
政治は国民のもの東京の
未来責任を果たす。



　2020年東京オリンピック・パラリンピック大会まであと３

年となりました。私たちは、世界中から集まる方々を心を込

めて“おもてなし”するために、２つのビジョンの実現に全

力投球しています。

　その一つは「安全安心のまち・東京」、

　もう一つは「活気あふれる発展のまち・東京」です。

　オール日本でオリンピック・パラリンピック招致に勝利し

たあの日の感動、みんなの夢を実現した歓喜の瞬間は忘れら

れません。

　いま私たちは、その熱い思いを胸に、首都東京の未来を切

り拓く道を、都民の皆さんとともに力一杯歩んでいます。

　しかし、東京の輝く未来へ向かうためには、これ以上の都

政の混乱を許すことは断固できません。今こそ都政には、我

が党の豊富な経験と実績、決断力と行動力が必要です。

　引き続き、私たち TOKYO 自民党は、2020 年大会の成功

とその先の東京の将来をしっかりと見据え、「東京の未来責

任」を全力で果たし、都政を前へ進めて参ります。

　東京の未来をかけた挑戦に、あなたの力をお貸し下さい。

東京の未来責任を
果たします。
〈オリンピック・パラリンピックを
 成功させよう〉

自由民主党 総裁  安倍 晋三

21

TOKYO自民党の
政策力にご期待下さい。
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緊急提言

1.
豊洲市場への
早期移転を実現
　科学的・法的に安全な新市場へ
●豊洲市場で安全安心を堅持！
豊洲市場の開場で国際規格の衛生管理を実現
★衛生的で安全安心な生鮮食料品を安定的に供給
★災害時や流通事故に際しても、適切な食品流通を堅持
★国際標準の衛生管理規格となっている（HACCP）に準
　じた制度に適合
★和食文化の世界への発信地として新たな施策を構築

都知事の移転延期決定に伴う市場関係者の損失を補償

●築地市場跡地利用で周辺道路環境を改善！
速やかな市場移転で環状２号線の早期完成、交通
渋滞・交通事故の防止等、周辺道路環境を改善
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緊急提言

2. 3.
全国と連携し
日本経済を牽引
 政策減税などで日本全体を元気に
●地方との共存共栄で日本経済を牽引！
経済政策、政策減税、中小企業対策を行い、経
済波及効果約6,000億円と４万人の雇用を創出
★産業、観光など、東京と他の地域との共存共栄を一層推
　進し、日本全体の持続的発展を目指す

●都民のための「新たな 2000 億円プラン」
豊かな暮らしを実感していただける東京を実現
★就学前教育の無償化／都内私立小・中学校の授業料を無
償化／女性へのがん検査キット無料配布／都内の全ての
子供にヘルメットを無料配布／個人都民税10％減税／
事業所税を50％減額ほか

停滞する都政を前へ進めます

●オリンピック・パラリンピック大会成功
　は国際公約！
速やかな自治体関係者間協議の約束を守り、信
頼を重ね、全てのオリンピック施設整備を推進
★東京 2020 大会を起爆剤とした、日本全体の景気浮揚。
　全国への経済波及効果は 32兆円
★東京 2020 大会を機に、日本の文化と芸術を世界へ発信

●遅れている市場移転、道路建設など都市
　基盤整備を加速推進！
残り３年、大会準備の遅れが都民生活に影響を
及ぼさないようにします
★東京 2020 大会に備えた道路交通環境の整備促進

●２回目のパラリンピックを開催する初め
　ての都市・東京「バリアフリーで誰もが
　生活しやすい魅力あふれる都市」の実現！
★高齢者や障害者が暮らしやすく、外国人も生活しやすい
　国際都市東京へ

オリンピック・パラリン
ピック大会の準備を加速
 　このままでは開催が危うい！！



◆明日起こるかもしれない大地震や津波などの自然
災害への備えを急ピッチで進めます！

◎木造住宅密集地域の不燃化・耐震化などを加速

◎特定整備路線と防災生活道路の整備を推進

◎無電柱化の推進、帰宅困難者対策の強化

◆大規模水害や、局地的な集中豪雨に対する都市の
安全性向上を図ります！

◎区部 時間 75ミリ、多摩 時間 65ミリの降雨に
耐えられる中小河川の改修を急ぐ

◎地下調整池の整備によるゲリラ豪雨対策

◆テロを許さない万全の安全対策を講じます！

◎NBCテロ※、爆弾処理対策、防犯カメラなどの充実

◎サイバーセキュリティ対策の推進

～あらゆる危機に強いまちをつくります～
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1.  災害やテロに強い
　  安全・安心の
　  まちをつくります

