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計画の基本的な考え方 

計画策定の背景 

（1）市の状況 ※第 5 次総合計画策定の状況により適宜調整 

市では、社会が大きな変換点を迎え、市の人口が減少へと転じる中で、長期的な社会の

変化を見据え、市民が何世代にもわたって豊かに暮らすことができるまちづくりを進める

ため、第 5 次総合計画を策定しています。 

 

【まちづくりの考え方】 
①市民の命を 優先に施策を展開します 

②時代の変化に柔軟に対応した持続可能な都市経営を進めます  

③東村山の自然や文化、歴史、伝統を守り、活かします 

④多様な主体が共に力を発揮してまちの魅力を高めます 

【まちの将来像】 
みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山

 

（2）世界の状況 

平成 27（2015）年に開催された国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」が採択され、持続可能な開発目標（SDGs）が掲げられました。SDGs は、平

成 28（2016）年から令和 12（2030）年までの国際目標であり、17 のゴール・169 のター

ゲットから構成されており、経済、社会及び環境の 3 つの側面を統合的に解決する考え方

が示されています。その中では、国際社会全体が将来にわたって持続可能な発展ができる

よう、それぞれの課題に取り組んでいくことが必要とされています。また、SDGs は、そ

の達成に向けて政府や民間セクター等のあらゆるステークホルダー（利害関係者）が役割

を担って取り組むこととされており、地方自治体もその一主体として重要な役割を果たす

ものとして期待されています。 

地球温暖化対策に関する動向としては、「京都議定書」に代わる新たな法的拘束力のある

国際的な合意となる「パリ協定」が平成 28（2016）年に発効しました。「パリ協定」では、

気候変動によるリスクを抑制するために、「世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも

2℃高い水準を十分に下回るものに抑えること並びに世界全体の平均気温の上昇を工業化

以前よりも 1.5℃高い水準までのものに制限する」ための努力を継続することを掲げていま

す。平成 30（2018）年 12 月には、各国が温室効果ガス排出の抑制目標への取組をどのよ

うに報告・監視し、計画を改定していくか等の項目を含むより詳細な実施指針が合意され

ました。日本を含むすべての条約加盟国において、温室効果ガスの排出削減と気候変動に

よる影響への適応の取組が加速しています。 

また、近年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中で流行し、日常生活や社

会・経済活動に大きな影響をもたらすなど、先行きの予測が難しい時代となるとともに、

新たな生活様式や働き方などの大きな変化が生じています。 
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（3）国・東京都の状況 

国においては、「第五次環境基本計画」が、平成 30（2018）年に閣議決定され、めざす

べき社会の姿として、①「地域循環共生圏（自立・分散型の社会を形成しつつ、近隣地域等

と地域資源を補完し支えあう考え方）」の創造、②「世界の範となる日本」の確立、③これ

らを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現、が掲げられま

した。また、SDGs の考え方を活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化していくと

いうアプローチとともに、分野横断的な６つの重点戦略（経済、国土、地域、暮らし、技術、

国際）が示されました。 

 

 

出典）環境省「第五次環境基本計画の概要」 

図 1 第五次環境基本計画における「地域循環共生圏」の考え方 

 

地球温暖化対策の分野では、令和元（2019）年には「パリ協定に基づく成長戦略として

の長期戦略」が閣議決定され、令和 2（2020）年には「革新的環境イノベーション戦略」が

策定されるなど、温室効果ガス排出の大幅な削減に向けた、国のエネルギー・環境分野の

取組が加速化しています。 

また、近年激甚化している気候変動の影響による被害の回避・軽減等を図るため、緩和

策だけでなく、気候変動への適応に多様な関係者の連携・協働の下、一丸となって取り組

むことを目的とした「気候変動適応法」が平成 30（2018）年に施行されたとともに、「気

候変動適応計画」が閣議決定され、国と地方公共団体等が連携して地域における適応策を

推進することが示されています。 

資源循環の分野では、平成 30（2018）年に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣

議決定され、「地域循環共生圏形成による地域活性化」、「ライフサイクル全体での徹底的な

資源循環」、「適正処理の更なる推進と循環再生」、「万全な災害廃棄物処理体制の構築」、「適

正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」が政策の柱として掲げられて

います。 
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自然共生の分野では、「生物多様性国家戦略 2012-2020」の後継となる、次期生物多様性

国家戦略の策定に向けた検討が進められています。 

東京都においては、平成 28（2016）年に策定した「東京都環境基本計画 2016」におい

て、「世界一の環境先進都市・東京」を目指すべき東京の都市像として掲げ、①「 高水準

の都市環境の実現」、②「サステナビリティ」、③「連携とリーダーシップ」の３つを都市像

の実現に必要な要素・視点としています。 

また、令和元（2019）年には、U20 東京メイヤーズ・サミットにおいて、世界の大都市

の責務として平均気温の上昇を 1.5℃に抑えることを追求し、令和 32（2050）年に CO2 排

出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を実現することを宣言し、その実現に向

けたビジョンと具体的な取組・ロードマップをまとめた「ゼロエミッション東京戦略」を

策定しました。この戦略に基づき、今後、東京都における気候変動対策がこれまで以上に

強力に進められることとなります。 

 

（4）これまでの環境基本計画の取組を踏まえて 

東村山市環境基本計画（第 2 次）では、環境のめざす姿として「環境をまもり、豊かな

こころを育むまち」を掲げ、めざす姿の実現のための 5 つの基本目標を定めて取組を進め

てきたところであり、本市の環境の保全と創造は着実に進展してきている一方で、今後解

決すべき課題も存在します。 

地球温暖化対策の分野においては、東村山市環境基本計画（第 2 次）で「市内の二酸化

炭素の総排出量を、国の方針に基づき、平成 2（1990）年度比 25％削減すること」を目標

に掲げましたが、市域の二酸化炭素排出量は平成 29（2017）年度時点で、平成 2（1990）

年度比約 14.1%増加しており、目標の達成は難しい状況です。今後は、新たな国の方針や

社会動向を踏まえつつ、地域の実情に合った再生可能エネルギーの導入、省エネルギー技

術や設備の普及、低炭素な電力の活用など、様々な手段による排出削減に加え、市民・事業

者による省エネ生活や事業活動の継続・強化等の低炭素社会構築のための取組が必要とさ

れています。また、気候変動による影響への対応が求められています。 

循環型社会の分野においては、平成 23（2011）年度から平成 29（2017）年度にかけて、

市民一人一日あたりのごみ量が全国の人口 10 万人以上 50 万人未満の市町村の中で 7 番目

～10 番目に少ない量となるなど、一貫してごみ量の減量に取り組んできました。今後は、

これまでの取組を継続するとともに、市民・事業者の協力によるごみ減量、再使用、再生利

用のさらなる取組強化、また、プラスチックごみや食品ロスなどの新たな課題への対策が

必要となっています。 

自然共生の分野においては、北山公園における野生生物調査を実施したほか、せせらぎ

の郷多摩湖緑地の公有地化、道路沿道や公共施設の緑化等の推進により、良好な自然環境

の保全・回復に取り組んできました。今後は、これまでの取組を継続するとともに、狭山丘

陵等の市内に存在する貴重な自然資源や農地等の保全に取り組み、生物多様性の拠点とな

る空間を保全していくことが必要です。また、それらを有効活用することにより自然との

ふれあいの機会を創出し、生物多様性に関する市民の理解向上を図っていく必要がありま

す。都市部では、市民や事業者を巻き込んだ身近な緑の創出・保全を進め、自然との共生に
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よるより豊かなくらしを実現していくことが求められています。 

生活環境の分野においては、毎年の河川水質や自動車騒音等の調査の実施や「東村山 50

景」の選定等により、良好な生活環境・景観の保全に取り組んできました。今後は、これま

での取組を継続するとともに、良好な生活環境の維持とともに、水資源の確保や浸水被害

の抑制などの観点から、健全な水循環を実現していく必要があります。また、環境美化や

良好なまちなみ景観の維持に取り組むなかで、歴史的・文化的資源を保全・活用し、市民等

の環境意識の醸成にも役立てていくことが求められています。 

環境保全の基盤づくりにおいては、ごみの分別・減量についての出前授業・出前講座の

実施や、市民団体・周辺住民との協働で、地域の美化活動や河川の清掃活動を行ってきま

した。今後は、これまでの取組を継続するとともに、市民のための環境学習の機会や場の

提供、環境教育の充実等に取り組むとともに、事業者を含め、様々な主体との連携を図り

ながら、環境活動への参加を促進していく必要があります。 

 

