「快適・安全・安心の東京」を創る
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私たち TOKYO 自民党は、
「生命を守る」を根本的な使命として
「安全・安心ビジョン」と「活気・発展ビジョン」を両輪とする
「世界一への７つの道」をひらきます。
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はじめに

「安全・安心」は東京の最大の福祉ー。
日本の新しい時代が始まります。
東京と地方との「Win-Win」のコミュニケーション時代が始まります。
地方が主役の真の「地方創生」への取組がスタートしました。

私たちの念願となっていた「まち・ひと・しごと創生法」と「改正地域再生法」
とで成る「地方創生法」が、平成 26 年 11 月に成立しました。前者は、地方創生
の理念を定め、後者は地域の活性化に取組む自治体に国が一体となって支援する
ための法です。私たち TOKYO 自民党は、東京の新しい時代に向かい、全国の自治
体との連携・協力をより一層強め、経済や文化、
「安全・安心」のまちづくりなど
の好循環を創成していきます。
私たちは、
「安全・安心は東京の最大の福祉」と位置づけて、東京に暮らす方々
の仕事と生活の調和を図り、結婚・出産・育児に希望を持てる、やさしい、みず
みずしい政治を展開していきます。
TOKYO 自民党は、一致団結して、途絶えることなく第３の矢・民間成長戦略に
挑みます。そして今、その最前線には、国民・都民だけでなく世界中の人々が待
望する「東京オリンピック・パラリンピック 2020」があります。
さらに、
各地方自治体との「Win-Win」コミュニケーションによって創出できる、
東京のビッグチャンスが横たわっています。
こうした展望の中で平成 27 年の統一地方選挙に臨む私たちは、絶対勝利の火を
燃え立たせ、安倍総理とともに民主主義を守り、アベノミクスの深化と持続をめ
ざし、
「世界の東京」に向かう大きな一歩を踏み出しました。
私たちは、これからも都民のみなさまの叱咤激励とあたたかいご支援のもとに、
「輝く東京、輝く女性」のまちづくりの推進に、そして東日本大震災の復興に全力
を注ぎます。
TOKYO 自民党は、これからも揺るぎない信念のもとに、政策提言を行います！
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Ⅰ. アベノミクス効果の 見える『化』
TOKYO 自民党の使命と実践
金融政策の矢・財政政策の矢・民間成長戦略の矢
1.

好循環に転じた日本経済

なぜ今、アベノミクスに大きな期待が寄せられているのでしょか。そしてまた、アベノミ
クスの見える『化』はどのように進んでいるのでしょか。
今回の衆議院選挙によっても国民の熱い支持を得たアベノミクスは、デフレ脱却を眼目とし
た、景気回復策の ｢超目玉」として今、日本だけでなくアジア・欧米諸国においても注目を集
めています。元来、政府が金融政策と財政政策を適切に組み合わせることをポリシーミクスと
呼んできましたが、さらに民間成長戦略を加えることで、従来とは一線を画する叡智の結晶と
もいえるアベノミクスが誕生したのです。
アベノミクスは、わが党が、平成 24 年９月に行われた自民党の総裁選挙と 12 月の総選挙で、
さらに平成 25 年７月の参議院選挙・都議会議員選挙で、自民党員だけでなく広く国民・都民
に訴えてきた、
「日本の新しい時代」を築くための根幹となる政策です。民主党政権が平成 21
年 8 月から 3 年 3 カ月の間、デフレが深刻化し一刻の猶予も許されない経済状況下におかれ
ているにも拘わらず、前代未聞の無策を続けたために、平成 24 年から急激な円高※ 1 が進み、
不況が拡大するという経済の悪循環に陥っていました。
そうした中で、総選挙に勝利し、政権を奪還したわが自民党が電光石火のごとく取り組んだ
のが緊急経済対策・アベノミクスだったのです。それから２年、安倍内閣のスピーディな実践
によって、景気回復への強力な起爆剤としての成果が見え始め、経済は好循環に転じています。
具体的な動向としては、株価の上昇、日銀短観の改善※ 2、生鮮食品を除く消費者物価指数の
改善、企業倒産数の減少などですが、身近なところでは、賃上げ率が過去 15 年で最高、また、
就業者は約 100 万人増加し、有効求人倍率が 47 都道府県すべてでアップし、22 年ぶりの高
水準で推移するなど、雇用情勢が大きく改善されています。
「企業が雇用・賃金を増やす好循環の動きは続いている」
（平成 26 年 11 月）との報道もさ

※1
※2
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円がドルなどに対して価値が上がること。円高になると、一般的に輸入品の価格は下がり、輸出品の価格は高く
なるため、輸出業の業績が悪化する。
日本銀行が 3、6、9、12 月に行う業況調査。景気判断の指標として株式などへの影響も強い。

れているように、国内総生産（GDP）が落ち込んでも景気の回復軌道は途切れることなく循環
しています。さらに、平成 26 年 10 月の訪日外国人数は 127 万 2,000 人にのぼり、前年同期
比で 37％も増加しています。国民の期待を一手に背負う中で、
アベノミクス効果の見える『化』
は、多分野で着実に進んでいます。
一方、安倍内閣は、アベノミクスの実践に際し、インフレ率※ 3 の目標を２％とすることを
打ち出しました。さらに、平成 24 年にわが党と公明党、民主党の 3 党で合意していた「社
会保障と税の一体改革」によって平成 26 年４月から消費税を８％にアップし、最終的には
10％への引き上げをめざしています。しかし、10％への引き上げに関しては、現在の経済状
況から判断して予定を 1 年半先送りし、軽減税率の導入※ 4 によって景気への影響を最小限に
とどめます。TOKYO 自民党は、
国と一体となって社会保障制度を維持し、
充実させていく上で、
消費税引き上げへの問題点の解決をめざします。

2.

第３の矢は東京にとっての「特効薬」

アベノミクスをこのまま将来的に好展開させ、福祉の向上の実現をめざす東京は、今、最高
のチャンスを迎えています。
TOKYO 自民党は、日本最大の都市・東京にとって、第３の矢が東京再生の「特効薬」であ
ると考え、このビッグチャンスを最大限活かすために全力投球してまいります。
民間活力を高めて、アベノミクスを全力で支えていくことこそが、まぎれもなく世界一の都
市への道であり、国力を高め維持していく道でもあると考えます。
金融政策、財政政策はもとより、民間の成長戦略の具体策として挙げるのは、東京の容積率・
用途地域の緩和、大都市ならではの頑強なインフラの整備、早急な震災対策の推進、中小企業
支援、歴史を大切にする教育、暮しを支える文化、安全なエネルギーの開発、医療、福祉の拡充、
さらに子育て支援と若者や女性のライフプランの応援などがあります。私たちは、都政の場で
も積極的にスピーディに「地方創生法｣ を軸とした中長期計画の実現を図るために、東京アク
ションを加速していきます。TOKYO 自民党は、東京の夢、日本の夢、世界の夢である 2020
年のスポーツの祭典、
「東京オリンピック・パラリンピック」の開催に向かい、魅力溢れる東
京を創生し、海外から人、物、資金を呼び込むと同時に、
「東京を世界一の都市に！」してい
くことが究極の民間成長戦略だと考えます。

※3
※4

モノの価格が上がること。例えば、今、100 円で買えていたものが、1 年後に 102 円でしか買えなくなると、こ
の場合のインフレ率は 2％になる。
食料品などの生活必需品については消費税率を軽減すること。
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Ⅱ . 加速する東京アクション
TOKYO 自民党の責任と決意

1.

燃えるさかる「首都再生」の炎

日本の動きが加速し始めました．東京の動きも加速しています。
「今こそ、日本の首都・東京を世界一の安全で安心できる元気な都市に再生したい―。
」
私たち TOKYO 自民党は、平成 25 年の都議会議員選挙において、お陰さまで全員当選を果
たして以来、多くの都民の皆様に、日々高まる想いを率直にこうお伝えし、さらなるご理解と
ご協力を仰ぎ、都民生活の質を高め、住みやすいまちづくりをスピーディに進めています。
省みますと昭和 18 年、東京府から東京都へ変遷を遂げてから 70 年、その間、保守合同（昭
和 30 年）を経て、私たち自民党は着実な歩みをもって東京の歴史を刻んでまいりました。
平成 3 年 3 月、都庁舎が丸の内から新宿に移転してすでに 23 年、激動の新世紀を歩み始め
ている私たちは、東京の発展に生涯をかけた先人の汗と信念を忘れることはありません。
東京の父・尾崎行雄（第 2 代東京市長）
、関東大震災復興に理想の炎を燃えたたせた後藤新
平（第 7 代東京市長）
、さらに東京オリンピックを見事成し遂げた東龍太郎（第 4・5 代東京
都知事）
、そして数え切れない方々が大きな夢を抱いて東京の未来に向かい、生涯をかけて全
力投球してきたのです。
いのち

東京の大地に、空に、川に、木々の梢に、先達の生命の絆が宿っています。
「東京の転換期には TOKYO 自民党は先頭に立って汗を流せ」
これが先人からの教訓であり、現在を走る私たちのゆるぎない信念です。
今、間近に迫った地方統一選挙の候補者全員が必勝を果たさんと、すでに多摩・島しょにお
いて 23 区において、首都再生への決意の炎を燃えたたせています。
わが党の同志は、日本再生、東京再生に身命を賭して、しっかりと大地に足を踏みしめ、勝
利の日へ向かい全力疾走を続けています。
「安全・安心都市・東京」を後世に引き継ぐ決意を
燃え立たせています。私たちは、
「地方創生法」の制定を機に改めて首都・東京の転換期の壁
を都民の皆様とともに突破していく決意を固めました。
私たち TOKYO 自民党は、先人が灯した東京の炎を絶対に消しません。
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2. 「地方創生」でリーダーシップを発揮
いのち

1000 万人を超える生命を擁する東京には、高度防災体制、高度工業技術、最先端医療、経済、
教育、文化、健康、スポーツ、若者や女性のライフプラン支援など東京に住む方々だけでなく
日本中の人々のあらゆる夢をかなえる計り知れない
「人知」
が集積されています。全国から集っ
た多くの人々によって支えられ、様々な活動が続けられています。
私たち TOKYO 自民党は、こうした活力あふれる東京が国際競争に勝ち抜くことこそが「地
方創生」と「日本再興」の原動力になると考えます。
「地方創生法」は、単なる公共事業の増額要求や交付金構想による一時的な地域経済振興
のための「法」ではなく、日本を再生させるために必要な国家ビジョンでもあります。
民間成長戦略のスムーズな展開をめざして制定された「地方創生法」に則して次々と放たれ
る「第３の矢」は、東京の国際競争力を高める「特効薬」です。
私たちは将来の東京を見据えて、この「特効薬」を早急に活用し、東京のアクションプログ
ラム（７つの道）のスピードアップを図ります。
まず、
「東京オリンピック・パラリンピック」に向けた準備期間の前倒しです。2020 年ま
であと５年しかありません。そしてまた、東京を訪れる外国人旅行者のために、羽田空港や都
心部主要駅での観光情報センターの整備もスピーディに実施しなくてはなりません。
一方、環境破壊を防ぐための気候変動対策も緊迫しています。現在、私たちはその有効手段
として水素社会の実現を目指しています。水素エネルギーの供給体制や燃料電池の早期普及、
水素ステーションの整備が急務です。
さらに、暮らしを守るために、東京の最大の福祉と位置づけた「安全・安心」分野の一環と
する、防災や出生率の向上を図る総合的な少子化対策と子育て支援のスピードアップも不可欠
です。保育所待機児童ゼロを達成するために私たちは保育人材の確保や認可保育所、認証保育
所への補助拡大対策を早急に実現します。
私たちは ｢地方創生」と民間成長戦略の効用について、どうすれば東京と地方、東京と国が
「Win-Win」のコミュニケーションを深められるか、また、新たな利を生み出す好循環を創出
できるかを、しっかりと論議し真剣に考え実践します。
私たちは、加速する地方創生時代の発展に向かい、先人の知恵と汗によって積み上げられて
きた ｢東京力」を十分に活用し、リーダーシップを発揮していきます。
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Ⅲ . 安全・安心（福祉）を支える５つの絆
TOKYO 自民党の誠意と感謝

1.

５つの絆が生み出す「東京力」

TOKYO 自民党は、アベノミクスの展開によって東京力をよりいっそう高め、世界一のグロー
バル都市・東京を創造していきます。
その第一歩が、かつて世界から評価されていた「世界で一番安全で安心できる東京」の再生
です。私たちは、国際社会からこう評価されてきた「安全・安心」こそ、東京の最大の福祉で
あると考えます。
地方創生時代を迎えた今日、
「3・11」の東日本大震災から尊い教訓を得た私たちは、
「安全・
安心」を土台に未来を切りひらいてきた「東京力」は、古来より日本の歴史と風土によって培
われた次の 5 つの絆によって生み出されていると考えます。
その絆の 1 つは国家の絆です。国の民として歴史と伝統に培われた絆が、時空を超えて
日本人の心の奥深くに息づいています。
そして、2 つ目は人々が生まれ育ち生活する地域社会の絆です。今や、全ての社会的活動の
基盤としてこの地域の絆の重要さが認識されています。
３つ目は血のつながりと深い情愛で結ばれている家族の絆です。
「東京砂漠」との喩えがありますが、この言葉はこれらの絆が風化していることを意味し、
東京力の衰弱と表裏一体化した言葉だと考えます。
さらに、1980 年代から環境破壊という地球的規模の新たな社会問題がクローズアップされ
始めましたが、
人々はここで 4 つ目の自然との絆について注視することの大切さを悟りました。
５つ目は、経済・産業の絆です。持続可能な経済活動を展開していくために、企業間での絆、
職場での絆が経済活動の強固な骨格を形成しています。
私たちの生命を守り、
私たちに生きる力を注いでくれるこれらの『絆』は日本の歴史と伝統、
そして文化として根付いているもので、
決して一朝一夕に形成されたものではないと考えます。
私たち TOKYO 自民党は、５つの絆を後世に伝えてくれた先人に心から感謝するとともに、
早急にこれらの絆の再生を果たします。
絆の再生は成長へのインセンティブである東京力をより高め、アベノミクス第三の矢・民間
の成長戦略の一環としても極めて有用であり、必要不可欠と考えます。
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その揺るぎない事実として思い起こされるのが、マスコミでも報道された東日本大震災で生
まれた 5 つの絆にまつわる多くの「物語」です。
その意味からも「3・11」は、改めて私たちに東京の福祉を支える国家の絆、地域の絆、家
族の絆、自然との絆、経済・産業の絆について直視させてくれました。

2.

被災地で輝く家族の絆

私たちはまず被災地での家族の絆について心からの思いを馳せ、絆との結びつきをさらに強
めました。絆は平成 23 年の「今年の漢字」にも選ばれるなど、私たちの生活に深く溶け込ん
でいることもわかります。広辞苑には、
「断つに忍びない恩愛。離れがたい情実」
とありますが、
絆は、日本人の心を最もよく表わす言葉の一つでもあります。
大震災の直後、食糧の配給所に順序良く並ぶ日本人の姿に世界は驚き、賞賛しました。こう
した子供や女性、高齢者を守る一体性は、日本人の非常に大きな長所でもあります。
「地域の
人々」や「家族」が助け合い励まし合って、生きていく「人間の絆」を大切にしてきた日本の
歴史の証でもあります。
さらにまた、21 世紀を歩み始めた私たちは、世界第 2 位を誇ったわが国の経済力も、
「失
われた 10 年」
「決められない政治」によって勢いを失いつつある中で家族の絆の大切さを痛
感してきました。
わが党は今、新しい憲法草案を提示しています。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の
3 つの原理を継承して、
｢家族の尊重、
環境保全の責務、
犯罪被害者への配慮」を新設しています。
個人の自由があっても国家・家族・国民がないという現状から一歩抜け出す決意がなくてはな
らないと考えます。
今、TOKYO 自民党は、家族支援をより強め、中小企業の振興を図り、地方自治体や産業界
の要望を支援して、経済・産業や地域社会の絆を育てる責任を持つ政治を展開しています。
私たちは、こうした様々な絆の結び目を「東京力」という力に代え、次世代に引き継ぐべく、
「絆の首都・東京」の再生に全力投球していきます。
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Ⅳ . 東京防災大改革の断行
TOKYO 自民党のスピーディな行動力
きょうじん

地震に負けない強靭な東京をつくります
大震災はいつ発生するか分かりません。しかし、首都・東京を災害から守るのは TOKYO 自
民党の責務です。すでに、首都東京は直下型地震発生の危険区域にあり、万全な体制を構築す
ることが必要です。私たちは、
あらゆる場面を想定して対策を講じ、
｢壊れない｣「燃えない」
「倒
れない｣ 減災都市・東京の実現をめざし、最善を尽くします。また、帰宅困難者対策、木造住
宅密集市街地の不燃化対策に加え、自助・共助の精神で地域を守るという３つの緊急課題を掲
げる ｢東京防災大改革｣ を断行します。

1.

待ったなしの帰宅困難者対策

東日本大震災では都内で約 352 万人の帰宅困難者が発生、夕方から都心では徒歩で帰宅を
しようとする人があふれ、幹線道路は人の波となり、交差点を曲がれない車で交通が麻痺した
ことから、改めて帰宅困難者問題がクローズアップされました。仮に、東京湾でマグニチュー
ド７クラスの地震が発生すると、帰宅困難者は 517 万人、そのうち 163 万人が屋外で過ごす
と予想されています。平成 25 年 4 月から施行されている帰宅困難者対策条例では、従業員の
帰宅の抑制、
駅や学校などでの利用者の保護や安全確保を求めていますが、
目標 92 万人のうち、
都の関連施設で 7 万人収容し、残り 85 万人は民間事業者に託しています。まさに、公助の届
かない部分を、共助・自助で補うことになります。
そのため民間事業者の協力のインセンティブが得られるよう、市区町村と協定を結んだ民間
事業者が防災備蓄倉庫スペースを設けた場合には、固定資産税を減免する制度や、備蓄品を民
間事業者が購入する際の支援制度などを設けました。
また、地下鉄は比較的に地震の影響を受けにくく、東日本大震災時でも復旧が早かったこと
から、地下鉄駅に人が集中し、二次災害につながる畏れもあり、都内では地下鉄全線でメール
が使えるようにしました。災害時における正確な情報は、パニック回避にも通じます。
TOKYO 自民党では、ツイッターや SNS を使った災害情報の提供を支援するなど、直下型大
震災などの災害から都民の生命と財産を守るために、精力的な取組を進めます。
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2.