※NBC（Nuclear ／核兵器、Biological ／生物兵器、Chemical ／化学兵器）
　を使用したテロ

安全・安心ビジョン



～子供の元気な声があふれるまちを実現します～

10

２. 子供が健やかに育ち、
　  女性が活躍できる　  
　  まちをつくります

9

安全・安心ビジョン

◆希望出生率 1.8 がかなう社会を実現します！

◎結婚、妊娠、出産、子育てに至る、それぞれの
ステージで切れ目のない支援を実施

◎就学前教育の無償化
◎子育て支援や待機児童ゼロへの取組みを加速化

◎多様な子育て需要に対応する幼稚園の預かり保
育の充実、保育人材の確保・育成・定着を推進

◎周産期医療体制を更に充実し、出産前後の母親
と子供を守る体制を強化

◎子供のための放課後の居場所づくりを推進

◆全ての女性が輝き活躍できる東京を実現します！

◎職場や地域社会において、女性の力をいきいき
と最大限発揮するための基盤を整備

◎女性の就業継続、職域・登用拡大､キャリア形成、
起業などの支援



３. お年寄りや
　  障害者に
　  やさしいまちを
　  つくります

11

～お年寄りや障害者が、いつまでも地域で
安心して暮らせるまちをつくります～

12

◆お年寄りがいつまでも元気に活躍できる健康長寿
社会を実現します！

◎虚弱予防（フレイル）対策などで「健康寿命≒
寿命」となる健康長寿のまち・東京を実現

◎高齢者の多様なニーズに対応する施設や住まい
を積極的に整備

◎社会全体での見守り体制の強化、お年寄りの居
場所づくり、認知症対策を推進

◎地域包括ケア体制の構築と介護報酬制度見直し

◆２度目のパラリンピックを開催する世界初の都市
として、バリアを感じる事のない社会を創ります！

◎道路、駅、公共施設など都内全域でバリアフリー化

◎障害者の雇用促進、在宅就業への支援を拡充

◎障害者が気軽にスポーツを楽しめる環境を創出

安全・安心ビジョン

ヘルプマークヘルプマーク



～若者がいきいきと輝くまちをつくります～

14

４. 若者が夢と希望を
　  かなえられる
　  教育のまちを
　  つくります

13

◆未来を担う子供達に質の高い教育を提供します！

◎私立小・中学校における学費負担の軽減（都内
私立小・中学校の無償化）

◎教育カリキュラムの充実、多様な教育の展開

◎道徳教育、歴史教育、防災教育、スポーツ教育
など、人格形成に資する教育の充実

◎幼稚園への支援の強化、預かり保育の充実

◎特別支援教育の充実・深刻な教室不足の一掃

◎義務教育期間の学校給食の無償化

◎東京を「国際戦略教育特区」とし、時代を先取
りした教育改革の実現

◆日本の文化を大切にする心を養い、伝統、文化、
風習を次世代に継承します！

◎誇りをもって、日本文化・伝統を世界に発信する
能力を育成し、文化都市東京を創造

◎近代化産業遺産の保全と近代日本史の学習強化

安全・安心ビジョン



安全・安心ビジョン

◆時代の要請に応える医療提供体制を構築し、24時
間365日安心の医療を実現します！

◎救急、災害、感染、小児、難病などの医療提供
体制の一層の充実

◎女性のがん検診受診率の向上（検査キットを無
料配布）、がんキャリアの就労支援

◎新型のウィルスなど（インフルエンザ、デング
熱、エボラ出血熱）に関する感染症対策を強化

◆都民の健康増進を図るため、原則、屋内全面禁煙
とする都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例
を制定します！