（5）分野横断的なアプローチの必要性 

都市は、エネルギーと資源の多くを他地域から調達し、生産、消費することで成立する

社会です。そのため、都市は、そのあり方によって環境への影響を大きく左右するという

特徴を持つとともに、都市の人々の行動が変われば社会が変わり、複数の環境問題が解決

する潜在的な可能性が高いと言えます。人々の行動を変えるには、環境学習とパートナー

シップ、環境に配慮した経済活動の推進といったアプローチが必要です。 

また、気候変動、生物多様性といった地球環境問題に対しては、地球規模で考え、地域で

行動するという行動原則（アジェンダ）があります 。例えば、都市間・地域間の連携によ

る広域的な取組や、地域循環共生圏の形成による人と経済の交流によって、低炭素化と自

然共生の同時実現を図るといったアプローチが必要となっています。 
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計画の基本的事項 

（1）計画の目的 

「東村山市環境を守り育むための基本条例」の目的、理念等を実現するため、 新の環

境の状況及び社会情勢を踏まえて策定するものです。 

 

（2）計画の対象範囲 

本計画の対象区域は東村山市全域、本計画の対象分野は、以下のとおりとします。 

低炭素分野 地球温暖化、エネルギーなど

資源循環分野 廃棄物など 
自然環境分野 生物多様性、有害鳥獣、外来生物、緑地、農地、水辺、公園など

生活環境分野 大気環境、水環境、土壌・地盤環境、騒音、振動、悪臭、化学物質、

美化、景観、歴史的・文化的遺産など

 

（3）計画の期間 

本計画の期間は、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間（10 カ年）

とします。 

また、市の環境や社会情勢の変化などに対応するため、取組成果や進捗状況の評価を行

い、必要に応じて見直しを行います。 

 

（4）計画の位置づけ 

本計画は、「東村山市環境を守り育むための基本条例」に基づき策定するもので、本市に

おける環境保全に関する基本的かつ総合的な計画とします。 

本計画は、「第５次東村山市総合計画」を上位計画とし、市の諸計画と整合・連携を図る

ものとします。 

 

図 2 計画の位置づけ  

国 

東村山市 
環境基本計画 

＜関連計画＞ 

地球温暖化対策実行計画

（区域施策編） 

環境基本法 

環境基本計画 

都 

東京都 
環境基本条例 

東京都 
環境基本計画 

東村山市都市計画
マスタープラン 

努力義務：第 19 条第 2 項

東村山市一般廃棄物
処理基本計画 

東村山市 
みどりの基本計画

東村山市 
農業振興計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

東村山市第５次総合計画 
東村山市環境を守り 
育むための基本条例 
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めざす環境像と基本目標 

東村山市のめざす環境像 

本市は、市内に９駅を擁し、都心へのアクセスが１時間以内という交通利便性の高い住

宅都市の特性を持ちながらも、市の北西部には狭山丘陵の一部を抱えており、八国山を背

に、花菖蒲・ハス・彼岸花などの見事な花の名所として市民の心を和ませてくれる北山公

園、住宅地に垣間見られる田園風景や都内唯一の木造国宝建造物である正福寺地蔵堂や縄

文時代の漆の里「下宅部遺跡」等の歴史的・文化的景観など、魅力ある環境をもったまちで

す。 

本市の環境の状態は大気質や河川水質などの生活環境が概ね良好に保たれ、ごみの減量

が図られているなどの面がある一方、市民生活や社会経済活動は、環境へ多くの負荷をも

たらし、自然環境や生活環境などの身近な環境だけではなく、温暖化など地球環境へも大

きな影響を及ぼしています。また、緑地や自然の動植物の減少、湧水の枯渇などの自然資

源の損失、温室効果ガスの排出抑制など、総じて各分野の課題への対応が必要な状況にあ

ります。 

本市の貴重な自然環境や社会環境を次世代へ継承していくためには、市域が一体となっ

て、環境保全に対する関心と意識を高め、環境への負荷の少ない持続的な社会を築いてい

かなければなりません。 

そこで、本市では、「第５次東村山市総合計画」における市政の方向性及び「東村山市環

境を守り育むための条例」の基本理念を踏まえ、市民、事業者、市に共通する長期的な目標

として、将来の東村山市のあるべき環境の姿として以下のとおり定めます。 

 

みんなで環境をまもり、豊かなこころを未来につなぐまち

◇ みんなで環境をまもる 
東村山の自然や文化、歴史、伝統を含む豊かな環境を、多様な主体が共に力を発

揮して、積極的に保全・回復・創造していきます。 

◇ 豊かなこころ 
多様な生きものが生息・生育する豊かな環境との共生、多様な価値観を持つ主体

との連携・協働は、豊かな人間性や創造性をうみだす源となり、人びとのこころ

の豊かさを育みます。 

◇ 未来につなぐまち 
東村山の環境と、人びとの協働によって育まれる豊かなこころを、将来にわたっ

て継承し、持続可能な社会・環境を実現していきます。 



7 

基本目標 

環境政策に関わる動向や、国や東京都の環境基本計画等を踏まえ、本市の「めざす環境

像」を実現していくため、環境分野別の柱（地球温暖化対策、循環型社会、自然共生、生活

環境）と分野横断の柱（環境保全の基盤）を合わせた５つの基本目標を掲げます。 

また、本計画で掲げる環境施策は SDGs の環境に関するターゲットの達成を見据えなが

ら展開するものとし、本市の目指す環境像の実現によって、世界における環境課題の解決

に貢献します。 

 

 

以下の図は、計画に基づいた様々な取組を進めることで実現する、東村山市のめざす環

境像を基本目標ごとに具現化し、イメージとして示したものです。  

環境保全に取り組むための人づくり・地域づくり 

基本目標 5 

みんなで環境をまもり、豊かなこころを未来につなぐまち 

 

人と地球にやさしい低炭素社

会の実現（地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）） 

基本目標 1 

 

歴史・文化が息づく、 

健やかで快適に 

暮らせるまちづくり 

基本目標 4  

豊かな自然と人が 

共生する社会の形成 

基本目標 3 

 

資源を大切にする 

循環型社会の形成 

基本目標 2 

基本目標１ 

地球温暖化防止に取り組む活動の輪を広げ、温室効果ガスの排出を減らし、低炭素のまち、

また、気候変動による影響に適応したまちをめざします。 

人と地球にやさしい低炭素社会の実現（地球温暖化対策実行計画（区域施策編））

※基本目標１は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

を兼ねています。 



8 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

基本目標５ 

生産、流通、消費、廃棄等のすべての段階において、廃棄物の発生抑制や資源の循環的利

用、廃棄物の適正処理に取り組み、環境負荷の少ない循環型のまちをめざします。 

里山などの自然を保全するとともに、暮らしや事業活動との調和を図ることにより、その恵

みを将来にわたって享受でき、自然と共生するまちをめざします。 

地域の特性に応じた景観を形成するとともに、安全・安心な暮らしが確保された、快適に暮

らせるまちをめざします。 

市民や事業者、市民団体等の各主体との協働による地域づくり・人づくりを推進し、全ての

主体が環境保全に意欲的に取り組むまちをめざします。 

資源を大切にする循環型社会の形成 

歴史・文化が息づく、健やかで快適に暮らせるまちづくり 

豊かな自然と人が共生する社会の形成 

環境保全に取り組むための人づくり・地域づくり 



9 
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めざす環境像を達成するための取組 

施策と取組 

本計画では、めざす環境像「みんなで環境をまもり、豊かなこころを未来につなぐまち」

の実現に向け、5 つの基本目標（「人と地球にやさしい低炭素社会の実現」、「資源を大切に

する循環型社会の形成」、「豊かな自然と人が共生する社会の形成」、「歴史・文化が息づく、

健やかで快適に暮らせるまちづくり」、「環境保全に取り組むための人づくり・地域づくり」）

を具体化していくための施策と取組を定めます。 

 

「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点 

持続可能な都市を実現するには、市民一人ひとりが「持続可能」の意味を理解し、行動し

ていくことが必要です。国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」では、国際社

会共通の行動計画として、世界中の全ての人々がこの目標に向かって取り組むことが求め

られています。 

本計画では、SDGs の考え方を踏まえ、市民・NPO、事業者、行政機関等あらゆる主体

のパートナーシップにより、本市の環境を次世代に引き継いでいくとともに、SDGs の特

徴である経済・社会・環境の統合的向上を図り、持続可能な社会の実現をめざします。 

本計画では、めざす環境像の実現に向けた各基本目標に、関連する SDGs のゴール（目

標）を結び付け、多様な視点で環境施策を推進することで、地域の環境保全を図るととも

に、国際的な目標の達成にも貢献することをめざします。 

 

 
出典）国際連合広報センター 

図 3 持続可能な開発目標（SDGs）の 17 のゴール 
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施策体系 