木造住宅密集市街地の不燃化

東京には、敷地が狭小で道路や公園などの整備が不十分である木造住宅密集地域が、山の手
を中心に約 1 万 6000 ヘクタールあると算定されています。このうち、特に都市防災に重要
な 7000 ヘクタールを整備地域に指定しました。
木造住宅密集地域は、建物が老朽化しているため耐震性に問題があるのみならず、地震など
により火事が発生すると、延焼により人命や物流ネットワークに大きな被害が出ることから、
TOKYO 自民党でも、木造住宅密集地域の解消に取り組んできました。しかし、土地の権利関
係が複雑である場合が多く、また住民の高齢化に伴い、建替え意欲も減退するなど、これまで
なかなか思うように対策が進んできませんでした。
そこで、平成 24 年に、不燃化特区として 12 地区を先行実施地区として指定し、さらに、
本年の不燃化特区の指定では、面積要件を緩和し、不燃化特区の対象地域を 50 地区をめざし
ます。不燃化特区では、地元の区と連携して準耐火建築あるいは耐火建築への建替えを促すた
めに、都による独自の防火規制を導入するとともに、火災の延焼を防ぐための都市計画道路な
どの整備も急ぎます。具体的には、整備プログラムを区が策定、都が認定する形をとります。
都市計画事業などの土地収用の強制力を柔軟に活用できるようにする一方で、老朽家屋の除却
などに対しては都税を減免、新しい住宅の設計費用の助成などで住民を支援します。TOKYO
自民党では、木造住宅密集市街地の防災対策の重要性を広く訴えていくとともに、場合によっ
ては住民の立ち退きや用地買収などを行う区に対する都の人的支援も強めるなど、都と区の連
携をいっそう強化し、実効性を確保していきます。
さらに私たちは地域の方たちとの協力を深めて、
地域防災力のアップを図ります。東京都水道局や東京
消防庁との連携を密にして、地域の自主的な防災体制
の確立をめざします。
その一環として、地域防災の担い手の育成の強化に
取組ます。消防少年団の増員や、都立高校での 1 泊 2
日の宿泊訓練、子供たちを交えた地域の町会や自治会
の協働による避難所体験を通じ、地域住民の共助精神
の育成を支援します。
私たち TOKYO 自民党は東日本大震災を教訓とし
て、最大級の震災想定のもとに防衛策を講じることに
よって減災都市・東京をめざします。

不燃化特区先行実施地区
（12 地区）
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Ⅴ . 世界一の都市・東京の６大ビジョン
TOKYO 自民党の夢と信念

１.「世界一の都市・東京」に 6 分野で挑戦
21 世紀は「都市の世紀」といわれています。すでに、世界人口の半数以上が都市に集中し
ていますが、かつての江戸の町は人口 100 万を超える世界でも有数の文化都市、環境都市、
経済都市でした。
それから約 150 年、東京が大きな転換期を迎えた今日、「東京から日本を変える」ことを約
束している TOKYO 自民党は、
「地方創生｣ の基点に立ち、まず、６つの分野で東京力の可能
性に挑戦し、誰もが憧れる「世界一のグローバル都市・東京」の創造を目標として力強く前進
します。

観光客数国際都市比較

出典：平成 23 年東京都観光客数等実態調査 他
（東京は東日本大震災の影響により大幅に減少）

これら「6 つの世界一」は各々が連鎖しています。単独では「世界で一番」を達成すること
はできません。
私たちは、これまでに積み上げてきた実績に新たな改革を推進し、東京力のバランスの取れ
たグレードアップを図ることによって、世界一への道をひらきます。
ちなみに、防災都市は 3・11 の教訓を踏まえた東京防災大改革の断行による成果の集積と
して、また、スポーツ都市は 2020 年のオリンピック・パラリンピック開催に向けての都民の
総力を結集した成果の集積としての達成を見据えています。

2．グローバル都市像の創造
TOKYO 自民党がめざす東京の最大の福祉ビジョンでもある ｢安全・安心ビジョン」と「活気・
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発展ビジョン」を両輪とする ｢世界一の都市・東京」の分野別イメージは次のようなものです。
（詳細は「世界一への 7 つの道」参照）

（１）
「世界一の防災都市・東京」の創造
世界中が常に自然災害や人為的災害にさらされています。特に日本は、地震大国といわれ、
奈良・平安・鎌倉・江戸、明治・大正・昭和と歴史に遺る大震災に見舞われています。こうし
た歴史的体験を教訓として世界一の高度防災都市へとジャンプします。その入口で、私たちは
災害対応力の強化、危機管理体制の強化を図り、防災体制や復興体制を確立し、ノウハウや教
訓を全世界に発信します。そして、
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災で大きな被害をこうむっ
た被災地への支援と復興に力を注ぐとともに、自民党政権がめざす「国土の強靭化」の一端を
きょうじん

担い、国と協力して東京に強靭な防災体制を構築していきます。
この大きな経験と知恵をフル活用してこそ、必ずや日本国内だけでなく世界各地の震災対策
に貢献できる世界一の防災都市・東京を創造できるものと考えます。

（２）
「世界一のスポーツ都市・東京」の創造
日本人が自信を取り戻す大きな礎となる 2020 年のオリンピック・パラリンピックをオール
ジャパン総力戦で成功させ、スポーツ環境のよりいっそうの充実を図る一方、国内外を対象と
する競技会を積極的に行います。その一環となるスポーツ祭東京 2013 の開催では、国民体育
大会と全国障害者スポーツ大会の一体化をめざしました。
さらに、
「東京マラソン・東京大マラソン祭り」の進展や地域スポーツクラブの普及に取組、
いかに日本人がスポーツ好きな国民であるかを世界に伝えていきます。
スポーツにより世界の心は一つに結ばれることを全世界に呼びかけ、スポーツによって健康
を育むことをアピールし、シニアスポーツ、障害者スポーツの振興に力を入れる中で、健康寿
命の高い長寿国・日本の姿を率直に世界に発信していきます。
国際スポーツ情報に加え、
健康情報やスポーツコミュニケーションを求めて、
世界一のスポー
ツ都市・東京へ「スポーツの旅」やスポーツ大会への「参加の旅」を希望する外国人の増加に
よる賑わいの都市・東京を実現させます。
1964 年の東京オリンピック大会のレガシーが集積するヘリテージゾーンや未来都市・東京
をイメージする東京ベイゾーンをスポーツの拠点としていきます。

（３）
「世界一の経済都市・東京」の創造
自民党安倍内閣が実践するアベノミクスによって、景気回復を実現し、持続可能な経済への
13

構造改革を実現します。そのためにも地方分権の確立が急務です。東京財源の確保のために行
財政改革や都市税制を整備し地方自治の確立を図ります。
さらに中小企業、商業、都市農業、漁業、林業の振興と雇用の拡大を図るとともに都市機能
のアップで利便性を高め、インフラ整備で道路渋滞の解消、無電柱化などにより都市空間を整
備してランドスケープデザインのいき届いた都市景観の中に、魅力的な近代的オフィス街の建
設をスピーディに進めます。
TOKYO 自民党の目標は経済都市としての国際競争力を高め、
「世界で勝てる東京・日本」へ
の変革です。その意味からも、現在、世界一の長寿企業を誇る日本の経済的歴史と伝統を守り、
経済至上主義から一歩先んじた、古来から日本に根付いている共助の経済哲学「経世済民」を
旗印に、アベノミクスの展開により活力と叡智あふれる賑わいの ｢世界一の経済都市・東京｣
を築き、多くの情報を発信します。
21 世紀の世界経済のリーダーとしてアジア諸国や発展途上国への経済協力・支援システム
も構築し、人的・物的交流のさらなる活性化を図り、国際社会における経済分野の復権を成し
遂げます。そのためにも、国際交流の場でも「世界の安倍」
、
「世界の自民党」
、そして「世界
の東京」への信頼と実績を積み重ねていきます。

（４）
「世界一の安心都市・東京」の創造
幸せを実感しながら安心して暮らす毎日から人々の夢や希望が生まれます。TOKYO 自民党
コラム

世界一の長寿企業国・日本！

現在、世界最古の企業は日本の建築会社で、創業は西暦 578 年です。何と 1400 年以上も
続いていますので、世界は驚嘆し、賞賛しています。次位は 9 世紀頃に創業したといわれて
いるスウェーデンの炭鉱会社ですが、日本との差は約 300 年あります。また、長寿企業の数
といえば、日本が世界で圧倒的首位を堅持しています。専門家によるある調査では、200 年
以上続いている企業は、日本が断然トップの 3100 社、次位のドイツのほぼ 2 倍となってい
ます。（3 位フランス 331 社、11 位アメリカ 88 社、15 位中国 64 社）
東京商工リサーチによれば、わが国で 100 年以上続いている企業の約 96％が中小企業と
なっています。こうしたことからも国際社会では東京の中小企業は高い評価を頂いています。
長く続く企業の特色は、短期的な利益より長期的な存続に重きを置く経営判断にあるといわ
れています。収益重視が弱肉強食社会や環境破壊を生むことから、今改めて、世界一の長寿
企業国・日本へ世界の注目が寄せられています。
私たち TOKYO 自民党は、日本の中小企業のこうした輝かしい歴史的事実から ｢世界一の
東京」の創造に、大きな自信と勇気を得ています。
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いのち

は都民の生命と健康を守り育てる安心都市の礎をしっかりと整備していきます。私たちは、健
康の増進、医療や福祉の高度化に加え、少子高齢社会での皆保険皆年金※ 1 の存続や、身近な
防犯対策※ 2、水や大気の汚染を防ぎ、緑を守る環境保全、さらに異常気象による豪雨や河川の
氾濫、津波などの都市型災害へのスピーディな対応、安全なエネルギーの安定供給、そして共
助の精神で磨かれた地域コミュニティの形成などが重要な整備課題であると考えます。
私たちは、こうした広い視野を展望する東京の「安全軸」を確立し、一人ひとりの人生プラ
ンと年齢に応じたライフステージでの生活支援をきめ細かく展開します。例えば、3 年間の育
児休暇制度を確立して、子育てと仕事の両立支援の選択肢を広げたり、既設認証保育所の増設
や質の向上を図ることなどです。一方、高齢社会でどうしても実現しなければならないことの
一つが健康寿命※ 3 の 80 歳への引き上げです。そのためにも、歯科医療の徹底や生活習慣病、
がん、感染症などの克服をめざし、未病対策や先端医療機関の整備を急がなくてはなりません。
いずれにしても、私たちは高齢者や障害者が地域で安心して暮らし、若者や女性が輝き、子
供たちの元気な声が絶えることのない安心都市の創造こそ、責任のある政治がめざすものだと
考えます。私たちは熱い信念のもとに、北欧諸国や英国などの代表的な福祉国家や先進諸国を
半歩でもリードする「世界一の安心都市・東京」の創造に全力を尽くします。

（５）
「世界一の環境都市・東京」の創造
経済大国日本を築いた裏で、私たちは自然環境破壊を続けてきました。山紫水明の美しい島
国にとって、自然そのものが大きな資源です。元来日本は、自然とともに人々が生きてきた立
派な環境国家でした。おとぎ話や日本昔話を読むと、どんなに自然を大切にしていたかがわか
ります。今、私たちは深い反省の上に立って、生物の多様性の保全、グリーンエネルギー※ 4
の活用、異常気象、ダイオキシン※ 5 問題、地球温暖化、海洋汚染や放射性物質への対応など
地球時代における環境問題の研究成果を環境都市の創造に反映させていきます。水素エネル
ギー社会への移行、ランドスケープデザイン※ 6 の有用性に着目し、海の風を内陸部に取り入
れたり、緑の回廊に囲まれる地形に配慮した街づくりを進めます。
東京環境基準の表示なども再検証し、世界に誇れる良質な水と空気に満ちた、清潔で美しい

※1
※2
※3
※4
※5
※6

原則として、全国民が医療保険や年金に加入すること。
プログラム 4 体感治安の向上を図ります（p36）参照。
WHO が 2000 年に示した概念で、介護の必要がなく、自立的に日常生活を送れること。
風力や水力、太陽光など環境にやさしい再生可能なエネルギーのこと。
主にゴミを低温で燃焼すると発生し、発がん性や催奇性を持つとされる化学物質。
『環境都市計画事典』（朝倉書店、2005）では、その土地の水、土、大気、動物、植物などに基づいて、都市整
備の目標を安全性、健康性、利便性、快適性、経済性に置きながら、「美」に関する追求やレクリエーション 空
間の確保などに重点を置く分野である、としている。
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自然と人間の共生都市・東京を世界の人々
にアピールします。
（６）
「世界一の文化都市・東京」の創造
古来から営々と生き続ける様々な日本
の文化を改めて確認し、保護育成する中
で、近代社会形成の背景とし、さらに世界
文化交流の拠点としても輝く文化都市・東
京をめざします。

都内の部門別 CO2 排出量の推移
いのち

人格の高潔さ、心の豊かさ、生命の大切
さを尊重する人間教育を推進します。また、地域の伝統的な祭り支援や、神楽、獅子舞、和太鼓、
民謡など郷土芸能の継承支援はもとより、音楽や絵画、陶芸など芸術の振興を図るとともに、
新世代を担う文化的人材育成を推進します。
さらに、日本初の本格的なアーツカウンシル※ 7 を設置し、文化の保護と育成のきめ細かな
制度を構築していくなど優しさと進取の気鋭に満ちた「明るく清潔な文化の香り高い首都・東
京」を建設します。世界に息づく民族文化や時代が求める科学と共生する文化の育成にも力を
注ぎ、日本文化体験プログラムなどの提供で世界の人々の信頼を得られる「世界一の文化都市・
東京」を創造します。｢地方創生」の推進に際し、TOKYO 自民党は地域の文化と伝統が暮ら
しの核となっていることを改めて見つめ直します。
コラム

外国人にも快適な生活環境を創出

【多言語化の推進】
○交通機関、公共空間において、デジジタルサイネージを含む先端技術の活用など、多言語
に対応した案内表示・標識等を整備促進します
○ 2020 年大会までに、全都立・公社 14 病院において多言語による診療体制を整備するなど、
外国人が安心して適切な医療を受けられる環境を実現します
【デジタルサイネージ】
英語、中国語、韓国語などの多言語に対応し、ネットワークに接続した画面で映像や情報表
示が可能／多様な主体の連携・恊働による多言語化の推進 → 世界中から訪れる外国人が、不
安を感じることのない生活環境を整備します。
［世界有数の観光都市東京の実現に向けた目標］
訪都外国人旅行者数〔2020 年

※7
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1500 万人 → 2024 年

1800 万人〕を達成をめざします

民間の芸術文化活動を支援する公的機関だが一定の独立性を保つ。イギリスなどで設置されている。

〈特別東京ビジョン〉オリンピック・パラリンピックに向けた環境の整備
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
TOKYO 自民党は
「特別東京ビジョン」
として、

施設整備など開催準備を効率的に進め、アスリートに最高の競技環境を提供します。

さらに、ユニバーサルデザインのまちづくりを進め洗練し、成熟した都市空間の創造をめざして、

次の７項目の取組を進めます。

交通ネットワークの構築・東京港の整備促進
○2020 年までに三環状道路の 9 割を開通し都心環状線を利用する通過交通を迂回。
2020 年大会の安全で快適な移動を実現
○臨海部の交通インフラを充実し、大会関催に向けて陸・海・空のネットワークを更に強化
○東京港の国際物流機能の強化、港湾物流の効率化を推進

総合的な交通政策の推進
○国家戦略特区など世界とつながる地区で、円滑に移動できる質の高い交通サービスを提供
○多様な交通モードが有機的に連携し、バリアフリーかつシームレスな乗継を実現
○東京の活力を高め、地域を支える新たな鉄道ネツトワークを整備

老朽都市インフラの計画的な更新
○予防保全型管理や計画的な更新により、都市インフラの安全性を向上
○ 1 号羽田線の大規模更新をはじめ、首都高速、道路の老朽化対策に着手

東京拠点開発やまちづくり
○品川駅周辺では、羽田空港の国際化、リニア中央新幹線の始発駅決定を踏まえ、
日本の成長をけん引する国際交流拠点を整備
○有楽町地区では、旧都庁舎跡地を活用したまちづくり事業を進め、
国際ビジネス・都市観光拠点を形成

国家戦略特区・MICE の整備の推進
○国家戦略特区の有効活用による国際ビジネス環境の整備、医療・創薬イノベーション拠点形成を進め、
東京を世界に開かれたグローバルビジネス都市へと改造
○臨海部への MICE 施設の誘致とあわせてアフターコンベンションを充実

水素社会の実現
○ 2020 年大会における水素エネルギーの活用を通じて、水素社会の都市モデルを提示
○環境と調和した未来型都市の姿を世界に示し日本の高い技術力を世界にアピール

羽田空港の機能強化【首都圏空港のさらなる機能強化に関する検討】
（平成 26 年８月：国交省発表）
○オリンピツク・パラリンピツクの円滑な開催 , 世界の成長力を取り込んでの全国の活性化に向け、
羽田空港の更なる機能強化、国際化を推進
○オリンピック・パラリンピック開催迄に羽田空港の年間処理能力を約 49 万回
（現行 45 万回＋ 4 万回）に拡大
⇒成田空港と合わせて、年間 83 万回を達成
ー拡大後 4 万回の内訳ー
①滑走路処理能力の再検証

＋約 1.3 万回

②飛行経路・滑走路運用の見直し ( 都心上空案 )

＋約 2.6 万回
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Ⅵ . 東京進化スーパープログラム
TOKYO 自民党の限りなき挑戦
32 のアクションプログラムの実現と予算。
「世界一のグローバル都市・東京」への７つの道をひらきます。
世界一への道 1

防災・防犯に強い「頼れる首都」を築きます
○木蜜地域特定整備路線の整備促進
○高潮防御施設の整備
○防災対策（防災普及広報、帰宅困難者対策、防災体制の整備など）

安全・安心ビジョン（プログラム 1 〜 4）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

1 兆 1,900 億円 → 1 兆 3,350 億円
災害対策、防犯対策、木蜜整備、沿道耐震化、インフラ耐震化などの増

中小企業の活力で「日本経済を再生」します
○創業活性化特別支援事業
○販路開拓支援（中小企業海外展開支援事業など）
○地域商業の活性化（魅力ある商店街づくりなど）

活気・発展ビジョン（プログラム 5 〜 8）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

1,320 億円 → 1,630 億円
中小企業振興、雇用対策、創業支援などの増

首都のエネルギーの「安全・安定」を確立します
○水素エネルギー利活用促進事業（燃料電池自動車導入促進事業など）
○環境エネルギー政策の推進（スマートエネルギーエリア形成推進事業など）
○地球温暖化対策の推進（ヒートアイランド対策暑熱対応など）

安全・安心ビジョン（プログラム 9 〜 12）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

1,230 億円 → 1,410 億円
省エネ・再エネ推進、水素エネルギー社会関連などの増
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国際競争力を培い、「世界で勝てる東京・日本」を創成します
○都市外交人材育成基金積立金
○外国人観光客受入環境の充実
○港湾整備（新客船ふ頭整備など）

活気・発展ビジョン（プログラム 13 〜 16）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

6,700 億円 → 8,480 億円
インフラ整備、老朽インフラ更新などの増

多摩・島しょの「多彩な可能性の発揮」を加速します
○市町村総合交付金
○多摩南北道路の整備
○小笠原航路新船建造費補助

活気・発展ビジョン（プログラム 17 〜 20）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

1,500 億円 → 2,000 億円
多摩水質改善、災害対策などの増（各項目の多摩・島しょ事業を抜粋）

「教育と文化」を高め「自然との共生」を推進します
○国際社会で活躍する日本人の育成（英語教材の作成など）
○いじめに関する総合対策の実施（スクールカウンセラーの配置など）
○アーツカウンシル等による文化の創造・発信（東京芸術フェスティバルなど）