◆誰もが安心して過ごせる東京を守ります！

◎子供を事故や犯罪から守るまちづくりを推進
（防災用ヘルメット支給、自画撮り被害対策など）

◎振り込め詐欺の撲滅、危険ドラッグの一掃

◎町会・自治会の地域の見守り、防犯活動を支援

◎防犯カメラの設置と維持・管理の支援

～日常の危険からあなたのいのちを守ります～

16

５. あなたのいのちと
　  健康を守る
　  安心して暮らせる
　  まちをつくります

15



活気・発展ビジョン

◆東京が日本の経済成長を牽引します！

◎資金繰り対策、起業・創業支援、販路拡大など、
日本経済を支える東京の中小企業を強力に支援

◎経済活力を引き出し、中小企業を対象に雇用を
創出させるため、事業所税 50％減税へ

◎議員報酬のカットなど都議会改革の成果を還元。
個人都民税10％減税へ

◎商店街の振興で地域の活性化を進展

◆都民一人ひとりの多様な働き方を支援します！

◎若者、高齢者、女性、非正規労働者、障害者な
ど、全ての人が活躍できる社会の実現

◎非正規雇用の環境改善、賃金水準全体の底上げ

◆東京を世界有数の観光都市にします！

◎2025 年までに年間 3,000 万人の旅行者が訪れ
る世界有数の観光都市へ

◆農林水産業の振興を支援します！

◎地産地消を進め、東京の都市農業を堅持

～東京から景気と元気を生み出します～

18

１. 景気回復の足取りを
　  確かなものとし、
　  元気な地域産業の
　  まちをつくります

17



20

～オリンピック・パラリンピックをきっかけに
スポーツも文化も世界最高水準をめざします～

19

２.オリンピック・パラリンピック
　  の成功をめざし、
　  みんなが健康で
　  元気になる
　  スポーツと文化の
　  まちをつくります

活気・発展ビジョン

◆都民・国民、そして世界が一体となるオリンピッ
ク・パラリンピックを開催します！

◎全国で事前キャンプを誘致し、競技会場と一体
となっての盛り上げ

◎「ラグビーワールドカップ 2019」と一体となっ
たオール日本での開催気運の醸成

◎「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を
歓迎するまちを実現

◎次世代へのレガシーとなる競技施設を着実に整備

◎2020 年大会を契機とした「将来に生きる投資」
を積極的に実施

◆2019年、2020年の競技大会までに、効果のある
受動喫煙防止条例を制定します！

◆スポーツの力で東京に元気と活力を生み出します！

◎スポーツの楽しさを実感するスポーツ文化の醸成

◎誰もが身近にスポーツを楽しめるまちづくり

◎シニアスポーツの振興を通じた健康づくり



活気・発展ビジョン

◆高機能な都市づくりを進め、世界都市・東京を更
に進化させます！

◎将来を見据えた都市のグランドデザインの実現

◎外環の東名以南、三環状などの環状道路の完成

◎羽田空港の機能拡充（容量拡大、羽田アクセス
線の整備促進）

◎都県境における道路橋梁整備の推進

◎交通ボトルネックの解消（連立事業の推進など）

◎東京における物流の効率化、無駄の排除

◎都市基盤整備の老朽化対策を推進

◎ユニバーサルデザインのまちづくり（ホームド
ア、鉄道駅エレベーター、エスカレーター設置）

◎中小企業の効果的な物流効率化投資への支援

◎港湾物流の効率化（物流ヤードの整備）

22

～道路、空港、港の整備を加速し、
東京のまちの活力をアップします～

３. ヒトとモノが
　  スムーズに行き交う
　  活気ある
　  まちをつくります

21



活気・発展ビジョン
～水と緑豊かな、スマートエネルギー

都市（まち）を実現します～

24

４. 美しい自然との
　  調和を創出し、
　  未来のエネルギーを
　  活用したクリーンな
　  まちをつくります

23

◆地球温暖化対策を進め、東京を世界の環境最先端
都市に発展させます！

◎再生可能エネルギーの利用促進によるCO２削減
（2030 年までに 30％減）

◎環境対応型住宅・ビルの建設促進（高気密・高
断熱住宅、自然エネルギー発電の設置促進）

◎LED照明器具等の省エネルギー機器の普及促進

◎東京 2020 大会を契機とした水素社会の実現

◎東京クールダウン計画の実行〈暑さ対策〉（屋上
緑化、壁面緑化、歩道への散水設備、ドライミスト、
木陰、遮熱性・保水性舗装）

◎都立公園の有効利用の推進

◎貴重な緑の保全や質に配慮した緑の創出

◎水源林を整備し、都民の水源確保、森林の保全再生



活気・発展ビジョン

26

～多摩・島しょの豊かな潜在力を
　　引き出し、新たな発展を加速します～

５. 魅力あふれる
　  多摩・島しょを
　  つくります

25

◆多摩・島しょの振興に全力投球します！

◎直下型地震に備えた多摩独自の防災対策の強化

◎南海トラフ地震に備えた島しょ地域の防災体制の整備

◎母子の命を守る周産期医療体制の充実

◎多摩の高齢者・リハビリ医療機能の強化

◎島しょの福祉、医療提供体制の充実

◎産業交流拠点、雇用就業支援拠点を整備

◎多摩南北道路の着実な整備

◎多摩都市モノレールの延伸と、中央線（三鷹～
立川間）の複々線化など公共交通網の整備

◎横田基地の返還に向けた段階的な民間開放

◎オリンピック・パラリンピックに向けた東京ブラ
ンド産品の活用促進（農産物、畜産物、多摩産材、
島しょ水産物など）

◎エコツーリズムなど、島しょ観光の振興
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４年間の主な実績
2013～2016