基
本
目
標
２ 
基
本
目
標
３ 

基
本
目
標
４ 

基
本
目
標
５ 

めざす 
環境像 

基本目標 施策の方向性 

み
ん
な
で
環
境
を
ま
も
り
、
豊
か
な
こ
こ
ろ
を
未
来
に
つ
な
ぐ
ま
ち 

①温室効果ガスの排出抑制 

②低炭素型まちづくりの推進 

③気候変動への適応 

①ごみ減量の推進 

②リサイクルの推進 

③適正かつ円滑なごみ収集と処理の推進 

①自然環境の保全 

③生物多様性の保全 

②まちのみどりの創出 

③文化的で美しいまちづくり 

①健全な生活環境の保全 

②健全な水循環の回復 

①パートナーシップによる協働 

②環境教育･環境学習の充実 

③環境情報の収集・整備・公開 

⼈と地球にやさしい低炭素社会
の実現（地球温暖化対策実⾏
計画（区域施策編）） 

資源を⼤切にする循環型社会
の形成 

豊かな⾃然と⼈が共⽣する 

社会の形成 

歴史･⽂化が息づく、健やかで
快適に暮らせるまちづくり 

環境保全に取り組むための 

⼈づくり・地域づくり 

基
本
目
標
１ 

※ＳＤＧｓで定められている１７のゴールのうち関連性の高いゴールを表示 
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施策 横断プロジェクト 

(1)再生可能エネルギーの導入促進 
(2)省エネルギーの促進 
(3)市の施設等における省エネルギーの推進 

(1)公共交通・徒歩・自転車等での移動促進に向けた環境整備
(2)交通の効率化 

(1)暑さ対策の推進 
(2)風水害対策の推進 
(3)地球温暖化に関する情報収集・発信 
(4)自然環境の保全 

(1)発生抑制（リデュース）の推進 
(2)再使用（リユース）の推進 

(1)ごみ分別の徹底 
(2)再生利用（リサイクル）の推進 

(1)円滑なごみの収集 
(2)適正なごみ処理 

(1)貴重な自然の保全 
(2)地域のみどりの継承 
(3)農地の保全 
(4)水辺環境の保全 

(1)身近なみどりの創出  
(2)身近な公園づくり  

(1)エコロジカルネットワークの確保 
(2)生きものの実態把握 
(3)生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 
(4)鳥獣被害・外来種対策 

(1)大気・水質の保全 
(2)土壌汚染の防止、化学物質の適正管理 
(3)都市生活型公害の防止 

(1)水資源の有効活用 
(2)水循環の健全化 

(1)東村山市の歴史的・文化的資源の保全と活用 
(2)良好な景観の形成 
(3)地域美化の推進 

(1)市民・市民団体による環境保全活動の推進 
(2)市民・事業者・行政の連携・協働  

(1)環境教育・学習の充実 

(1)環境情報の収集・分析 
(2)環境情報の発信・活用  

❶ 

気候変動に適応

する低炭素なまち

プロジェクト 

➌ 

環境をまもり 

活かすひと 

プロジェクト 

❷ 

地域資源を 

かしこく使うくらし

プロジェクト 
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人と地球にやさしい低炭素社会の実現 

 

1 現状と課題 

（1）現状 

1）東村山市における温室効果ガス排出量 

地球温暖化の主要因である温室効果ガス排出量は平成 29（2017）年度において 454 千 t-

CO2 となっており、平成 25（2013）年度以降、やや減少傾向にあります。温室効果ガス排

出量のうち、90%以上が CO2 となっています。 

CO2 排出量の部門別割合の推移を見ると運輸部門と産業部門が減少している一方で、家

庭部門と業務部門が増加しています。平成 29（2017）年度における部門別 CO2 排出量の割

合は家庭部門が 44.8%と も大きくなっており、次いで業務部門が 27.5%となっています。 

 

 
出典）オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

図 4 東村山市における温室効果ガス排出量の推移 

 

 

出典）オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

図 5 東村山市における CO2 排出量の推移 
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出典）オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

図 6 東村山市における CO2 排出量の部門別割合 

 

2）東村山市における再生可能エネルギー導入 

東村山市では、市民に対する太陽光発電設備設置助成や普及啓発、市内公共施設への太

陽光発電の導入を行うなど、再生可能エネルギーの導入を促進しています。近年は固定価

格買取制度等の影響もあり、導入量・導入件数ともに大幅に増加しています。 

 

出典）経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「固定価格買取制度」 

図 7 固定価格買取制度による東村山市内の再生可能エネルギー導入量・導入件数の推移 

 

3）市民・事業者の省エネ行動等 

令和元（2019）年 11 月から 12 月にかけて市民と市内の事業者を対象に実施した「東村

山市の環境に関するアンケート調査」（以下、「意識調査」とする）の結果では、「冷房時、

設定温度を 1℃上げる」等の日常の身近な取組は定着しつつある一方、手間や時間がかかる

取組は実施率がやや低くなっています。また、市民・事業者ともに省エネルギー機器・設備

等の導入は全体的にあまり進んでいないことが明らかになっています。 
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図 8 市民意識調査の結果（環境に関する取組について（一部抜粋）） 

 

 

 

図 9 市民意識調査の結果（家庭におけるエコ設備の利用状況について（一部抜粋）） 
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③ガス・⽯油ファンヒーターの設定温度を１℃下げる

④状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や⾃動調光機能の利⽤を含む）

⑤テレビ画⾯の明るさを抑えている（省エネモードにしている）

⑥パソコンを使⽤しないときは電源を切るか低電⼒モード（スリープなど）に切り替えている

⑦冷蔵庫の温度設定を季節に合わせて調節している

⑧冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている

⑨シャワーは不必要に流したままにしない

⑩台所でお湯を使う場合は温度を低めにしている

⑪温⽔洗浄便座の温⽔の設定温度を低めにしている

⑫⾃動⾞をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転を⼼がけている

⑬公共交通機関（電⾞・バス）、⾃転⾞、徒歩での移動を⼼がけている

⑭電気・ガス・⽔などの使⽤量を記録し、前月や前年の数値と⽐較している

⑮災害に備えて⾷料品等を備蓄する

⑯こまめな⽔分補給などの熱中症予防を⾏う

(n=537) いつも⾏っている 時々⾏っている 今後⾏いたい ⾏う予定はない 該当なし
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図 10 市民意識調査の結果（事業所におけるエコ設備の利用状況について（一部抜粋）） 

 

4）気候変動 

東京都の平均気温は、温暖化の影響とヒートアイランド現象があいまり、100 年あたり

2.5 ℃上昇しており、真夏日や熱帯夜、猛暑日の増加、冬日の減少が報告されています。ま

た、日本国内では年間の降水量には大きな変化は見られないものの、無降雨日と滝のよう

に降る雨の回数に増加傾向が見られます。 

東京都における 21 世紀末の気候の将来予測では、平均気温が約 4℃上昇することや、滝

のように降る雨の発生回数が約 2 倍、猛暑日の日数が年間約 40 日増加するとされていま

す。 

 

出典）東京管区気象台「気候変化レポート 2018-関東甲信・北

陸・東海地方-」

図 11 東京都の年平均気温の経年変化 

出典）東京管区気象台「東京都の 21 世紀末の気候」

図 12 東京都における年間熱帯夜日数の経年変化

出典）気象庁「気候変動監視レポート 2019」

図 13 日本における日降水量 1.0 mm 以上の年間日

数の経年変化 

出典）気象庁「気候変動監視レポート 2019」

図 14 日本における時間降水量 50 mm 以上の年間

発生回数の経年変化 
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①再⽣可能エネルギー等の導⼊

②建物・施設の省エネルギー化

③省エネルギー設備・機器等の導⼊

④エネルギーマネジメントシステムの導⼊

⑤次世代⾃動⾞の導⼊

実施している 実施を検討している 実施の予定なし 該当なし



17 

（2）課題 

 市内の温室効果ガス排出量は家庭部門や業務部門の占める割合が多いため、日常生活や

事業活動における省エネ行動や省エネ機器・設備の導入の促進を継続・強化していくこ

とが必要となっています。 

 太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー導入支援などを継続・強化していくとと

もに、低炭素なエネルギー由来の電力の利用を進めていくことも重要となっています。 

 地球温暖化による気候変動は深刻化していくことが考えられることから、市民の安全・

健康や市内の生態系、産業等を守るため、市として出来ることを検討するとともに、将

来起こりうる被害（大規模災害等も含めて）の防止・軽減のための適応策が必要となっ

ています。 

 

 

 

 

  

 

■ZEV が非常用電源になります！ 
災害が発⽣し、電気が使えなくなったとき、電気⾃動⾞などの「ゼロエミッションビークル（ZEV）」が、非常

⽤電源になることをご存じですか？実際に令和元（2019）年の台風 15 号による停電時に、非常⽤電源
として、ZEV が活躍しています。 

⾛⾏時に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電気⾃
動⾞（EV）や燃料電池⾃動⾞（FCV）、プラグインハ
イブリッド⾃動⾞（PHV）を ZEV と呼びます。いずれも⾛
⾏のために、⾞内に電気を貯める、あるいは⽔素等の燃
料から電気を⽣成します。この電気を、災害時に活⽤する
ことができます。（※PHV は EV モードによる⾛⾏時） 