活気・発展ビジョン（プログラム 21 〜 27）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

2,980 億円 → 4,660 億円
教育、文化、スポーツ、オリパラ関連、都市公園整備などの増

子供や女性、高齢者、障害者の「元気な暮らし」を応援します
○待機児童解消区市町村支援事業
○特別養護老人ホーム等整備費補助
○女性・若者・シニア創業サポート支援事業

安全・安心ビジョン（プログラム 28 〜 32）
平成25〜27年度

平成27〜29年度推計

2,100 億円 → 2,380 億円
少子化対策、高齢者・障害者医療、保育所緊急整備、在宅医療関連事業などの増
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世界一への道 1

防災・防犯に強い「頼れる首都」を築きます

������������

プログラム１

都内の重要建物の耐震化を強力に推進し、減災対策を徹底して行います

プログラム２

帰宅困難者対策など、災害発生後 72 時間の対応を万全にします

プログラム３

地域の耐火性を高め、都市の風水害対策を見直します

プログラム４

体感治安の向上を図ります

中小企業の活力で「日本経済を再生」します

�������������

プログラム５

中小企業を守り、商店街の振興を図るなど、民間の成長戦略を展開します

プログラム６

成長産業の重点的な育成と既存技術の高度化を図り、
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30

情報セキュリティ対策を強化します
プログラム７

中小企業の海外販路の開拓を支援します

プログラム８

産業界の人材確保・育成に努め、雇用環境を整備します

首都のエネルギーの「安全・安定」を確立します
プログラム 9

���������

36

エネルギーの管理を徹底し、無駄をなくします

プログラム１０ 再生可能エネルギーの利用の拡大やリサイクルを徹底し、
温暖化対策を一層推進します
プログラム１１

安全で環境にやさしい水素社会の実現を目指します

プログラム１２ 国の方針のもとに原発政策を見直し、将来的には世界一厳しい安全基準を設け原発
への都民の不安を払拭します。さらに、如何なる事態・状況でも社会・経済活動を
維持するための電力不足を回避する「責任ある戦略」を立案します。

国際競争力を培い「世界で勝てる東京・日本」を創成します��� 41
プログラム 13 ヒトとモノの流れが活発に行き交う首都圏を創り、物流機能を強化します
プログラム１４ 荷揚げ量日本一の京浜三港、国際線導入を進める羽田空港並びに成田空港の利便性
をより向上させるため陸・空・水ネットワークを拡充し、さらに羽田への交通アクセ
スの 24 時間化を推進します
プログラム１５ 海外から企業・国際会議を誘致し、外国人旅行者の増加を促します
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プログラム１６ 老朽化したインフラ対策を推進し、東京の活力を保ちます

多摩・島しょの「多彩な可能性の発揮」を加速します ������� 48
プログラム１７ 多摩・島しょの防災力を向上させます
プログラム１８ 道路ネットワークや交流拠点の整備、イノベーションの活性化により
産業集積を高めます
プログラム１９ 自然を守り、観光産業を振興します
プログラム２０ 企業の事業活動や農業・林業・漁業などの従事者の「働く環境」を整備します

「教育と文化」を高め、「自然との共生」を推進します ������� 54
プログラム２１ 次代を担う若者の夢と希望を培う人材の育成を重点的に進めます
プログラム２２ 各分野の即戦力となる人材をマッチングさせます
プログラム２３ 学校暴力を排除し、いじめ・不登校問題を解消し、学校教育改革を進めます
プログラム２４ スポーツの振興を図り、都民の体力向上を図ります
プログラム２５ 東京水・空気・食の安全を確保するとともに、緑と水を実感できるまちをめざします
プログラム２６ 調和と風格ある景観をそなえた、クリーンで美しい街づくりをします
プログラム２７ 地域の特色を活かし、街の魅力を高めます

子供や女性、高齢者、障害者の「元気な暮し」を応援します��� 63
プログラム２８ 育児休暇（育休）を 3 年間に延長し、認証保育所の増設などで
子育て環境の拡充を図ります
プログラム２９ 女性のライフプランを応援します
プログラム３０ 「高齢者の安心」を守ります
プログラム３１ 障害者への支援体制を整えます
プログラム３２ 緊急医療を含め、安心の医療体制を築きます
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世界一への道 1

防災・防犯に強い「頼れる首都」を築きます
安全・安心ビジョン
「東京の安全・安心」こそ、東京の最大の福祉である── TOKYO 自民党の根幹として
きた福祉理念は大輪の花を咲かせています。世界に誇れる安全・安心・快適な都市として、
建物や道路など都市施設の震災対策だけでなく、上下水道・ガス・電気などのライフラ
インの耐震化や、緊急輸送道路・橋梁の耐震化も進むことに加え、自立分散型の発電装
置が普及し、災害に強いまちづくりを実現しています。
阪神淡路大震災、東日本大震災の教訓を生かし、2020 年の東京は小中学校や病院など
の防災上重要な建築物は 100％耐震化されており、都内の民間住宅の 95％以上が耐震化
されています。また、帰宅困難者問題では、都内民間事業者の 3 日分の備蓄が徹底され、
家族の安否確認手段も日ごろから話し合われているので一斉帰宅も発生せず、交通渋滞
などの混乱も最小限に抑えられています。
さらに、木造住宅密集地域の解消も、延焼を遮断する役割を担う都市計画道路の整備
を進めるとともに、都税の減免や老朽家屋除却への助成金を盛り込んだ不燃化特区制度
を活用して大きく前進し、津波に対する対策と合わせて、まちづくりと一体的に行うゲ
リラ豪雨対策などにより、都市型水害に対する安全性も向上しています。
災害が発生しても、その被害の拡大を最小化し、首都東京の都市機能の迅速な復旧を
図る総合的なリスクマネジメントが確立されるなど、こうした総合的な災害への備えが
都民の暮らしに安全・安心をもたらしています。被災を風化させない、痛みを忘れない
ために、東京は 3・11 直後から被災地の復興・発展を全力で支えています。
一方、防犯についてはボランティアをはじめとする地域の力とＩＴ技術の力を融合す
ることにより体感治安が向上し、都民が日常生活において安全と安心を実感しています。
さらに、わが国の英知を結集して開発された、より精度の高いスムーズな危険物探知シ
ステムなどが導入され、オリンピック・パラリンピック開催都市として、テロの発生を
未然に防止しています。
【これまでに実現したこと】
◇防災上重要な都立建築物の耐震化率 97%( 平成 25 年度末 )
◇災害拠点病院の耐震化率（患者が常時利用する建築物すべてが耐震化されている割合）88%
( 平成 25 年度末 )
◇小中学校の耐震化率 99%( 平成 26 年 4 月 )
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◇住宅の耐震化率 81%( 平成 23 年 3 月 )
◇緊急輸送道路などの橋梁で耐震化が必要な 411 橋のうち 329 橋の耐震化を完了
（平成 25 年度末）
◇都道における電線類の地中化率 35%( 平成 26 年 4 月 )
◇首都中枢機関や救急医療機関など、震災時に重要な役割を担う施設に供給する
水道管の耐震化率
（抜け出し防止機能を有する水道管の割合）
が 70% に向上
（平成 25 年度末）
◇避難所や災害拠点病院などの施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化（下水道管とマン
ホールの接続部を可とう化※ 1 すること）を約 2,500 か所で完了（平成 25 年度末）
◇中小河川の治水安全度を 77% まで向上（平成 24 年度）
◇路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装 ( 遮熱性舗装・保水性舗装 ) を 74㎞実施
（平成 25 年度末）

プログラム 1

都内の重要建物の耐震化を強力に推進し、減災対策を徹底して行います
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災後、首都直下型地震等の被害想定が見直され、最
大震度７の地域が出るとともに、都内の広範囲の地域で震度 6 強になるとの報告書が出
されました。世界に占める日本の国土面積は 0.25％ほどにすぎませんが、マグニチュー
ド 6 以上の地震の 20％がわが国で起きています。
先人の知恵を生かし、現代科学技術を総結集し、都民の生命と財産を守ります。

○緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化支援をさらに強化し、平成 27 年度の完了を実現します
○災害拠点病院、震災時に一時的な待機場所となる大規模民間建築物などの耐震化を平成 27
年度までに完了させます
○都立公園のうち大規模な救助活動などの拠点整備を全 35 か所で完了させ、震災時の広域的
な避難場所※ 2 において、防災用トイレ整備や大型車両に対応した出入口の改修などを全 26
か所で完了します
○緊急輸送道路などにある 411 橋の耐震化を平成 29 年度までに完了させるとともに、最先
端の技術を活用して、上下水道施設などのライフラインの耐震化を推進します
○マンションや戸建住宅、都営住宅の耐震化を進めます
○超高層建築物の建物所有者などに対し、長周期地震動による家具類の転倒・落下防止対策な
※1
※2

継ぎ目の柔軟性（微弾性）を高めること。可とう性が高いと地震の際にも、ずれにくくなる。
火災の危険から身を守り鎮火を待つ場所．大規模な公園などを指定。
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どの普及啓発を行います
○都営住宅のエレベーターに、停電時に最寄階で自動停止する停電時自動着床装置を設置、ま
た都営地下鉄の駅のエレベーターにリスタート機能を付加し、閉じ込めリスクを軽減します
○新耐震基準以前に建設された老朽マンションの耐震診断及び耐震改修を支援し、耐震化を促
進します
○甚大な被害が予想される地域での木造住宅耐震改修に対し、助成や固定資産税減免の支援を
行います
○液状化の発生が懸念される地域での宅地の地盤改良などを支援し建物やインフラ被害を
軽減します
○無電柱化の推進に併せた信号線の地下化を図り、電線類の被災や、電柱の倒壊による道路閉
塞を防止するなど、都市防災機能の強化を図ります
○想定される最大級の地震に対し、津波や高潮の浸水被害や隅田川など海水位の影響を受けや
すい河川の氾濫防止や地下鉄への浸水を防ぐため、東京港における危機管理体制を強化し、
水門・排水機場などにおける耐震・耐水対策を推進、東京湾沿岸及び東部低地帯を守る河川
や海岸の堤防などの耐震対策を強化します
○公共施設の本格復旧やまちの再建を担う技術系職員の派遣など、専門的なノウハウを有する
職員を継続的に派遣し、被災地の復興を中長期的に支援します
○首都直下型地震や南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえ、避難空間の安全性を改めて検証
し、避難場所の見直しとともに、さらなる確保に取組、大地震発生に備えます
○まちづくりの手法を見直して、容積率の空中移転など未利用容積率の活用を実現し、避難・
備蓄スペースと避難経路の確保に取組ます

（％）

道路の無電柱化率の国際都市比較

○避難所や病院・公共施設に発電施設や蓄電池を配備
します
○センターコア・エリア内の平成 31 年度の無電柱化完
了に続き、緊急輸送道路での重点整備など都道の無
電柱化を進めるとともに、区市町村道の無電柱化を
積極的に支援し、東京から電柱を無くします

プログラム 2

帰宅困難者対策など、災害発生後 72 時間の対応を万全にします
東日本大震災発生直後、交通渋滞が発生し、主要道路には歩行者が溢れるなど、あら
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ためて帰宅困難者の問題がクローズアップされました。災害発生後、まず重要になるの
は都民に対する正確な情報の発信です。
防災関連の SNS ※ 3 を整備すると共に、食料・水の備蓄、トイレの提供などを行う一時
滞在施設の確保など、災害が発生しても、その被害の拡大を抑えるとともに、２次災害
を防ぎます。

○東京都帰宅困難者対策条例などに基づき、防災ツイッターなどの SNS や広報紙、各種イベン
トなどを通じて事業者などに周知を図り、一斉帰宅の抑制と 3 日分の備蓄などを徹底します
○民間の一時滞在施設における食料などの備蓄物資の整備を支援し、一時滞在施設数を拡大します
○都立学校で水や携帯トイレなどの備蓄を進めるなど災害時帰宅支援ステーションの整備を推
進します
○帰宅困難者に施設の一部を開放することを条件として、大規模オフィスビルなどに対して自
立分散型電源の導入を支援します
○自衛隊や警察、
消防などのより実践的な連携態勢の再構築や連絡用無線機の増強などを行い、
人命救助にとって重要とされる発災後 72 時間の初動態勢を盤石なものとします
○緊急通行車両や災害拠点病院で必要となる燃料を確保し、応急活動の機能を維持します
○高層建築物や山間部などでの、ヘリによる迅速な救助・救急体制を整備します
○ヘリコプターの消火能力を向上させて、都立学校や大規模団地、災害拠点病院などにヘリサ
インを重点整備します。震災時に一般車両の都心方向への流入抑制を行う信号機や停電時も
機能する電池内蔵型信号機などの整備により、円滑な交通管制を確保します
○被災時においても事業を継続するため、物流事業者や中小企業、区市町村などの BCP ※ 4 の
策定などを支援するとともに、都の BCP などを見直し、実践的な訓練を推進します
○舎人公園に非常用発電設備を設置し、避難場所や応急復旧活動拠点としての
機能を強化します
○避難施設に 24 時間逃げ込める体制を整備します
○病院や市場、上下水道、消防などの施設において、非常用発電設備の増強などを行うととも
に、中小企業の非常用発電設備などの導入を支援します
○重要な水道管路の二重化などを進め、震災時や停電時においても安定的な給水を行います
○水再生センター間のネットワーク化に向けた連絡管を整備し、
汚水や汚泥の相互融通により、
※ 3 Social Networking Service の略。ツイッターやフェイスブックなどインターネットを使った会員制の情報サービス。
※ 4 Business Continuity Plan の略。被災しても事業を継続できるようにするための計画。
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緊急時も下水処理を安定的に行います
○震災時や事故時などにおいても、より安定的に給水するため、浄水場と給水所を結ぶ送配水
管の整備や重要幹線の二重化・ネットワーク化を進め、バックアップ機能の強化を図ります
○震災時や広域停電時などにおいても、都民の生活に必要な水を供給するため、浄水処理及び
配水ポンプなどの運転が継続できるよう自家発電設備などの設置を推進します
○全都立高校において 1 泊 2 日の宿泊防災訓練を実施するとともに、防災教育推進校で、消
防学校などと連携した消火訓練などを実施します
○防災拠点としての機能を確保するため、東京ヘリポートの液状化対策を完了させます
○隣近所、自治会・町会、消防団などの集結による地域の自主的な取組を支援します
○建物の耐震化や物資の備蓄などの帰宅困難者対策に積極的に取り組む中小企業を強力サ
ポートします
○休日、夜間を問わず、災害発生直後に速やかに的確な情報を提供します

プログラム 3

地域の耐火性を高め、都市の風水害対策を見直します
災害時に火災が発生すると被害が拡大する可能性が高くなります。防災拠点を整備す
るとともに、税制などを活用して木造住宅密集地域の解消を図り、住宅問題の解決と一
体化した防災都市づくりを引続き強力に推進します。また、消防団の人材確保、技術向
上支援にも力を入れます。
さらに、ヒートアイランドの深刻化などによりゲリラ豪雨といわれる短時間に集中的
な降雨量が観測されることが多くなっており、台風の巨大化には地球温暖化の影響も指
摘されています。河川や下水道の氾濫により懸念されている主要駅周辺の地下街・地下
道や都民の住居を全力で守ります。

○区による用地取得に対する支援、老朽家屋の除却への助成拡充、まちづくりなどの専門家の
派遣、固定資産税・都市計画税の大幅な減免措置の検討などから成る都独自の不燃化特区制
度を推進します
○木造住宅密集地域において延焼による焼失ゼロをめざし、不燃化特区制度を活用した取組を
現在の 12 地区から 50 地区に拡大し、平成 32 年までに ｢燃えないまち」を実現します
○東部低地帯や臨海部、島しょを津波や高潮から守る護岸や堤防、水門の耐震性を強化します
○整備地域 (7,000ha) において延焼遮断帯などを形成する主要な都市計画道路 ( 特定整備路線
28 区間約 26km) の整備を加速し平成 32 年度末までに ｢燃え広がらないまち｣ を実現します
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○準耐火建築物又は耐火建築物などへの建替えを促進するため、区と連携し、東京都建築安
全条例に基づく都独自の防火規制の対象区域 ( 平成 26 年３月現在、区部において 3,359ha)
を大幅に拡大します
○消防車が進入困難な木造住宅密集地域での地域住民による排水栓を活用した初期消火訓練の
促進などにより、地域防災力の向上を図ります
○消防団の重要性や魅力を広く PR し、人材を確保するとともに、消防訓練所の救助資器材の
増強などにより、消防団の救助技術の向上を図ります
○避難支援プランの策定などの区市町村の取り組を支援し、災害時要援護者の避難体制を強化
します
○地域で消防少年団などをリードし、
団員数を増加して少年時代から共助の精神を育成します。
○治水対策をこれまでの時間 50 ミリから、区部では時間最大 75 ミリ降雨、多摩では時間最
大 65 ミリ降雨に対応するため、地下調節池の整備や下水整備を進め、ゲリラ豪雨による浸
水被害を克服します
○幾度も繰り返されてきた利根川水系の洪水被害から、人口や都市機能が高度に集積する首都
圏を守るため、政府や関係５県と協調し治水効果の高い八ツ場ダムの早期完成を実現します
○「地下街対策」として、東京駅丸の内口地区など９地区において下水道施設 ( 貯留管など )

コラム

サンゴ密漁は許さない ───。

中国船によるサンゴの密漁問題については、わが国の多くの人が非常に残念に思っていま
す。サンゴが中国国内で高く売れること、また日本の取り締まりの法律の罰則が厳しくない
ことから、中国船が大挙して小笠原諸島におしかけサンゴを密漁している実態が明らかになっ
たからです。
中国船によるサンゴの密漁は平成 26 年９月頃から確認されており、10 月には 200 隻にも
ぼったとされています。しかも、中国船の多くが高性能レーダーを搭載しているにもかかわ
らず、木の枝を括り付けたり、船体にサビをうかべたりして偽装して取り締まりを油断させ、
さらに取り締まりが難しい夜間に操業していることなども確認されており、非常に悪質です。
これまで、日本領海内での外国人の操業を禁じた外国人操業規制法の罰金は 400 万円、排
他的経済水域での外国人尾無許可操業には、漁業主権法の罰金は 1000 万円にすぎませんで
した。
自然環境を守ることは、当然、領土・領海・領空を有する国の責務でもあります。そのため、
自民党では外国船の違法操業に関する罰金を 3000 万円まで引き上げるとともに、関係機関
による都主催の連絡会議でも農林水産省とともに防衛省の参加を呼びかけて、被害状況の確
認と監視体制を強化・徹底して安全・安心な日本を守ります。
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の整備を推進します
○近年浸水被害のあった河川など、水害の危険性が高い地域において、河川の拡幅や護岸整備、
調節池の整備を着実に推進します
○個人住宅などにおける雨水浸透ますなどの設置助成対象について、7 流域の関係区市と連携
して普及活動を強化し、平成 26 年度に約 2,500 件の助成を実施します
○土砂災害の懸念のある都内約 15,000 か所の基礎調査結果により、土砂災害警戒区域指定を
行います
○都市型水害として河川の氾濫を堤防や水門で防ぎ、地下鉄や地下街の浸水被害を防止します

