 
119,984.0（3.3％） 26,803.0（11.0％） 11,097.5（24.3％） 

 平成 27 年度 

 （対前年比） 
123,058.5（2.6％） 29,361.0（9.5％） 13,558.5（22.2％） 
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１５ 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強 

  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・政策企画局） 

 

＜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

３％、料金徴収率９９．９％など、世界一の水道システムを築き上げてきている。 

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、これま

で培ってきた技術を生かし、日本企業の海外展開を後押しするとともに、途上国

の水道事情の改善に貢献するため、国際展開に取り組んできた。 

国際展開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、今後も国際展開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、現地でのトラブルや災害発生時の対処、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、効果的な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）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よう、円借款の運用条件緩和な 

ど、タイド条件が適用できるＯＤＡを戦略的に展開し、日本企業への受注に 

つながるような事業推進を図ること。 

（２）国際展開に関する各省・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。 

（３）事業展開へ向けた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、トラブルや災害発生時における調整・対処を行

うこと。 

 

 

 水道事業の国際展開が着実に実施できるよう、体制及び制度の整

備等の必要な措置を図ること。 
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参  考  

 
【ＤＡＣ諸国の政府開発援助実績（２０１４年）】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＤＡＣ諸国の二国間政府開発援助のタイイング・ステイタス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※２０１５年版 開発協力白書より 

出典：DACプレスリリース、DAC統計（DAC Statistics on OECD.STAT) 

＊1 卒業国向け援助を除く 

＊2 日本以外は暫定値を使用 

 

出典：DAC統計（DAC Statistics on OECD.STAT） 

＊1 アンタイド：実施するプロジェクトに必要な資機材などの調達先を特定国に限定 

しない資金協力 

＊2 タイド：実施するプロジェクトに必要な資機材などの調達先を特定国に限定する 

資金協力 

＊3 国名はアンタイドの比率の高い順 

＊4 技術協力および行政経費を除く 

＊5 アイスランド、チェコ、スロバキア、ポーランド、 

   スロベニアは 2013 年に加盟 

（約束額ベース、単位：％）

2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年

オーストラリア 100.0 100.0 - - - -

カナダ 100.0 100.0 - - - 0.0

アイスランド 100.0 100.0 - - - -

アイルランド 100.0 100.0 - - - -

ノルウェー 100.0 100.0 - - - -

ポーランド 100.0 n.a. - n.a. - n.a.

英国 100.0 100.0 - - - -

ルクセンブルク 98.8 98.7 - - 1.2 1.3

スウェーデン 98.7 99.3 0.2 - 1.1 0.7

スイス 98.5 97.8 - - 1.5 2.2

オランダ 98.3 98.2 1.6 - 0.0 1.8

ニュージランド 98.2 96.5 - 1.8 1.8 1.7

ドイツ 97.5 98.1 - - 2.5 1.9

ベルギー 96.7 95.3 - - 3.3 4.7

デンマーク 96.6 96.1 - - 3.4 3.9

イタリア 92.9 83.1 - 1.1 7.1 15.7

スペイン 89.6 83.4 - 0.0 10.4 16.6

日本 89.5 86.0 0.6 - 9.9 14.0

フィンランド 85.0 96.5 - - 15.0 3.5

ギリシャ 83.7 46.7 - - 16.3 53.3

米国 75.9 69.8 - - 24.1 30.2

韓国 62.1 55.1 0.4 0.3 37.5 44.6

オーストリア 57.6 47.8 - - 42.4 52.2

チェコ 36.6 65.4 0.3 - 63.1 34.6

ポルトガル 15.0 10.2 - - 85.0 89.8

フランス n.a. 97.3 n.a. - n.a. 2.7

スロバキア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

スロベニア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ＤＡＣ諸国平均 88.2 86.1 0.2 0.0 11.6 13.8

国名
アンタイド 部分アンタイド タイド

（単位：百万ドル）

順位 国名 実績
構成比

（％）

対前年伸び率

（％）
順位 国名 実績

対前年伸び率

（％）

1 米国 33,617 22.6 3.8 1 米国 32,729 3.9

2 英国 20,093 13.5 9.9 2 英国 19,387 8.5

3 ドイツ 18,911 12.7 16.6 3 ドイツ 16,249 14.2

4 日本 15,708 10.5 -30.3 4 フランス 10,371 -8.5

5 フランス 12,315 8.3 -4.4 5 日本 9,266 -20.0

6 スウェーデン 6,230 4.2 5.7 6 スウェーデン 6,223 6.8

7 オランダ 5,725 3.8 2.0 7 オランダ 5,572 2.5

8 ノルウェー 5,406 3.6 -4.7 8 ノルウェー 5,024 -10.0

9 カナダ 4,242 2.8 -15.0 9 オーストラリア 4,203 -13.3

10 オーストラリア 4,211 2.8 -14.5 10 カナダ 4,196 -15.2

11 スイス 3,592 2.4 11.4 11 スイス 3,548 10.9

12 イタリア 3,405 2.3 -3.0 12 イタリア 3,342 -2.6

13 デンマーク 3,047 2.0 -1.8 13 デンマーク 2,996 2.3

14 ベルギー 2,385 1.6 1.2 14 ベルギー 2,385 3.7

15 スペイン 2,129 1.4 -18.2 15 スペイン 1,893 -20.3

16 韓国 1,932 1.3 6.1 16 韓国 1,851 5.4

17 フィンランド 1,635 1.1 13.9 17 フィンランド 1,635 13.9

18 オーストリア 1,145 0.8 -2.6 18 オーストリア 1,144 -2.3

19 アイルランド 809 0.5 -4.4 19 アイルランド 809 -4.4

20 ニュージーランド 502 0.3 9.8 20 ニュージーランド 502 9.8

21 ポルトガル 463 0.3 -12.3 21 ポーランド 437 -7.4

22 ポーランド 458 0.3 -6.7 22 ルクセンブルク 427 -0.6

23 ルクセンブルク 431 0.3 -0.4 23 ポルトガル 419 -14.2

24 ギリシャ 248 0.2 3.9 24 ギリシャ 248 3.9

25 チェコ 209 0.1 -0.9 25 チェコ 209 -0.9

26 スロバキア 81 0.1 -5.6 26 スロバキア 81 -5.6

27 スロベニア 62 0.0 -0.2 27 スロベニア 62 -0.2

28 アイスランド 35 0.0 1.4 28 アイスランド 35 1.4

ＤＡＣ諸国計 149,025 100.0 -2.0 ＤＡＣ諸国計 135,242 0.1

支出純額ベース支出総額ベース
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１６ 情報通信網の整備促進 

  （提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

超高速ブロードバンドは全国の整備率が９９．９８％に達する基本インフラで

あるが、都内島しょ部（５村６島）においては、ＡＤＳＬを利用しており、通信

速度が不十分であることから、動画閲覧や遠隔医療・通信教育等のサービスが十

分に実現されていない。また、行政におけるクラウドサービスの利用に支障をき

たすなどの課題もあるが、当該地域の人口規模が小さく、採算面等から民間事業

者による通信基盤整備は進んでいなかった。 

都及び５村は、平成２５年４月に公表した「東京都離島振興計画」に基づき、

検討組織を設置し、５村におけるインターネット等の利用環境改善に向けた整備

計画の具体化に取り組み、整備費が高額な海底光ファイバーケーブルは都が、島

内ＦＴＴＨ網は村がそれぞれ主体となって整備する方針を固めた。 

また、平成２６年１２月に公表した「東京都長期ビジョン」においては、都内

島しょ部（５村６島）における海底光ファイバーケーブルの整備を政策目標とし

て掲げている。 

こうした経緯を踏まえ、都では、今後段階的に超高速ブロードバンド環境の整

備を進める予定である。 

国においても、成長戦略の柱としてＩＣＴ利活用を掲げ、離島の超高速ブロー

ドバンド化を推進しており、都の要望を受け、平成２７年度一般会計補正予算に

おいて、海底光ファイバーケーブル敷設のための財源を措置し、都は御蔵島及び

神津島を対象に事業を開始したところである。 

しかし、平成２８年度から国が新たに開始する「情報通信基盤整備推進事業」

では、都が整備する海底光ファイバーケーブルの整備は対象事業となっていない

ことから、今後の都内島しょ部（５村６島）における超高速ブロードバンドの整

備が滞ることが懸念される。 

 都内島しょ部（５村６島）の超高速ブロードバンド化の着実な実施に当たって

は、国も一定の責任を果たすべく、継続的な財政措置を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

島しょ部における超高速ブロードバンド環境整備に対する支援を

継続すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、島しょ部における情報通信技術の利用機会の格差を是正し、地域に

おいてＩＣＴの恩恵を十分に享受でき、また、マイナンバー制度導入後の行

政サービス等における情報通信量の増大に対応できるように、超高速ブロー

ドバンド環境整備に必要な財源を継続して確保すること。 

 

（２）超高速ブロードバンド基盤の整備には多額の費用を要し、村のみの財政力

では対応が困難であるため、新たな国の補助制度である「情報通信基盤整備

推進事業」において、市町村に対する補助制度に加え、海底光ファイバーケ

ーブルの整備を対象事業とし、都にも適用すること。 

 

（３）超高速ブロードバンド環境整備後の後年度負担が大きく、運営自治体の財

政を圧迫する要因となることから、ブロードバンドアクセスをユニバーサル

サービス制度の適用対象とすること等、後年度負担の軽減に向けた支援策に

ついて早期に実現を図ること。 
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１７ 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の 

領海侵犯及び違法操業への対応 

（提案要求先 農林水産省・国土交通省・防衛省） 

（都所管局 産業労働局・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都の伊豆諸島、小笠原諸島は、日本の広大な排他的経済水域を支えており、

漁業はこうした島しょ地域の基幹産業である。しかしながら、平成２６年９月か

ら平成２７年１月にかけて、伊豆諸島、小笠原諸島周辺海域に多数の中国漁船と

みられる船舶が出現し、排他的経済水域のみならず、領海にまで立ち入り、違法

な宝石さんご漁業を行うという由々しき状態が続いた。こうした行為は、明確な

領海侵犯であるほか、漁場への長期的な影響が懸念されている。 

ウミガメが産卵する海岸に中国漁船から投棄された漁網やペットボトル等のゴ

ミが漂着したため、都は、漂着物の回収を実施するとともに、現在、漁業調査指

導船による漁場への影響調査を実施している。また、平成２７年３月小笠原諸島

周辺海域において、水産庁が実施した潜水艇による調査結果では、中国漁船の漁

網が海底に残存していることや、違法操業による宝石さんごや底生生物への影響

が確認され、残存漁網は漁業の際に障害となっている。 

海上保安庁や水産庁による取締の効果もあり、その後は、中国漁船の違法操業

は確認されていないものの、二度とこのような事態を起こさないよう、以下のと

おり要求する。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）貴重な水産資源を有する我が国の排他的経済水域の権益を守るとともに、

領土・領海の保全に万全を期し、都民の安全で安心な生活を確保するために

必要な、あらゆる対策を実施すること。 

特に、都と連携して実施している中国漁船の違法操業に対する監視活動に

ついては、海上保安庁や水産庁による取締りの強化、小笠原海上保安署の機

能強化など万全な措置を講じること。 

 

（２）中国漁船の違法操業により影響を受けた小笠原諸島周辺海域の漁場等にお

いて、海底に残存している漁網の回収、ウミガメが産卵する海岸に漂着した

ゴミの撤去など、漁場環境等の回復策を引き続き講じること。 

（１）中国漁船の領海侵犯及び違法操業への取締り体制の強化を継 

続すること。 

（２）中国漁船の違法操業により影響を受けた漁場等の回復策を引 

き続き講じること。 
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１８ 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施 

策の充実 

（提 案 要 求 先 厚生労働省）       

（都 所 管 局 産業労働局）  

 

＜現状・課題＞ 

人口減少社会を迎える中、日本の成長を持続させていくためには、将来を担う若

者だけではなく、女性や高齢者等が能力や個性を十分発揮し働き続けられることが

必要である。 

とりわけ、我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるようにす

ることは、人材の確保に留まらず、企業活動や行政、地域等の現場に多様な価値観

や創意工夫をもたらし、家庭や地域の価値を大切にしつつ、社会全体に活力を与え

ることにもつながるものである。 

しかし、女性の有業率が描くＭ字カーブの底は年々上昇しているものの、出産・

育児を機に労働市場から退出する女性はいまだに多く、また、女性の出産後の継続

就業は依然として困難な状況にある。 

こうした中、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が、平成２７年９

月４日に成立し、平成２８年４月から常時雇用する労働者が３００人を超える民間

事業主に対し行動計画の策定が義務化された。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）女性の活躍推進に向けた取組を行う企業に対する支援策の充実や、中小企業

に対する行動計画の策定支援等を強化すること。 

（２）女性のライフステージに対応した活躍を支援するため、マザーズハローワー

ク事業の充実強化など、子育て等により離職した女性の再就職に向けた施策を

一層充実すること。 

女性の活躍を推進する観点から、「女性の活躍推進のための積極的

取組の推進」や「女性のライフステージに対応した活躍支援」を着実

に実施すること。 
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１９ 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組 

の推進 

（提案要求先 内閣官房・経済産業省） 

（都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、東京、そして日本

に世界の注目が集まるとともに、様々なビジネスチャンスが生み出されるなど、

全国の産業が飛躍を遂げる絶好の機会である。このような経済効果を全国の中小

企業に行き渡らせて、日本全体の産業の持続的な成長、ひいては、真の地方創生

につなげていくことが、極めて重要である。 

 東京都は、都内はもとより全国の中小企業にこうしたビジネスチャンスを波及

させていくため、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合

会、東京都中小企業団体中央会、東京都中小企業振興公社と連携して「中小企業

世界発信プロジェクト」を実施している。 

その取組の一貫として、都、国、組織委員会などの様々な発注情報を一元的に

集約したポータルサイト「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」を４月より運営し

ており、このサイトを全国の企業が活用することにより、受注機会の拡大やビジ

ネスパートナーの開拓に繋げていくことができる。 

日本全体の経済の活性化を図るために、このサイトへの登録・案件掲載を促す

ことが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「中小企業世界発信プロジェクト」を都と連携して推進していくこと。 

 

（２）特に、その取組の一環である「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」につい

て、都と連携して全国の企業に登録・利用を促し、中小企業の受注機会の拡

大を図ること。 

全国の中小企業のビジネスチャンスを拡大し、日本全体の経済の活

性化を図るため、都と連携して全国の企業に「ビジネスチャンス・ナ

ビ２０２０」の利用を促すこと。 
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参  考 

 