令和元（2019）年の台風 15 号の際は、停電が⻑
引く千葉県内の被災地に⾃動⾞メーカー各社が ZEV を
派遣し、携帯電話の充電、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、
照明、地下⽔汲み上げポンプなどへの電⼒供給をおこな
い、被災⽣活の負担を軽減しました。 

 

参考資料）資源エネルギー庁ホームページ「災害時には電動⾞が命綱に！？xEV の非常⽤電源としての活⽤法」 
（https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/xev_saigai.html） 

参考資料）東京都「ゼロエミッション東京戦略」 

もしもの時には ZEV から電気をコラム 

〈EV や FCV からの給電のイメージ〉 
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2 温室効果ガス排出量の削減目標 

基本目標１は東村山市地球温暖化対策実行計画を兼ねるものです。本実行計画は、「地球

温暖化対策の推進に関する法律」に基づく計画であり、市内のあらゆる主体が率先し、ま

た協働して低炭素社会の形成に向けた取組を推進することを目的として、地域の特性を踏

まえた温暖化対策を総合的かつ計画的に実施するために策定するもので、取組を行う各主

体共通の指針となるものです。 

 

（1）対象とする地域 

対象とする地域は東村山市全域とし、気候変動対策の取組の対象は、市の温室効果ガス

排出に関わるあらゆる主体（市民・市民団体、事業者、行政）とします。 

 

（2）対象とする温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正（平成 28（2016）年 5 月 20 日）及び「地

方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」（平成 29（2017）年 3 月、環

境省）において定められている下記 7 種類のガスを対象とし、削減目標を設定します。 

 

種類 主な排出活動 

二酸化炭素

（CO2） 

エネルギー起源 CO2 燃料の使用、他人から供給された電気・熱の使用 

非エネルギー起源

CO2 

工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用

等 

メタン（CH4） 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、

耕作、家畜の飼養及び排せつ物管理、農業廃棄物の焼却

処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等、廃棄

物の埋立処分、排水処理 

一酸化二窒素（N2O） 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、

耕地における肥料の施用、家畜の排せつ物管理、農業廃

棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使

用等、排水処理 

代 

替 

フ 

ロ 

ン
類 

ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs） 

クロロジフルオロメタンまたは HFCs の製造、冷凍空気

調和機器、プラスチック、噴霧器及び半導体素子等の製

造、溶剤等としての HFCs の使用 

パーフルオロカーボン類

（PFCs） 

アルミニウムの製造、PFCs の製造、半導体素子等の製

造、溶剤等としての PFCs の使用 

六ふっ化硫黄（SF6） 

マグネシウム合金の鋳造、SF6 の製造、電気機械器具や

半導体素子等の製造、変圧器、開閉器及び遮断器その他

の電気機械器具の使用・点検・排出 

三ふっ化窒素（NF3） NF3 の製造、半導体素子等の製造 
出典）環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）Ver.1.0」より作成 
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（3）基準年度・目標年度の設定 

温室効果ガス排出量削減目標は、基準年度を平成 25（2013）年度、中期目標年度を令和

12（2030）年度、長期目標年度を令和 32（2050）年度と設定します。 

 

 

 

（4）温室効果ガス削減目標の考え方 

国の「地球温暖化対策計画」では、令和 12（2030）年度に平成 25（2013）年度比で、

温室効果ガス排出量を 26％削減することを目標としており、長期的には令和 32（2050）

年までに 80％削減することとしています。また、東京都をはじめとした多くの自治体にお

いては、長期的な目標として令和 32（2050）年の二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを

表明し、再生可能エネルギーの利用や省エネルギーに積極的に取り組んでいます。本市に

おいても、二酸化炭素排出量の長期的な大幅削減に向けて、今後 10 年間で着実に温室効果

ガス排出量を削減していく必要があります。 

本計画では、本市の排出特性に応じた削減対策に積極的に取り組むことを目指します。

目標設定にあたっては、長期的な大幅削減を見据えた水準の削減目標を設定します。 

 

（5）東村山市の温室効果ガス排出量の将来推計 

東村山市の令和 12（2030）年度時点での温室効果ガス排出量は、このまま新たな地球温

暖化対策を実施しない場合、人口の減少等の影響で、現状よりやや減少すると予測されま

す。 

 
出典）オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」）をもとに推計 

図 15 温室効果ガス排出量の将来推計 
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（6）東村山市の温室効果ガス排出量の削減目標 

今後、国や東京都と連携して、積極的な地球温暖化対策を講じた場合、東村山市におけ

る温室効果ガス排出量は、令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比約 37.6％の

温室効果ガス排出削減を見込むことができます。 

そこで、東村山市の温室効果ガス排出削減目標を次のとおり掲げます。中期目標は、令

和 12（2030）年度に平成 25（2013）年度比 37％の削減、長期目標は日本の長期目標と整

合を図り令和 32（2050）年度に 80％削減とします。 

 

 

 

  

■温室効果ガス排出量の削減目標 

〈中期目標〉 

令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出量を、 

平成 25（2013）年度比で 37％削減 する。 

 

〈長期目標〉 

令和 32（2050）年度における温室効果ガス排出量を、 

平成 25（2013）年度比で 80％削減 する。 

 

 

①

512千t-CO2

319 千t-CO2

②

対策後

排出量

現状すう勢排出量

453 千t-CO2

①現状すう勢による増減分

▲59 千t-CO2 （基準年度比▲11.5％）

②削減可能量

▲133 千t-CO2 （基準年度比▲26.0％）

①+②

▲192千t-CO2

37%削減

2013年度

基準年度

2030年度

目標年度

基準年度排出量
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3 施策の方向性 

地球温暖化が進む中で、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量の削減に対する取組を

より強力に進めて行く必要があります。市民及び事業者の生活や事業活動における省エネ

ルギー化や環境配慮につながる施策を推進するほか、エネルギービジョンなどの具体的な

ロードマップの作成について検討します。加えて、公共交通、自転車等の利用環境の整備・

改善など、低炭素化にも貢献するまちづくりを行います。 

また、顕在化する気候変動影響へ適応するための取組を進め、市民や事業者による理解

促進と、身の回りでできる災害等への予防・備え等につながる施策を推進します。 

 

  

施策の方向性 施策 

1-1 温室効果ガスの排出抑制 (1)再生可能エネルギーの導入促進 

(2)省エネルギーの促進 

(3)市の施設等における省エネルギーの推進 

1-2 低炭素まちづくりの促進 (1)公共交通・徒歩・自転車等での移動促進に向けた環境整備

(2)交通の効率化 

1-3 気候変動への適応 (1)暑さ対策の推進 

(2)風水害対策の推進 

(3)地球温暖化に関する情報収集・発信 

(4)自然環境の保全 

 

 

指標 
現状値 

（令和元（2019）年度）
目標値 

（令和12（2030）年度）

市域における平成 25（2013）年度比温室効

果ガス排出量削減率 

▲11％

（平成29（2017）年度）
▲37％

市及び市内事業所における地球温暖化対策

の取組状況 
33％ 44％

家庭におけるエコ設備利用状況 34％ 39％

 

1-1 温室効果ガスの排出抑制 

 市民への太陽光発電設備導入助成、市有施設への太陽光発電などの再生可能エネルギ

ー設備の新規導入の検討等を行い、再生可能エネルギーの利用を促進します。また、市

民による低炭素電力の選択促進、市施設における低炭素電力の調達を行います。 

 省エネルギー型設備の利用への助成、COOL CHOICE の情報提供・普及啓発等を行い、

市民や事業者による省エネ設備・省エネ行動の普及を図ります。 

 市の施設・設備の省エネルギー化や、職員の環境配慮行動に取り組みます。 

施策体系 

環境指標 
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施策 主な取組 

(1)再生可能エネルギーの

導入促進 

 住宅用太陽光発電システム設置工事費補助事業 

 市民への太陽熱利用、その他の再生可能エネルギー利用設備

についての情報提供・普及促進 

 市内公共施設への太陽光発電パネル、蓄電池等の設置やコー

ジェネレーション等の自立・分散型エネルギー導入 

 低炭素電力の利用促進 

 エネルギービジョンの策定に向けた検討 

(2)省エネルギーの促進  住宅用省エネルギー機器設置費補助事業 

 市民への省エネルギー行動の啓発、省エネルギー製品の情報

提供・購入の促進 

(3)市の施設等における省

エネルギーの推進 

 市職員による省エネ・環境配慮行動の推進 

 市施設における省エネルギー型設備導入、低公害車・低燃費車

の普及促進 

 

公用車（ハイブリッド自動車）の写真などを想定 

図 16 いきいきプラザの太陽光発電システム 
出典）●●

図 17 ●●  

 

1-2 低炭素まちづくりの促進 

 コミュニティバスの運行、歩道・自転車レーンの整備、レンタサイクルの拡充などによ

り、公共交通機関や自転車など、より環境にやさしい交通手段の選択を促進します。 

 都市計画道路の整備など、道路交通環境の改善により、自動車交通による温室効果ガス

排出量の削減に寄与します。 

 