プログラム 4

体感治安の向上を図ります
振り込め詐欺は手口も変化するなどして依然として被害が発生しており、高齢者や若
年者をターゲットにした犯罪が後を絶ちません。違法薬物の対策を強化し、消費者被害
への救済機能を強化するとともに、暴力団の排除を強力に進め、体感治安を向上させます。

○高齢者、若者などを狙う悪質事業者の取り締りを強化します
○消費者被害への救済機能を強化します
コラム

エボラ出血熱対策

インフルエンザでなくなる方は世界中で年間 50 万人にのぼりますが、今年、エボラ出血
熱でなくなった方は約 5000 人にすぎません。しかし、エボラ出血熱は致死率が 50％〜 90％
に達しています。
これまで散発的にアフリカで患者が発生していましたが、飛沫感染をしないことが確認さ
れており、先進国まで広がることはありませんでした。しかし、今回の流行では、治療に当たっ
ている医療従事者にも感染しており、非常に深刻な事態になっています。
エボラ出血熱は治療法が確立していないため、多くの困難がありますが、日本の製薬会社
の薬剤の効果が確かめられたこともあり、WHO（世界保険機関）を中心とした世界の流行拡
大阻止の取組を指示し、協力体制の一翼を担うため、自民党は積極的な役割を果たしていき
ます。
エボラ出血熱は、感染者の吐瀉物などに触れることによって感染します。国内で感染者が
発祥した場合には、二次感染リスクもあります。そのため、流行国から帰国後 1 か月程度の
間に発熱した場合には、地域の医療機関を受診せずに、まず保健所に連絡をし指示に従って
いただくことを徹底し、感染の拡大を最小限に抑えていきます。
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○見通しがよく、夜でも明るい公園・路地など美しく安全なまちづくりを進め、犯罪を未然に
防ぎます
○暴力団排除対策を推進します
○自動車・自転車の無法運転による事故発生を防止するため、全ての主要な交差点に監視カメ
ラを設置し、悪質運転の取り締り強化を図り、都民の安全を守ります
○振込め詐欺（母さん助けて詐欺）
、ネット犯罪、ひったくり、危険ドラッグ※ 5 などを撲滅し、
日常生活に潜む様々な不安を払拭します
○商店街が行う防犯カメラ、防犯灯の設置に対する支援を拡充し、子供や弱者を地域で見守る
体制を都全域で構築します
○町会・自治会が行う地域での見守り・防犯活動を積極的に支援します
○再犯防止を支援するため、警察や区市町村、保護司など地域全体が連携してサポートし、再
チャレンジや立ち直りが可能な社会づくりを推進します
○セキュリティを強化し、テロを許さない社会づくりを進めます
○民間との情報共有体制の強化、専門人材の育成、共同訓練の実施などにより、サイバー空間
の安全・安心を確保します
コラム

危険ドラッグは禁止薬物

いわゆる「脱法ドラッグ」とは覚せい剤や大麻などの違法薬物とよく似た成分を含み、使
用することにより酩酊状態になるものの、成分を変えることで取り締まりをかいくぐる「い
たちごっこ」の状態が続いてきました。しかし、平成 12 年の厚生労働省の調査では、こう
したドラッグの吸引による緊急搬送の事例が前年の 10 倍に膨らみ、吸引者による交通事故
なども増加していることが明らかにされました。
脱法ドラッグはハーブなどと称されて販売されることも多く、繁華街等や通信販売などで
容易に購入することができ、使用量等によっては意識喪失や呼吸困難を引き起こします。実
際に平成 26 年 6 月には脱法ドラッグを吸引した男が東京で車を暴走させ死傷者が 8 人にの
ぼる重大事故を引き起こしたことから、自民党では脱法ドラッグの名称を危険ドラッグに改
めることで違法性を明確にしました。
指定薬物の所持・使用を禁止する法改正も平成 26 年１月に行っていますが、指定薬物の
検査・特定に時間がかかるなどの問題点も指摘されています。
自民党では、自治体との協力体制を今まで以上に強化することで、柔軟な対応を可能とし、
若者の未来を奪う危険ドラッグは決して許さない取組を進めていきます。

※5

麻薬などと同じような成分を含み、服用することによって酩酊状態等になる薬物。
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中小企業の活力で「日本経済を再生」します
活気・発展ビジョン
都では中小企業経営力強化事業を拡充することによって、アベノミクスの 3 本目の矢
である民間の経済成長戦略を後押しの成果が現れ、さらに日経平均株価も上がり、景気
は回復から上昇に好転していることも実感できるようになっています。
日本の 99％を占める中小企業の活力を取り戻せば、わが国は確実に変わります。都税
の減免を活用して、東京の将来を支える都市型産業（
「創造的都市型産業」
）をはじめと
する新産業分野・新事業の起業を全面的に支援しています。
さらに、
「Win-Win」の東京と地方とのコミュニケーションが定着し、全国的に数多く
の地域経済圏が形成されています。小規模であっても経済の着実な好循環が創出され、
中小企業は安定経営路線を確かなものとしています。さらに、工場・社員住宅の新築・
建替えへの資金融資、個別企業への特例での規制緩和を認める「企業実証特例制度」が
創設されています。
また、中小企業への融資の際の個人保証のあり方の検討などを精力的に進める一方、
住民の信頼を得ている社会的起業家（ソーシャル・アントレプレナー）
、NPO などを始め
とする多様な主体が、その特性を活かし、地域の担い手として自ら社会的課題を解決す
る仕組みを創り出し、それらが見事なハーモニーを保ちながら機能しています。
東京から、中小企業の活性化によって、元気な日本経済を取り戻していきます。
プログラム 5

中小企業を守り、商店街の振興を図るなど民間成長戦略を展開します
中小企業が日本の企業全体に占める割合は 99％。日本経済をよくするためには、中小
企業の活力が必要です。資金繰りなどに対する金融支援体制を整え、需要の創造などで
中小企業を守ります。また、都市農業を振興し、各地域の商店街を中心にした「地産地消」
もあわせて進めます。

○起業家の成長段階に応じた総合的なサポートや、
ベンチャーファンドを通じた成長支援など、
起業・創業を一層促進し、意欲ある多くの人が起業しやすい環境を整備します
○円安を追い風にして東京のものづくり産業の復活を図るため、中小企業の工場建て替えや拡
充を支援します
○今後の景気回復による資金需要の増加を見据え、中小企業にスムーズな資金供給ができるよ
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う、積極的にバックァップします
○円安に伴う輸入原材料などの価格上昇に対応するため、中小企業への緊急融資を実施すると
ともに、下請けいじめが発生しないよう市場を厳重に監視します
○東京が世界に誇るものづくり技術やものづくり産業を継続・発展させるため、後継者の育成
や円滑な事業継承を支援します
○これまでの商店街振興に加え、
買い物代行や宅配など「21 世紀型御用聞き」を支援するなど、
ハード・ソフト両面から商店街振興に取組ます
○中小企業制度融資をより充実させ、地域の金融機関と連携し新たな保証付融資制度の活用を
図ります
○経営全般、資金調達、法律・労務相談など、中小企業の経営に関して、公益財団法人東京都
中小企業振興公社にて無料ワンストップで対応します
○裁判よりも迅速に問題の解決を図る ADR ※ 1 などの無料利用を拡大していきます
○企業への経営診断を実施するとともに、診断結果に基づいて必要となる取組や実施スケ
ジュールなどを提案するなど、経営力向上のためのフォローアップを強化します
○「進め！

若手商人育成事業」で、若手商人を育成します

○「新・元気を出せ！商店街事業」を引続き強力に進めます
コラム

中小企業融資を拡充

中小企業を対象とした金融円滑化法が平成 24 年度末で終了したため、都内の中小企業を
中心として、貸し渋りや貸しはがしの心配が大きくなっていました。
そこで、TOKYO 自民党は、昨年度末までの資金需要に応えるために、「経営力強化保証対
応型」融資を急遽新設し、一般企業に対しては 2 億 8 千万円（組合の上限は４億 8 千万円）
まで融資が受けられるようにし、従来の制度融資も、適用要件を緩和して支援枠を拡大し中
小企業支援を強化しました。
その他にも、個別企業に特例的に規制緩和を認める ｢企業実証特例制度」の創設、リース
契約における一部公的負担の導入、中小企業融資の際の個人保証の見直し、ものづくりの復
興を税制面から支援する「東京ものづくり集積特区」、中小企業が工場や社員住宅を新築・建
替えする際の資金融資など、多彩なメニューを揃えていきます。
昨年末の政権交代と、わが党の安倍内閣の強力なリーダーシップによるアベノミクスが実
施され、こうした私たちの取組とが相乗効果となって、景気は回復から上昇へと転じています。
引き続き、TOKYO 自民党は、日本を支え、東京の活力アップを図る中小企業への支援に全
力で取組ます。
※1

Alternative Dispute Resolution の略。民事上の紛争を訴訟ではなく、
公正な第 3 者が関与して早期解決を図ること。
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○東京農業のもつ特性を生かしながら産業力を強化し、地産地消を進めます
○地元企業が積極的に参加する ｢公共事業の地産地消」で地域経済を活性化します

プログラム 6

成長産業の重点的な育成と既存技術の伸長を図り、情報セキュリティ対策を強化します
現在、東京が抱える課題をビジュアル化※ 2 し、新事業のシーズ※ 3 を育成して技術革新
を進め、VOC ※ 4 や水関連などの環境ビジネスを創出します。首都大学や都立産業技術研
究センターなど研究機関と中小企業の連携なども支援し、新技術開発、製品の実用化、
販路開拓、新規起業の支援を進め、
「東京ものづくり集積特区」を設置します。

○アベノミクスの三本の矢の一つ「成長戦略」と連動し、環境・医療・福祉・ロボットをはじ
めとした成長産業の育成を推進します
○東京国際金融センターの実現に向けて、国際的なビジネス環境の整備、金融人材の育成を推
進します
○東京の産業発展をさらに後押しするため、国に対し、一層の規制緩和を求めていきます
○東京の産業を支えるものづくり技術の維持・発展に向けて、中小企業が集積する地域に「東
京ものづくり集積特区」を設置します
○中小企業の資金需要に応えるため「経営力強化保証対応型※ 5」融資など多彩なメニューを揃
えます
○製造業の立地環境の整備に対する支援や、優れた新商品の販路開拓に対する支援など、高い
技術力を持つ中小企業を強力にサポートします
○大都市東京が抱える課題 ( 健康、環境・エネルギー、危機管理など ) について、その解決に
資する技術開発の指針となる「課題マップ」を作成し、このマップに基づく、他企業・大学・
試験研究機関などとの連携による技術・製品開発の実用化への取組を支援して、新事業創出
と技術革新を促進します
○実証実験などの場の提供など、開発の進捗状況に応じた支援を行い、都市課題の克服に寄与
する新技術・新製品の実用化を推進します
○ VOC 削減技術について、大学や試験研究機関などによる共同研究開発成果の事業化を支援

※2
※3
※4
※5
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見える化。
将来的にビジネスの元になるもののこと。
Volatile Organic Compounds の略で、トルエン、酢酸エチルなど塗料や印刷インクなどに含まれる。
経営環境の変化によって影響を受けている中小企業を対象に、運転資金、設備資金を融資する。

し、新たな環境ビジネス創出を推進します
○デザインコンペティション※ 6 により、高い技術力を持つ中小企業と優れたデザイナーによ
る協働の取組を活発化させます
○知的財産権の制度を熟知したコーディネーターにより、中小企業とデザイナー間での適切な
知的財産権保護の指導・助言、権利調整の実施など、新ビジネス創出を支援します
○コンテンツ企業との異業種交流セミナーを開催し、コンテンツ産業の育成を図ります
○新製品開発力が脆弱な中小企業を対象に、プロジェクト内容に応じた専門家による講座や企
業への個別指導により、製品開発から販売までの事業化を一貫して支援します
○社外資源を活用した新製品の開発 ( オープンイノベーション ) を支援します
○優れた新商品の販路開拓を支援します
○インキュベータ連携の促進で総合的な創業環境づくりをし、ベンチャー企業の成長支援を推
進します
○区市町村が策定する「地域産業基盤強化計画」に基づいて実施するものづくり中小企業の立
地環境整備や競争力強化の取り組を支援し、空洞化を防止します

コラム

東京圏の観光流動活性化と地方への誘客

オリンピック・パラリンピック開催を起爆剤にして東京圏の観光流動活性化を図るととも
に、復興をめざす東北や新たなルートである北陸・北海道への誘客に取組みます。その一貫
としてお客様にご利用いただきやすいチケッティング方法の確立をめざします。
海外からの列車予約サイト（JR － EAST Train Reservation) の利便性向上／東日本版ゴール
デンルートの構築／外国人の目的地に合わせた商品販売／東北・北陸・北海道方面・関東地
方各県方面・東京近郊のシステム整備を急ぎます。さらに、安全かつスムーズ・快適な移動サー
ビスを提供（海外からのお客さまの受入体制の充実）するために、ソフト・ハード両面から
充実させ、海外のお客さまのスムーズ・快適な移動を可能にします。また、訪日外国人旅客
に対する案内設備の充実をめざし、主要駅におけるインフォメーションセンター・訪日外国
人旅行センターの拡充や、表示器の改良等を行う社員などの英語案内スキルの強化（ICT を活
用した多言語案内強化）など、英語で業務上必要な案内・情報提供ができる係員を幅広く育成・
配置を図ります。スムーズな目的地への移動を実現するために、英・中・韓に対応した画像・
文字情報による案内が可能な機器の整備・拡充・無料公衆無線 LAN（JR- EAST FREE WiFi） の
拡充・緊急時・異常時の案内・乗換案内や運行状況等の情報をよりわかりやすく提供するた
めの施策の検討をおこないます。

※6

デザインの優劣を競う大会。
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プログラム 7

中小企業の海外販路の開拓を支援します
為替水準や自社技術のオリジナリティ性などによって海外進出は検討されますが、中
小企業が海外展開する上で必要となる現地情報や、販路開拓、海外での知的財産権の確
保に加え、中小企業同士の連携などのアドバイスなどを積極的に行い、グローバル社会
に対応した東京の活性化を図ります。

○東京に海外企業を誘致し、東京と日本に新たなビジネスチャンスを創出します
○知的財産戦略を支援し、世界に販路を広げる企業を支援します
○海外展開を目指す中小企業に対して、海外のビジネス事情に精通したナビゲータによる現地
情報の提供や専門商社への仲介、展示会の出展などにより販路開拓を支援します
○異分野で活用できる商材に関する技術的知見を有した技術アドバイザーや、国ごとに異なる
法規制・税制度・商慣習などに精通する貿易アドバイザーを設置することにより、中小企業
の海外進出支援を強化します
○海外向け製品の開発や生産を行う中小企業に対して、
「広域首都圏輸出製品技術支援セン
ター」( 産技研に設置 ) により、1 都 4 県の試験研究機関が連携し、専門家による国際的な
規格適合のための評価試験や製品改良などの相談・技術支援を行います
○海外での模倣品流通による権利侵害・訴訟リスクに迅速に対応するため、優れた技術を有し、
海外において広く活用する中小企業に対し外国での実用新案出願費用を助成し、製品開発競
争力を強化します
○コーディネータの派遣などにより、大手企業開発試作部門などとのマッチングによる広域連
携・協働を促進し、中小企業の革新的なものづくりへの取り組を支援します
○ファッション・コンテンツ・伝統工芸品などクールジャパン関連産業における中小企業の海
外展開を支援します
東京しごとセンター事業実績（就職者数）
ビジネスコンシェルジュ東京による
ワンストップサービス支援
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プログラム 8

産業界の人材確保・育成に努め、雇用環境を整備します
資源のないわが国にとって、人材こそが国富の源泉です。中小企業における人材育成、
職場環境の整備や仕事と家庭の両立、新卒者や学生向けの中小企業の技術紹介などを強
力に推進し、非正規労働者の環境改善、障害者雇用に取り組む中小企業を支援します。

○若者やその保護者を対象として、ものづくり分野の中小企業と直接交流できる仕事体験ツ
アーなどを開催するとともに、ものづくり中小企業の優れた技術をホームページや冊子「輝
く技術光る企業」などで広く紹介します
○雇用・就業支援でさらなる可能性を引き出します
○「若年者緊急就職サポート事業」を展開し、中小企業の採用担当者や経営者を対象としたセ
ミナーを開催するなど、中小企業における人材確保・育成を支援します
○業界の課題を踏まえ、職場環境の改善に取り組む中小企業団体などを支援し、業界全体にお
ける雇用環境の整備に向けた気運を醸成します
○非正規労働者の雇用環境整備に取り組む中小企業に対し専門家を派遣し、人事制度や賃金制
度などの改善計画の策定を支援します
○中小企業などが実施する職業訓練を支援し、就業者の仕事と家庭の両立支援を促進します
○障害者を雇用する中小企業などを支援します
コラム

ローカル・アベノミクス

創業 10 年未満の中小企業などの比較的小規模の事業者が自治体の仕事を受注しようとす
る場合、入札等の参加資格を得るための手続き面の負担が大きく、なかなか実現が難しいの
が現状です。
そこで、「官公需中小企業者受注確保法案」では、こうした比較的小規模の事業者が自治体
の仕事を受注するための機会を増やすことを目的とし、 野党でも地方経済の向上に資する重
要法案であるとの認識は一致していました。11 月 13 日には衆議院では全会一致で可決され、
参議院に送付されました。ところが、安倍首相が衆議院の解散をの発表後、民主党と共産党
が審議を拒否し、参議院で廃案となってしまいました。
衆議院で全会一致で採択されたということは、国民の多くが成立を望んでいることを、す
べての政党の国会議員が理解し行動したことになります。両党の審議拒否は国民をないがし
ろにし、参議院の役割をも否定するものです。
TOKYO 自民党は、国民の生活を守る「ローカルアベノミクス」をさらに推進することで、
中小企業振興に全力で実現していきます。
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首都のエネルギーの「安全・安定」を確立します
安全・安心ビジョン
経済成長と環境保全の両立を目指したエネルギー政策が展開されています。まず、電
力調達の多様化が進み、新電力会社が育成されているとともに、太陽光、風力、地熱な
ど再生可能なエネルギーの普及が進んでいます。
また、効率的なエネルギーを管理するシステム（スマートシティシステム）が民間に
普及して、いっそうの省エネと効率化、最適化、安定化が図られています。
さらにハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの普及が進み、エネルギーの需
要がガソリンから電気に転換して、澄んだ空気の低炭素社会に移行しています。
さらに、水素エネルギーの活用も効果的に行われ、まちのあちこちには水素ステーショ
ンも設置されています。
円安が進むとエネルギー原料が相対的にコスト高になることから、エネルギー価格の
高騰が民間の経済成長を抑制しないよう最大限の注意が払われています。
また、原子力発電については、世界で最も厳格な基準を策定し、
「責任ある戦略」が展
開されて、安全・安定した東京エネルギーのビジョンが確立しています。
【これまでに実現したこと】
◇都立学校や都営住宅などの上部を活用して 10,500kw の太陽光発電を導入（平成 25 年度末）
◇給水所などで小水力発電を 2,500kw 導入（平成 25 年度末）
◇東日本大震災以降、省エネ・節電が平成 22 年度に比べ、約 15%、約 900 万 kw 削減
◇ 33,528 件の中小規模事業所で地球温暖化対策報告書制度を活用した CO2 削減の取り組を
実施 ( 平成 25 年度実績 )
◇節電アドバイザーによる戸別訪問 ( 約３万件 ) や講習会などの開催 (218 回 )
( 平成 25 年度実績 )
◇中小事業者の電気自動車 (95 台 )、プラグイン・ハイブリッド車 (104 台 ) の導入、バス事
業者のハイブリッドバス (25 台 ) の導入を支援 ( 平成 25 年度実績 )
◇路面温度の上昇を抑制する環境対策型舗装を新たに都道 74km（累計）で実施
( 平成 25 年度実績 )
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プログラム 9