＜中小企業世界発信プロジェクトの概要＞ 

 東京２０２０大会等を契機とする中長期的な受注機会の拡大や販路開拓、新製

品・新サービスの開発促進等、中小企業の更なる飛躍に向け、以下の取組を展開

する。 

 

① ビジネスチャンス・ナビ２０２０ 

東京２０２０大会等を契機とする官民の調達情報を一元的に集約した情報

ポータルサイト「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」を構築し、中小企業に情

報提供することで、その受注機会の拡大を支援する。また、サイトを通じた受

発注取引や企業のＰＲ情報をもとに、ビジネスパートナー企業の検索を可能と

する。 

 

② ビジネスフロンティア・フェア 

中小企業が新たに開発した創意あふれる製品やサービスの展示・商談会を開

催する。２０１６年については産業交流展２０１６と同時開催を予定。 

 

③ マーケットサポート 

中小企業が開発した「新製品・新技術・新サービス」の商談を大手メーカー

・商社 OB 等のビジネスナビゲータがサポートする。 

 

④ 世界発信コンペティション 

製品・技術、サービスの開発を促進するため、「製品・技術（ベンチャー技

術）部門」、「サービス部門」の２つの分野に分けてコンペティションを実施

し、革新的で将来性のある製品・技術、サービスに対し、開発・販売等奨励金

を交付する。 
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＜ビジネスチャンス・ナビ 2020 の概要＞ 
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２０ 安全・安心な旅行業務の推進 

（提案要求先 観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

旅行における安全性を確保することは旅行業者の最も重要な責務であるが、そ

うした内容は旅行業務取扱管理者の職務として規定されているだけである。旅行

業者としての安全確保に向けた意識をより一層徹底させるためには、旅行業者の

責務として法令等で明確に規定することが必要である。 

 バス会社と旅行業者の間に入って実質的な交渉を担当し、契約や仲介を行うな

どのいわゆるランドオペレーター業務については、旅行業法が対象とする旅行業

務としては位置付けられていない。バスを手配するノウハウを持たない旅行業者

は、業法の規制を受けないランドオペレーターにバスの手配を依頼し、その具体

的な内容を把握しない場合もあり、安全を確保する上での課題となっている。 

 特に現在の業法では旅行者への違法なサービス提供のあっせんを禁止するとい

う間接的な規制のみとなっており、他の法令に違反（道路運送法や労働基準法な

ど）する契約等を禁止行為として規定することで、ランドオペレーターはもとよ

り旅行業者に対してもより効果的な規制が可能となる。 

 旅行業務取扱管理者については、安全面でのさまざまなルールを正確に理解し

てその遵守を徹底するとともに、ＩＴ化が進展しネット取引が一般化するなど複

雑・多様化する業務内容にも確実に対応できるように、資質の向上を図ることが

必要となっている。 

また、旅行業務取扱管理者の職務上の違反について、現状では行政処分を行う

仕組みがないため、責任ある業務の実施を担保するルールを作ることが不可欠と

なっている。 

（１）旅行における安全性の確保について、法令等により旅行業者

自身の責務として明確に規定すること。 

（２）ランドオペレーターの業務について、適切な規制が及ぶよう

にすること。 

（３）旅行業務取扱管理者について、安全性の確保やＩＴ化の進展

に確実に対応できるような資質のレベルアップを図る仕組みを

確立するとともに、その業務の実施に当たっての責任のあり方

を明確にすること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）旅行における安全性の確保について、旅行業法等の改正により旅行業者に

関してより厳格な対応を行うよう規定すること。 

（２）ランドオペレーターの業務について、適切な規制が及ぶようにすること。 

（３）旅行業務取扱管理者の資質を向上させる仕組みを確立するとともに、責任

を明確化することで、旅行業務の水準の向上を図ること。 
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１ 東京 2020 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・警察庁・総務省・外務省・財務省・文部科学省・ 

         スポーツ庁・文化庁・内閣府・厚生労働省・農林水産省・ 

林野庁・経済産業省・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局・青少年･治安対策本部・総務局・ 

生活文化局・都市整備局・福祉保健局・病院経営本部・ 

産業労働局・建設局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」と

いう。）の開催が決定し、平成２７年２月２７日には組織委員会から東京 2020 大

会開催基本計画がＩＯＣとＩＰＣに提出され、公表された。 

東京 2020 大会の開催は、経済に力を与え、富を新しく創り出す起爆剤となる

ものである。その果実が、全国に行き渡ることで、日本経済を再び成長の軌道に

乗せることができる。 

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、東京 2020

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更に拡充するなど、着

実に準備を進めていくことが必要である。 

とりわけ、東京 2020 大会を史上最高の大会とするためには、開催に向けた準

備、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、外国人旅行者

等の受入環境の整備、その他国の施策に関連する事項について、国が、財政面を

含め全面的に支援を実施することが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 東京 2020 大会開催に向けて、国の施策に関する事項について必要な措置

を講じるとともに、競技会場等の整備、セキュリティ対策や輸送などの東

京 2020 大会に関する事項全般について、財政面を含め全面的に支援を行う

こと。 
 

（２） 競技会場として都、他自治体及び民間事業者が整備を行う恒久施設につ

いては、国庫補助負担率等国の通常の財政措置の枠組みを超えた積極的な

財政支援を行うこと。また、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」

への対応や木材の活用促進など、施設の充実に資する整備についても、積

極的な財政支援を行うこと。 
 
（３） 東京 2020 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

東京 2020 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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と。 
 

（４） 東京 2020 大会開催に向けて外国人旅行者の受入環境を整備し、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、「２０

２０年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」が

策定した基本的な考え方及び取組方針を踏まえ、各機関・団体と連携・協

働した取組を推進することなどにより、ＩＣＴも活用しながら外国語表

示・標識等の整備を促進すること。 
 

（５） 東京 2020 大会に向けて、外国人旅行者等が安心して医療を受けられる体

制を整備するため、医療通訳の育成・活用体制の整備など、医療機関にお

ける多言語による診療体制の整備に向けた取組に対する支援を行うこと。 
 

（６） 組織委員会に課税される地方税や組織委員会に対する企業等からの寄附

等について、速やかに税制上の優遇措置を講じるなど、組織委員会に対し

て必要な支援を行うこと。 
 

（７） 東京 2020 大会に関連して発生した非居住者スタッフの所得税、ＩＯＣ・

オリンピック放送機構などへの法人税及び消費税や関税等の間接税の非課

税措置を講じること。 
 

（８） スポーツ基本法第２７条に基づき、東京 2020 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

成金を交付するなど必要な措置を講じること。 
 

（９） 立候補ファイルにおいて、東京 2020 パラリンピック競技大会の開催費用

について、政府と東京都で支援することになっていることから、国は十分

な財政支援を行うとともに、障害者スポーツ振興に力を注ぐこと。 
 

（10） 東京 2020 大会をドーピングのないクリーンな大会とするため、世界アン

チ・ドーピング規程に基づくドーピング対策について、組織委員会と関係

行政機関等が連携するための体制の構築を支援するなど、国として必要な

措置を講じること。 
 

（11） 東京 2020 大会に向けて、日本の多彩な芸術文化の魅力を世界に発信する

ため、オリンピック･パラリンピック文化プログラムの全国的な展開を推進

するとともに、都や組織委員会などが取り組む様々なプロジェクトに対し、

必要な財政支援を行うこと。また、民間の芸術文化活動を支援する専門機

関であるアーツカウンシルの整備や国内外の国公立、民間の文化施設間の

連携推進などを進めること。 
 

（12） 東京 2020 大会に向けて、社会に貢献しようとするボランティアマインド

の醸成、多様性を尊重し、障害者を理解する心のバリアフリーの涵養、自

他を認め合う豊かな国際感覚の育成などを可能とするオリンピック・パラ

リンピック教育プログラムの全国的な展開を支援すること。また、子供た

ちのスポーツに親しむ態度を育て、自己実現に向けての努力や困難に立ち

向かう意欲等を培うため、オリンピアンやパラリンピアンの学校派遣への

支援策を講ずること。 
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（13） 東京 2020 大会の成功には大規模かつ質の高いボランティアの確保が必要

なため、全国から幅広い世代の参加を促進する気運の盛り上げや、着実な

育成のための研修環境の確保に向けた支援等を行うこと。また、大会時に

ボランティアが参加しやすい環境づくりなど、ボランティアの円滑な運用

を行う上で必要な措置を講じること。 
 
（14） 東京 2020 大会に向けて、セキュリティ対策に万全を期すとともに、訪れ 

る全ての人の安全・安心を確保するため、テロを含む治安対策、サイバー

セキュリティ、災害対策及び感染症対策を都及び組織委員会等と連携して

着実に実施すること。 

 

 

 

参  考 
 

○ 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推進 

（提案要求先 内閣官房・スポーツ庁・財務省） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局・都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

国立霞ヶ丘競技場は、建替え後、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会（以下「東京 2020 大会」という。）のメインスタジアム及び国際大会の開催

会場として計画されている。 

 平成２７年７月１７日に安倍内閣総理大臣が旧整備計画の見直しを表明した。

その後、８月１０日の第２回新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議

(以下「関係閣僚会議」という。)において、舛添知事が都としての意見を述べ、

同月２８日の第４回関係閣僚会議において、「新国立競技場の整備計画」が決定さ

れた。 

この整備計画を基に、日本スポーツ振興センターが新国立競技場整備事業者の

公募を開始し、同年１２月２２日に優先交渉権者が決定した。 

また、新国立競技場の整備に係る財源案について平成２７年１２月１日に遠藤

東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣、馳文部科学

大臣、舛添知事の三者が会談して合意し、同月２２日の第５回関係閣僚会議にお

いて、「新国立競技場の整備に係る財政負担について」が決定された。 

今後は、公園を含む周辺整備に向けた協議・調整、施設要件をはじめとした東

京 2020 大会との整合、大会準備期間を踏まえた早期の竣工等が求められる。また、

都が整備費用の一部負担を行うことから、大会後のレガシーとして、都民の便益

が確保される必要がある。これらの課題に対応するには、国主導によるスピード

感のある着実な取組が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 関係閣僚会議において決定された「新国立競技場の整備計画」に基づき、

東京 2020 大会のメインスタジアムとして期限内に着実な整備が行われる

よう国が責任を持って進めること。 

（２） 新国立競技場の整備に当たっては、東京 2020 大会の施設要件、神宮外苑

地区地区計画、公園整備等についての協議及び調整を行うこと。 

（３） 関係閣僚会議において決定された「新国立競技場の整備に係る財政負担

について」に基づき、大会後のレガシーとして、都民利用等によるスポー

ツの振興、観光の振興、周辺環境の向上、防災機能の強化等の都民便益を

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、新国

立競技場の整備計画に基づき、国が責任を持って推進すること。 

ー 421 ー



 

確保した運営管理を行うこと。 

 

 参  考 

 

○ 新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議 

  東京 2020 大会のメインスタジアムである「新国立競技場」の前整備計画を白紙に戻

し、できる限りコストを抑制し現実的にベストな計画を策定する目的で開催。 

＜会議の構成員＞ 

議 長  東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣  

副議長 内閣官房長官、文部科学大臣  

構成員 外務大臣、財務大臣、国土交通大臣 

 

○ 東京都市計画神宮外苑地区地区計画 

平成 25 年 6 月、神宮外苑地区における国立競技場の建替計画の具体化を契機に、同

地区一帯の再整備を進める目的で「東京都市計画神宮外苑地区地区計画」を決定。 

 

○ 新国立競技場の整備計画 

平成 27 年 8 月 28 日に開催された第 4 回新国立競技場整備計画再検討のための関係

閣僚会議において、安倍総理大臣出席のもとで決定。 整備に当たっての基本理念、ス

タジアムの性能、工期、コストの上限等を明示。 

 

○ 新国立競技場の整備に係る財政負担について 

  平成 27 年 12 月 1 日遠藤東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

担当大臣、馳文部科学大臣、舛添知事の三者で合意。同 22 日に新国立競技場整備計画

再検討のための関係閣僚会議（第５回）において、安倍総理大臣出席のもとで決定。 

＜主な内容＞ 

（１）新国立競技場の整備は、「新国立競技場の整備計画」に基づき、国が責任を持っ

て進めること。 

（２）東京都も、東京 2020 大会の開催都市として、メインスタジアムである新国立競

技場が大会の準備や開催に支障なく整備され、大会後もレガシーとなるよう全面的

に協力する。その際、都民への便益を踏まえ、整備費用の一部を分担すること。 

（３）財源、分担対象経費、分担割合等の財源スキームの明示。 

＜財源＞ 

「国の負担」、「スポーツ振興くじの特定金額」、「東京都の負担」 

＜分担対象経費＞ 

スタジアム本体及び周辺整備費 （1,550 億円程度）、設計・監理等費用 （40 億円程度） 、

旧国立競技場の解体工事費 （55 億円程度）の合計額 1,645 億円程度から、「上下水道

工事」（27 億円程度）、「道路上空連結デッキ」（37 億円程度）を除いた 1,581 億円程度。  

＜分担割合＞ 

「国の負担」：「スポーツ振興くじの特定金額」：「東京都の負担」＝２：１：１  

(賃金又は物価等の変動や消費税率10％が適用される場合には､この割合で負担する。) 

（４）上記（３）の財源スキームを実施するために必要となる独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター法等の改正案の概要。 
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２ スポーツ施設の整備促進  
（提案要求先 スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 
＜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

（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し、補助対象にかけられている制限

を撤廃するとともに、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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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２８年４月１日付２７文科施第６

０８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し、地域武道センターの新改築事業にかけられて

いる制限（財政力指数 1.00 を超える都道府県及び特別区は除外）を撤廃する

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２８年４月１日付２７

文科施第６０８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 
24 地域スポーツセ

ンター新改築、
改造 

○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。 
○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

1/3 
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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。 

25 地域水泳プール
の新改築 

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

○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。 

地域スイミン

グセンター 
1/3 
浄水型水泳プ

ール 
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 
 

26 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。 

1/3 

27 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 
を超える都道府県及び特別区の設置するもの
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。 

1/3 

28 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。 
1/3 

 
 
（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２８年５月６日平成２８スポーツ振興くじ助成事業年度要領第１

号） 
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  ＜助成金名称＞ 
   スポーツ振興くじ助成金 