施策 主な取組 

(1)公共交通・徒歩・自転車

等での移動促進に向け

た環境整備 

 コミュニティバス事業の運営 

 歩道・自転車レーンの整備 

 レンタサイクルの拡充 

(2)交通の効率化  連続立体交差事業 

 都市計画道路の整備 
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1-3 気候変動への適応 

 街路樹等による緑陰の創出や、商店街等との連携によるミストシャワーの設置等、暑さ

をしのげるまちづくりを推進し、子どもや高齢者等の熱中症予防に取り組みます。 

 これまで経験したことのない豪雨の頻発等による影響に備えるため、雨水貯留・浸透施

設等設置の設置等の浸水対策、市民の防災意識の向上等に取り組み、災害に強いまちづ

くりを推進します。 

 市内の河川、大気、動植物等について、継続的な環境調査を行い、環境への影響をモニ

タリングするとともに、気候変動影響に関する情報を市民へ発信します。 

 生態系への影響の軽減・緩和や、暑熱、浸水被害等の緩和にも資する緑地の保全に取り

組みます。 

 

施策 主な取組 

(1)暑さ対策の推進  緑のカーテンや沿道等の緑化 

 まちなかの暑さ対策事業 

(2)風水害対策の推進  前川溢水対策 

 雨水貯留・浸透施設等設置助成の実施及び周知 

 市民等の防災行動の向上 

(3)地球温暖化に関する 

情報収集・発信 

 河川調査、大気汚染調査、北山公園の動植物調査等 

 気候変動による影響・被害についての情報収集・啓発 

(4)自然環境の保全  せせらぎの郷・多摩湖緑地の保全 

 雑木林や水辺等の保全における関係所管・市民団体との連携

 

 

  

図 18 自転車専用レーン 図 19 平成 30（2018）年度グリーンカーテン 

コンテスト個人部門 優秀賞の作品  
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資源を大切にする循環型社会の形成 

1 現状と課題 

（1）現状 

1）ごみ量 

東村山市における総ごみ量、市民

一人一日あたりのごみ量はともに

減少傾向にあり、平成 30（2018）

年 度 に 市 が 収 集 し た ご み 量 は

37,634 t、市民一人一日あたりのご

み量は 643 g となっています。平成

30（2018）年度の市民一人一日あた

りのごみ量は全国の人口 10 万人以

上 50 万人未満の市町村の中で 8 番

目に少ない量となっています。 

意識調査の結果では、「ごみの分

別を徹底している」をいつも取り組んでいる市民は 86％を占める一方、「使い捨てでなく、

繰り返し長く使えるものを買う」をいつも取り組んでいる市民は 35％にとどまっています。 

 

 
備考）市民一人一日あたりの総ごみ量=総ごみ量（集団資源回収分を除く）÷人口÷365 日 (2011・2015 は 366 日) 

出典）東村山市「秋水園事業概要」 

図 21 東村山市のごみ量の推移 

 

2）資源化 

東村山市では、びん・かん、ペットボトル、容器包装プラスチックや古紙などの資源を回

収しているほか、家庭から出される資源物を市内の自治会や子供会などの市民団体の方々

が自主的に集め、資源回収業者に回収してもらう集団資源回収事業を行っています。 

東村山市における資源化物量は総ごみ量の減少に伴い減少傾向にありますが、総資源化
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図 20 市民意識調査の結果 
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率は横ばいとなっており、平成 30（2018）年度の資源化物量は 16,114 t、総資源化率は

42.8%となっています。 

また、平成 30（2018）年度のリサイクル率は全国の人口 10 万人以上 50 万人未満の市町

村の中で 6 位と高い水準になっています。 

 

 

備考）総資源化率＝資源化物量÷（ごみ量＋集団回収量） 
資源化物量には収集後に資源化されたものとエコセメント化焼却灰を含みます。 

出典）東村山市「秋水園事業概要」 

図 22 東村山市のごみ量の推移 

 

3）ごみ処理 

東村山市で収集された一般廃棄物は秋水園のごみ焼却施設やリサイクルセンターで中間

処理を行っています。 

また、 終処分場における埋立処分量は、エコセメント化事業等により 0 となっていま

す※。 

※平成 18 年度に焼却灰のエコセメント化事業が本格実施され、市から東京たま広域資源循環組

合へ搬出する焼却灰はすべてエコセメントとして再資源化されています。また、平成 20 年度に

は燃やせないごみの処理方法を見直し、民間委託による熱回収等の有効利用を行っており、そ

れ以降、市ではごみの埋め立て処分は行っていません。 

 

（2）課題 

 市内の総ごみ量、市民一人一日あたりのごみ量は減少傾向にありますが、今後もごみの

減量・分別の徹底や、再使用の普及啓発を継続・強化していく必要があります。 

 食品ロス削減推進法が施行されたことに合わせ、食品ロスの削減の推進に関して、啓発

活動の再検討が必要となっています。 

 令和 2（2020）年 7 月にレジ袋の有料化が実施されるなど、令和元年に国が策定したプ

ラスチック資源循環戦略に基づく施策展開が図られるなか、プラスチックごみのさらな

る減量やリサイクルの推進に取り組んでいく必要があります。 

 事業系ごみの減量に向け、市内の事業所への情報提供・啓発等を継続・強化することに

より、多くの事業所におけるごみ減量に向けた取組促進を図っていくことが必要となっ

ています。  
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2 施策の方向性 

市民一人一日あたりのごみ量やリサイクル率は全国でも高い水準にありますが、さらな

るごみ減量の推進が求められています。そのため、これまでの取組を活かし、ごみの減量・

分別の徹底や、再使用再生利用の普及啓発を継続・強化し、市民、事業者、行政等が、自発

的に３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を行うよう、意識の向上を図ります。 

また、食品ロスの削減の推進やプラスチックごみ等の近年の社会動向による課題への対

応・取組を推進します。 

 

  

施策の方向性 施策 

2-1 ごみ減量の推進 (1)発生抑制（リデュース）の推進 

(2)再使用（リユース）の推進 

2-2 リサイクルの推進 (1)ごみ分別の徹底 

(2)再生利用（リサイクル）の推進 

2-3 環境に配慮したごみ処理の

推進 

(1)円滑なごみの収集 

(2)適正なごみ処理 

 

 

指標 
現状値 

（令和元（2019）年度）
目標値 

（令和12（2030）年度）

１人１日当たりの総ごみ排出量 688.1g/人日 640.0g/人日

埋立処分量 0t/年 0t/年

 

2-1 ごみ減量の推進 

 市民・事業者へのごみ減量の情報提供・啓発による意識の向上や、食品ロスの削減、プ

ラスチックごみの削減等の取組により、市民・事業者によるごみの発生抑制（リデュー

ス）の促進を図ります。 

 フリーマーケット等の普及や再生家具の販売等に取り組み、再使用（リユース）を推進

します。 

 

施策 主な取組 

(1)発生抑制（リデュース）

の推進 

 市民へのごみ分別の徹底、ごみ減量についての情報提供・啓発

 事業者へのごみ減量に関する指導・啓発 

 食品ロスの削減 

 店頭回収の利用拡大の推進 

(2)再使用（リユース）の推進  フリ－マーケット及び不用品交換の普及 

 秋水園に搬入された粗大ごみの修繕及び再生家具のリサイク

ルショップでの販売 

施策体系 

環境指標 
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2-2 リサイクルの推進 

 出前講座や出前授業、出張相談会の実施により、市民・事業者のごみ分別への意識・理

解の向上を促し、ごみ分別の徹底を推進します。 

 集団資源回収事業による啓発や使用済小型家電等のリサイクルにより、再生利用（リサ

イクル）の推進を図ります。 

 

施策 主な取組 

(1)ごみ分別の徹底  ごみ分別の徹底、ごみ減量についての出前講座・出前授業の実施

 ごみの分け方・出し方等の出張相談会の実施 

 集合住宅の排出指導 

(2)再生利用（リサイクル）の

推進 

 使用済小型家電等のリサイクル 

 集団資源回収事業による啓発 

 

 

  

図 23 美住リサイクルショップにおける 

再生家具の販売 

図 24 小型家電回収ボックス 

 

 

2-3 環境に配慮したごみ処理の推進 

 ごみ収集車の安全運転や騒音対策等の徹底により、環境に配慮した円滑な収集運搬を

推進します。 

 適正なごみ処理を継続するため、既存ごみ処理施設の計画的な維持・整備を行います。 

 周辺環境に配慮した循環型社会の形成に寄与する施設として、新たなごみ焼却施設の

整備を進めます。 

 

施策 主な取組 

(1)円滑なごみ収集  円滑なごみの収集運搬の推進 

(2)適正なごみの処理  ごみ焼却施設の整備 
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豊かな自然と人が共生する社会の形成 