27

■防犯・防災
●テロ、自然災害への確かな備え‥‥防災
ハンドブック「東京防災」を都内全戸へ配布。
※各区市町村別の地域情報を掲載して750万部を配布

●犯罪のない安心して暮らせるまちの実現‥‥平成 
28年度までに防犯カメラ１万台を設置。刑法犯減少に貢献。
※平成28年の刑法犯認知件数は約13万件で、ピーク時の６割減

●消防団の充実‥‥地域の安全を守る消防団員の活動
を支援するため、消防団専用無線通信機、デジタル式受令
機等の整備とともに、安全性を高めた防火帽や水害時の救
命胴衣など、装備充実を推進。

●エアハイパーレスキューが発隊‥‥航空消防救助
機動部隊（エアハイパーレスキュー）が発隊。ヘリコプター
の機動力を活かし、迅速な消火・救助・救急活動を展開。

■教育
●理数教育の推進‥‥平成27年に都立学校
３校を理数イノベーション校に、同28年に都立学校24校を
理数研究校に指定。将来、科学技術で世界をリードする人
材の育成とともに、理数に興味をもつ生徒の裾野を拡大。

■都議会改革
●口先だけ、言葉だけのパフォーマンスではない
「都議会改革」を実行‥都議会のあり方検討会や議会運
営委員会などで全会派一致による改正案まで精力的に交渉。

●議員報酬及び期末手当を２割削減‥‥政務活動
費を削減し月額50万円に。更に、収支報告書、領収書の
写しをインターネットで公表。年間６億５千万円の経費削
減と情報開示を徹底して開かれた都議会を実現。 
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■景気・雇用対策
●地域の活性化に全力‥‥新・元気を
出せ商店街事業、地域の底力発展（再生）
事業助成など、地域活性化への取組みを粘り強く継続。

●希望を持って働ける都市東京へ‥‥２か年で非
正規雇用労働者を１万２千人以上正社員化。若者、女性、
高齢者、障害者の就業を全力でサポート。

●「ビジネスチャンス・ナビ2020」が本格稼働‥
東京 2020 大会開催などを契機に様々な情報を提供。全国の
中小企業の受注機会の拡大を全力で支援。（平成28年4月）

●観光産業振興による経済の活性化‥‥
訪都外国人観光客が4年で倍増、1千万人超に。

※訪都客実績：平成23年410万人→平成27年1190万人

■2020オリンピック・パラリンピック
●大会招致成功と大会経費2000億円削減‥‥
2013年、ブエノスアイレスのIOC総会で東京が2020年開
催都市に決定。新規会場の整備を再検討し、3か所の整備
中止等で、2千億円を削減。

■都市インフラ整備
●三環状道路の整備‥‥首都高速中央環状
線全線開通で、首都高の交通渋滞（渋滞損失時間）は約4
割解消。この４年間で、鉄道の連続立体交差化の６事業が
完成し、累計で踏切96か所を除却。

●島しょの情報格差解消‥超高速ブロードバンド整備促進

■医療
●安心の母子医療提供体制構築へ全力‥‥母子を
必ず受け入れる医療機関として、スーパー総合周産期セン
ターを充実させ「最後の砦」の役割を強化。

■子育て支援
●待機児童ゼロに向けた緊急対策‥
保育所等の整備促進、保育人材育成、利用者支援の充実へ
「待機児童解消に向けた緊急対策」をとりまとめ（平成
28年9月）。更に、保育サービス約４万９千人分を拡大。

■高齢者・障害者福祉
●高齢者施策の充実‥‥特別養護老人ホームの整備
促進を図るため、整備率の低い地域に整備費補助の加算を
実施。また、介護職員住宅の借り上げ支援による介護人材
の確保・定着を図る。更に、高齢者施設約８千人分を拡大。
※サービス付高齢者向け住宅も４か年で約６千戸建設。特別養
　護老人ホームへの入所申込者は３年間で１万２千人減少。

●障害者が安心して暮らせる社会へ‥‥地域生活
の基盤整備、在宅医療支援体制の充実、就労支援ほか、都
長期ビジョンなどで実効性ある施策を展開。

■医療
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