エネルギーの管理を徹底し、無駄をなくします
使用電力に対する効率的な管理を普及させるために BEMS や HEMS の導入を推進する
と共に、燃料電池の技術開発をいっそう進めるなどエネルギー管理システムの民間建物・
住宅への導入を支援し、エネルギーにも「もったいない」精神を生かします。

○災害などの停電時でも生活の継続に必要な最小限の電力を確保し、水の供給やエレベーター
の運転などを継続することで住宅内での生活が維持できる東京都 LCP 住宅の推進を図ります

スマートシティ・システム

○電気自動車と住宅で電力を相互に融通するシステム ( ビークル to ホームシステム※ 1) の導入
を支援し、電気自動車の蓄電池を活用した電力利用の効率化を促進します
○オフィスビルなどに対して、高効率なコージェネレーションシステムと BEMS ※ 2 の組合せ導
入などを支援します
○中小テナントビルにおいて、BEMS アグリゲータ事業者※ 3 を通じた、効率的なエネルギー管
理を推進する BEMS 導入を支援し、エネルギーマネジメントの普及・拡大を図ります
○電力需要のピーク時間帯における電力抑制対策として、下水道施設に電力貯蔵型蓄電池 (NaS
電池※ 4) の導入を推進します
○住宅への HEMS の導入に併せた蓄電池、太陽光発電設備、家庭用燃料電池の導入を支援し、

※1
※2
※3
※4

電気自動車と住まいの間で電気エネルギーをやり取りするシステム。
Bui lding and Energy Management Systemu のこと。ビルの機器・設備のエネルギー消費を効率的に管理する。
BEMS の運営者で、利用者にエネルギー管理サービスを提供。
ナトリウムと硫黄の化学反応を利用した大容量の蓄電池。
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住宅のエネルギー利用の効率化・最適化を促進するとともに、エネルギーの自立分散化を進
めます
○太陽エネルギー利用機器や次世代自動車の普及促進、オフィスや家庭でのエネルギー需給バ
ランスの管理による節電を後押しし、一層の省エネルギー化に取組ます
○都有施設に自家発電設備などを設置します

プログラム 10

再生可能エネルギーの利用の拡大や、リサイクルを徹底し、温暖化対策を一層推進します
これからのエネルギー政策の大きな柱の一つが、太陽光発電や太陽熱発電、風力発電
をはじめとする再生可能エネルギーの活用です。太陽光発電装置の設置に関する低金利
融資、都立学校や都有施設、上下水道施設への太陽光発電の導入を積極的に進め、エネ
ルギーの安心を取り戻し、資源リサイクルの徹底を図ります。

○低金利で融資する金融機関と連携し、初期投資負担を低減することにより、太陽光発電を導
入しやすい環境づくりを進めます
○太陽光発電事業者と建物所有者をマッチングする「屋根貸しビジネス」を推進し、東京全体
で太陽光発電の導入を進めます
○エネルギー効率に優れた太陽熱利用を促進させ、集合住宅などへの太陽熱導入を支援します
○都立学校や都営住宅などの都有施設に、太陽光発電の導入を推進するとともに、私立学校な
どに対して、太陽光発電の導入を支援します
○市場や上下水道施設の上部の有効活用で、大規模太陽光発電（メガワット級）の導入を推進
します
○国に先駆けて開始したキャップ & トレード制度の推進など CO2 排出量削減に積極的に取組
ます

プログラム 11

安全で環境にやさしい水素社会の実現を目指します
次世代のエネルギーとして注目されている水素ですが、普及拡大に向けては導入コス
トや生産・居旧体制の整備などの課題が残されています．官民一体となり取組を進める
ことで、水素社会の実現への道筋をつけていきます。

○ 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会における水素エネルギーの活用を通じて水
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素社会の都市モデルを提示し、先進的な技術を世界にアピールしていきます
○安全対策を着実に実行しながら、水素エネルギーを都市づくりに組み込み、環境にやさしい
都市の実現を目指します
○官民で初期需要を創出するなど、燃料電池車の普及拡大を図っていきます
○燃料電池車の普及拡大に不可欠な水素ステーションについて、スペースの確保などの課題を
解決しながら整備していきます
○低価格化や設置スペース縮減の技術開発が進む業務・産業用、家庭用燃料電池の普及を推進
します
○大消費地での需要創出により、安定的な供給体制を築き、水素エネルギーの普及を促進します
○水素の特性やリスクなども正確に伝え、水素エネルギーに対する認知度を高めていきます

プログラム 12

国の方針のもとに原発政策を見直し、将来的には世界一厳しい安全基準を設
け原発への都民の不安を払拭します
さらに、如何なる事態・状況でも社会・経済活動を維持するための電力不足
を回避する「責任ある戦略」を立案します
今後のエネルギー政策の根本に ｢安全第一主義｣（テロ対策を含む）の原則を据え、独
立機関である原子力委員会の判断に委ねます。原子力発電所の再稼働の可否については、
全ての原発について 3 年以内の結論をめざし、10 年以内には、持続可能な ｢電源構成（エ
ネルギー供給）のベストミックス」を確立します。そして、低炭素社会に向けて全ての
エネルギーの可能性を徹底的に掘り起こし、原子力に依存しなくても良い経済・社会構
造の確立をめざします。
地球温暖化については、北極において海氷面積が 10 年で５％以上縮小し、各国の都市
部でヒートアイランド現象※ 5 も発生しています。今後もいっそうの二酸化炭素の排出量
減少をめざし、低炭素エネルギーの使用、電気自動車の導入を図り、省エネ機器の設置
などへの都事業税の減免を検討します。

○如何なる事態・状況でも社会・経済活動を維持するための電力を確実に確保します
○大規模事業所に対する CO2 排出総量削減義務と排出量取引制度※ 6 の着実な運用を行います
※ 5 都市部の気温が郊外の気温と比べて以上に高くなる現象。近年多発するゲリラ豪雨の原因とも言われる。
※ 6 2008 年に環境確保条例を改正して東京に導入され、オフィスビルなども対象とする世界で初めての都市型キャッ
プ・アンド・トレード制度。対象事業者は自らの割当て量を上回る二酸化炭素の排出をする場合には、市場で該当量の
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○ CO2 排出量取引の活性化や適正な取引市場の形成を促し、大規模事業所の CO2 排出総量削
減義務の達成や民間事業者による CO2 削減対策を促進します
○民間の都市開発において効率的なエネルギー利用や低炭素エネルギーの有効利用を促進する
ため、都市開発諸制度などの活用を図ります
○地球温暖化対策報告書制度を活用し、中小規模事業所の自主的な CO2 削減の取り組を促進
するとともに、制度の普及拡大に向けた取り組を推進します
○地球温暖化対策報告書※ 7 を提出した中小企業が、一定期間内に都指定の省エネ型機器など
を導入した際に、取得価額の 2 分の 1 を法人事業税、個人事業税から減免し、省エネ設備
の導入を促進します
○温室効果ガス削減都庁行動計画に基づき、2014 年度の温室効果ガス排出量を 2000 年度比
で 20% 削減することを目標に掲げ、都有施設などの省エネ対策・運用改善を推進します
○中小企業への電気自動車やプラグイン・ハイブリッド※ 8 車などの次世代自動車の導入を図
るなど、自動車の低炭素化・低燃費化を促進します
○中小物流事業者へハイブリッド・トラック、バス事業者へハイブリッド・バス※ 9 導入を支
援します
○平成 25 年度までに新規登録された電気自動車やプラグインハイブリッド車について、自動
車取得税や、新規登録を受けた年度及び翌年度以降 5 か年度分の自動車税を減免するなど、
次世代自動車の導入を促進します

スマートハウスのイメージ

排出権を購入することを義務付けられるため、合理的に生産水準を決定すると期待される。
※ 7 事業所ごとの二酸化炭素排出量などの報告書を作成することで、省エネや温暖化対策の推進を図る制度。
※ 8 コンセントで充電できるハイブリッド車。
※ 9 ガソリンと電気を動力とするバス。
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国際競争力を培い「世界で勝てる東京・日本」を創成します
活気・発展ビジョン
三環状道路が整備され、鉄道の連続立体交差事業も着実に進み、渋滞の解消など首都
圏の交通事情が劇的に改善し、自動車から排出される CO2 も大幅に削減されています。
東京の多様な魅力が世界に発信され、年間 1,800 万人の外国人旅行者が訪れる世界有数の
観光都市となっています。
羽田空港の再拡張と成田空港との連携強化、京浜三港の広域連携など空港・港湾機能
の強化により、アジアでの競争力、そして世界での国際競争力が向上する中、圏央道の
全線開通や横田基地の軍民共用化によって、多摩地域が都域を超えて首都圏の中核拠点
として発展を遂げています。
鉄道の駅を中心とした地域の活性化が進むとともに、高齢者にも優しい、自動車に頼
らないコンパクトなまちづくりが行われています。誰もが快適に利用でき、東京を自分
たちのふるさとと呼べる魅力あふれるまちにしていくため、地域の課題を地域自らが解
決します。
豊かな「公」の担い手として、地域力の向上を担う自治会や町会などが活躍し、未来
を担う子供たちに素晴らしいまちを作り上げています。
雇用面では、個人の能力やスキルが正当に評価され、正規雇用・非正規雇用を問わず
公平な労働条件で働くことが可能になっています。意欲があれば人生のどの段階でもキャ
リアアップが可能になり、様々な可能性を持つ人材が育成されています。
「世界で勝てる
東京・日本」の実現は間近です。
【これまでに実現したこと】
◇中央環状線、外環、圏央道の三環状道路の整備率は 64%（平成 26 年 6 月）
◇圏央道は、平成 24 年 3 月に八王子 JCT ～高尾山 IC 間が開通し、八王子南バイパスと接続
◇骨格幹線道路の整備率は、区部環状道路で 91%、多摩南北道路で 75%（平成 25 年度末）
◇府中清瀬線、新滝山街道は、平成 24 年度に全線開通
◇平成 25 年度末までに、事業完了箇所・事業中箇所を含め、379 か所の踏切を除却
◇精度の高い交通情報を提供するため、光ビーコン※ 1 を 2,058 基整備（平成 24 年度末）
◇交通状況に応じてリアルタイムに信号制御を行う需要予測信号制御を環状 7 号線など 10 区
※ 1 走行車両と双方向通信を行う装置。各車両の位置や台数などをリアルタイムでデータ収集でき、ドライバーに交
通情報の提供も可能。
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間に導入
◇「ハイパースムーズ作戦※ 2」の実施により、平成 20 年から平成 23 年までの 4 年間で、事
業対象路線のピーク時旅行時間を 12.3% 削減
◇羽田空港 D 滑走路の供用開始 ( 平成 22 年度 ) により、羽田空港の発着枠が 39 万回 / 年に
拡大
◇ロサンゼルスやパリ、シンガポールなど、羽田空港から世界 25 都市に国際定期便が運航 ( 平
成 26 年夏ダイヤ )
◇横田空域の一部返還により、飛行時間が平均で約 3 分短縮、年間約 98 億円の経済効果、約
81,000t に相当する CO2 削減効果 ( 平成 20 年度 )
◇東京駅丸の内駅舎の復原が完了 ( 平成 23 年度 )
◇「東京都自転車走行空間整備推進計画」を策定 ( 平成 24 年 10 月 ) し、区部では、山手通
りなど 85.3㎞、多摩地域では、東八道路など 34.9km 整備（平成 25 年度末）
◇都営地下鉄の全区間で携帯電話を利用したインターネット接続、E メール送受信ができる環
境を整備

プログラム 13

ヒトとモノの流れが活発に行き交う首都圏を創り、物流機能を強化します
中央環状線など三環状線をはじめとする幹線道路の整備や環状２号線の開通など、都
内の幹線道路ネットワーク化や交通マネジメントの高度化をさらに進めながら、鉄道の
高架化などによる踏切の除却、道路交通情報の精度の向上を図り、都内の物流を円滑化
させます。また、圏央道の早期完成を図り、多摩のシリコンバレーの新しい企業の集積
と進出を実現します。

○平成 26 年度の全線開通に向けた中央環状線の整備や、
外環道・圏央道の整備の促進とともに、
都心流入を防ぐ料金体系を実現し、東京の弱点である交通渋滞を緩和します
○区部では、平成 27 年度の環状 2 号線の全線開通とともに、放射、環状道路の整備を推進し
ます
○多摩地域では、平成 26 年度の調布保谷線の全線開通とともに、多摩南北、多摩東西道路の
整備を推進します
○鉄道の連続立体交差北を促進し、小田急小田原線 ( 代々木上原～梅ケ丘 ) に続き、平成 27

※2
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信号制御に ITS 技術を活用や交差点の改良などを集中的に実施する交通渋滞対策事業。平成 20 年度から開始。

〈３環状道路の整備推進〉

年度までに京成押上線、JR 南武線 ( 稲田堤～府中本町 ) など７路線 10 か所の整備により、
27 箇所の踏切を除却し、スムーズで安全な道路交通を実現します
○中央環状線の整備として、品川線 (3 号渋谷線～湾岸線 ) を平成 26 年度に開通させます ( 中
央環状線全線開通 )
○三環状道路を最大限に活かす幹線道路を整備します
○区部の道路ネットワーク、臨海部道路ネットワークを整備します
○環状 2 号線 ( 豊洲～新橋 ) を開通させるなど、都心との交通アクセスを強化するとともに、
臨海副都心の回遊性を高めます
○道路交通情報の精度向上のため、光ビーコンの整備を進めます
○交通を円滑化するため、渋滞状況に応じて信号を的確かつ自動的に制御するシステム ( 需要
予測信号制御※ 3、ストリーム制御※ 4 の高度化 ) を整備します
○物流事業者 BCP、東京港において港湾 BCP を策定し、官民協働による災害時の安全確保及
び物流機能の早期復旧などに向けた対策を進めます
○主要な国道、都道に自転車専用レーンを整備し、歩行者、自転車、自動車それぞれの安全で
快適な通行空間を確保します
※3
※4

交差点手前の交通状況をもとに信号制御を行うシステム。
交差点の渋滞状況により信号を制御。
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○誰もが円滑かつ快適に利用できる総合的な交通体型の構築を推進します

プログラム 14

荷揚げ量日本一の京浜三港※ 5、国際線導入を進める羽田空港並びに成田空港の利便性を
より向上させるため陸・空・水ネットワークを拡充し、さらに羽田への交通アクセスの
24 時間化を推進します
国際競争力を強化するため、京浜港のコンテナターミナルの整備、大井ふ頭南側に埋
立地を造成します。また、羽田空港の２４時間化をさらに活かすために、国際線の増発、
空港までのアクセスを整備し、利用者の利便性を向上させます。さらに、地下鉄改革を
実現します。

○羽田空港や東京港の機能アップを相乗的に進め、東京を上海やシンガポールに負けないアジ
アのハブ拠点に整備します
○平成 25 年度中の羽田空港の国際線発着枠 9 万回への拡大に伴い、欧米路線や長距離アジア
路線の昼間時間帯の就航展開とともに、国際線の増設などを国に求め、さらなる国際化を推
進します
コラム

羽田空港の機能強化

「首都圏空港のさらなる機能強化に関する検討」（平成 26 年８月：国交省発表）
2020 年オリンピック・パラリンピック開催までに、羽田空港の年間処理能力を約 49 万回（現
行 45 万回＋ 4 万回）に拡大し、成田空港と合わせて、年間 83 万回達成をめざすことになり
ました。TOKYO 自民党も一体となってスムーズな展開を図ります。
《拡大後 4 万回の内訳》①滑走路処理能力の再検証
②飛行経路・滑走路運用の見直し ( 都心上空案 )

＋約 1.3 万回

＋約 2.6 万回

※現在は騒音軽滅の観点から、東京湾海上を最大限活用した離発着運用を実施
※都心上空案により、23 区中、20 区が飛行ルー卜直下に（世田谷、杉並、中央以外 )
さらに、都心上空案に当たって、配慮が必要な事項についての検討が行われました。
(1) 騒音をできるだけ小さくする
・より静かな機体の使用
・運行方法の工夫・合理的な運航制限

(2) 安全・安心な生活環境をつくる
・必要な地域における着実な防音工事等の実施
・安全・安心な運航の確保

オリンピック・パラリンピックの円滑な開催を行う中で、世界の成長力を取り込み、日本全
国の活性化に向け、空港の更なる機能強化を図り、国際化を推進します。
※5
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東京港を横浜港と川崎港と一体と見なした呼称で 10 年に国の国際コンテナ戦略港湾に選定されている。

○地下鉄全駅でのエレベーター設置でワンルート確保を完了、バリアフリー化を推進します
○首都圏で２つの国際空港を整備、羽田・成田空港の空港機能強化とより国際化を推進します
○空港機能強化を支える空港アクセスを拡充します
○主要な空港アクセス手段の一つである 24 時間空港直行バスに、優先的な信号制御を行う公
共車両優先システムを整備し、主要駅・ホテルと空港間の所要時間の短縮を図り、利便性を
向上します
○東京港をはじめ京浜港の設備のさらなる充実を図り、国際競争力を磨くことで国内外の物流
拠点能力を更に強化し、今後増大するコンテナ貨物量にも対応していきます
○大井ふ頭南側に埋立地を造成し、港湾機能のさらなる強化を図ります

プログラム 15

海外から企業・国際会議を誘致し、外国人旅行者の増加を促します
認定外国企業に対して法人税の実効税率を 10％引き下げるとともに、不動産取得税や
固定資産税を減免するだけでなく、外国人家族の生活支援サービスを行い、東京でのビ
ジネスを総合的に魅力的な環境にします。また、国際会議を開催するための助成や、外
国人旅行者を増やすための PR 活動を積極的に展開し、アジア No.1 の国際観光都市・東
京を実現します。