  ＜助成対象団体＞ 
   都道府県又は市町村（特別区含む）等 

  ＜交付対象事業・主な要件＞ 
   下表のとおり 

助成区分 助成事業の内容 助成割合 助成限度額 

大規模スポーツ

施設整備助成 

J リーグホームスタジアム等整備事業 新設事業 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 

地域スポーツ施

設整備助成 

クラブハウス整備事業(※) 

新設事業 ４/５ 60,000 千円 

改造事業 ３/４ 11,250 千円 

グラウンド芝生化事業 

 

芝生化新設事業 ４/５ 48,000 千円 

芝生化改設事業 ３/４ 30,000 千円 

天然芝維持活動事業 ２/３ 1,333 千円 

スポーツ施設等整備事

業 

スポーツ競技施設の整備等 

２/３ 

20,000 千円 
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 100,000 千円 

 ※ 都道府県は対象外 

【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２７年度スポーツ振興くじ助成金募集の手引き」より 
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３ 競技力向上事業の推進 

（提案要求先 スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１） 他の先進国では、国を挙げてアスリートの総合的な支援・育成に取り組

むことで、国際大会で好成績を残すなど成果を上げている。こうした中で、

都は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、開催都市

として、より多くの東京育ちのオリンピック選手を輩出できるよう競技力

向上策を進めているが、日本代表レベルに達するためにはより高度なトレ

ーニングや最先端のスポーツ医・科学情報などが重要である。しかしなが

ら、「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学センター」

の利用に制約があるため、国の支援が必要である。 

（２） 都は、平成２２年度にスポーツ所管の専管組織を発足させ、障害者スポ

ーツ振興については、一般スポーツと一体的に取り組んでいるところであ

る。具体的には、障害者スポーツの裾野の拡大を図るとともに、パラリン

ピック等の国際大会で活躍する東京育ちの選手の輩出に向け、アスリート

の発掘や都競技団体の競技力強化のための取組支援等を進めている。一方、

国においては、平成２６年度に障害者スポーツの競技スポーツの分野につ

いて、厚生労働省から文部科学省へ移管し、その後、平成２７年１０月に

スポーツ庁が発足したことで選手強化に取り組む体制が整備されたが、パ

（１） 「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科

学センター」の管理運営にあたっては、東京都の競技団体な

どが強化の対象としている選手についても、オリンピック強

化選手と同等に施設を利用できる仕組みを構築するよう、関

係機関と調整を図ること。 

（２） パラリンピック等の国際大会で活躍するトップアスリート

の競技力向上のため、オリンピック強化選手と同等の「ナシ

ョナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学センタ

ー」の利用など、パラリンピック強化選手等が必要とする支

援を受けられるように、一般スポーツとの一体的な推進を早

急に図ること。 
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ラリンピック強化選手等の「ナショナルトレーニングセンター」及び「国

立スポーツ科学センター」の利用がオリンピック強化選手と同等となって

いないことなど、障害者のトップアスリートを取り巻く環境には、いまだ

課題がある。東京 2020 パラリンピック競技大会まで残り４年となった今、

これまで以上に障害者アスリートが専門的なトレーニングを行えるよう、

早急に取組を進めていくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 東京育ちの日本代表選手を輩出する取組を強力に進めていくためには、

選手の練習環境を整備することが不可欠である。このため、トップレベル

競技者専用のトレーニング施設である「ナショナルトレーニングセンター」

や、科学、医学情報面で競技者育成をサポートする機能を持つ「国立スポ

ーツ科学センター」の管理運営にあたっては、東京都の競技団体などが強

化の対象としている将来有望な選手についても、オリンピック強化選手と

同等に施設を利用できる仕組みを構築するよう、ＪＯＣ（公益財団法人日

本オリンピック委員会）その他の関係機関との調整を図ること。 

（２） パラリンピック等の国際大会で活躍するトップアスリートの競技力向上

のため、オリンピック強化選手と同等の「ナショナルトレーニングセンタ

ー」や「国立スポーツ科学センター」の利用を早期に図るなど、パラリン

ピック強化選手等が必要とする支援を受けられるように一般スポーツとの

一体的な推進を早急に図ること。 
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参  考 

（１）各国の夏季オリンピックメダル獲得数とスポーツ施策

（２）ナショナルトレーニングセンター（National Training Center）

利用対象 ：ＪＯＣ及びＪＯＣ加盟中央競技団体に所属する選手及

びスタッフ 

メリット ：各競技の専用トレーニング拠点を持つことで国際競技

力の向上をより一層図りやすくなるとともに、複数競技のト

レーニング場を１箇所に集約することで競技団体間の連携を

積極的に推進できる。

（３）国立スポーツ科学センター（Japan Institute of Sports Sciences）

利用対象 ：ＪＯＣ及びＪＯＣ加盟中央競技団体に所属する選手及

び指導者を含むスタッフ 

メリット ： スポーツに関する科学、医学、情報面の総合的な研究支援の

拠点を持つことで、科学的な分析に基づく効果的なトレーニ

ング方法の開発やスポーツ障害などに対する医学的なサポー

ト、スポーツに関する各種情報の収集・分析・蓄積・提供な

どを一体として実施できる。
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４ 東京 2020 パラリンピック競技大会を見据えた障害者スポーツの

推進 

（提案要求先 スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１） パラリンピック競技団体の多くは財政的に厳しい状況にあるため、専従

スタッフが少なく、限られた人員が仕事の休みを利用してボランティアで

運営していることが多い。このため、パラリンピック競技大会に向けたア

スリート発掘のための体験会や、競技人口を増やすための広報活動などま

で手が回らず、選手の育成・強化についても十分に行うことができない。 

国においては、このような日本の障害者スポーツ競技団体の体制につい

て、海外の強豪国と闘うために財政面や専門家による支援を必要としてい

る現状を認識し、「スポーツ基本法」「スポーツ基本計画」に基づく目標及

び日本パラリンピック委員会の掲げる金メダル獲得数目標（金メダル２２

個、世界第７位）に向け、日本代表選手の強化や競技団体の財政面を含め

た基盤強化に向け、より一層取り組む必要がある。 

（２） 日本国内におけるパラリンピック競技の認知度や選手の知名度は、オリ

ンピックに比べて格段に低い。このため、国においては、東京 2020 パラリ

ンピック競技大会に向け、障害者スポーツの理解促進に向けた積極的な情

報発信及び普及啓発に取り組む必要がある。 

（３） パラリンピックメダリストへの報奨金については、2008 年北京パラリン

ピックから始まり、2014 年ソチ大会から金額が１．５倍程度まで引き上げ

られたものの、オリンピックメダリストへの報奨金と比較すると約半額の

状況である。 

国は、東京 2020 パラリンピック競技大会に向け、日本代表選手の士気を

高め、競技をしていく上での励みとなるよう、パラリンピックメダリスト

への報奨金の増額に向けて取り組む必要がある。 

（１） 東京 2020 パラリンピック競技大会など国際大会に向けて、

日本代表選手の強化や競技団体の財政面を含めた基盤強化を

強力に推進すること。 

（２） 障害者スポーツの理解促進・普及啓発について、積極的に

取り組むこと。 

（３） パラリンピックメダリストへの報奨金の増額に向けて、積 

極的に取り組むこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１） 東京 2020 パラリンピック競技大会をはじめとした国際大会に向けた日本

代表選手の競技力向上のため、パラリンピック強化選手が必要とする効果

的な支援策、障害者スポーツ団体の財政面を含めた基盤強化を強力に推進

すること。 

（２） 東京 2020 パラリンピック競技大会を史上最高のパラリンピック競技大会

とするため、障害者スポーツの魅力を広く国民に発信し、効果的な普及啓

発に取り組むこと。 

（３） 日本代表選手の士気を高め、競技をしていく上での励みとなるよう、パ

ラリンピックメダリストへの報奨金を 2020 年までにオリンピックメダリ

ストへの報奨金と同額となるよう取り組むこと。 
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５ ラグビーワールドカップ２０１９年大会開催への全面的支援 

（提案要求先 警察庁・総務省・スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２７年３月２日、ワールドラグビー及びラグビーワールドカップ２０１９

組織委員会は、新国立競技場を会場とする東京都を開催都市の一つに決定したが、

新国立競技場の整備計画見直しにより同競技場が使用できなくなったため、同年

９月２８日、改めて東京スタジアムを開会式・開幕戦の会場として、承認・決定

した。 

 国は、平成２８年２月、「ラグビーワールドカップ２０１９の準備及び運営に関

する施策の推進を図るための基本方針」を策定した。その中で、国は、大会の円

滑な準備及び運営の実現に向けて、各府省庁に分掌されている関連施策を一体と

して確実に実行するとともに、大会組織委員会及び開催自治体と密接な連携を図

り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講ずるとしている。

また、新国立競技場の建設計画変更に伴う、開幕戦の東京スタジアムへの変更等

並びにこれらの変更に係る種々の影響に対して、必要な措置を講ずるとしている。 

 ラグビーワールドカップ２０１９年大会は、アジア初開催にふさわしい大会と

なるよう何としても成功させなければならない。同大会は、翌年開催の東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会と同様、大規模かつ国際的なイベントで

あることから、開催準備にあたっては、国レベルでの対応が必要であり、会場へ

のアクセス、交通・警備、セキュリティ、多言語対応などの外国人旅行者等の受

入、気運の盛り上げなど、ハード、ソフトの両面にわたる課題に対し、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、今後策定する大会の運営計画等に関し、国の施

策に関する事項について全面的に協力すること。 
 

（２） 大会開催にあたり、東京都や他の開催自治体が負担する開催都市経費につ

いて、積極的な財政支援を行うこと。 
 

（３） 大会開催に向け日本全体の気運醸成を早急に図るとともに、ラグビーの競

技力向上及びラグビーの普及啓発に向けた取組を積極的に実施すること。 
 

（４） 大会が大規模かつ国際的なイベントであることから、国レベルでの対応が

必要であるため、東京都や他の開催自治体が行うこととされている交通、

警備などについて、全面的に協力すること。 

ラグビーワールドカップ２０１９年大会開催に向け、国を挙げて

全面的に支援すること。 
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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＞ 

平成２８年２月に定められた「子供・若者育成支援推進大綱」で提言されたと

おり、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者の自立を促進するた

めには、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等の関係機関・団体が

連携するとともに、行政・家庭・学校・地域が一体となって、年齢階層で切れ目

のない支援を行える体制を整備する必要がある。こうした支援は、住民との接点

を多く持つ区市町村が中心となって進めていくことが効果的だが、区市町村には

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、生活困窮者自立支援法（平成２５年１２月１３日法律第１０５号）に基

づく支援対象には、「ひきこもりの状態にある者」も含まれるが、生活困窮者の

範囲は、失業者や多重債務者、ホームレス等極めて多岐にわたることから、今後

とも「ひきこもりの状態にある者」への支援を埋没させず、地域の特性に応じた、

きめ細かな支援を提供していける体制の充実が必要である。 

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、地域の特性に応じた「ひきこもり対策」を推進できるよう、都道府県や

区市町村が主体となって実施する「ひきこもり対策推進事業」について、地方の

超過負担が生じることのないよう、必要十分な財源措置を行うこと。 

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、ハローワーク間で必要な情報の共有を推進する等、効果的な対

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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策を実施できるよう、文部科学省等の関係機関との連携を強化すること。 
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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２７年中に都内で検挙された刑法犯の犯罪少年は４，２７７人で、前年と

比較して３１２人（６．８％）減少したが、再犯者率が３３．４％と高水準で推

移している。また、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・補

導人員に占める少年の割合は、３６．２％で、約３人に１人が少年と高い割合と

なっているなど、少年非行をめぐる情勢は依然として予断を許さない（※数値は

平成２７年中の速報値）。 

こうした中、都では、就労・就学支援、生活自立支援を行う立ち直りワンスト

ップセンター（愛称＝「ぴあすぽ」）を運営するなど、非行歴のある少年の立ち

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。都内では、平成２８年４月現在で２０か所設置されているものの、都内

３３保護区の半数程度である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国所管施設の提供や民間施設確保のための財政措置など、都内全保護区に更生

保護サポートセンターが設置されるよう、積極的かつ実効性ある措置を取ること。 

都内全保護区に更生保護サポートセンターが設置されるよう、必

要な措置を講じること。 
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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・治安対策本部総合対策部・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）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

（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）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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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）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。 

 

ー 437 ー



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２６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７人減の

152 人、コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童数は 1,421 人と前年比 128 人増となっ

ており、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。 
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４ 青少年に対する総合的なネット依存対策の実施 

（提案要求先 内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省） 

（都所管局 青少年・治安対策本部・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年８月に新聞各紙で報道された厚生労働省研究事業による研究者の調

査結果によると、全国の中高校生のうち約５１万８千人がネット依存（インター

ネットの病的使用）状態にあると推計されるなど、青少年へのネット依存の広が

りと心身等への悪影響が懸念されている。 

また、ネット依存については、いまだ医学的に疾患としての概念が確立されて

おらず、世界的に認められた診断基準や科学的根拠に基づいた治療方法がない状

況にあり、現状は一部の医療機関が、他の依存症治療で培った専門性を基に研究

と併せて治療を行っているにすぎない。 

一方、平成２６年２月に都青少年問題協議会は、スマートフォンの急速な普及

により青少年のネット依存が今後深刻化するおそれがあるため、早急にネット依

存予防の普及啓発の取組を行うこと、国に対して総合的なネット依存対策の実施

を要望することなどを都に提言した。 

  

＜具体的要求内容＞ 

青少年のネット依存に関する予防対策、依存状態の改善・克服に向けた対策、

医学的研究の促進など、国レベルでの総合的な対策に取り組むこと。 

 

 

 

青少年のネット依存に関する予防対策、医学的研究など総合的な

対策に取り組むこと。 
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４ 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教

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） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２７年４月より、子ども・子育て支援新制度が施行されたところであるが、

新制度に必要な財源のうち消費税増税分以外の財源確保は依然として明らかにな

っていない。 

施設型給付については、子ども・子育て支援法上、国が２分の１を負担する原

則となっているが、教育標準時間認定子どもに係る施設型給付については、同法

附則第９条において、当分の間、国が本来の負担を行わず、地方がその一部を負

担する仕組みとされている。 

また、認定こども園及び施設型給付を受ける幼稚園における教育標準時間認定

子どもの預かり保育について、区市町村において一時預かり事業（幼稚園型）を

委託しない場合や、本事業と私学助成による預かり保育補助との間に大きな差異

がある場合など、本事業への円滑な移行が困難な場合には、引き続き都道府県に

よる財政支援が前提となっている。 

新制度は、消費税を主な財源として、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て

支援の量的拡充や質の向上を進めるものであり、国の責任において、十分な財源

確保を行うとともに、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、国は幼稚園就園奨励事業により、保育料等を減免する地方公共団体に対