1 現状と課題 

（1）現状 

1）公園・緑地 

令和元（2019）年度の市内の緑被面積は

450.7ha、緑被率は 26.3%であり、平成 20

（2008）年度時点と比較し、95.5ha 減少しま

した。市内の都市公園・緑地の分布を見ると、

西部は八国山緑地や狭山公園などをはじめ、

大規模な都市公園・緑地が分布しているのに

対し、東部は街区公園など比較的小さな都市

公園・緑地が点在しています。意識調査の結

果では、「まち中の街路樹、農地、公園などの

緑の多さ」の満足度が 63%、「自然の豊かさ」

の満足度が 71%と市民の満足度が高くなっ

ています。 

市街地では土地の高度利用が進み、団地内の緑地や街路樹など都市的なみどりが主なも

のとなっています。また、保存樹木、緑地保護区域指定面積等も減少傾向にあります。 

 
出典）「東村山市みどりの基本計画 2021」 

図 26 みどりの分布 

関連する SDGs の目標 

出典）「東村山市みどりの基本計画 2021」

図 25 緑被の推移 
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2）水環境 

市内には 6 つの河川と用水（柳瀬川、空堀川、北川、前川、出水川、野火止用水）があ

り、いずれも市域を西から東に向かって流れています。また、市内には環境省の挙げる東

京都の代表的な湧水が 9 つ存在しています。 

北川と八国山緑地、野火止用水と用水を囲む周辺のみどりなど、水とみどりのつながり

は生態系にとって重要なものになっています。 

 

3）農地 

市内では都市化の進展や、社会・経済情勢の変化に伴い、農地の転用が進んでおり、農地

面積の減少が続いています。東村山市内の生産緑地地区は、廻田町・多摩湖町・野口町一

帯、秋津町・久米川町・恩多町一帯に点在しています。 

 

4）生物多様性 

市内では、里山の風景や自然が残る八国山

緑地や、貴重な野鳥や昆虫が見られるみどり

あふれる八国山緑地・都立狭山公園を中心に

多くの動植物が生息しています。平成 27

（2015）年と平成 28（2016）年、平成 30

（2018）年に実施された北山公園における

調査では、東京都のレッドデータブックに掲

載されている希少生物を含め多くの動植物

が生息・生育していることが確認されまし

た。一方、在来種に悪影響を与える外来種も

多く生息していることが判明しており、生物

多様性の保全の取組として、外来種防除講座やイベント等を行っています。 

意識調査の結果では、「動物、虫、魚など身近な生き物の豊かさ」を重要と回答した市民

の割合が比較的低くなっており、生物多様性の認知度の低さがうかがえます。 

 

（2）課題 

 都市に残された貴重な自然環境を引き続き維持・保全していくとともに、市街地のみど

りを育てていくことが必要となっています。 

 市内の湧水は、湧出量が減少しているものも見られ、湧水を維持・保全していくことが

必要となっています。 

 体験農園の整備や地場農産物の地産地消等の取組の継続・強化により農地の保全を図っ

ていくことが必要です。 

 アライグマやハクビシンによる鳥獣被害やセイタカアワダチソウ等の外来種による生

態系への影響の防止・軽減策が必要となっています。また、生物多様性を保全するため、

在来種の保護等の対策も必要となっています。  

図 27 市民意識調査の結果 

（市内の環境の満足度について（一部抜粋）） 
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2 施策の方向性 

東村山市は都市近郊に位置しながら、八国山緑地をはじめとした貴重な自然環境が残さ

れており、これらは多様な動植物の生息・生育の場だけでなく、市民へ豊かな自然とのふ

れあいの場を提供しています。この貴重な自然環境を引き続き維持・保全していくととも

に、身近なみどりや水辺環境を保全・創出していく必要があります。 

そのため、市民へ自然とのふれあいの場や情報を提供し、生物多様性の重要性に関する

市民・事業者の理解・関心を高め、市民・事業者との連携・協働による生物多様性やみど

り、農地の保全の取組を推進します。 

 

  

施策の方向性 施策 

3-1 自然環境の保全 (1)貴重な自然の保全 

(2)地域のみどりの継承 

(3)農地の保全 

(4)水辺環境の保全 

3-2 まちのみどりの創出 (1)身近なみどりの創出  

(2)身近な公園づくり  

3-3 生物多様性の保全 (1)エコロジカルネットワークの確保 

(2) 生きものの実態把握 

(3) 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

(4) 鳥獣被害・外来種対策 

 

 

指標 
現状値 

（令和元（2019）年度）
目標値 

（令和12（2030）年度）

緑被率 ●％ ●％

市民一人当たりの都市公園・緑地面積 5.24 ㎡ ●㎡

市民協働による生きものの実態調査 不定期 １回/５年

 

3-1 自然環境の保全 

 狭山丘陵や、淵の森緑地等市内の貴重な自然環境の保全を推進するとともに、多くの市

民に親しまれるよう、レクリエーション等の場としても活用します。 

 保存樹木・保存生垣の指定を進めるとともに、樹林地保全制度の充実等により、地域の

みどりを次世代に継承します。 

 地産地消の推進や、体験農園等の運営により、農業の経営基盤の安定化や生産者と消費

者の距離を近づけ、農地を活かしたまちづくりを行うことにより、農地の保全を図りま

す。 

施策体系 

環境指標 
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 多様な動植物の生育・生息の場となるだけでなく、市民の憩いの場となる水辺環境の整

備や、湧水の保全を推進します。 

 

施策 主な取組 

(1)貴重な自然の保全  狭山丘陵のみどりの保全と活用 

 北山公園周辺のみどりの保全と活用 

 せせらぎの郷・多摩湖緑地の保全と活用 

 淵の森緑地のみどりの保全と活用 

 雑木林や水辺等の保全における関係所管・市民団体との連携

(2)地域のみどりの継承  保存樹木・保存生垣の指定 

 樹林地保全制度の充実 

 八国山たいけんの里の活用と里山文化の継承 

(3)農地の保全  生産緑地地区の保全と活用 

 地産地消の推進 

 農業体験農園等の整備 

 農地の流動化の促進 

(4)水辺環境の保全  水辺環境の整備 

 水辺に親しむ空間づくり 

 湧水の保全 

 

■保全配慮地区の設定 

樹林地の減少に対応し、重要なみどりの保全を図るため、重点的に保全に配慮する保全

配慮地区を設定します。保全配慮地区は、「都市緑地法」の規定に基づき定められた「緑地

保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であって、重点的に緑地の保全に配慮を加える

べき地区」のことです。保全すべき重要なみどりは、各種制度を活用した計画的かつ適切

な保全を図るとともに、必要に応じて、公有地化を検討します。 

 

出典）「東村山市みどりの基本計画 2021」 

図 28 保全配慮地区 

調整中 
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図 29 菖蒲祭りの様子 図 30 淵の森緑地 図 31 マルシェ久米川の様子

 

 

3-2 まちのみどりの創出 

 沿道や公共施設、学校の緑化により、日常生活の中で自然とのふれあいの場となる身近

なみどりの創出を推進します。 

 環境に配慮した公園を整備するとともに、公園や緑地を楽しむ機会を充実させること

で、みどりとの触れ合いの機会を増やします。 

 

施策 主な取組 

(1)身近なみどりの創出  道路沿道や公共施設における花壇等の植栽 

 公共施設の緑化 

 学校のみどりの管理・創出 

(2)身近な公園づくり  環境に配慮した公園の整備 

 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

 

3-3 生物多様性の保全 

 みどりや水辺が多様な生物の生育・生息環境となるよう、東村山市みどりの基本計画

2021 において、みどりの特性に応じ、中核地区、拠点地区、回廊地区、緩衝地区を設

定しました。このような地区によって構成されるエコロジカルネットワークの確保に

努めます。 

 市域の生き物の状況を把握する実態調査を市民等様々な主体と共働で取り組むととも

に、生物多様性地域戦略の策定を見据え、市民団体等の実施する調査データの一元化を

図ります。 

 生物多様性の保全について、市民の理解を醸成するよう、自然観察会等の学びの機会の

充実を図るとともに、希少種を含む在来種の保全のため、北山公園などにおける外来種

防除を継続するとともに、外来種対策についての啓発を図ります。 

 アライグマ、ウシガエル等の外来種駆除を行い、生息数の増加防止及び生態系の保全を

図るほか、有害鳥獣の防除対策を推進しています。 
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施策 主な取組 

(1)エコロジカルネットワ

ークの確保 

 エコロジカルネットワークの確保 

(2)生きものの実態把握  生きものの実態調査 

(3)生物多様性の保全へ向

けた理解の醸成 

 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

 北山公園をはじめとする市内緑地等の動植物の保全 

 北山公園等の外来種防除事業 

(4)鳥獣被害・外来種対策  アライグマ・ハクビシンの駆除 

 有害鳥獣の防除対策 

 

 

 

出典）「東村山市みどりの基本計画 2021」 

図 32 エコロジカルネットワーク 

 

  

 

 図 33 北山公園外来種防除イベント「目指せ！外来

植物ハンター」の様子 
  

 