○アニメやマンガなど日本が世界に誇るコンテンツや文化資源 . 観光資源をフル活用し、年間
1,800 万人の外国人旅行者が訪れる観光都市・東京を実現します
○多言語での案内表示・標識、ピクトグラム、デジタルサイネージなどの活用により、外国人
がストレスなく円滑に移動できる環境を整備し、外国人旅行者の利便性・回遊性を向上させ
ます
○国内外からの個人旅行者が何度も東京に訪れたくなるように、観光・娯楽、交通・宿泊など
のよりきめ細やかな情報や口コミ惰報の発信を行い、東京での観光を、便利・スムーズで魅
力あるものにします
○臨海部などでの MICE ※ 6 施設の誘致や、おもてなしの心あふれるアフターコンベンションを
提供することにより、欧米諸国に匹敵する、国際会議都市へと成長させます
○観光ボランティアや語学ボランティアなどの育成を進め、多くの都民がボランティアとして
2020 年オリンピック・パラリンピックに参加できる環境を整備します

※6

企業などの会議（Meeting）、研修旅行（Incentive Travel）
、国際会議（Convention）
、展示会（Exhibition）の総称。
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○税制や利便性、市場開発や流通の円滑化など国際的ビジネス環境を整備します
○認定外国企業に対し、国税の優遇措置とあわせ、都独自に法人事業税の減免によって、法人
実効税率 10% 程度の引き下げの実現を図るとともに、不動産取得税、固定資産税、都市計
画税の減免などの実施も図り、東京への外国企業誘致を促進します
○ビジネスコンシェルジュ東京において、外国企業に対するビジネス支援などのサービスを総
合的にワンストップで提供し、外国企業誘致を促進します
○外国企業のニーズに応じて、都内中小企業などとのビジネスマッチングや、国内における販路、
提携先などの開拓支援、資金調達、知財戦略の策定など外国企業の事業展開を支援します
○外国人社員やその家族に対し、外国語対応が可能な病院や学校、ベビーシッター派遣会社の
紹介、行政手続情報の提供などの生活支援サービスを実施します
○東京へ国際会議などの誘致促進やアジアからの旅行者を誘致するために、戦略的な PR を実
施します
○東京港へのクルーズ客船寄港の促進のため、入港経費の一部を補助、受入体制を強化します
○世界最大 22 万総トン級の大型クルーズ客船が発着できる新たな客船ふ頭を整備します
○国際会議の誘致・開催経費の助成制度の拡充で、東京への大規模な国際会議の誘致を促進し
ます
○臨海副都心の MICE 拠点化を進め、MICE 誘致を担う人材を育成します
○ミシュランのホテル・レストランガイドや観光ガイドなどの評価を高めて、東京の観光力を
高めます
○ ICT ※ 7 を積極的に活用し、外国人旅行者への案内を充実させます

プログラム 16

老朽化したインフラ対策を推進し、東京の活力を保ちます
高度成長期を支えたわが国のインフラも、待ったなしの老朽化が進み、対策を講じる
必要があります。橋梁や高速道路など老朽インフラ対策に関しては、あわせて長寿命化
対策も進めることで、中長期的視点から計画的・効率的に更新を進められるように支援
します。

○橋梁やトンネル、上下水道、首都高など、高度経済成長期に一斉に建設され、老朽化が進む
社会インフラに対し . 更新や維持管理を適切に行うための財源を重点的に投入し、都市機能

※7

46

Information and Communication Technology の略。情報通信技術。

を確保・維持します
○目前に迫った人口減少社会の到来に対し東京の活力の低下を防ぐため、中長期視点に立って
あらゆる手立てを講じ、首都東京の継続的な発展を支えていきます
○老朽化した道路や橋を計画的、効率的に維持・更新するため、長寿命化対策を積極的に進め
ます
○ CO2 発生の抑制を図るため、老朽火力発電所の建替えを促進します
○老朽化した都営住宅等を建て替えるとともに、高層化・集約化により創出された用地を活用
し、良質な居住環境を創り出します
○既存住宅のリフォーム等の推進により、良好な住宅ストックを形成し、既存住宅の流通を促
進します

コラム

老朽都市インフラの計画的な更新

1964 年の東京オリンピック、高度経済成長期に整備された都市インフラの多くが、更新時
期に直面しています。特に . 首都高速道路は最初の供用から 50 年を経て、構造物の劣化、日
本橋付近の景観上の問題が浮き彫りになっています。そこで、予防保全型管理や計画的な更
新により都市インフラの安全性を向上させ、オリンピック・パラリンピック開催時に施設の
安全性を確保します。
『主な対策』
◇首都高速道路の安全性の維持・向上
建設から 50 年を経過した首都高速 1 号羽田線の大規模更新をはじめ、老朽化対策に着手
＊平成 25 年 12 月には、特に重大な損傷が発見されており、更新が必要な 5 区間 ( 約 8km)
の大規模更新計画を発表しました。
・1 号羽田線―東品川桟橋・鮫洲埋立部、高速大師橋
・3 号渋谷線―池尻〜三軒茶屋
・都心環状線―竹橋〜江戸川橋 ( 日本橋 )、銀座〜新富町 ( 築地川 )
◇橋梁の長寿命化
橋りょうの寿命を IOO 年以上延命する長寿命化対策を、平成 36 年度までに
累計で約 160 橋着手
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多摩・島しょの「多彩な可能性の発揮」を加速します
活気・発展ビジョン
多摩は、わが国の首都圏の中核の一つとして、人、物及び情報の結節点として活気に
満ちています。
横田基地の軍民共用化が行われ、国道 16 号線や東京外かく環状道路、圏央道、多摩南
北道路主要５路線の整備、多摩の物流コストを低減させるための西南部における物流拠
点の整備が完了間近です。さらに、圏央道の活用など多摩の潜在力や魅力を引き出す都
市基盤整備が進み、
「多摩のシリコンバレー化」
も完成に近づいています。国内だけでなく、
アジアを中心に世界各地からのヒトやモノが活発に行き交い、1 年中 24 時間、賑わいを
見せています。震災対策や地域防災ネットワーク化も進み、特に島しょ部の津波対策は
万全で、生活する方々、観光に訪れている方々の生命が安全に守られています。
また、世界遺産の小笠原や、多摩・島しょが有する大自然を観光資源として有効に活
用する観光産業の振興、戦略的なブランド農産物の開発が図られ、都市型農業経営が確
立し、農林漁業が加工や販売・流通サービスまで一貫化して行う６次産業化が進み、新
しい可能性がひらがれています。
そして、下水道が各家庭に普及し、排出された汚水が水再生センターで高度処理され
て放流される「水のリサイクル」が確立され、水環境が大幅に改善されています。
さらに、安全で安心して暮らせるよう、総合医療機能を備える多摩総合医療センターや、
周産期医療を備えた小児総合医療センターなどを擁する多摩メディカルキャンパスが都
民に安全・安心の医療を提供し、緑豊かな大自然の中で、老若男女が夢を抱いて暮らし、
元気な子供たちの声が聞こえてきます。
「国土を守る！海を守る ! 人を守る！」
、TOKYO 自民党は、さらなる発展へ全力を尽く
しています。
【これまでに実現したこと】
◇流域下水道では、累計 68㎥／日の高度処理施設と累計７万㎥／日の準高度処理施設を整備
( 平成 25 年度末 )
◇横田空域の一部返還実現（平成 20 年度）で飛行時間が平均約 3 分短縮し、年間 98 億円の
経済効果
◇九都県市による合同商談会（商談回数 823 回：平成 25 年度実績）や広域多摩地域におけ
る大手・中小企業によるコラボレーション交流会（154 社参加：平成 25 年度実績）を実施
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プログラム 17

多摩・島しょの防災力を向上させます
島しょ部近辺での地震が発生すると、津波の被害の危険性が高まることから、島しょ
の港湾施設、空港施設の防災力を向上させます。また、多摩地域の山間部を中心とした
道路の防災対策を積極的に進め、
交通網の遮断を防ぎ、
直下型地震に備えた「多摩防災パッ
ケージ」を展開します。

○直下型地震の発生が想定される多摩地域において、密集市街地対策、山間部対策といった多
摩独自の対策や、防災隣組・消防団機能の充実などを総合的に推進し , 地域全体の防災力を
強化します
○多摩総合・小児総合医療センターで、先端技術による高度な医療を提供します
○島しょ地域における港湾・漁港施設、空港施設の防災力を向上します
○日本全体の約 4 割を占める排他的経済水域を確保するため、沖ノ鳥島をはじめ、国益に大
きく貢献している東京の島々を守り、豊かな海を保全します
○多摩地域における緊急車両の通行を確保する道路整備を推進します
○多摩山間部・島しょ部道路の安全性・防災性を向上します
○治山施設での安全対策を推進します
○全ての島で、津波発生時など緊急時の連絡手段と津波避難タワーの整備、避難路の強化、生
活する集落への被害を軽減する護岸、港湾、漁港施設の整備など万全の防災対策を行います

プログラム 18

道路ネットワークや交流拠点の整備、イノベーションの活性化により
産業集積を高めます
多摩地域の豊かな自然を生かしながら、多摩の産業拠点を整備し、活性化プロジェク
トを実行して、技術開発を促します。また圏央道の整備をいっそう進め、多摩南北道路、
多摩東西道路などの交通ネットワークの拡充、横田基地の軍民共用化の早期実現で、多
摩地域のイノベーションを活性化します。

○多摩地域の産業のさらなる活性化を図るため、多摩シリコンバレーの整備を加速します
○圏央道ネットワークのポテンシャルを引き出す物流拠点の整備を促進します
○産業が集積する多摩地域でその強みを活かし、産学・産産連携を促進する交流拠点を整備します
○物流や経済を活性化し . 生活の利便性を高める多摩南北、多摩東西道路の整備を推進します
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○アクセス道や周辺のまちづくりを促進し、地域を活性化します
○圏央道、国道 16 号の整備、交差点すいすいプランを推進して渋滞を解消し、ヒトとモノの
流れを加速させます
○ J Ｒ中央線の三鷹～立川間の複々線化の実現を目指します
○多摩・産業コミュニティ活性化プロジェクトにより多摩地域のイノベーションを活性化させます
○多摩の産業集積を活かした産業振興策を展開します
○広域的産業交流の中核機能を担い、都域を超えた産学・産産連携を促進する交流拠点を整備
します
○多摩の道路において、通学路などの安全牲を高める歩道の整備や無電柱化を進め、誰もが安
心して歩ける歩行空間を提供します
○山間地域における代替路整備、道路斜面・トンネル対策、地すべりなどの土砂災害対策を総
合的に推進して都市基盤を確保し、地域の孤立化を防ぎます
○調布飛行場への計器飛行導入など、島しょと本土を結ぶ離島航空路の充実を図り、島民の生
活を守るとともに、交通利便性の向上による活性化を応援します
○高尾山 IC ～相模原愛川 IC 間を平成 26 年度に開通させるなど、圏央道を概ね開通させます

コラム

土砂災害を防ぐ

平野部が少なく、傾斜が急な山地に囲まれた地が多いわが国では、台風や昨今のゲリラ豪
雨などにより崖崩れや土砂災害が毎年全国各地で 1000 件も発生しています。平成 26 年８月
に広島市で発生した土砂災害では、死者 74 人、重軽傷者 44 人にのぼる大惨事となりました。
広島県の雨量計では１時間に 115㎜の雨量が計測されており、家屋は 330 棟が損壊、うち
133 棟が全壊、4100 棟以上が浸水し、国土交通省は 50 カ所以上で土砂が流出したと発表し
ました。特に、多くの被害者を出した安佐北区や南区などでは、わずか 20 分程度の局地的
な集中豪雨によって住宅地後ろの山が崩れたため、避難勧告が遅れるなど行政の十分な対応
ができなかったことは否めません。
また、警戒区域に指定されることにより不動産価値が下がることが多いため、これまで基
礎調査がなかなか進まない面があることが指摘されていましたが、自民党では 11 月 12 日に
同じ悲しみを二度と繰り返さないために、「改正土砂災害防止法」を成立させました。
警戒区域指定前に実施する基礎調査の公表を都道府県に義務づけ、対応が遅れている場合
には国が是正勧告を行うとともに、土砂災害警報情報を市町村長と住民に伝えることも明記
しました。
こうした土砂災害にくわえ、地震や噴火、水害などの自然災害の克服は我々日本人の大き
な課題であり、TOKYO 自民党は都民の安全安心な暮しの実現に全力で取組ます。
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多摩南北・多摩東西道路

○都域を越えた多様な産業交流を促進するため、九都県市合同商談会、広域多摩の中小企業と
大手企業などの共同研究・共同開発に向けた研究会・交流会を実施します
○首都圏の空港容量を拡大し利便性を向上させるため、横田基地の軍民共用化の早期実現に向
けて取組ます
○多摩地域と区部の移動を利用しやすくスムーズにするため、中央道の高井戸インターチェン
ジから八王子インターチェンジまでの区間を首都高速道路の管理に変更するなど、都内の一
体的な高速道路料金体系を実現します

道路整備は未来
を創造します
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プログラム 19

自然を守り、観光産業を振興します
平成 23 年に世界遺産に登録された小笠原諸島など、貴重な自然環境が残されています。
観光資源としてこうした自然環境を活かすとともに、次世代まで伝え遺すべき生態系を
まもり、水辺環境など憩いの場を整備します。

○多摩の豊かな自然や島しょの美しい海を活かした観光振興に取組ます
○世界自然遺産・小笠原の貴重な財産である自然の保護と、その豊かな自然を活かした観光振
興策の両立に積極的に取組ます
○島しょ地域における希少種の生息状況などをまとめた東京都版レッドデータブックを作成します
○多摩地域の河川などの水質改善を推進します
○生態系の保護や野生生物の適正管理に取り組むとともに、愛玩動物に対する飼育の責任につ
いて啓発し、人と動物の共存・共栄を図り、全ての生命を大切にする社会を実現します

コラム

はやぶさ２打ち上げ

交信不能から 46 日。日本のだれもがあきらめていた「はやぶさ」が奇跡的に通信機能を
回復し、７年間で 60 億キロもの旅路を終え無事地球に帰還してから４年が経ちました。人
類の歴史上初めて、月以外の惑星からサンプルを採取して地球に持ち帰るという偉業の達成
に日本中が歓喜しました。
そして、このたび、「はやぶさ２」は小惑星「1999JU3」から人類史上初めて惑星内部の物
質を採取して持ち帰るという新たな使命を帯びて「はやぶさ２」が 6 年間の宇宙の旅に出発
しました。今回の使命は、生命の起源を解明する新たな重要な手がかりになると大いに期待
されています。
大宇宙の探索にはロマンがあります。しかも、「はやぶさ」では、一時的に交信が不能と
なった他にも、エンジンの故障、コンピュータプログラミングのミス、バッテリーの使用不
能など多くのトラブルに見舞われましたが、「どんな困難な状況になっても決してあきらめな
い」という私たち日本人の誇れる特性がいかんなく発揮されました。そして、その粘り強さが、
失敗を貴重な経験として糧となし、新たな挑戦に臨むのです。
民主党政権時には「はやぶさ」の後継機の予算が削減されていたと報道されましたが、
TOKYO 自民党は日本だけでなく世界の科学技術の粋を集め、「はやぶさ２」を成功に導くた
めに全力を尽くします。
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プログラム 20

企業の事業活動や農業・林業・漁業などの従事者の「働く環境」を整備します
農業・林業・漁業の６次産業化※ 1 により、加工から販売・流通まで一体となった体制
を構築します。また、地域医療などに従事する医師確保対策を実施し、合わせて不足し
がちな薬剤師などの対応も行うとともに、多摩地域の雇用を増やすために、東京しごと
センターの多摩への移転などにより、雇用の需要と供給のマッチングを確実に行います。

○大消費地に近接する強みを生かした地産地消の農業・林業・水産業を振興します
○都独自の奨学金制度や、意欲ある医師を多摩・島しょ地域の公立病院などに派遣する東京都
地域医療支援ドクター事業により、へき地医療などを支援します
○多摩総合・小児総合医療センターで、先端技術による高度な医療を提供します
○多摩地域の就業支援機能を強化するため、東京しごとセンター多摩の移転を着実に推進します
○多摩地域の市外局番の 03 化を実現し、都内全域の電話局番を統一して通話料金を公平にします

コラム

地球温暖化対策を急ぎます

平成 26 年は日本全国で比較的夏の気温が低く、過ごしやすい年となりましたが、地球の温
暖化は確実に進んでいます。地球温暖化の目安として、南極上空で毎年８月から９月に発生し、
11 月から 12 月にかけて消滅するオゾンホールが取り上げられることが多いですが、実際に、
オゾンホールが確認されなかった 1968 年〜 1980 年までの平均値と比べると、本年において
もオゾン量の多寡を示すオゾン分圧は 3 分の 1 から 7 分の 1 の間で推移するなど顕著に減少
しています。
地球温暖化の防止のための世界的な取組は 1992 年のリオ宣言にて開始され、国連気候変
動枠組条約締約国会議がとして毎年開かれています。1997 年の京都議定書では温室効果ガス
の削減目標も数値で定められましたが、アメリカは今現在でも批准していません。地球温暖
化は、化石燃料の使用増加など科学技術の進歩などによる経済発展によるものが大きく、先
進国と開発途上国都の対立も激化しています。
しかし、私たちの子供たちが将来、安全・安心して暮らしていける地球を守るためには、
もうまったなしです。温暖効果ガスの排出量が最も多いされるアメリカの参加を引き続き積
極的に求めるとともに、燃料電池車や電気自動車の普及加速、自然エネルギー・グリーンエ
ネルギーの活用で国内の温暖化対策も積極的に進めていきます。

※ 1 第 1 次産業である農林漁業を加工（第 2 次産業）
、販売・流通（第 3 次産業）まで含めて一貫して有機的に行うこ
とで様々な可能性を生み出すこと。1 ＋ 2 ＋ 3 ＝ 6（次）であることから６次産業と呼ばれる。