して、市町村には３分の１以内、特別区には４分の１以内の補助を行っているが、

国の予算の範囲内で補助であるため、平成２７年度は本来の国庫補助額の９割程

度の補助額となっており、依然として区市町村の負担は解消されていない。 

一方、新制度の運用については、制度が施行されたにも関わらず、国からの運

用に係る詳細な情報が不足しており、区市町村・事業者が事業を行う上で支障が

生じている。また、請求・給付事務をはじめ新制度に係る事務が膨大かつ煩雑と

（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）教育標準時間認定子どもに係る施設型給付等については、幼

児教育の質の確保・向上が図られることを第一義に捉え、国の

責任を果たすとともに、十分な財政措置を行うこと。 

（３）円滑な制度運用に向けた取組を行うこと。 
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なっており、区市町村・事業者にとって大きな負担となっている。 

 

＜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）施設型給付等の財政措置については、質の高い幼児教育を確保する観点か

ら、特に、以下の点に取り組むこと。 

  ① 教育標準時間認定子どもに係る施設型給付についても、国が責任を持っ

て必要な経費の２分の１を負担するという本則に基づき算定されるよう、

早期に見直すこと。 

  ② 各園及び区市町村において、一時預かり事業（幼稚園型）への円滑な移

行が図られるよう、補助単価の引上げなど預かり保育の実態に則した十分

な財政措置を行うこと。 

  ③ 幼稚園就園奨励費の補助率に見合う国庫補助額を十分に確保すること。 

（３）新制度の円滑な実施に向けて、以下の点に取り組むこと。 

 ① 制度の運用状況や課題を十分に把握するとともに、必要な情報を適時・

適切に提供すること。 

 ② 事務手続きの簡素化や事務手引きの作成等、区市町村や事業者の負担軽

減を図ること。 

 

ー 441 ー



 

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は、

１５パーセント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。 

ー 442 ー



参  考 

 

【都の経常費補助金の実績及び予算額】 

(28.4.1 現在) 

学  種 平成 27 年度交付額 平成 28 年度予算額 

高等学校 64,182,673 千円  64,754,770 千円  

中 学 校 25,215,374 千円  25,558,328 千円  

小 学 校 6,383,045 千円  6,831,632 千円  

幼 稚 園 18,389,174 千円  18,268,706 千円  

計 114,170,265 千円  115,413,436 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２８年度）】 

 

学  種 国庫補助 A 地方交付税 B 割合 A/B 

高等学校 54,727 円  269,900 円  20.3% 

中 学 校 47,674 円  269,400 円  17.7% 

小 学 校 46,019 円  269,400 円  17.1% 

幼 稚 園 23,444 円  157,100 円  15.0% 

 

 

【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 

 

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% 16,216,364 千円 0.0%  14.3% 

26年度 104,040百万円   1.8% 16,262,415 千円 0.3%  14.1% 

27年度 102,049百万円 △1.9% 16,713,972 千円 0.3%  14.6% 

28年度 102,349百万円   0.3% ― ―  ― 

     ※26 年度以前の予算額は幼稚園経常費の組替前の額 

ー 443 ー



 

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、平成２６年度から公立私立ともに所得制限を

設け、私立高校生等に対しては、低所得世帯の生徒等への加算支給額を拡充した

制度に改正した。 

就学支援金については、「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、そもそも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、仕組みが極めて複雑である上、所得制限導

入に伴う審査件数の増により、事務が増大し、手続きが非常に煩雑となっている。 

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、私立高

校では引き続き保護者が多額の授業料差額を負担している。さらに、都道府県に

おいて経済的理由による修学困難な高等学校等生徒の教育機会の確保に充てられ

ていた高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金の活用期間が、平成２６年

度をもって終了したことも踏まえ、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。 

 

＜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、就学支援金制度を拡充すると

ともに、平成２６年度をもって、高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交

付金の活用期間が終了したことも踏まえ、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。 

（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。 
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参  考 

 

○ 都の現状 

（単位：千円）

平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度

国からの高等学校等就学支援金事務費交付金 172,545 128,867 81,364 85,752

都の高等学校等就学支援金事務に係る経費 296,293 292,701 141,187 131,186

※公立高等学校分を除く

 

 

 

＜審査件数の推移（私立高等学校等に係るもの）＞ 

年度 件数 増加数

平成２５年度

平成２７年度

25,715件

101,354件

－

23,736件

平成２６年度 77,618件 51,903件
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７ 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・生徒一人一人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。 

また、小学校においては、高学年における英語教育の教科化等に伴い、英語の指導

力を備えた専科教員の確保が必要である。 

さらに、国の平成２８年度予算では、「少子化等に伴う定数減」により、指導方法

工夫改善加配などの加配定数を減少させているが、都においては、習熟度別指導を推

（１）都の児童・生徒数が増加する中で、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）小学校において、英語専科教員を１校につき１人配置できるよう

に加配定数の充実を図ること。 

ー 446 ー



進しており、また、児童・生徒数が増加する見込みであることから、今後も一層の充

実が求められる。 

一方、教職員定数の改善計画については、平成２８年度政府予算においても盛り込

まれなかったところであるが、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ため、早期に具体的かつ実効性のある定

数改善計画が示され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、平成２８年度においても、学級編制標準は改定されず、教員が基

礎定数化されなかった。この加配措置が、毎年度の予算折衝の中で、仮に認められな

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ことから、平成２

９年度以降も小学校第２学年の３５人以下学級の確実な実施のため、学級編制標準を

改定すべきである。 

 

＜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ことから、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、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）小学校において、英語専科教員を１校につき１人配置できるように加配定数の

充実を図ること。 
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８ 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＞ 

 都においては、平成２５年９月に施行された「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、

平成２６年６月に「東京都いじめ防止対策推進条例」を成立させるとともに、本条例

に基づき、同年７月に「東京都いじめ防止対策推進基本方針」を策定し、いじめの防

止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する体制を整備した。 

 また、都教育委員会は、同基本方針と合わせて、都内公立学校を対象として「いじ

め総合対策」を策定し、いじめ問題の未然防止、早期発見及び早期対応のための具体

的な取組を示すとともに、条例に基づき、附属機関として「東京都教育委員会いじめ

問題対策委員会」を設置し、学校におけるいじめの防止等のための対策の推進につい

て調査審議し、今後、答申を受けることとしている。 

 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２７年６月に全公立学校を対象とした都独自の調査では、４月から６月ま

でに把握したいじめの事例は４千件を超すことが判明し、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（平

成２７年度は、小学校１，２９２校、中学校６２７校、高等学校１８６校）にス

クールカウンセラーを配置し、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。平成２８年度は、高等学校定時制及び通信制課程の支援体制を充実させるた

め、通信制課程に新たにスクールカウンセラーを配置するほか、全日制と定時制

課程の併置校は、課程別にそれぞれ配置、昼夜間定時制課程は、週２回の配置を

する予定である。 

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

９ 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、スクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーの配置に当たり、補助率の見直しなど必要な

財政措置を図ること。 
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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２ 

  ７年度は２０区、２３市、３町に配置し、平成２８年度は、２２区、２５市、３ 

  町へ配置を拡充する予定である。 

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、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関わ

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、国の補助率の引き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当たり、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。 
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１０ 教育支援センター（適応指導教室）の機能強化 

  等 

（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 不登校となった児童・生徒は、自信を失い、社会から孤立しがちになるととも

に、生活の乱れを招いたり、学力の習得の機会を失い、将来の進路選択が困難に

なるなど、深刻な課題を抱えており、学校復帰や将来の社会的自立に向けた支援

は喫緊の課題である。 

 現在、各自治体では、不登校となった児童・生徒に対する学校への復帰等の支

援策の一つとして、教育支援センターを設置し対応している。 

 国においては、文部科学省が、「不登校への対応の在り方について」（平成１５

年５月１６日通知）により、教育支援センターの整備指針の試案を示すなど、自

治体の取組を支援している。 

 しかしながら、昨年度、文部科学省が実施した教育支援センターの実態調査（平

成２６年度時点）によると、全国に１，０８６施設ある教育支援センターに、１

８，１１７人の小・中学生が在籍しているが、不登校児童・生徒全体の約１５％

に過ぎない。 

また、都では、区市町により７６施設が設置され、１，９４７人の小・中学生

が在籍しているが、不登校児童・生徒全体の約１８％である。 

このように、不登校児童・生徒の多くが、教育支援センターによる支援を受け

ていないという状況がある。 

 以上の状況を踏まえ、国においては、文部科学省が開催している「不登校に関

する調査研究協力者会議」の中間報告（平成２７年８月）において、教育支援セ

（１）教育支援センター（適応指導教室）の整備指針を明確に示す

こと。 

（２）教育支援センターの機能強化のため、十分な人員の配置を可

能とする財政的な支援を行うこと。 

（３）教育支援センター施設の新設や整備事業への財政的な支援を

行うこと。 

（４）その他、不登校対策を推進するために必要な支援を継続的に

行っていくこと。 
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ンターに関して、不登校児童・生徒の支援の中核として期待するという報告があ

り、さらに、平成２７年度補正予算により、教育支援センター等の設置促進支援

モデル事業が実施されている。 

都においても、昨年度設置した有識者による「不登校・中途退学対策検討委員

会」の報告（平成２８年２月）の中で、教育支援センターの充実について示され、

この報告を受け、都では、今年度、区市町村と教育支援センターの充実等につい

て協議を始めた。 

 今後、不登校対策において、教育支援センターが十分な役割を果たしていくた

めには、国における一定の指針のもと、多様な児童・生徒の個に応じた支援を行

うとともに、不登校の初期段階から学校復帰や社会的自立に向けた段階に応じた

支援・指導が必要であり、そのための指導体制の整備や施設整備が必要である。 

 その他、同都報告では、不登校やその経験のある児童・生徒が小学校から中学

校、中学校から高校へ進学した際の情報共有の必要や、教育の場の一つの形態と

して、小・中学校の不登校児童・生徒のために教育課程特例校の取組を広げてい

くことなど、多くの提言が示されている。 

 また、不登校児童・生徒への対策に向けた保護者等からの期待も大きい。 

こうしたことから、国及び自治体には、不登校に関する様々な実態や状況に応

じた、具体的かつ実効性のある取組が求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）整備指針の明確化 

   各自治体が一定の指針のもと、教育支援センターの体制整備が行えるよう、

整備指針を策定すること。 

（２）人員の配置支援 

   不登校となった全ての児童・生徒に対して、心理的な支援や学習支援等を

十分に行うことのできる体制を構築するため、設置者に対する人員の配置の

ための財政的支援を行うこと。 

（３）施設整備 

   教育支援センターの利用を希望する児童・生徒が、適切な環境で活動がで

きるよう、設置者に対する施設の新設、改築、改修、設備投資等を行うため

の財政的支援を行うこと。 

（４）不登校対策推進のための継続的支援 

   上記のほか、不登校対策全般において、施策を推進していくために必要な

支援を継続的に行うこと。 
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１ テロへの効果的対処 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 昨年のフランス・パリにおける同時多発テロ事件をはじめ、世界各地でイスラ

ム過激派によるテロが多発していることに加え、ＩＳＩＬが、邦人に対するテロ

を呼び掛けているなど、我が国に対する国際テロの脅威は、一層現実のものとな

っている。 

このような情勢の中、２０２０年には「東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）」の開催を控え、開催国としての

治安責任を果たさなければならないことや、首都警察として各種対策を強化して

テロ等の不法事案の防圧検挙に万全を期す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）テロの未然防止と事案発生時の事態対処に万全を期すため、最先端技術を

駆使したテロ対策資器材及び鑑定機器等の充実強化を図ること。 

（２）海外研究機関による研究成果等について情報収集、テロ防止啓発リーフレ

ット、ポスター等の作成による情報発信により、官民連携したテロ対策を強

化すること。 

（３）ＣＢＲＮ鑑識を実現する最新のＮＢＣ検知資機材、捜査用装備資機材、テ

ロ関連情報収集システム、次世代映像規格（４Ｋ）を取り入れたビデオ採証

システム関連資機材、テロ対策用可搬型カメラの導入、捜査員の人材育成と

能力向上のための必要な財源を確保すること。 

（４）羽田空港の２４時間開港に伴う国際線増便や、東京 2020 大会の開催を受け、

空港を狙ったテロに備える「東京国際空港テロ対処部隊」が発足した。羽田

空港全体の警戒警備に加えて、訓練を目的とした拠点となる庁舎を建設する

こと。 

（５）東京 2020 大会会場等が集中する湾岸部での不法事案防圧に向け、水上での

警戒警備強化を図り、現場指揮が可能な、水上拠点となる警備艇を導入する

１ 首都東京を守るテロ対応力の強化 

（１）テロ対策資器材及び鑑定機器等の充実強化を図ること。 

（２）爆発物等テロの手段を封じ込める対策を強化すること。 

（３）テロ等重大事案への捜査能力の向上を図ること。 

（４）テロ対策の強化を図るための施設を建設すること。 

（５）水上からのテロ対策強化を図るための警備艇を導入すること。 
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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・原子力規制庁・厚生労働省） 

                       （都所管局 総務局・福祉保健局）       

 

＜現状・課題＞ 

世界の各地でテロが頻発しており、日本もテロリストから名指しされている状

況にある。さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控え、

テロへの対処を重視して、平成２７年３月に東京都国民保護計画の変更を行って

いるが、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 
 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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テロ災害すべてに対応 

・災害現場での指導助言 

・患者を収容し専門治療 
 

・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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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（千葉県稲毛区） 

・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：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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２ サイバー攻撃対策の強化 

（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いるところ、

我が国の政治・経済・社会の機能が集中する首都東京でサイバーテロ等が発生し

た場合は、都民、国民の生活や社会経済活動だけでなく、国の治安、安全保障に

も重大な支障を及ぼすおそれがある。 

２０２０年には「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」が予定

されており、大規模な国際スポーツ大会は、国際テロ組織やテロを実行する者に

とって格好の攻撃対象であること、２０１２年のロンドンオリンピックでは現に

サイバー攻撃が実行されたことを踏まえると、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、被害の発生と拡大を防止する、③サイバー攻撃事案の捜査及び攻撃