●回廊地区 

みどりの核をつなぐ河川や緑道など

●中核地区（15ha 以上） 

八国山周辺 

多摩全生園周辺 

●拠点地区 

（規模の大きなみどり・生きものの

住処となっているみどり） 

淵の森緑地 

都立狭山緑地（狭山公園） 

せせらぎの郷多摩湖緑地 

都立東村山中央公園 

都立小平霊園 

多摩北部医療センター 

●緩衝地区 

中核地区・拠点地区の周辺のみどり

（農地等） 

調整中 

エコロジカルネットワーク： 
生物多様性を保全するため、生態系の拠点となるみどりを適切に配置し、つながりをもたせること。
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歴史･文化が息づく、健やかで快適に暮らせるまちづくり 

1 現状と課題 

（1）現状 

1）水質・大気質 

東村山市内では、東京都自動車

排出ガス測定局（新青梅街道東村

山）において、大気汚染物質であ

る二酸化窒素と浮遊粒子状物質、

微小粒子状物質の測定が行われ

ており、平成 27（2015）年度以降

は全て環境基準を達成していま

す。 

水質については、毎年複数回に

わたり市内河川の調査を行って

います。市内の河川では、空堀川

に生活環境の保全に関する環境

基準の水域類型指定を受けており、pH を除いて、概ね環境基準を達成しています。また、

出水川や空堀川では渇水による瀬切れも発生しています。 

意識調査では、生活環境に関する項目の中で、「水（河川、湖沼等）・水辺のきれいさ」に

対する満足度が比較的低くなっています。 

 

 

出典）東村山市資料 

図 35 空堀川の pH の推移 
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図 34 市民意識調査の結果 
（市内の環境の満足度について（一部抜粋）） 
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2）騒音・振動・悪臭 

市内 3 か所で実施されている道路交通騒音調査・道路交通振動調査では近年すべての地

点で要請限度を達成していますが、自動車騒音の常時監視（面的評価）では、環境基準を超

過する地点が存在しています。 

公害（騒音、振動、悪臭）についての相談件数は、概ね横ばいとなっており、毎年の相談

件数の多くを騒音についての相談が占めています。 

意識調査では、「におい（悪臭がしないこと）」「居住地周辺の静けさ」に対し概ね満足し

ているという結果になっています。 

 

3）水循環 

水は同じ場所にとどまるのではなく、地表面の水が蒸発し、上空で雲となり、雨となっ

て地表面に降り、地下に浸透して地下水を涵養したり、川の流れとなって海に至るなど、

絶えず循環しています。この水の循環を健全に保つことは、東村山市の良好な環境を築く

うえでとても大切になっています。東村山市では、健全な水循環の回復のため、雨水浸透

設備（雨水浸透ますや浸透トレンチ）の設置推進を行っています。また、東村山市の下水道

接続率は 99.2%で（令和元（2019）年度）緩やかな増加傾向にあります。 

 

4）景観 

東村山市は、都市部近郊に位置しながら、八国山緑地や

人権の森などの多様な自然や国・都・市の指定文化財とい

った歴史的遺産等を含む街並みという景観を構成する要

素にも恵まれ、都市部の利便性と豊かな自然・景観の両方

を享受できる特性を有しています。 

市内には、都下で唯一の国宝建造物である正福寺地蔵

堂があることに加え、多摩湖町から発見された下宅部遺

跡と遺跡からの出土品が令和 2（2020）年 9 月に国の重

要文化財に指定されました。 

平成 26（2014）年に東村山ならではの景観を、市民共通の財産として継承し、育んでい

くため、市民が主体となり「東村山 50 景」が選定されています。 

 

（2）課題 

 水質・大気環境に関する環境基準は概ね達成していますが、引き続き国や東京都、周辺

地域と連携した広域的な対策を継続していくことが必要となっています。 

 都市生活型公害についての相談件数では、毎年騒音が も多くなっているため、騒音の

発生源となる事業者等への指導を引き続き行っていくことが必要です。 

 地球温暖化に伴う気候変動や都市化の進展による都市型水害の防止・軽減や環境衛生の

向上のため、雨水浸透設備の設置や下水道接続率の向上による水循環の保全・回復を推

進していくことが必要となっています。 

 文化や歴史的背景も踏まえて、市民が愛着を持てる景観の保全・形成が必要です。 

図 36 正福寺地蔵堂（国宝） 
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2 施策の方向性 

市内の快適で安心・安全な生活環境を維持していくために、良好な大気環境や水環境を保

全していくとともに、騒音、振動、悪臭等の都市型公害に対しても、適切に対応していく必

要があります。 

そのため、これまで行ってきた市内の環境調査の継続、都市生活型公害等の発生源に対す

る指導、文化的・歴史的な背景を踏まえた東村山らしい景観の形成、地域美化や景観保全へ

の意識の向上に取り組みます。 

 

  

施策の方向性 施策 

4-1 健全な生活環境の保全 (1)大気・水質の保全 

(2)土壌汚染の防止、化学物質の適正管理 

(3)都市生活型公害の防止 

4-2 健全な水循環の実現 (1)水資源の有効活用 

(2)水循環の健全化 

4-3 文化的で美しいまちづくり (1)東村山市の歴史的・文化的資源の保全と活用 

(2)良好な景観の形成 

(3)地域美化の推進 

 

 

指標 
現状値 

（令和元（2019）年度）
目標値 

（令和12（2030）年度）

大気の環境基準達成状況 基準達成 基準達成

河川ＢＯＤ値の環境基準の達成状況 基準達成 基準達成

東村山市の歴史的・文化的資源の保全と活

用についての満足度 
28％ 現状より向上

良好な景観の形成についての満足度 28％ 現状より向上

 

4-1 健全な生活環境の保全 

 国や都・周辺自治体と連携しながら、大気・水質の継続的な監視・調査等を行い、状況

を把握するとともに、低公害車等についての啓発等による自動車排出ガスの削減や、事

業所の排水についての監視・指導による水質の改善を図ります。 

 市内事業者の適正管理化学物質の使用量等の把握や、土壌汚染への監督・指導により、

化学物質の適正管理を行い、土壌汚染の防止を図ります。 

 道路環境（騒音・振動）の継続的な監視・調査を行うほか、騒音・悪臭等の相談に対し、

発生源への指導を実施し、都市生活型公害の防止に努めます。 

施策体系 

環境指標 
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施策 主な取組 

(1)大気・水質の保全  大気・水質の継続的な監視・調査の実施 

 低公害車についての市民への情報提供・啓発の実施 

 事業所の排水についての監視・指導等の実施 

(2)土壌汚染の防止、化学物

質の適正管理 

 事業者による土壌汚染への監督・指導の実施 

 化学物質の使用量等の把握 

(3)都市生活型公害の防止  道路環境（騒音・振動）の継続的な監視・調査の実施 

 騒音・悪臭等の発生源への指導の実施 

 

4-2 健全な水循環の保全 

 市役所において、節水の啓発・徹底を行うとともに、市民へ節水についての情報提供・

啓発を実施し、大切な水資源の有効活用を図ります。 

 雨水貯留・浸透施設等設置における助成の実施・周知により、雨水利用や雨水の地下浸

透の促進を図るとともに、せせらぎの郷多摩湖緑地や樹林地の保全など、健全な水循環

に貢献する緑地の保全に取り組みます。 

 

施策 主な取組 

(1)水資源の有効活用  節水についての情報提供・啓発の実施 

 市役所における節水の実施 

(2)水循環の健全化  雨水貯留・浸透施設等設置助成の実施及び周知 

 下水道未接続の事業所・家庭等への接続の指導 

 せせらぎの郷多摩湖緑地の一部公有地化・樹林地の保全 

 

 
 

図 37 雨水浸透ます・浸透トレンチの設置例 図 38 空堀川 
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4-3 文化的で美しいまちづくり 

 市内の貴重な文化財の保存や伝統文化の保護・継承の支援を行うとともに、情報発信に

より、観光資源としての活用も図ります。 

 東村山らしい景観まちづくりの手引きによる景観に関する啓発や地区計画の誘導や空

き家の適正管理等により、川を含む景観の維持・保全や市民が愛着を持てる良好な景観

の形成を図るとともに、東村山らしさを象徴する風景として選考された東村山 50 景の

PR を行います。 

 ごみの不法投棄への指導、放置自転車の取締りや環境美化清掃の実施により、市内の美

化に努めます。 

 

施策 主な取組 

(1)東村山市の歴史的・文化

的資源の保全と活用 

 文化財の情報発信 

 文化財の保存及び伝統文化の保護・継承の支援 

(2)良好な景観の形成  東村山 50 景の PR 

 東村山らしい景観まちづくりの手引きの周知 

 空き家の適正管理の推進 

(3)地域美化の推進  ごみの不法投棄防止の助言 

 放置自転車への対策 

 

  

図 39 下宅部遺跡 図 40 漆工 

 

 

図 41 路上喫煙マナーアップキャンペーンの様子 
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環境保全に取り組むための人づくり・地域づくり 