53

「教育と文化」を高め「自然との共生」を推進します
活気・発展ビジョン
教員の質の向上とともに、知・徳・体に係る基礎的な力をすべての子供が習得できる
取組を推進し、５歳からの義務教育化、現行の「6・3・3」制を「5・4・4」制や、小中
高一貫校の「4・4・4」制など学制が多様化され、
「学び直し」なども制度化されること
によって児童・生徒の学力が向上しています。いじめや不登校などの問題を隠蔽するこ
とはなくなり、問題解決に向けて、家庭・学校・地域が真摯に協力する体制が築かれて
います。
また、意欲があれば誰でも大学・大学院で学べるほか、実学を重視した複線型教育シ
ステムにより、産業界の役割分担や技術レベルに応じた多様な産業人材が質・量ともに
安定的に輩出されています。一方、高度な知識やスキルを身につけるために、東京で学
ぶアジアをはじめとする海外の優秀な人材も飛躍的に増加しています。
2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、東京の変革を進めること
で、21 世紀の新たな都市モデルを世界中の人々に提示しています。また、ジュニア期か
らのアスリート育成システムが確立し、オリンピックなどで目覚ましく活躍するだけで
なく、誰もが身近にスポーツに親しめる仕組みが整い、東京ならではの文化の創造・発
信が活発に行われアジア文化の中心となって世界中の様々な都市との交流が深まってい
ます。きれいな水、新鮮な空気も東京に戻ってきます。都有施設や屋上の緑化、街路樹
の充実、里山や雑木林、都市公園や新たに開園された公園をめぐってかたどられた緑の
回廊が都民の安らぎとなり、親水空間を確保した水辺が都民の憩いの場になります。
復元された東京駅を中心に周辺と調和した風格のある都市として、世界に誇る東京が
誕生しています。
【これまで実現したこと】
◇都立公園 2,005ha 開園（平成 26 年 6 月）
、街路樹 89 万本整備（平成 25 年度末）
◇公立小中学校、都立学校などで 85ha の芝生化を実施（平成 19 ～ 25 年度）
◇民間施設の屋上・壁面など 146ha 緑化（平成 19 ～ 25 年度）
◇「緑の東京募金」が平成 24 年 6 月に目標額 8 億円を達成
◇良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保、都市防災機能の強化のために都道の
無電柱化を実施し、地中化率が 34%( 延べ 798㎞ ) に向上
◇アジアの発展に資する人材を育成するため、首都大学東京 ( 首都大 ) 博士課程にアジアから
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の留学生を 117 人受入れ ( 平成 20 ～ 25 年度 )
◇工業高校とものづくり企業が連携して行う、一定程度の技能習得などを目的としたインター
ンシップに、1,280 人の工業高校生が参加 ( 平成 24 年度 )
◇「東京マラソン・東京大マラソン祭り」は、世界第一級のマラソンレースに認められ、ワー
ルドマラソンメジャーズ※ 1 に加入
◇日常的なスポーツ活動の場として、地域住民が主体的に運営する地域スポーツクラブが 48 区
市町村において 118 クラブ設立 ( 平成 26 年 8 月末 ) するなど、地域スポーツクラブの普及

プログラム 21

次代を担う若者の夢と希望を培う人材の育成を重点的に進めます
都立高校で日本史を必修化してわが国の歴史に責任を持てるようにすると共に、就学
前教育、中学生の社会職業体験などを取り入れながら、世界に通用する人材の育成に取
組ます。また、受験対策として塾の活用に無利子貸付を行うなど、子供たちの教育環境
の充実を図ります。

○人間形成の基礎を培う場である幼稚園への支援を強化し、就学前教育を充実します
○児童・生徒の習熟度に応じた効果的な授業を実施するなど、小・中学生の基礎学力定着・向
上を徹底します
○わが国の歴史、文化を学ぶことでその価値に気付くとともに、日本が世界に誇る他者を尊重
する精神などを学ぶ道徳教育を推進し、日本人としての自覚や誇りを持って活躍できる人材
を育成します
○生活習慣の改善、食育、部活の振興などに総合的に取組。子供の体力を昭和 50 年代の水準
まで回復します
○能力があるにもかかわらず、経済的理由で私学への進学を断念している生徒を受け入れる高
など学校に対し、
「スーパー特待生制度」を新設して支援を行い、全ての子供が夢に向かっ
て学べる教育環境を提供します
○全公立小中学校などにおいて、都独自の道徳教育教材集を活用し、道徳教育を推進します
○公立学校における ICT 環境整備を推進し、児童・生徒の情報活用能力を向上します
○中学生に、地域の事業所などでの 5 日間程度の職場体験により、社会の一員としての自覚
を促し、望ましい社会性や職業観などを育成します
※ 1 ボストン、ロンドン、ベルリン、シカゴ、ニューヨークシティのマラソン大会などの成績をポイント化して総合
優勝者を決める。2013 年以降、東京マラソンがそのスタートを切ることとなった。
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○世界で活躍する人材を育成するために、系統的・継続的な教育や教育課程の弾力的な運用が
可能な都立小中高一貫教育校 ( 仮称 ) の設置を検討します。
○私学での小中高一貫教育校の運営を支援します
○地域・社会で若者を支援するネットワークを構築します
○中学・高校 3 年生を対象にした学習塾などの受講費用や高校・大学などの受験料の無利子
貸付を実施し、低所得世帯の子供を支援します
○事前研修で高い英語力やチャレンジ精神を培った上で、
都立高校生に留学先での
「次世代リー
ダー育成道場」の取組を通じ、リーダーとなりうる人材を育成します
○都立高校における日本史必修化などにより、日本の歴史に対する認識を高めることで、国際
社会に生きる日本人としての自覚を高めます
○各都市との共同研究や行政職員などへの研修を実施します

プログラム 22

各分野の即戦力となる人材をマッチングさせます
働きたい仕事と人材が不足している仕事のミスマッチが続いています。特に、15 歳か
ら 24 歳の若年失業率は 6.9％と高くなっており , 高齢者と合わせて対策が必要です。各
分野で即戦力として貢献できる人材を育成するとともに、若年者、女性、高齢者の就職
支援に重点的に取組ます。

○「使える英語」による授業の実施や「理数フロンティア校」の指定などにより理数教育を推
進し、スペシャリストとして技術立国を支え、国際社会で活躍できる人材を育成します
○若者の内向き志向を打破し、多才な人材を育成するため、高校生の海外留学や外国大学への
進学を後押しして、2020 年までに８千人の若者を海外武者修行に送り出します
○非正規雇用から正規雇用へのキャリアアップを応援します
○第一線で活躍する熟練技術者の指導を受ける機会を設け、次世代ものづくり人材を育成します
○進学を複線型とし人材育成ルートの充実を図ります
○ものづくり即戦力人材を育成、すそ野の開拓を図ります
○医療・介護分野、観光分野の人材を育成します
○環境や健康など都が重点的に支援する産業分野において、若年者の就業支援を実施し、重点
産業分野の育成と雇用の促進を図ります
○若年者、女性、高齢者、非正規労働者などの就業を支援します
○女性再就職支援として保育サービス付きの職業訓練を実施します。また、元気な高齢者の就
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職支援の一環として、国のハローワークが持つ職業紹介機能の移管を求めます
○将来の選択肢の一つとして ｢起業」を身近に感じてもらうため、子供や若者が起業家と接し
たり、会社経営を模擬体験できる授業を学校教育に取り入れます

プログラム 23

学校暴力を排除し、いじめ・不登校問題を解消し、学校教育改革を進めます
子供たちの間では学校暴力やいじめを隠そうとするベクトルが働くことから、まず教
員の指導力の向上を図ります。さらに、「いじめ相談ホットライン」で 24 時間体制で相
談を受け付け、スクールカウンセラーを全ての公立小・中・高に配置し、未然の防止対
策にも重点をおきます。

○「ストップ！いじめ ‐ 体罰」東京ルールを定め、いじめや体罰を根絶します
○スクールカウンセラーを全校に配置するほか、
「いじめは絶対にいけないこと」を教える授
業を実施するなど、あらゆる方策を駆使していじめを根絶します
○教員の意識改革を行う研修を徹底するなど、体罰根絶に向けた取組を強化します
○子供家庭総合センターや児童相談所の機能アツプで児童虐待を防止します

コラム

臓器移植と倫理

日本には、諸外国と比べると少ないですが、それでも臓器移植を受けて元気に生活してい
る方は 1 万 5 千人以上いらっしゃいます。しかし、臓器移植は、部位によっては一人の生命
を助けるために、別の人の命を必要とした技術です。そのため、これまでにも医療技術の他に、
多くの倫理的な議論が繰り広げられてきました。また、世界的なドナー不足の中、海外で移
植手術を行う日本人に対する批判があるのも事実です。
平成 22 年７月に臓器移植法は、15 歳未満でも臓器移植が可能とし、本人の拒否の意志が
なければ家族の承諾によって可能となるように改正されました。日本臓器移植ネットワーク
の発表では、子供の待機患者は心臓が 15 人、肺が 8 人、肝臓が 15 人などとなっていますが、
法改正から実際に子供の臓器提供されたのは 6 例です。6 歳未満となる幼児からの提供は、
平成 26 年 11 月に行われた 6 歳未満の女児が 2 例目となりました。
移植した女児の両親は、「もしわが子が臓器移植でしか助からない疾患を持って生まれてき
ていたら、私どもも臓器提供を必死に待ち望んだことでしょう」と話されました。他者の立
場に想いを馳せる非常に重く、そして勇気づけられる発言です。TOKYO 自民党は、提供側の
意思と生命倫理を尊重しながら多くの人の生命を救うために、臓器移植に全力取り組んでい
きます。
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○心身障害や身体障害を持つ子供へ教育システムを整備し、特別支援教育を推進します
○教員の指導力向上を図ります
○「いじめ相談ホットライン」において、24 時間体制で相談を受け付け、いじめ相談カード
を作成・配布し、普及啓発を実施します。また、学校における暴力を厳しく排除します
○障害のある幼児・児童・生徒の一人ひとりの能力を最大限伸ばすため、乳幼児期から学校卒
業までを見通した多様な教育を展開します
○自殺総合対策を着実に推進します

プログラム 24

スポーツの振興を図り、都民の体力向上を図ります
2020 年のオリンピック・パラリンピック招致が決定し、国内も盛り上がりを見せてい
る現在を好機に、子供から高齢者まで気軽に、自分に合わせた運動をできる環境を整え
ます。また、2013 年よりワールドマラソンメジャーズに加入し、世界最高峰のマラソン
大会となるとともに、都民の年間行事として愛されている東京マラソンをさらに充実さ
せるとともに、障害者スポーツのさらなる活性化を図ります。

○史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現に向けて着実に準備を進め、子供たちに夢
と感動を与え、日本を元気にします
○被災地を縦断する聖火リレーや宮城県でのサッカー開催など、スポーツの力で人々を元気づ
けるとともに、復興の姿を世界へ発信し、被災地の復興を後押しします
○障害者がより身近な地域でスポーツを楽しむことができる場を開拓するとともに、專門ポー
タルサイト「TOKYO 障スポ・ナビ」の内容を充実し , スポーツを楽しめる環境を整備します
○強化練習会の開催など、障害のあるスポーツ選手の競技力向上に取組ます
○高齢者を対象としたスポーツ競技大会や講習会などの実施を支援し、シニア世代のスポーツ
活動の機会を拡充します
○武蔵野の森地区に、総合スポーツ施設を整備することをはじめ、すべての人がスポーツを楽
しむことができる環境を整備します
○スポーツ人口の裾野を広げるとともに、習慣化を推進することで、週 1 回以上スポ一ツを
実施する率を、平成 24 年度約 50% から、平成 32 年度には 70% まで高めます
○中学 1、2 年生を対象にした身体能力の高い人材の発掘、東京都ジュニア強化選手の認定、
支援などを行い、世界で活躍する東京育ちのトツプアスリートを育成します
○東京マラソン・東京大マラソン祭りを充実させます
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○家族などで楽しんで参加できる「多摩川ウォーキングフェスタ」や「スポーツ博覧会・東京」
などのさまざまなスポーツイベントを実施します
○総合的な子供の体力向上を推進します
○スポーツ教育を推進します
○東京都統一体力テストや中学生「東京駅伝大会」などをはじめとする多様な施策を展開し、
子供の体力向上や活動的な生活スタイルの形成を促進します

プログラム 25

東京水・空気・食の安全を確保するとともに、緑と水を実感できるまちをめざします
都市力を高めるためには、そこで暮らす人々が快適に過ごせる環境が必要不可欠です。
きれいな空気と水を都民に届けるのはもちろんのこと、昨今の高まるテロ対策にも万全
を期し、農産物や流通食品の放射性物質検査の情報提供も継続して行うことで、食の安
心も守ります。都市の緑は癒しの空間としてだけでなく、ヒートアイランド対策として
も有効です。道路沿いの街路樹、都有地や里山、雑木林、建物の屋上の緑化、公立小中
学校の校庭の芝生化など、都内の緑の空間を広げると共に、花粉の少ない杉の植栽など
を行い、花粉症対策にも取組ます。

○生鮮食品の一大流通拠点・首都圏 3,500 万人の台所、豊洲新市場への移転を推進します
○食物アレルギーを持つ子供の健康と命を守るため、学校関係者や保育従事者などの対応力の
向上を図るとともに、保護者、学校、救急・医療機関の連携強化に取組ます
○排ガス規制に続く新たな大気汚染対策として、人体への影響が懸念される PM2.5 対策に首
都圏が連携して取り組むなど、大気環境を改善します
○浄水機能の強化及び直結給水化を推進し、安全でおいしい水を安定的に供給します
○水道水に異物が混入した場合への対応策として、応急給水槽緊急遮断弁を遠隔操作化します
○放射能測定・検査体制及び情報発信を充実します
○都内産農産物などや流通食品などの放射性物質検査を継続的に行い、都民に情報提供するこ
とで食の安全・安心を確保します
○「街路樹の充実」モデル地域を中心に 11 万本を新たに整備し、街路樹 100 万本を達成します
○震災時の防災拠点などとなる公園を重点的に整備し、新たに都立公園 170ha を開園します
○海上公園を 47ha 整備するとともに、区市町村と連携して河川を 30ha 緑化します
○里山や雑木林などの良好な自然地を保全地域※ 2 に指定し、貴重な自然を保護します

※2

自然保護条例に基づき、指定した当該区域の保護と回復を図る。
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○都市公園や街路樹などを整備して、緑のネットワークを形成し、緑が持つ冷却効果により市
街地の温度上昇を抑制します
○都市開発諸制度などを活用し、民有地や民間施設などの緑化、公立小中学校などの校庭の芝
生化や屋上・壁面緑化を推進します
○アジア諸都市の廃棄物対策を支援するなど、東京の先導的な環境政策の実績を活かした国際
環境協力を推進します
○都市と農業・農地が共生するまちづくりを推進します
○森林の循環再生と公益的機能を回復します
○スギ林の主伐※ 3 後に花粉の少ないスギなどの植栽を行うことなどにより「花粉の少ない森
づくり」を推進します
○生態系に配慮した緑化や自然環境の確保を進めます
○隅田川周辺でのイベントの実施や芸術作品の展示などを通じて、川を中心とした水辺空間を
アートで演出します
○隅田川・東京湾、お台場海浜公園などの水質改善を推進します
○河川や水路における水辺環境を維持・保全し、水辺歩きの楽しさを倍増させます
コラム

東京ルールの改定

救急搬送患者の病院のたらい回しを防ぐため、平成 21 年に東京ルールが策定されましたが、
導入から 3 年が経過したことから、TOKYO 自民党では、効率性と防災対策の視点から運用状
況を検証しました。
その結果、地域での医療機関の受入れが 50％から 84％（平成 26 年１〜 6 月）まで、34
ポイントアップしたとの具体的な成果を挙げる一方で、各医療機関の年間の受入れ件数で
4500 件以上の差が生じ、かなり医療機関の偏りがあること、また医療機関は増えておらず、
高齢社会化が進む中で、今後の対応を検討する必要があることなどが明らかになりました。
東京ルールの要は、東京が独自に二次救急医療機関を指定し、地域医療機関が連携して救
急搬送患者の受入れ態勢を整えるというものです。近年の救急搬送患者の半分が高齢者であ
り、また半分が軽症者であることから、今後は柔軟に地域連携体制を構築し、病院の受入れ
態勢を整えるインセンティブ注）となる評価基準も見直し、都民が安心を実感できる医療機
関制度への改善を図ります。
大震災への備えの一環としての地域医療の拡充もめざします。
注）行為者にある行為をさせるように仕向けること。誘因。

※3
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収穫する水準まで成長した立木を伐採すること。

○平常時の一般利用ルール化や対象となる船着場の検討など、防災船着場の利用を促進します
○食の安全に関する自主管理体制などを強化します
○水辺空間や道路などで、連続性と統一性のある景観形成となるよう整備を進め、水と緑で囲
まれた美しいまちを復活させます
○整備年代が古く劣化が進んだ上下水道などのライフラインを早急に再生するため、浄水場の
計画的な補修・更新や下水道管の再構築のスピードアップに取組ます
○下水を高度処理した再生水を都市の貴重な水資源として有効活用します

プログラム 26

調和と風格ある景観をそなえたクリーンで美しい街づくりをします
都市の景観は歴史を感じさせます。わが国には諸外国と比較しても長い歴史があるこ
とから、周辺地域との調和を保ちながら、渋谷や新宿など拠点駅の整備を行って利便性
を高め、歩道や自転車道も整備し、屋敷林を守る新たなしくみづくりを実施するなど、
風格のある街づくりを行います。

○平成 27 年度までに、1000ha の新たな緑の創出と、100 万本の街路樹整備を達成します
○街路樹の整備、屋上縁化や壁面緑化を進め、連続性と広がりのある緑空間を形成するととも
に、防災上重要な役割を担う都立・区市町村立の公園や緑地を、平戒 36 年度までに新たに
約 520ha 整備着手し、都民に安らぎと憩いの場を提供します
○都内河川・東京湾の水質を一層改善し、次世代に誇り継承できる、魅力的な水辺空間を創出
します
○住宅街に点在する屋敷の樹木や樹林などを、保全・保護するための新たなしくみを作り、相
続税の見直しに取り組むことで、身近で親しみある緑を後世に継承していきます
○周辺市街地と調和した良好な景観を誘導します
○復原された東京駅丸の内駅舎などと調和した交通広場などの整備を推進し、首都の玄関口に
ふさわしい風格ある景観を形成します
○東京の魅力を高めていく上で重要な建造物を保存します
○文化財庭園や公園を活かした「まちの顔」づくりをします
○東京駅、渋谷駅、品川駅、新宿駅など拠点駅の基盤整備を進めます
○民間活力を活用した質の高いまちづくりを推進します
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○路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装や保水性舗装について、センター・コア・エリア※ 4
を中心に 40km( 累計 114km) 実施します
○無電柱化、バリアフリー化を推進し、安全で快適な歩行空間を整備します
○市街地の再整備時に、地元自治体や企業と連携し、色彩や街並に配慮した取組を進め、周辺
と調和した美しい景観を広域的に形成します
○区市町村や民間事業者と協力して駐輪場整備を進め、駅前や道路などから放置自転車をなく
します

プログラム 27

地域の特色を活かし、街の魅力を高めます
東京の観光を振興するために、歴史的な建物や文化財を活用し、文化・芸術活動の活
性化と上野恩賜公園を拠点とする文化発信力の向上に取組、また動物園など子供も楽し
める施設を活用して、街の魅力と親近感を高めます。

○世界を魅了する伝統芸能、アニメ、ファッション、ものづくりなど、東京の魅力あふれる文
化・技術を国内外に発信して、世界に冠たる文化都市・東京の創造を実現します
○日本で初めて発足した、文化の専門家で構成されるアーツカウンシル東京を最大限活用し、
東京の優れた芸術文化を育成、支援します
○歴史的建造物を保全・復元するなど、歴史と文化を感じさせる都市景観を再生します
○都選定歴史的建造物や都指定文化財を活かし、魅力的な観光エリアを整備します
○動物園のさらなる魅力向上を図ると同時に、臨海部の賑わいを創出します
○東京都美術館などの文化施設や歴史的財産の集積を活かして、上野恩賜公園を文化発信の拠点
となる「文化の森」として再生します。また、都立文化施設の魅力向上と発信力を強化します
○目前に迫った人口減少社会の到来に対し、東京の活力の低下を防ぐため、中長期視点に立っ
てあらゆる手立てを講じ、首都東京の継続的な発展を支えていきます