者・手口に係る実態解明を推進するといった総合的な取組を強化することが、喫

緊の重要課題となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）重要インフラ事業者等で構成されるサイバーテロ対策協議会を開催し、民

間有識者による講演、参加事業者間の意見交換や情報共有等を行うこと。 

（２）サイバー攻撃の発生を想定した官民共同の訓練を実施（外部委託）し、実

機を使用した事案対処等を行うことで緊急対処能力を高めるほか、サイバー

攻撃に関する啓発ポスターやリーフレットの作成、配布等により、広く都民、

国民、事業者に注意喚起を行うこと。 

(１)サイバーテロ対策協議会を開催し、必要な情報を共有すること。 

(２)サイバー攻撃の発生を想定した官民共同訓練の実施による緊急

対処能力の向上やサイバー攻撃に関する広報啓発活動を行うこ

と。 

(３)情報セキュリティ事業者等の知見を活用すること。 

(４)サイバー攻撃対策に従事する捜査員の能力向上や情報収集を行

うこと。 

(５)サイバー攻撃対策に関する装備資機材の充実強化を図ること。 
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（３）情報セキュリティ事業者等の優れた知見をサイバー攻撃の事案対処に活用

すること。 

（４）情報セキュリティに関する専門的研修の実施（外部委託）や、海外等で開

催される専門的研修等への捜査員の派遣を通じて、サイバー攻撃対策に従事

する捜査員の能力向上や情報収集を行うこと。 

（５） サイバー攻撃の実態解明のために必要な装備資機材の充実強化を図ること。 
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１ 治安対策の充実・強化 

 （提案要求先 警察庁）      

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２７年中の都内における刑法犯の認知件数は、１４万８，１８２件と平成１５年か

ら１３年連続で減少し、戦後最悪を記録した平成１４年に比べ約５０％減少しており、各

種取組の成果が着実に現れているとも言える。 

 しかしながら、昨年１１月に発表された「都民生活に関する世論調査」の都政への要望

の中では、高齢者対策に次いで「治安対策」が挙げられており、その割合は約半数を占め

ている。これは、未だ撲滅に至らない振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺、ストーカー

・ＤＶに起因する凶悪犯罪及び深刻な社会問題となっている危険ドラッグ等により、都民

が治安の回復を十分に実感できる状況にはないことを意味している。 

 このような状況の下、警視庁では、刻々と変化するサイバー犯罪への対策、国際テロ対

策等、新たな脅威への対応が求められる一方、個々の犯罪一つ一つが悪質化、巧妙化、潜

在化するなどして、負担は質的にも増大している。  

特に警視庁は、国会、官邸等をはじめ、官公庁が集中しているなど、首都警察としての

特殊性から、潜在的に他の道府県とは比較できない膨大な警察事象を抱えている中、東日

本大震災に際しては、発災当日から警察官を被災地に派遣し、これまでに延べ２３万人を

超える職員を派遣するなど、日本警察の中核として日本全体の治安維持にあたる責務も担

っている。 

 

現行の警察法施行令(第３条第４項)の定めでは、首都警察の任務遂行に関する特殊事情

を参酌し、国が所要額の一部を補助することとなっていることから、超過勤務手当の補助

として昭和４４年度から昭和５４年度までは１０億円、５５年度以降現在までは１５億円

が交付されているところであるが、近年、我が国に対するテロ攻撃の脅威の高まりや東京

を取り巻く社会情勢の変化等により首都警察としての業務負担が著しく増大している。 

 

 また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催が決定し、大会成功に向け、

治安責任を果たす必要があるというだけでなく、大会前後の治安環境の変化を見据えた諸

対策も進めていかなければならない。 

 警視庁には、平成２７年度に７１名、平成２８年度に８３名の地方警察官の増員が行わ

れるなど、人的基盤の強化を図っているところではあるが、一段と厳しい治安情勢の中、

多岐にわたる警察活動を効果的に推進し、「世界一安全な都市、東京」を実現するために

は、更なる人的基盤の強化が必要である。 

 

３ 総合的な治安対策の充実・強化 

（１）首都警察特別補助金を増額すること。 

（２）警察活動における人的基盤の強化を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）現行の１５億円から２５億円に増額すること。 

（２）「世界一安全な都市、東京」を実現するため、更なる人的基盤の強化を行うこと。 
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２ 暴力団の対立抗争事件等への警戒、取締りの強化 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

昨年８月、六代目山口組の一部傘下組織が離脱し、神戸山口組を結成して以降、

両団体の傘下組織構成員による傷害等の事件が都内を含む全国で発生しており、

他県下では、既に拳銃発砲事案も発生している。 

これらの情勢を踏まえ、当庁では、両団体傘下組織事務所等の関連箇所に対す

る警戒、視察を強化しているところ、今後も、都民、国民の安全確保と対立抗争

事件の発生防止に万全を期するため、防弾車及び視察対策車の配備が必要である。 

また、当庁では、「六代目山口組・神戸山口組対立抗争集中取締本部」を設置

し、対立抗争の早期防圧と両団体の弱体化、壊滅のため取締りを強化しているこ

とから、捜査活動に資する各種装備資器材の配備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

暴力団対立抗争に対する警戒及び取締り強化のための 

○ 防弾車 

○ 視察対策車 

○ 超小型カメラ等の捜査用資器材 

等の装備資器材の充実強化を図ること。 

対立抗争事件等への警戒、捜査活動に資する装備資器材を充実強

化すること。 
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３ 危険ドラッグ撲滅に向けた対策の強化 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 危険ドラッグは、「お香」、「合法ハーブ」、「アロマリキッド」等と称して

販売されており、使用者の多くは、その違法性・危険性に対する認識が希薄である。 

そのため、危険ドラッグの危険性等を周知させる広報啓発活動を推進していか

なければならない。当庁においては、街頭キャンペーンをはじめ、ラジオ放送、

広報用ＤＶＤの制作、電車や街頭設置の大型モニターを活用した広報等を実施し

ているところであるが、国においても危険ドラッグ撲滅に向けて広報啓発活動を

強化する必要がある。 

また、危険ドラッグの流通形態については、以前は販売店舗において公然と販

売されていたものの、当庁をはじめ関係行政機関等の取組により、昨年７月末ま

でに、都内の販売店舗の全てを廃業に追い込むことができた。今後は、インター

ネット、デリバリーによる販売等に移行するなど、警察等による取締りを警戒し、

販売方法が巧妙・潜在化することが懸念される。 

そのため、危険ドラッグに係る犯罪を立証するための証拠収集が困難な状況に

なっていることから、携帯型薬物分析機、隠匿撮影用超小型カメラ等の装備資器

材の充実を図り、採証活動を強化する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ラジオ・テレビ放送等広域かつ不特定多数が視聴するメディアを活用する

など、国民が安易に危険ドラッグに手を出さないよう広報啓発活動の推進を

図ること。 

（２）危険ドラッグの取締りを徹底するため携帯型薬物分析機等の捜査用資器材 

の充実強化を図ること。 

（１）危険ドラッグ撲滅に向けた広報啓発活動を強化すること。 

（２）危険ドラッグの取締りに資する装備資器材を充実強化すること。 
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４ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う 

交通管制・交通規制対策 
（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

定周期式信号機の集中制御化とは、定周期式信号機を交通管制システムによる

信号制御に変更するものである。これにより、感知器で計測した交通状況に応じ

た信号制御や路線の系統化が図られ、無駄な待ち時間や停止回数が減少すること

となり、交通の円滑化及びそれに伴う事故防止効果が期待できる。 

 警視庁の信号制御方式であるストリーム制御は、車両感知器で計測・処理算出

した主道路と従道路の交通需要に応じて、各方向に必要な信号青時間を表示する

制御である。 

ストリーム制御の高度化とは、車両感知器で収集したデータから算出する渋滞

長の推定方法を改善（車両感知パルスデータから渋滞末尾を直接推定）及び信号

制御アルゴリズムを高度化（交通需要算出方法の改善、信号機を通過する際に赤

信号で生じる遅れ時間を交差点単位で最小化、隣接信号機の青開始時間差を需要

に応じて最適化）するもので、交通状況に応じて更に無駄のない信号青時間を表

示させることが可能となり、交通の円滑化及びそれに伴う事故防止効果が期待で

きる。 

光ビーコンは、車両感知情報の収集に加え、３メディア対応カーナビゲーショ

ン搭載車両との間で双方向通信を行う機能があり、旅行時間を直接算出すること

が可能であるとともに、車両に対して周辺の詳細な交通情報を提供するなど交通

管理上極めて有効な装置である。 

光ビーコンの整備拡大により、これまで情報収集できなかった区間の交通情報

の収集が可能になるとともに、詳細な交通情報の提供などにより、交通流の分散

による円滑化対策を図ることが可能となる。  

視覚障害者用音響式信号機とは、視覚障害者用の押ボタンまたは視覚障害者が

携帯する小型発信機からの要求を受け、横断歩道の両端に設置されたスピーカか

ら擬音等を鳴らして安全な横断タイミングを知らせるとともに横断する方向を誘

（１）定周期式信号機の集中制御化を図ること。 

（２）ストリーム制御の高度化を図ること。 

（３）光ビーコンの整備を図ること。 

（４）視覚障害者用音響式信号機の整備を図ること。 

（５）歩行者感応等制御の整備を図ること。 

（６）エスコートゾーン等の整備を図ること。 
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導するものである。 

 歩行者感応等制御とは、歩行者の横断する青信号の秒数を延長することで、安

全な横断を確保する目的で整備をする信号制御である。また、車両の円滑を考慮

し、バランスをより高める信号制御である。 

機能としては、歩行者信号が「青点滅」する前に歩行者が横断歩道を渡り切れ

ていない場合には、歩行者青信号を延長し、歩行者が横断歩道上に存在しない場

合には歩行者青信号を打ち切り、車両の青信号に振り分けることが可能な信号制

御である。 

エスコートゾーンとは、道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上

させるために横断歩道上に設置され、横断時に横断方向の手がかりとする突起体

の列のことである。なお、エスコートゾーンとともに、溶融式塗装による横断歩

道（高輝度）の整備も行っている。 

 いずれも、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、安全・

円滑な交通確保に必要な交通管制・交通規制対策であり、また、障害の有無にか

かわらず全ての人々が参加しやすい大会となるように、アクセシビリティガイド

ラインに基づき、設定されるアクセシブルルートにおいて整備を行うことで、ハ

ード面のバリアフリーや心のバリアフリーを推し進め、2020 年の先に、全ての人

に優しい街・東京を実現するユニバーサルデザインのまちづくりを促していくも

のである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

定周期式信号機の集中制御化・ストリーム制御の高度化・光ビーコンの整備・

視覚障害者用音響式信号機の整備・歩行者感応等制御の整備・エスコートゾーン

等の整備は、いずれも交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則第１

条第１項第１号から第４号までの各号に規定する指定道路特定事業としての補助

を受けて整備を実施しているところであるが、オリンピック会場候補地である、

お台場等の臨海地区は、道路法に基づかない港湾道路となっており、補助対象道

路となっていないことから、同地区を補助対象道路とすること。 
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５ 大規模災害対策の推進 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 警視庁は、平成２３年の東日本大震災、一昨年の広島県土砂災害や長野県御嶽

山噴火災害、昨年の関東・東北豪雨による洪水災害などに際し、部隊を派遣して

現場において災害活動を行ってきた。 

災害警備の適否は事前にどれだけ準備できるかにかかっており、実災害から得

られた経験も踏まえ、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会や切迫す

る首都直下地震等の大規模災害に対する備えを万全にするため、各種資器材の拡

充、訓練施設の整備など、大規模災害対策を強力に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都直下地震等の大規模災害に係る危機管理体制の強化に向け、災害救助用資

器材の高度化、災害対策用車両の拡充、災害訓練環境の整備を図り、災害対応能

力の向上を図ること。 

災害警備用資器材の充実強化、災害訓練環境の整備を図ること。 
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６ 特例施設占有者の権限拡大 

 （提案要求先 警察庁）      

（都 所 管 局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 近年、拾得物取扱量が急増し、平成２７年中は都内において約３７８万３千件という過

去最高の数字を記録するなど、拾得物取扱件数が増加し続けている状況である。 

 こうしたことから、遺失物業務にかかる事務の見直し等を実施していくことが当庁とし

ての喫緊の課題となっているが、とりわけ、施設占有者からの届出が全拾得物の約８割を

占めている現状であり、そのうち特例施設占有者（鉄道、バス及び航空等）が約６割を占

めている。 

特例施設占有者は、拾得物を自ら保管し、返還等ができることとされているが、ほとん

どの特例施設占有者は、これによらず警察署に提出している状況であり、自ら保管等する

よう働きかけているが実現されておらず、警察署の大きな負担となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

特例施設占有者に、遺失物法において拾得物の保管、返還等の一連の手続を原則義務付 

けるなどの制度改正を行うこと。 

特例施設占有者の権限を拡大すること。 
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７ 外国人犯罪対策の推進 

（１）不法就労対策の強化 
（提案要求先 法務省・厚生労働省） 

（都所管局 青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）偽装結婚、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し、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ばかりでなく、治安の悪化につながることから、不法

滞在者対策と併せて偽装滞在者対策の強化が必要である。 

（２） 偽装滞在者や不法滞在者の多くが不法就労を行っていると言われている。

こうした外国人を低廉な労働力として雇い入れ、不法就労を助長する悪質な

雇用主が存在することから、不法就労を防止し、適正な雇用を推進する必要

がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）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。 

（２）外国人雇用状況の届出を怠ることや虚偽の届出を防ぐため、関係機関が連

携して届出制度の周知、徹底を図ること。また、違反者に対しては、厳正に

対応するとともに、罰則の引上げや行政処分の導入など実効性のある対策を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

（１）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。 

（２）外国人雇用状況の届出が適正になされるよう、関係機関が連

携して実効性のある対策を行うこと。 
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（２）留学生を受け入れる教育機関への指導強化 

（提案要求先 法務省・外務省・文部科学省） 

（都所管局 青少年･治安対策本部・生活文化局・警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 留学生の中には、不法就労等、本来の入国目的から逸脱する者が依然として存

在し、留学生の所属する教育機関の中には、不法就労を助長していると疑われか

ねないものも存在する。 

 今後、国の「留学生３０万人計画」の推進に伴い、留学生が増加することも踏

まえ、今まで以上に留学生の適正な受入れ及び在籍管理を徹底する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）留学生として、その本来の目的に合致した生活基盤を有しているか否かを

確認するため、留学希望者に対する厳正かつ的確な事前調査を関係機関が連

携して行うこと。 

（２）出入国管理及び難民認定法（昭和２６年１０月４日政令第３１９号）に基

づき、留学生の在留管理を確実に行うとともに、留学生の所属する学校教育

法（昭和２２年３月３１日法律第２６号）に定めのある教育機関に対し、適

正な受入れ及び在籍管理を義務付ける実効性のある法律を整備すること。 

（３）学校教育法に定められていない日本語教育機関に対し、適正な受入れ及び

在籍管理を行うよう義務付け、国において指導監督できるよう法律を整備し

て、実態調査等を徹底すること。 

 

留学希望者に対する厳正かつ的確な事前調査を行うとともに、留

学生の所属する教育機関に対し、適正な受入れ及び在籍管理を義務

付ける法律を整備すること。 
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省庁別提案要求事項一覧参考 1

参考 1
省
庁
別
提
案

要
求
事
項
一
覧



省庁名 区分

国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全

災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進

災害対策 8 国土強靱化の推進

都市整備 20 国際競争力強化に資するまちづくりの推進

都市整備 26 公共事業推進のための行政代執行法の改正

都市整備 42 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進

都市整備 45 米軍基地対策の推進

都市整備 47 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 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策・暑熱対応の推進

生活・産業 6 統合型リゾート（ＩＲ）に必要な法整備等の確実な実施

生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化
生活・産業 19 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進【新規】

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

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 分権型社会の実現

行財政改革 8 上場インフラファンド市場の活性化に向けた税制面での環境整備

行財政改革 9 社会保障・税番号制度について

災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進

災害対策 2 帰宅困難者対策の推進

災害対策 4 災害医療体制の充実

災害対策 5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立

災害対策 6 大規模災害時における被災者の生活再建支援制度の在り方

都市整備 3 ヘリサインの整備推進

都市整備 11 ライフライン施設の耐震化などの推進

都市整備 21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり

都市整備 29 公共交通ネットワークの強化
都市整備 31 大規模水害対策の推進
都市整備 42 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進

福祉・保健・医療 5 障害者施策の推進

福祉・保健・医療 10 健康危機管理体制の充実

生活・産業 1 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造に資する国家戦略特区等の推進
生活・産業 3 地方消費生活行政の財源確保
生活・産業 4 文化政策の推進

生活・産業 6 統合型リゾート（IR）に必要な法整備等の確実な実施

生活・産業 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

生活・産業 9 中小企業者の円滑な資金調達の推進

生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善

生活・産業 12 ワーク・ライフ・バランスの推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

スポーツ・青少年・教育 4 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質の確保

都市整備 42 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 1 東京2020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

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 サイバー攻撃対策の強化

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 分権型社会の実現

行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進

行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保

行財政改革 3 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し

行財政改革 4 社会保障の充実など制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等

行財政改革 5 財政上の不合理な措置の是正

行財政改革 6 地方税収納金整理資金制度の創設

行財政改革 7 地方法人課税の分割基準の適正化

行財政改革 10 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体への財源措置

行財政改革 11 自動車関係税の充実確保【新規】

行財政改革 12 固定資産税制の改革【新規】

行財政改革 13 自治体情報セキュリティクラウドの整備について【新規】

災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 11 ライフライン施設の耐震化などの推進

都市整備 28 浄水場更新事業等に対する財政措置の強化・充実

都市整備 31 防災行政無線の安定運用に向けた電波法の改正【新規】

都市整備 36 道路・橋梁事業の推進

都市整備 42 ITSを活用した高度な交通対策の一層の推進

都市整備 43 都市高速鉄道整備の充実・強化

環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進

環境・エネルギー 5 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充

生活・産業 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化

生活・産業 16 情報通信網の整備促進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

事項名

省庁別提案要求事項一覧

総務省

内閣官房

内閣府

警察庁
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省庁名 区分 事項名

省庁別提案要求事項一覧

災害対策 7 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた消防体制の充実強化
都市整備 3 ヘリサインの整備推進

都市整備 6 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進

都市整備 25 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正

都市整備 36 道路・橋梁事業の推進
都市整備 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 47 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 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
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

国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全

都市整備 45 米軍基地対策の推進

都市整備 47 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
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 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 3 総合的な治安対策の充実・強化

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
行財政改革 4 社会保障の充実など制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等
行財政改革 5 財政上の不合理な措置の是正

行財政改革 10 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体への財源措置

行財政改革 11 自動車関係税の充実確保【新規】

災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 22 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
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 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 47 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 5 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 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 ベンチャー企業の支援の拡充
生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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
国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全

行財政改革 9 社会保障・税番号制度について

都市整備 3 ヘリサインの整備推進
都市整備 10 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充

環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 5 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 8 小笠原諸島世界自然遺産保全管理の推進

生活・産業 4 文化政策の推進
スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 子ども・子育て支援新制度施行後における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 8 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 9 いじめ問題等に対する取組の充実
スポーツ・青少年・教育 10 教育支援センター（適応指導教室）の機能強化等

治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化
災害対策 4 災害医療体制の充実
災害対策 5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充
都市整備 28 浄水場更新事業等に対する財政措置の強化・充実
都市整備 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 47 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 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進
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 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
生活・産業 12 ワーク・ライフ・バランスの推進
生活・産業 13 非正規労働者に対する支援の強化
生活・産業 14 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化
生活・産業 18 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

財務省

文部科学省

法務省

外務省

消防庁

厚生労働省
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省庁名 区分 事項名

省庁別提案要求事項一覧

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全
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 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 47 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 55 島しょ港湾等の整備促進

環境・エネルギー 8 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 廃棄物・リサイクル対策の拡充
環境・エネルギー 14 森林循環促進に向けた施策の拡充
環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進

生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 11 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 17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵犯及び違法操業への対応

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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
国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全

災害対策 5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
都市整備 11 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 36 道路・橋梁事業の推進
都市整備 42 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 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 9 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 11 微小粒子状物質(PM2.5) ･光化学オキシダント(Ox)対策の推進
環境・エネルギー 12 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 13 廃棄物・リサイクル対策の拡充

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 文化政策の推進
生活・産業 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 8 ベンチャー企業の支援の拡充
生活・産業 9 中小企業者の円滑な資金調達の推進
生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化
生活・産業 19 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進【新規】

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

地方分権改革 1 分権型社会の実現
国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全

災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 緊急地震速報の改善
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 ヘリサインの整備推進
都市整備 4 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 6 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進
都市整備 7 長周期地震動対策の推進
都市整備 8 鉄道施設の耐震化の推進
都市整備 9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充
都市整備 11 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 12 羽田空港の液状化対策の推進
都市整備 13 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 14 総合的な治水対策の推進
都市整備 15 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 16 東京港の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 17 水の有効利用の促進
都市整備 18 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 19 大都市圏における地籍調査の推進
都市整備 20 国際競争力強化に資するまちづくりの推進
都市整備 21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり
都市整備 22 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 23 不法係留船対策の推進
都市整備 24 大都市補正の適用地区拡大
都市整備 25 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 29 公共交通ネットワークの強化
都市整備 30 既存住宅ストックの活用促進
都市整備 31 大規模水害対策の推進
都市整備 33 外かく環状道路の早期完成
都市整備 34 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 35 国道等の整備推進
都市整備 36 道路・橋梁事業の推進
都市整備 37 交通結節点における施設整備助成の拡充
都市整備 38 交通バリアフリーの推進
都市整備 39 ホームドア等の整備促進
都市整備 40 連続立体交差事業の推進
都市整備 41 踏切対策推進のための制度の創設・拡充
都市整備 42 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進
都市整備 43 都市高速鉄道整備の充実・強化
都市整備 44 都市鉄道ネットワーク等の強化【新規】
都市整備 45 米軍基地対策の推進
都市整備 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 47 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 48 首都圏新空港の調査検討の推進
都市整備 49 小笠原諸島への航空路開設の推進

厚生労働省

農林水産省

国土交通省

経済産業省
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省庁名 区分 事項名

省庁別提案要求事項一覧

都市整備 50 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 51 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進
都市整備 52 魅力的な水辺空間の創造に対する支援の拡大
都市整備 53 震災にも強い東京港の機能強化
都市整備 54 民有港湾施設の適切な維持管理の推進
都市整備 55 島しょ港湾等の整備促進
都市整備 56 東京港の新海面処分場の財源確保

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策・暑熱対応の推進
環境・エネルギー 4 自転車シェアリングの普及促進
環境・エネルギー 5 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 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 8 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 9 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 道路環境対策の推進
環境・エネルギー 11 微小粒子状物質(PM2.5) ･光化学オキシダント(Ox)対策の推進
環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進

生活・産業 4 文化政策の推進
生活・産業 5 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵犯及び違法操業への対応
生活・産業 20 安全・安心な旅行業務の推進【新規】

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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
国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全

都市整備 43 都市高速鉄道整備の充実・強化
都市整備 49 小笠原諸島への航空路開設の推進

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策・暑熱対応の推進
環境・エネルギー 4 自転車シェアリングの普及促進
環境・エネルギー 5 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 8 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 9 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 11 微小粒子状物質(PM2.5) ･光化学オキシダント(Ox)対策の推進
環境・エネルギー 12 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 13 廃棄物・リサイクル対策の拡充
環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進

生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
都市整備 45 米軍基地対策の推進
都市整備 47 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
生活・産業 17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵犯及び違法操業への対応

環境省

防衛省

国土交通省
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局名 区分                                          事項名
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
都市整備 2 首都移転の白紙撤回

環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進
生活・産業 1 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造に資する国家戦略特区等の推進
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 5 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化
都市整備 42 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 1 東京2020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 3 総合的な治安対策の充実・強化
地方分権改革 1 分権型社会の実現

国境離島の維持・保全 1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離島の維持・保全
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
行財政改革 3 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し
行財政改革 6 地方税収納金整理資金制度の創設
行財政改革 9 社会保障・税番号制度について
行財政改革 10 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体への財源措置
行財政改革 13 自治体情報セキュリティクラウドの整備について【新規】
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 緊急地震速報の改善
災害対策 5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
災害対策 8 国土強靱化の推進
都市整備 3 ヘリサインの整備推進
都市整備 11 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 12 羽田空港の液状化対策の推進
都市整備 31 大規模水害対策の推進
都市整備 32 防災行政無線の安定運用に向けた電波法の改正【新規】
都市整備 49 小笠原諸島への航空路開設の推進
生活・産業 16 情報通信網の整備促進
生活・産業 17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵犯及び違法操業への対応

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 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 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
行財政改革 3 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見直し
行財政改革 4 社会保障の充実など制度創設及び見直しに伴う国の責任による確実な財源の確保等
行財政改革 5 財政上の不合理な措置の是正
行財政改革 6 地方税収納金整理資金制度の創設
行財政改革 10 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体への財源措置
行財政改革 11 自動車関係税の充実確保【新規】
都市整備 26 公共事業推進のための行政代執行法の改正

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
行財政改革 2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び代替財源の確保
行財政改革 5 財政上の不合理な措置の是正
行財政改革 6 地方税収納金整理資金制度の創設
行財政改革 7 地方法人課税の分割基準の適正化
行財政改革 11 自動車関係税の充実確保【新規】
行財政改革 12 固定資産税制の改革【新規】
行財政改革 9 社会保障・税番号制度について
都市整備 10 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充
生活・産業 3 地方消費生活行政の財源確保
生活・産業 4 文化政策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 4 子ども・子育て支援新制度施行後における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

治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 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 4 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
都市整備 6 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進

所管局別提案要求事項一覧

政策企画局

青少年･治安
対策本部

総務局

財務局

都市整備局

オリンピック・パラリ
ンピック準備局

主税局

生活文化局
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局名 区分                                          事項名

所管局別提案要求事項一覧

都市整備 7 長周期地震動対策の推進
都市整備 8 鉄道施設の耐震化の推進
都市整備 12 羽田空港の液状化対策の推進
都市整備 14 総合的な治水対策の推進
都市整備 15 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 17 水の有効利用の促進
都市整備 18 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 19 大都市圏における地籍調査の推進
都市整備 20 国際競争力強化に資するまちづくりの推進
都市整備 21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組みづくり
都市整備 25 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 29 公共交通ネットワークの強化
都市整備 30 既存住宅ストックの活用促進
都市整備 33 外かく環状道路の早期完成
都市整備 34 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 35 国道等の整備推進
都市整備 36 道路・橋梁事業の推進
都市整備 37 交通結節点における施設整備助成の拡充
都市整備 38 交通バリアフリーの推進
都市整備 39 ホームドア等の整備促進
都市整備 40 連続立体交差事業の推進
都市整備 41 踏切対策推進のための制度の創設・拡充
都市整備 44 都市鉄道ネットワーク等の強化【新規】
都市整備 45 米軍基地対策の推進
都市整備 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 47 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進
都市整備 48 首都圏新空港の調査検討の推進

環境・エネルギー 5 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 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進

生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 49 小笠原諸島への航空路開設の推進
環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
環境・エネルギー 2 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 3 ヒートアイランド対策・暑熱対応の推進
環境・エネルギー 4 自転車シェアリングの普及促進
環境・エネルギー 5 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 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 8 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 9 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 11 微小粒子状物質(ＰＭ2.5) ･光化学オキシダント(Ｏｘ)対策の推進
環境・エネルギー 12 市街地土壌汚染対策の推進
環境・エネルギー 13 廃棄物・リサイクル対策の拡充
環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進

生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
災害対策 4 災害医療体制の充実
災害対策 5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
災害対策 6 大規模災害時における被災者の生活再建支援制度の在り方
都市整備 9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充
都市整備 38 交通バリアフリーの推進

環境・エネルギー 9 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 1 東京2020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

環境局

福祉保健局

都市整備局
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局名 区分                                          事項名

所管局別提案要求事項一覧

災害対策 4 災害医療体制の充実
災害対策 5 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

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

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
環境・エネルギー 14 森林循環促進に向けた施策の拡充

生活・産業 5 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 6 統合型リゾート（ＩＲ）に必要な法整備等の確実な実施
生活・産業 7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 8 ベンチャー企業の支援の拡充
生活・産業 9 中小企業者の円滑な資金調達の推進
生活・産業 10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 11 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 12 ワーク・ライフ・バランスの推進
生活・産業 13 非正規労働者に対する支援の強化
生活・産業 14 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵犯及び違法操業への対応
生活・産業 18 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実
生活・産業 19 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進【新規】
生活・産業 20 安全・安心な旅行業務の推進【新規】