※4
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首都高速中央環状線の内側一帯のこと。

子供や女性、高齢者、障害者の「元気な暮らし」を応援します
活気・発展ビジョン
高齢者が地域において健康で自立した生活を営んでいます。生き甲斐を持って働き続
ける高齢者向けの就労支援が強化され、
「支えられる存在」から「社会を活性化する存在」
となっています。その一方で高齢者の地域見守りネットワークのきめ細かな整備や、面
的なユニバーサルデザインのまちづくりが進み、障害者や高齢者など、誰もが不自由な
く街歩きを楽しんでいます。
また、特別なサービスを要する子供・家庭への支援も充実し、障害者雇用も増加する
ほか、出産・子育てについても周産期医療体制や保育サービスが充実し、仕事と子育て
が両立できる雇用環境が整備されています。二世代・三世代の同居・近居をバックアッ
プする新たなしくみづくりが整い、社会全体で家族支援する体制がスムーズに機能して
います。
さらに、子供と母親の命を守るため、医療セーフティネットの充実や、患者中心の医
療を担う、臨床能力に優れた医師が育成・確保され、様々な診療科で活躍して都民は質
の高い医療を受けることができ、健康寿命が 80 歳に達しています。体と心の異変の早期
発見・早期治療が進むと同時に、IT 技術の活用などにより、救急医療基盤の充実もめざ
ましいものがあります。
認知症の早期発見・早期治療「東京モデル」を創設するなど、障害者が地域で安心し
て暮らせるさらなる環境整備が進められています。
【これまでに実現したこと】
◇認証保育所など都独自の取組を推進し、5 年間で定員を 44,352 人に拡充 ( うち 10,366 人
分は認証保育所により拡充 )
◇認知症の鑑別診断、身体合併症と周辺症状への対応、専門医療相談などを実施する認知症疾
患医療センターを 12 か所指定 ( 平成 24 年 12 月 )
◇施設入所の障害者約 1,212 人が地域生活に移行 ( 平成 17 年 10 月～ 25 年度末 )
◇官民一体の取り組により、障害者雇用数が平成 19 年から平成 25 年までで約 42,000 人増加
◇こども救命センター (4 か所 ) の安定的な運営を支援 ( 平成 22 年度～ )
◇災害拠点病院を都内 75 か所確保 ( 平成 25 年度 )
◇地域の在宅医など相互支援チーム ( 延べ 16 か所 ) により、
在宅療養体制を確保 ( 平成 25 年度 )
◇自殺の危険を示すサインに気づき支援につなぐ人材として、都内でゲートキーパー指導者を
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274 人、ゲートキーパーを 12,906 人養成 ( 平成 23 年度 ) し 自殺総合対策を着実に推進
◇鉄道駅における「エレベーター等による段差解消」の整備状況 89％（平成 24 年度末）
◇ノンステップバスの導入率 89%（平成 25 年度末）
◇駅、公共施設、病院などを結ぶ都道 327km のバリアフリー化率 88%( すべて平成 25 年度末 )

プログラム 28

育児休暇（育休）を 3 年間に延長し、認証保育所の増設などで子育て環境の拡充を
図ります
仕事と家庭の両立を図ることを第 1 として待機児童の解消をめざし、東京独自の認証
保育所の増設のほか、病気にかかった場合に柔軟な対応が可能となる病時保育施設のモ
デル展開、放課後子供教室の設置、子育て中の求職者の就業支援など、子供の保育環境
の充実を図ります。また、わが党では、育休を 3 年間に延長、給与も保証する（50％）
新たな制度を検討していきます。

○アベノミクス「成長戦略」の中核をなす「女性の活躍」を後押しするため、「待機児童解消
加速化プラン」と連動し、待機児童数をゼロにします
認証保育所の定員数、待機児童の推移

○都が独自に進めてきた認証保育所をさらに普及させ、民間の力を最大限活用するなど、多様
な保育サービスの拡充を図ります
○就職相談会や職場体験など、きめ細かな就労支援により保育人材を確保するとともに、保育
従事者への専門的な研修などを通じ、保育人材の育成を積極的に進めていきます
○病児保育、病後保育やショートステイ保育など、困ったときの保育サービスも合わせて充実
します
○「子ども家庭支援センター」の区市町村配置を促進するとともに、親と暮らせない子供を育
てる児童養護施設の機能を強化します
○専門アドバイザーの派遣や、事業所内への保育所設置に対する助成の実施などにより、働き
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ながら子育てができる環境整備を進める中小企業などを応援します
○母子手帳の充実を図ります
○地域の実情に合わせた保育所整備などを促進します
○パートタイム労働者など向け保育サービスを拡充します
○送迎が便利な駅前立地などの病児保育施設と、病児の送迎を行う提携保育所などの連携によ
る、効果的なサービス提供をモデル的に展開します
○放課後子供教室の設置により、児童・生徒の放課後の居場所づくりを促進します
○子育て中の求職者、若年者・非正規雇用者の就業を支援します
○妊娠、出産から子育て期間中までの経済的負担を軽減するため、子育て・介護の低利融資制
度を実施します

コラム

待機児童をゼロへ

都が昨年行った調査では共働き家庭が 54％となり、5 年前の調査から 7 ポイント以上増え
ています。ところが、保育所に預けたくても預けられない東京の待機児童の数は、ここ 2 年
間は減少しているものの、平成 24 年には 7200 人もいると推定され、その 9 割は 0 〜 2 歳児
です。国が定める認可保育所は、都市部では広さなどの面で、なかなかその基準をみたす保
育所の設立が難しいことから、平成 13 年、都議会自民党が独自の基準を設け、認証保育所
制度を発足しました。
とくに、駅の改札口から徒歩 5 分以内にある特定の施設に対しては、改修経費を補助し、
また必ず 0 歳児保育を行うことを義務付けるなど、都民の保育ニーズに応えることを第一の
目標として、鋭意、認証保育制度の発展に取り組んできました。
都議会自民党は、子育て関連の予算 333 億円に加え、補正予算で都独自の子育て支援強化
の予算を 12 億円確保しました。これまで補助金を受け取ることができなかった小規模の保
育所（定員 6 人から 19 人）へも時限的に補助金を支出することにより、ハード面の整備を
平成 25 年度から開始しています。
また、かつて待機児童数がワーストを記録した横浜市では、保育コンシェルジュ注）の配
置や幼稚園の預かり保育などの拡充を組み合わせて、ほぼ待機児童の解消に成功した例もあ
ります。
こうしたハード面のみならず、保護者への情報提供・相談の拡充を通じ女性のライフプラ
ンを応援し、都民の多様な働き方のニーズに応えていきます。
注）親の希望に応じてニーズに見合う施設を紹介するなど、待機児童解消のための
専門コンサルタント。
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プログラム 29

女性のライフプランを応援します
女性が多様なライフプランの選択肢を得るために、
女性の声を最大限尊重します。また、
新婚夫婦には、新たな経済支援を創設し、安心して子供を産み、育てられる東京を実現
させるために、積極的に子育てしやすい環境を整備します。

○新たに出産費用への補助を実施します
○公共施設を中心に、子供の遊び場、授乳、オムツ換えスペースなどを増やします
○子育て支援・交流機能を備えた集合柱宅の供給を促進します
○都営住宅の建替え時の子育て世代が暮らしやすい住環境整備など子育て世帯の受入れを拡大
します
○女性が働く分野の拡大や管理職登用の促進など、女性が能力を発揮できる環境づくりを推進
します
○女性の子育て中、子育て後の職場復帰・再就職、キャリアアップなど、それぞれのステージ
において新たな視点に立った支援を積極的に進め、すべての女性が輝き、活躍できる東京を

コラム

子育てと仕事の両立

女性の就業者数には M 字カーブとよばれる特徴があることが知られています。これは、学
校を卒業して就職し結婚などを理由に退職した後、子育てが一段落してから再就職する、と
いう女性のサイクルを示しているとされています。
子育てと仕事の両立を支援し将来の見通しをはっきり描けるようにするとともに、パート
ナーと出会える機会の増加、出産・産後ケアも少子化対策として重要です。
2000 年以降、婚活を行う自治体が注目を集めましたが、TOKYO 自民党では、地方交付金
の拡充による婚活の支援をすすめ、妊娠・出産・産後のケアの充実を図ります。さらに、男
性の育児休暇の取得者数の引き上げ、消費税引き上げに伴う児童手当の調整を行います。
また、待機児童の解消には認可保育所の増加が効果がありますが、用地不足に加え、保育
士の不足が深刻化しています。そこで、保育士についての情報を提供し、資格取得へのサポー
トを支援していきます。
平成 27 年４月から始まる「子ども・子育て支援新制度」は消費税の 10％引き上げにより、
毎年 7000 億円の財源が確保されることになっていました。自民党政権では高齢者や社会的
な弱者とよばれるみなさんを、国民全体・みんなで支える仕組みを整えてきました。この支
援制度も子育てに関する情報提供や団体・業者の紹介・連携などきめ細かなサービスを提供
する制度として高く期待されており、財源を確保して円滑に実施します。
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つくります
○新婚夫婦への経済支援を新たに創設します

プログラム 30

「高齢者の安心」を守ります
高齢者の安心な住まいの実現と見守り体制を確立すると共に、施設から地域への移行
を支援します。一方、地域の事情に応じて、整備費補助を加算することで認知症高齢者
グループホームや特別養護老人ホームの設置を促します。

○世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を支える国民皆保険制度を守り抜きます
○健康寿命を 80 歳まで延ばします
○元気な高齢者が社会参加の場を持ち経済的な自立を図るため、能力開発、職業紹介機能を充
実します
○介護事業者や訪問看護ステーション、町会・自治会やボランテイアなどの連携を強化し、高
齢者への総合的なサービス提供体制をつくります
○二世代・三世代の同居、近居を捉す減税や助成制度を創設し、高齢者が子や孫と離れずに共
に暮らせる地域社会をつくります
○緊急時対応や安否確認などの機能を備えたケア付きすまいの整備を、区市町村との連携を図
コラム

健康寿命を 80 歳へアップ！！

東京都では、平成 32 年に 1336 万人と総人口のピークを迎えた後、徐々に減少すると予測
しています。また、平成 47 年には、都内における 65 歳以上の方の割合が 3 人に１人になります。
こうした都人口の傾向を踏まえ、平成 25 年度から 5 年間にわたって都の病院の数や病床数
などを決める第 5 次保健医療計画が策定されました。
計画の基本理念として、高齢社会における効率的で質の高い医療を確保し、保健・医療・
福祉の連携によるサービスの一貫した提供などが挙げられています。今回の改定では、がん、
脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の 4 疾患と、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、
小児救急を含む小児医療の 5 事業に、新たに精神疾患医療と在宅療養が重点分野に加えられ、
「5 疾病・5 事業と在宅療養体制」の推進が掲げられました。
高齢化に伴い、認知症も増加すると予想されますが、日常的に介護を必要としないで自立
した生活を送れる健康寿命（WHO：2000 年）を 80 歳まで延ばすため、TOKYO 自民党では、
認知症疾患医療センターの活用や医療介護の連携などを強化し、安心の医療を実現して、家
族支援をさらに強めます。
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りながら一層促進し、高齢者や障害者が安心して居住できる環境を整備します
○認知症コーディネーターを全区市町村に配置し、医師・看護士チームを直接派遣するなど、
認知症の早期発見・早期治療を進めます
○都市型軽費老人ホーム※ 1 の整備を進めます
○高齢者の異変を発見し関係機関につなぐ役割を担う見守りサポーターを養成し、地域の見守
り体制を強化します
○認知症高齢者グループホームや特別養護老人ホ一ムなどの設置について、地域の状況に応じ
て整備費補助を加算し、整備促進を図ります
○高齢期の働き方を考えるセミナーを実施するとともに、就業支援窓口を創設するなど、高齢
者の就業支援を強化します
○設置者負担を軽減する特別助成や、
定期借地権を活用した用地確保策により、
引き続きグルー
プホームや通所施設などの整備を促進します
○入所施設などから地域への移行を支援し、
「社会的入院」※ 2 の状態からの退院を支援します

コラム

ユニバーサルデザインのまちづくり

高齢者、障害者など誰もが安全かつ円滑に移動できる環境整備の一環として次の「３つのバ
リアフリー化」を進めます。
①道路のバリアフリー化
○ 2020 年大会開催時において観光地や競技場周辺等の道路のバリアフリー化を完了
○ 2024 年度（10 年後）までに生活関連施設等（駅、官公庁施設、福祉施設等）を結ぶ都道
のバリアフリー化について、現行の整備対象を拡大し整備完了
②鉄道駅のバリアフリー化（エレベータの整備）
○ 1 日の乗降客が 3 千人以上の全ての駅に

おいて、駅の出入口からホームまで段差な

く移動できるルート ( １ルート ) を確保
○病院等の最寄駅や乗換駅など、特に移動の利便性向上が必要な駅において、2 ルート目の
整備を促進
③鉄道駅のバリアフリー化（ホームドアの整備）
○ 2020 年大会までに、競技場周辺等の主要駅への整備を促進
○ 2024 年までに、1 日当たりの利用客数が 10 万人以上の駅等において整備を促進
○オリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしいバリアフリー環境を整備
○さらにその先、少子高齢社会に対応した、誰もが円滑に移動できる環境を整備

※1
※2
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平成 22 年、従来の経費老人ホームの設置基準を東京の要請によって大幅に緩和した。
退院後の受入れ態勢が十分でないため、入院の継続を余儀なくされている状態のこと。

○道路などの公共空間に休憩できるスペースを提供するなど、ユニバーサルデザインのまちづ
くりを進め、安心して歩ける街・東京を実現します

プログラム 31

障害者の支援体制を整えます
内科医などに精神科医療研修を実施することで、精神疾患の早期の発見を可能とする
ように努め、適切な治療を受けられるように体制を整備します。また、障害者の就労支
援に重点的に取り組むと共に、福祉施設の工賃の向上を推進し、自立を支援します。

○地域開拓促進コーディネーターの配置、企業見学会の実施、障害特性に応じた職業訓練の支
援など、障害者の就労支援体制を充実します
○法定雇用率達成のため、中小企業の障害者雇用に対する助成を継続的に実施するなど、中小
企業が障害者を受け入れやすい環境を整備します
○障害者が地域の生活基盤を確保できるよう、生活の場であるグループホームや日中活動の場
となる通所施設などの整備を進め . 障害の有無や程度にかかわらず、誰もが共に暮らせる地
域社会を実現します
○内科などの医師への精神科医療研修の実施により、精神疾患を早期に発見し早期に対応でき
る体制を構築し、より早い段階で適切な支援を提供します
○重症心身障害児 ( 者 ) への支援を充実し、福祉施設における工賃向上の取組を推進します

プログラム 32

緊急医療を含め、安心の医療体制を築きます
都民の疾病への不安を取除くために、緊急医療・災害医療体制を充実させ、周産期医
療についても搬送体制、人材確保に重点的に取組ます。また、新型インフルエンザ、エ
ボラ出血熱、デング熱などの感染症対策や、がんの予防・早期発見を推進します。

○医療機関案内「ひまわり」を充実し、症状毎にきめ細かく対応して最適な医療機関を探せる
ようにするとともに、いつでも医療相談を受けられる体制を整え、 都民に安心を提供します
○「こども救命センター」や「スーパー総合周産期センター」を核として、地域の病院・診療
所のネットワーク化を図ります
○救急・災害医療体制を充実させ、都立病院の再編整備による機能強化を図ります
○周産期医療システムを整備し、周産期搬送体制を強化し、小児医療体制を整備します
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○周産期 ( 新生児 ) 専門医を育成し、NICU などでの新生児医療の中核となる人材を確保します
○がん検診の受診率向上や検診の質の向上に取組、がんの予防・早期発見を推進するとともに、
小児がん診療連携ネットワークを構築し、専門的ながん医療の提供体制を確立します
○東京都地域救急医療センターを中心とした二次救急医療機関の連携や、救急患者受入コー
ディネーターの配置などにより、救急患者の迅速な受入れを行います
○二次救急医療体制を支える休日・全夜間診療の病院別確保病床数の柔軟な見直しなどを行い、
いつでもだれもが症状に応じた適切な医療を受けられる救急医療体制を再構築します
○設置から 10 年が経過した東京 ER を再構築し、次世代の医療ニーズに対応した機能強化を
図ります
○災害時の負傷者の迅速な受入れや、慢性疾患患者などへの継続的医療を確保するため、関係
機関の連携による災害医療体制を築くとともに、災害医療コーディネーターを中心とした連
絡体制を構築します
○中国で発生した H7N9 型鳥インフルエンザや中東で発生したマーズ・コロナウイルスなど
新興感染症の発生に対し、タミフル・リレンザの都民の 6 割に相当する量の備蓄や診療機
能の強化、流行時を想定した実践的な訓練の実施などにより立ち向かいます
○妊娠中の女性が感染すると、
赤ちゃんへの障害の発生が危惧される風疹から母子を守るため、
感染予防の普及啓発、ワクチン接種に取り組む区市町村への緊急支援など、様々な対策を強
化します
○都内 16 か所でウエストナイル熱など 4 種の感染症を媒介する蚊の生息調査とウイルス保有
調査を継続し、新たな感染症への監視を行い、感染症対策を充実させます
○全都立・公社 14 病院及びオリンピック病院において多言語による診療体制を整備します
母体救命搬送システム（イメージ）
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コラム

2060 年の人口は約 8700 万人

総務省の発表によると、平成 24 年の日本の総人口（外国人を含む）は平成 23 年の 1 億
2780 万人から 1 億 2750 万人へと約 30 万人も減少しています。
わが国の人口のピークは平成 20 年の 1 億 2808 万人で、特に外国人居住者は四年連続で減
少しています。つまり、東日本大震災だけがその原因ではなく日本のビジネス環境・生活環
境に魅力がなかったことの裏返しであるともいえます。
また、2060 年の人口は約 8700 万人と激減することも予測されており、平成 24 年には初
めて 65 歳以上の人口が 3000 万人を超えるなど、少子高齢社会化は確実に進んできています。
東京はこれまで人口自体は増加していましたが、平成 24 年には史上初めて自然増加率が
減少しました。東京都の人口はこれから平成 32（2020）年にピークとなり約 1335 万人となっ
た後、次第に減り始め、平成 47（2035）年には約 1278 万人になると予測されています。
少子化が進展すると、ある時点から労働人口が減り、日本の国内マーケットも縮小します。
また、専門職・技術職の人材不足も心配されています。現在、ほぼ 4 人に 1 人が 65 歳以上
の高齢者ですが、平成 72（2060）年には 2.5 人に 1 人が高齢者となり、国民皆年金・皆保険
の維持など古くて新しい問題の解決も図らなくてはなりません。
しかし、東京がいますぐに、始められることがあります。それは、外国人にとっても魅力
的な都市・東京を実現すること、中長期的には、安心して子育てができる人間都市・東京を
実現することです。
東京都年齢階層別人口の推移

（資料）
「国勢調査」等より作成
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