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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

地方分権改革 1 分権型社会の実現
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 4 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 11 ライフライン施設の耐震化などの推進
都市整備 14 総合的な治水対策の推進
都市整備 15 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 18 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 22 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 23 不法係留船対策の推進
都市整備 24 大都市補正の適用地区拡大
都市整備 25 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正
都市整備 26 公共事業推進のための行政代執行法の改正
都市整備 31 大規模水害対策の推進
都市整備 33 外かく環状道路の早期完成
都市整備 34 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 35 国道等の整備推進
都市整備 36 道路・橋梁事業の推進
都市整備 40 連続立体交差事業の推進
都市整備 41 踏切対策推進のための制度の創設・拡充

環境・エネルギー 6 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 7 都市再生推進のための国有財産の活用
環境・エネルギー 10 道路環境対策の推進
環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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 分権型社会の実現
都市整備 16 東京港の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 22 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 35 国道等の整備推進
都市整備 36 道路・橋梁事業の推進
都市整備 46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 49 小笠原諸島への航空路開設の推進
都市整備 50 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 51 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進
都市整備 52 魅力的な水辺空間の創造に対する支援の拡大
都市整備 53 震災にも強い東京港の機能強化
都市整備 54 民有港湾施設の適切な維持管理の推進
都市整備 55 島しょ港湾等の整備促進
都市整備 56 東京港の新海面処分場の財源確保

環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進
生活・産業 5 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 6 統合型リゾート（ＩＲ）に必要な法整備等の確実な実施

会計管理局 行財政改革 8 上場インフラファンド市場の活性化に向けた税制面での環境整備
都市整備 39 ホームドア等の整備促進
都市整備 43 都市高速鉄道整備の充実・強化

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進

港湾局

産業労働局

建設局

交通局

病院経営本部
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災害対策 5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立
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 28 浄水場更新事業等に対する財政措置の強化・充実

環境・エネルギー 1 都市エネルギー施策の推進
生活・産業 15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化
都市整備 13 下水道事業に対する交付制度の拡充
都市整備 14 総合的な治水対策の推進

環境・エネルギー 15 東京湾の水質改善対策の促進
スポーツ・青少年・教育 1 東京2020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
スポーツ・青少年・教育 7 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 8 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 9 いじめ問題等に対する取組の充実
スポーツ・青少年・教育 10 教育支援センター（適応指導教室）の機能強化等

都市整備 42 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 サイバー攻撃対策の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化
災害対策 7 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた消防体制の充実強化
都市整備 3 ヘリサインの整備推進

東京消防庁

教育庁

水道局

下水道局

警視庁
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区分 所管課

地
方
分
権
改
革

1 分権型社会の実現 【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
【1】財務省主計局主計官、主税局総務課
【2】内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）、地方分権改革推進室
　　 総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課
　　 財務省主計局主計官、主税局総務課
【3】内閣府政策統括官（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
【3】財務省主計局主計官
【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
【4】国道・防災課

国
境
離
島
の

維
持
・
保
全

1 海洋国家としての我が国の地位を堅持するための国境離
島の維持・保全

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資源・燃料部鉱物資源課
国土交通省河川局海岸室、港湾局海洋・環境課
環境省自然環境局自然環境計画課、自然環境局野生生物課、水・大気環境局水環境課

1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向け
た改革の推進

総務省自治税務局都道府県税課
財務省主税局総務課

2 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対応及び
代替財源の確保

総務省自治税務局都道府県税課
財務省主税局総務課

3 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱いの見 総務省自治財政局財政課、自治行政局行政課
4 社会保障の充実など制度創設及び見直しに伴う国の責

任による確実な財源の確保等
総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課
財務省主計局主計官

5 財政上の不合理な措置の是正 【(1)①】総務省自治財政局交付税課、自治税務局企画課
【(1)①】財務省主税局総務課
【(1)②】総務省自治財政局財政課、調整課
【(1)②,(2)】財務省主計局主計官
【(2)】総務省自治税務局固定資産税課

6 地方税収納金整理資金制度の創設 総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課
7 地方法人課税の分割基準の適正化 総務省自治税務局都道府県税課
8 上場インフラファンド市場の活性化に向けた税制面での

環境整備
内閣府金融庁総務企画局市場課市場企画室

9 社会保障・税番号制度について 内閣府大臣官房番号制度担当室
文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室

10 「ふるさと納税ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体へ
の財源措置

総務省自治財政局財政課、調整課、交付税課
財務省主計局主計官

11 自動車関係税の充実確保【新規】 総務省自治税務局企画課、自治税務局都道府県税課
財務省主税局税制第二課

12 固定資産税制の改革【新規】 総務省自治税務局固定資産税課
13 自治体情報セキュリティクラウドの整備について【新規】 総務省自治行政局地域力創造グループ地域情報政策室
1 首都直下地震対策の具体的な推進 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理）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（調査・企画担当）
国土交通省国土政策局総合計画課

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
国土交通省住宅局市街地建築課
国土交通省鉄道局鉄道事業課鉄道サービス政策室

3 緊急地震速報の改善 国土交通省気象庁地震火山部管理課
4 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）

厚生労働省医政局地域医療計画課
5 災害時における安定的な燃料供給体制の確立 【1】内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）

【1】経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
【2】厚生労働省医政局地域医療計画課
【3】経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課

6 大規模災害時における被災者の生活再建支援制度の在
り方 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）

7 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた消
防体制の充実強化

【1】消防庁　消防・救急課、国民保護・防災部防災課広域応援室
【2】消防庁　消防・救急課、救急企画室、予防課特殊災害室
【3】消防庁　救急企画室

8 国土強靱化の推進 内閣官房国土強靭化推進室
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

政策課、水資源計画課
2 首都移転の白紙撤回 国土交通省国土政策局総合計画課
3 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）

消防庁国民保護・防災部防災課、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
国土交通省水管理・国土保全局防災課

4 木造住宅密集地域の整備促進 【1(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市安全課 、市街地整備課、道路局企画課
【1(2)】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【2】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
【3】国土交通省住宅局住宅総合整備課、建築指導課建築物防災対策室
【3】市街地建築課市街地住宅整備室

5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 国土交通省住宅局住宅総合整備課、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

6 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストッ
クの形成促進

法務省民事局参事官室
国土交通省住宅局市街地建築課

7 長周期地震動対策の推進 国土交通省住宅局建築指導課
8 鉄道施設の耐震化の推進 国土交通省  鉄道局  施設課
9 病院等の耐震化対策に係る補助制度の拡充 厚生労働省医政局地域医療計画課、社会・援護局福祉基盤課、国土交通省住宅局市街地建築

課
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提案要求先省庁所管課一覧
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10 私立学校の耐震化対策に係る助成の拡充 文部科学省初等中等教育局幼児教育課
文部科学省高等教育局私学部私学助成課
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

11 ライフライン施設の耐震化などの推進 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
国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課

12 羽田空港の液状化対策の推進 国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課
13 下水道事業に対する交付制度の拡充 【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
14 総合的な治水対策の推進 【1】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、河川環境課、治水課

【1】砂防部砂防計画課、砂防部保全課、砂防部保全課海岸室
【2】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、下水道部下水道事業課
【3】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
【4】国土交通省水管理・国土保全局総務課、砂防部砂防計画課、砂防部保全課
【5,6】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川環境課
【7】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
【8】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、砂防部保全課海岸室
【9】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川環境課、治水課

15 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進 国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、治水課、都市局市街地整備課
16 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 国土交通省港湾局海岸･防災課
17 水の有効利用の促進 国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課、水資源計画課
18 市街地の開発に係る諸事業の推進 【1】国土交通省都市局市街地整備課

【2】国土交通省都市局市街地整備課、住宅局市街地建築課
【3】国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
【4】国土交通省都市局街路交通施設課、まちづくり推進課

19 大都市圏における地籍調査の推進 国土交通省　土地・建設産業局　地籍整備課
20 国際競争力強化に資するまちづくりの推進 内閣官房地域活性化統合事務局

国土交通省都市局まちづくり推進課、都市計画課、市街地整備課、住宅局市街地建築課
21 東京における一体的な都市づくりの推進のための仕組み

づくり
内閣府地方分権改革推進室
国土交通省都市局都市計画課、公園緑地・景観課

22 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及
び海上公園の整備

財務省理財局国有財産業務課
国土交通省都市局公園緑地・景観課
国土交通省港湾局計画課、海洋・環境課

23 不法係留船対策の推進 国土交通省水管理・国土保全局水政課
24 大都市補正の適用地区拡大 国土交通省大臣官房技術調査課
25 公共用地取得に係る租税特別措置法等の改正 【1】法務省民事局参事官、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
【2～3】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課

26 公共事業推進のための行政代執行法の改正 総務省自治財政局財政課、自治税務局企画課
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、国土交通省都市局都市計画課

公園緑地・景観課
28 浄水場更新事業等に対する財政措置の強化・充実 総務省自治財政局公営企業課、公営企業経営室

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課
29 公共交通ネットワークの強化 国土交通省都市局街路交通施設課、 自動車局総務課企画室

総合政策局公共交通政策部交通支援課
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）

30 既存住宅ストックの活用促進 【1】国土交通省住宅局住宅生産課
【2】国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室

31 大規模水害対策の推進 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官
国土交通省水管理・国土保全局河川計画課、治水課、河川環境課

32 防災行政無線の安定運用に向けた電波法の改正【新規】 総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課
33 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

都市計画課、市街地整備課
34 高速道路網の整備推進及び有効活用等 【1(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市計画課、都市政策課

【1(1)】道路局総務課高速道路経営管理室、高速道路課、企画課、道路経済調査室
【1(1)】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
【1(3)～(4)】国土交通省都市局都市政策課、道路局高速道路課、企画課
【2】国土交通省都市局都市政策課、道路局高速道路課、企画課、環境安全課
【2】道路交通管理課ITS推進室
【3】国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室、総務課道路政策企画室、高速道路課
【3】企画課

35 国道等の整備推進 【1】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、都市局市街地整備課
【2】国土交通省港湾局計画課

36 道路・橋梁事業の推進 【1】総務省自治税務局企画課
【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
【1】街路交通施設課、道路局企画課、国道・防災課、環境安全課
【2】総務省総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課
     経済産業省資源エネルギー庁電力基盤整備課
     国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【3,4】国土交通省道路局環境安全課
【5】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【6～8】国土交通省道路局環境安全課
【9～10】国土交通省港湾局計画課
【11】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課

37 交通結節点における施設整備助成の拡充 国土交通省　鉄道局　都市鉄道政策課、都市局街路交通施設課
38 交通バリアフリーの推進 国土交通省総合政策局安心生活政策課、交通支援課、鉄道局都市鉄道政策課、観光庁外客受

入参事官室
39 ホームドア等の整備促進 国土交通省鉄道局都市鉄道政策課、総合政策局公共交通政策部交通支援課、観光庁外客受

入参事官室
40 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

【(2)】国土交通省都市局市街地整備課、街路交通施設課、道路局企画課
41 踏切対策推進のための制度の創設・拡充 国土交通省道路局路政課、都市局街路交通施設課、鉄道局都市鉄道政策課、施設課

都
市
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42 ＩＴＳを活用した高度な交通対策の一層の推進 内閣官房内閣参事官情報通信技術（ＩＴ）担当付
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付、参事官（国家基盤技術グループ）付
警察庁長官官房参事官（高度道路交通政策担当）付
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
国土交通省道路局ＩＴＳ推進室、自動車局技術政策課

43 都市高速鉄道整備の充実・強化
【1】国土交通省鉄道局都市鉄道政策課
【2】総務省自治財政局公営企業課公営企業経営室
【3】国土交通省鉄道局都市鉄道政策課、環境省地球環境局地球温暖化対策課

44 都市鉄道ネットワーク等の強化【新規】 国土交通省鉄道局都市鉄道政策課、都市局街路交通施設課
45 米軍基地対策の推進 【1】外務省北米局日米安全保障条約課

【1】防衛省地方協力局地方協力企画課
【2】内閣官房国家安全保障局
【2】外務省北米局日米安全保障条約課
【2】国土交通省航空局総務課、航空戦略課、航空ネットワーク部ネットワーク企画課
【2】航空事業課、環境・地域振興課、首都圏空港課、空港施設課、交通管制部交通管制企画課
【2】管制課、道路局
【2】防衛省防衛政策局日米防衛協力課
【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
【3】防衛省地方協力局地方協力企画課

46 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 【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・生活衛生局生活衛生・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
【1】航空事業課、首都圏空港課、空港施設課、環境・地域振興課
【1】交通管制部交通管制企画課、管制課、港湾局計画課
【2,3】国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港施設課

47 首都圏におけるビジネス航空受入れの推進 内閣官房国家安全保障局
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・生活衛生局生活衛生・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
防衛省防衛政策局日米防衛協力課、地方協力局地方協力企画課

48 首都圏新空港の調査検討の推進 国土交通省航空局総務課、航空ネットワーク部空港施設課
49 小笠原諸島への航空路開設の推進 国土交通省航空局航空ネットワーク部空港施設課、国土政策局特別地域振興官

環境省自然環境局国立公園課
50 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進 国土交通省港湾局計画課
51 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進 国土交通省港湾局計画課
52 魅力的な水辺空間の創造に対する支援の拡大 国土交通省港湾局計画課、海洋・環境課
53 震災にも強い東京港の機能強化 国土交通省港湾局計画課、海岸・防災課
54 民有港湾施設の適切な維持管理の推進 国土交通省港湾局海岸･防災課、技術企画課
55 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、防災漁村課

国土交通省国土政策局離島振興課、港湾局計画課、海岸・防災課
56 東京港の新海面処分場の財源確保 国土交通省港湾局計画課、海洋・環境課
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1 都市エネルギー施策の推進

【1(1)(2)】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室
【1(1)(2)(3)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
【1(1)(2)(3)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部再生可能エネルギー
推進室
【1（4)(5)】内閣官房総合海洋政策本部事務局
【1（4)(5)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
【(6)】経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
       環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(1)～(7)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部燃料電池推進室
【2(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(3)】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課
【2(4)】国土交通省自動車局環境政策課
【2(5),(6)】経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ高圧ガス保安室
【3(1)(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室
【3(1)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【3(2)】経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課
【3(5)】経済産業省商務情報政策局情報経済課
【3(6)】経済産業省商務情報政策局情報通信機器課
【3(7)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【3(8)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課、電力市場整備室
【3(9)】経済産業省商務情報政策局電力安全課
【3(10)】厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
【3(10)】経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
【3(10)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【3(10)】国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課
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2 気候変動対策の推進

【1(1)ア、イ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)ウ】環境省地球環境局地球温暖化対策課、経済産業省産業技術環境局環境政策課
【1(1)エ】経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合政策課
【1(1)エ】省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【(1)オ】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)オ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)カ】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(1)カ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)キ】経済産業省　商務情報政策局　製品安全課
【1(1)ク】環境省地球環境局地球温暖化対策課、経済産業省産業技術環境局環境政策課
【1(1)ケ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)ケ】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【1(2)】総務省自治税務局企画課
【1(2)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(1)～(5)】国土交通省住宅局住宅生産課、経済産業省資源エネルギー庁
【2(1)～(5)】省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【2(1)～(5)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(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(6)】国土交通省住宅局住宅生産課
【2(7)】国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課
【2(7)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(8)】環境省地球環境局地球温暖化対策課、経済産業省産業技術環境局環境政策課
【2(8)】文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課、厚生労働省医政局医療経営支援課
【2(8)】国立病院機構管理室
【3(6)以外】経済産業省製造産業局自動車課
【3(6)以外】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
【3(6)以外】省エネルギー対策課
【3(6)以外】国土交通省自動車局環境政策課
【3(6)以外】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課
【3(6)以外】地球環境局地球温暖化対策課
【3(6)】国土交通省都市局街路交通施設課

3 ヒートアイランド対策・暑熱対応の推進 【(1)(2)】内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
【(1)(2)】環境省水・大気環境局大気生活環境室
【(1)(2)】国土交通省総合政策局環境政策課

4 自転車シェアリングの普及促進 【(1)(2)】国土交通省都市局街路交通施策課、環境省環境政策局総務課

5 緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充 【(1),(5)】総務省自治税務局固定資産税課
【(1),(2),(3),(4)】財務省主税局税制第一課
【(1),(2),(3),(5)】国土交通省都市局公園緑地・景観課
【(5)】環境省自然環境局野生生物課（鳥獣保護業務室）
【(6)】国土交通省都市局
【(6)】文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課

6 公園整備事業等の推進 【1，2】国土交通省都市局公園緑地・景観課
7 都市再生推進のための国有財産の活用 【１】財務局理財局国有財産業務課、国土交通省都市局公園緑地・景観課

【2】財務省理財局国有財産業務課
【2】国土交通省都市局公園緑地・景観課

8 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
【(4)】国土交通省国土政策局特別地域振興官

9 自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化 【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
【1】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課
【2】国土交通省自動車局環境政策課
【2】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課、総合環境政策局環境経済課
【3】環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課、水・大気環境局総務課
【4】環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課

10 道路環境対策の推進 国土交通省道路局企画課、国道・防災課、環境安全課
11 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)①,②,⑩】環境省水・大気環境局大気環境課
【(2)③,④,⑨】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)⑤⑥】経済産業省産業技術環境局環境指導室
　　　　　　環境省総合環境政策局環境経済課、水・大気環境局大気環境課
【(2)⑦】国土交通省大臣官房技術調査課
【(2)⑧】国土交通省大臣官房技術調査課
　　　　 経済産業省産業技術環境局環境指導室
【(3),(4)①】環境省水・大気環境局大気環境課
【(4)②】国土交通省港湾局海洋・環境課
【(4)②】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課

12 市街地土壌汚染対策の推進 【(1),(2),(3)】環境省水・大気環境局土壌環境課
【(４)】経済産業省産業技術環境局環境指導室、環境省水・大気環境局土壌環境課

13 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
　　　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
【(1)】総合環境政策局環境保健部環境安全課
【(2)】経済産業省産業技術環境局環境政策課
　　　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
【(3)】農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
　　　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
【(4)】経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
　　　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
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14 森林循環促進に向けた施策の拡充
【(1)】農林水産省林野庁森林整備部森林利用課
　　　農林水産省林野庁森林整備部整備課（造林間伐対策室）
【(2)】農林水産省林野庁森林整備部整備課
【(3)】農林水産省林野庁林政部木材利用課
　　　農林水産省林野庁林政部木材産業課
【(4)】農林水産省林野庁森林整備部計画課

15 東京湾の水質改善対策の促進

農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課
国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官、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

1 少子社会対策の推進 【1】内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）
【1】厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、保育課
【2】内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）
【2】厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
【2】財務省理財局国有財産企画課

2 特別な支援を要する子供と家庭に係る施策の充実 【1】厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、虐待防止対策推進室、家庭福祉課
【2】厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、虐待防止対策推進室
【3】厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

3 高齢社会対策の推進 【１(1)】厚生労働省老健局老人保健課
【１(2)】厚生労働省老健局介護保険計画課、老人保健課、高齢者支援課
【１(3)】厚生労働省老健局老人保健課、振興課
【2】厚生労働省老健局振興課
【3】厚生労働省老健局老人保健課
【4】厚生労働省老健局認知症施策推進室
【5】厚生労働省老健局振興課、高齢者支援課
【6(1)】厚生労働省老健局高齢者支援課
【6(2)】厚生労働省老健局高齢者支援課、財務省理財局国有財産企画課
【7】厚生労働省老健局老人保健課

4 医療保険制度の改革等 【１(1)】厚生労働省保険局国民健康保険課
【１(2),(3)】厚生労働省保険局高齢者医療課

5 障害者施策の推進 【1(1)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【1(2)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【1(3)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
【1(4)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【1(5)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、精神・障害保健課
【1(6)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室
【1(7)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【1(8),(9)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【1(8),(9)】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付障害者施策担当
【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
【2(2)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【3(1)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【3(2)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室
【3(3)～(11)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【3(12)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室
【3(13)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害児・発達障害者支援室
【3(14)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【4】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
【5(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心の健康支援室
【5(5),(6)】厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

6 生活・雇用に関するセーフティネットの強化 厚生労働省社会・援護局地域福祉課、地域福祉課生活困窮者自立支援室
職業安定局就労支援室

7 保健医療施策の推進 【1】厚生労働省医政局総務課、地域医療計画課、医事課、医事課医師臨床研修推進室
【1】保険局医療課、健康局健康課公衆衛生医師確保推進室
【2】厚生労働省医政局看護課
【3,4,5】厚生労働省医政局総務課、地域医療計画課、医事課、保険局医療課
【6】厚生労働省医政局地域医療計画課、歯科保健課
【7(1),(3),(4)】厚生労働省健康局がん・疾病対策課
【7(2)】厚生労働省健康局がん・疾病対策課、保険局医療課
【8～12】厚生労働省医政局地域医療計画課、保険局医療課
【13】厚生労働省健康局難病対策課
【14】厚生労働省健康局健康課

8 ウイルス肝炎対策の強化 厚生労働省健康局がん・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】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
【2】厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局血液対策課

10 健康危機管理体制の充実 【1】厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課
【1】内閣府消費者庁食品表示企画課
【2】厚生労働省健康局結核感染症課
【3】厚生労働省健康局結核感染症課、健康課
【4】厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

11 放射能による健康影響に係る検査体制等の整備 【1】厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課
【2】厚生労働省健康局総務課
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区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

1 日本の成長を支える経済都市「東京」の創造に資する国
家戦略特区等の推進

内閣府地方創生推進事務局

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
策課
社会・援護局福祉基盤課
経済産業省通商政策局アジア大洋州課

3 地方消費生活行政の財源確保 内閣府消費者庁消費者教育・地方協力課
4 文化政策の推進 内閣府知的財産戦略推進事務局

文部科学省文化庁長官官房政策課
経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課）
国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課

5 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
国土交通省観光庁観光戦略課
国土交通省観光庁参事官室（国際会議等担当）

6 統合型リゾート（ＩＲ）に必要な法整備等の確実な実施 内閣官房、内閣府
7 外国人旅行者の受入環境整備の拡充 【(1)】法務省入国管理局総務課

【(1)】外務省領事局外国人課
【(1)】国土交通省観光庁国際観光課外客誘致室
【(3)】総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
【(3)】総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課
【(4)】内閣府金融庁監督局銀行第一課
【(4)】経済産業省商務情報政策局商取引・消費経済政策課
【(5)】国土交通省観光庁観光戦略課
【(6)】国土交通省自動車局旅客課、鉄道局鉄道事業課鉄道サービス政策室
【(2)、(3)、(4)、(6)、(7)】国土交通省観光庁参事官（外客受入担当）
【(8)】国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課

8 ベンチャー企業の支援の拡充 財務省大臣官房地方課
経済産業省経済産業政策局新規産業室
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課

9 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
経済産業省経済産業政策局産業資金課

10 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善 【全体】内閣府地方創生推進室
【①】財務省主税局税制第一課
　　　農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）
　　　国土交通省都市局都市計画課
【②】財務省主税局税制第一課
【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）
　　　国土交通省都市局都市計画課
【④】財務省主税局税制第一課
　　　農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）
　　　国土交通省都市局公園緑地・景観課
　　　環境省自然環境局自然環境計画課

11 ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイルス）の緊急防除 農林水産省消費・安全局植物防疫課
12 ワーク・ライフ・バランスの推進 【（1）,（２）】内閣府男女共同参画局推進課

【（1）,（２）】厚生労働省東京労働局雇用環境・均等部
13 非正規労働者に対する支援の強化

【(1)】厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課
【(2)】厚生労働省職業安定局雇用保険課
【(3)】厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課
【(3)】労働基準局労働条件政策課

14 障害者の就業支援策の一層の充実 【（1）,（3）】厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
【（2）,（4）】厚生労働省職業能力開発局能力開発課

15 水道事業の国際展開の支援に向けた取組の強化 内閣官房副長官補付
総務省自治財政局公営企業課公営企業経営室、自治行政局地域政策課
外務省国際協力局開発協力総括課
厚生労働省医薬・生活衛生局水道課
経済産業省製造産業局国際プラント・インフラシステム・水ビジネス推進室

16 情報通信網の整備促進 総務省総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課、料金サービス課
17 伊豆・小笠原諸島周辺海域における中国漁船の領海侵

犯及び違法操業への対応
【(1)】農林水産省水産庁資源管理部管理課
　　　国土交通省海上保安庁警備救難部刑事課
　　　防衛省
【(2)】農林水産省水産庁資源管理部漁業調整課

18 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充
実

【(1)】厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課
【(2)】厚生労働省職業安定局首席職業指導官室

19 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進
【新規】

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
経済産業省商務情報政策局サービス政策課
経済産業省中小企業庁事業環境部取引課

20 安全・安心な旅行業務の推進【新規】 国土交通省観光庁観光産業課
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区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

1 東京2020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

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
警察庁生活安全局地域課、交通局交通規制課、警備局警備企画課、警備課
総務省大臣官房企画課、自治税務局企画課、情報通信国際戦略局技術政策課研究推進室
外務省大臣官房外務報道官・広報文化組織人物交流室
財務省大臣官房総合政策課政策推進室、主計局主計官、大臣官房地方課広報推進室
文部科学省スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課、政策課、健康スポーツ課、国際課
文部科学省文化庁長官官房政策課
文部科学省生涯学習政策局社会教育課
内閣府政策統括官（防災担当）付
厚生労働省医政局総務課、健康局結核感染症課
農林水産省食料産業局食品小売サービス課外食産業室
農林水産省林野庁林政部木材産業課
経済産業省商務情報政策局サービス政策課
国土交通省総合政策局政策課、総合政策局公共事業企画調整課、住宅局住宅生産課木造住
宅振興室
国土交通省観光庁参事官（外客受入）

2 スポーツ振興事業の推進 【1】内閣官房新国立競技場の整備計画再検討推進室、東京オリンピック競技大会・東京パラリン
【1】ピック競技大会推進本部事務局
【1】財務省理財局
【1】文部科学省スポーツ庁政策課
【2】文部科学省スポーツ庁参事官（地域振興担当）
【3】文部科学省スポーツ庁競技スポーツ課
【4】文部科学省スポーツ庁健康スポーツ課
【5】警察庁交通局交通規制課
【5】総務省地域力創造グループ地域振興室
【5】文部科学省スポーツ庁国際課

3 総合的な青少年健全育成施策の拡充 【1】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官(青少年支援担当)
【1】文部科学省初等中等教育局児童生徒課、スポーツ・青少年局青少年課
【1】厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室
【1】職業能力開発局キャリア形成支援室、社会・援護局地域福祉課
【2】法務省保護局更生保護振興課地域活動推進係
【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
【3】経済産業省商務情報政策局情報経済課
【4】内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
【4】総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
【4】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
【4】厚生労働省社会・援護局精神・障害保健課

4 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教育の質
の確保

内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）
文部科学省初等中等教育局幼児教育課

5 私立学校助成の拡充 文部科学省高等教育局私学部私学助成課
6 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等 文部科学省初等中等教育局財務課高校修学支援室
7 公立学校の教職員定数の充実及び学級編制標準の改定 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課
8 特別支援学校の養護教諭等の定数改善 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課
9 いじめ問題等に対する取組の充実 文部科学省初等中等教育局児童生徒課、財務課
10 教育支援センター（適応指導教室）の機能強化等 文部科学省初等中等教育局児童生徒課、財務課
1 首都東京を守るテロ対応力の強化 【1(1)】警察庁警備局警備企画課、刑事局犯罪鑑識官

【1(2)】警察庁警備局警備企画課、外事情報部国際テロリズム対策課
【1(3)】警察庁警備局警備課、公安課、外事情報部国際テロリズム対策課
【1(4)】警察庁長官官房会計課
【1(5)】警察庁生活安全局地域課
【2(1)】内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
【2(2)】内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
【2(2)】環境省原子力規制庁長官官房総務課広報係
【2(2)】厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課
【2(3)】内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
【2(3)】厚生労働省大臣官房厚生科学課

2 サイバー攻撃対策の強化 警察庁警備局警備企画課
3 総合的な治安対策の充実・強化 【1】警察庁長官官房会計課、人事課

【2】警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課
【3】警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課
【4】警察庁交通局交通規制課
【5】警察庁警備局警備企画課
【6】警察庁生活安全局地域課
【7(1)】法務省入国管理局総務課
        厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課
【7(2)】法務省入国管理局総務課
        外務省領事局外国人課
        文部科学省高等教育局学生・留学生課
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