1 現状と課題 

（1）現状 

1）市民・市民団体等の活動、協働 

東村山市では、市内の自治会やボランテ

ィア団体、事業者により地域の美化清掃が

行われているほか、市民団体や周辺住民と

の協働で、毎年、北川クリーンアップ作戦、

野火止用水の保全活動、空堀川クリーンア

ップといった河川の清掃活動、水辺環境の

整備、北山公園の外来種防除事業や淵の森

緑地などの自然環境の保全活動を行ってい

ます。 

また、東村山市、武蔵村山市、東大和市、

清瀬市の空堀川流域の 4 市で空堀川水環境

確保対策会を組織しており、活動の一環と

して毎年夏休み期間に合わせて「親と子の

環境教室」を実施しています。 

意識調査の結果では、地域の美化などの

ボランティア活動に参加している市民や環

境保全活動に取り組む事業者の割合は低く

なっています。市民が境保全活動に取り組

まない理由として、時間がかかるという理

由が多くなっています。 

 

2）環境教育 

市内の児童・生徒のごみ分別の重要性とごみ減量への関心を高めるため、東村山市では

収集業者と協働で出前授業を毎年行っているほか、出前講座の実施により、市民、事業者

へごみの減量と分別徹底の啓発を行っています。 

また、多磨全生園では園内における樹木等の自然環境の保全活動や歴史の継承、「人権の

森」等における体験学習等が開催されているほか、北山公園などを拠点とした市民活動も

活発に行われ、緑地が環境学習や多世代交流の場となっています。 

意識調査の結果では、子どもに対する環境教育が、市が環境基本計画で取り組むべき施

策として重要視されていますが、自然環境の知識や情報に接している市民の割合は 46%程

度、環境に関するイベントやセミナーなどに参加している市民の割合は 10%程度にとどま

っています。 

関連する SDGs の目標 

 

図 42 空堀川クリーンアップ作戦の様子 

 

図 43 市民意識調査の結果 
（環境に関する取組について（一部抜粋）） 
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図 44 市民意識調査の結果（各施策の重要度について） 

 

3）情報発信 

市では、市内で環境活動を行っ

ている市民団体や、市の環境に関

する取組を紹介する環境フェアを

毎年開催しています。また、毎年

「東村山市環境基本計画点検評

価」を公表し、環境基本計画の進捗

状況の公表を行っています。 

意識調査の結果では、市の環境

関連の情報は、市の広報誌から得

ている市民が も多くなってお

り、今後の望ましい発信手段とし

て、ホームページや SNS の活用も

期待されています。また、環境に関

する情報発信が、市が環境基本計画で取り組むべき施策として比較的重要視されています。 

 

（2）課題 

 環境保全は、市の財政や人的な制約等は言うまでもなく、行政だけの取組で改善を図る

ことは困難であり、市民や市民団体、事業者との連携・協力による取組が不可欠です。 

 市民のライフスタイル等に配慮した参加しやすい環境保全活動の仕組みや支援を検討

し、環境保全活動の裾野を拡大していくことが必要です。 

 事業者による環境保全活動の取組率が低くなっているため、環境保全活動への参加や協

力を推進することが必要となっています。 

 意識調査の結果では子どもの環境教育が重要視されているため、特に子どもに対する環

境教育を強化していくことが必要となっています。 

 市の環境関連の情報発信について重要視されているため、SNS の活用など、多様な情

報発信の手法について検討することが必要になっています。  
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図 45 環境フェアの様子 
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2 施策の方向性 

東村山市のめざす環境像や各基本目標を実現するためには、市民、事業者、行政などす

べての主体が主体的に環境の保全に取り組んでいくことが必要です。そのため、市民や事

業者等の環境教育・環境学習の場・機会のさらなる充実や自主的・自発的な取組の促進に

繋がる情報発信等により、環境への意識の向上を図ります。 

また、市民・事業者・行政のパートナーシップを構築し、協働により、施策・取組を円滑

かつ効率的に推進していきます。 
 

 

施策の方向性 施策 

5-1 パートナーシップによる協働 (1)市民・市民団体による環境保全活動の推進 

(2)市民・事業者・行政の連携・協働 

5-2 環境教育・環境学習の充実 (1)環境教育・学習の充実 

5-3 環境情報の収集・整備・公開 (1)環境情報の収集・分析 

(2)環境情報の発信・活用 

 

 

指標 
現状値 

（令和元（2019）年度）
目標値 

（令和12（2030）年度）

環境に配慮した行動をしている市民の割合 95％ 現状より向上

地域の環境保全活動等に参加する市民の割合 16％ 47％

環境美化清掃を実施した事業所数  10 事業所 12 事業所

環境美化清掃を実施した団体数 5 団体  7 団体

 

5-1 パートナーシップによる協働 

 市民・市民団体・事業者による環境美化清掃や市民の協力による植栽・花壇の維持管理

等に取り組みます。 

 市民団体の環境保全活動の支援を行う体制を整備し、市民と市民団体による環境保全

活動の活性化を図ります。 

 市民・事業者・行政のパートナーシップを構築し、市民・事業者との協働により、環境

保全や公園づくり等の取組を推進します。 

 

施策 主な取組 

(1)市民・市民団体による 

環境保全活動の推進 

 市民の協力による植栽、花壇の維持管理 

 市民団体の環境保全活動の支援 

 環境美化清掃の実施 

(2)市民・事業者・行政の 

連携・協働 

 雑木林や水辺等の保全における関係所管・市民団体との連携 

 公民連携による公園づくり など 

施策体系 

環境指標 
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5-2 環境教育・環境学習の充実 

 学校・市民団体などと連携し、教育機関における環境教育・環境学習を実施します。小

中学校においては、温室効果ガス削減や給食の残飯を減らす取組等の省エネルギー・省

資源に関わる環境教育の充実を図ります。 

 ごみ分別の徹底、ごみ減量についての出前講座等による環境学習や、農とみどりの体験

パーク事業等による体験の機会を充実させることに加え、イベントにおける普及啓発

により、子どもから大人まで幅広い世代の市民が環境について知り、考える機会と場を

提供します。 

 

施策 主な取組 

(1)環境教育・環境学習の充実  ごみ分別の徹底、ごみ減量についての出前講座・出前授業の実施

 農とみどりの体験パーク事業 

 学校教育と連携したみどりの学びの充実 

 地域イベントを通じた普及啓発の推進 

 

図 46 出前授業の様子 図 47 北山公園外来種防除イベント 

「目指せ！外来植物ハンター」の様子 
 

5-3 環境情報の収集・整備・公開 

 国・都・他自治体の環境保全活動に関する動向や科学的な知見について情報収集・整理

し、行政の取組に活かしていきます。 

 本計画に掲げた目標の達成状況や施策の取組状況を東村山市環境基本計画推進状況点

検評価として毎年度とりまとめ公開します。 

 より多くの市民に環境情報を届けられるよう、SNS 等を活用した、情報発信手段の多様

化・効率化を検討し、情報発信の充実を図ります。 

 

施策 主な取組 

(1)環境情報の収集・分析  国・東京都・他自治体の地球温暖化対策等の情報収集と助成制

度の検討 

 気候変動による影響・被害についての情報収集・啓発 

(2)環境情報の発信・活用  東村山市環境基本計画推進状況点検評価の公表 

 情報発信手段の多様化・効率化の検討 
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横断プロジェクト 

横断プロジェクトの考え方 

（1）横断プロジェクト設定の目的 

環境の課題は、産業や福祉、防災等の社会や経済の課題とも関連しています。そのため、

個別の環境分野における取組を積み重ねるだけでなく、環境以外のさまざまな側面から統

合的に取り組むことで、より効率的な課題の解決や相乗効果につながることが期待できま

す。世界が一体となって取り組んでいる SDGs においても、17 の目標はそれぞれ関連して

おり、環境・社会・経済のつながりを考え、複数の課題をともに解決していくことが重要と

されています。 

本計画では、SDGs の考え方や、国の第五次環境基本計画の趣旨を踏まえ、分野統合の視

点で各取組を進める先導的役割を担う施策を、横断プロジェクトとして設定します。横断

プロジェクトは、環境分野としての取組が結果として、産業、福祉、防災、教育など、分野

を横断して便益をもたらす取組であり、本プロジェクトを推進することで、社会の中にあ

る多岐にわたる諸課題の同時解決につなげていきます。 

 

（2）横断プロジェクトの特徴 

横断プロジェクト設定の目的を鑑み、以下の特徴を持つ取組を横断プロジェクトとして

設定します。 

 社会情勢や地域課題を考慮し、市として先行的に実施すべき取組 

 環境分野だけでなく、産業、福祉、防災、教育等、分野を横断して便益をもたらし、

課題解決につながる取組 

 市民・市民団体、事業者、連携自治体等、さまざまな主体による参画や連携・協働を

促進する取組 

 

 

（3）横断プロジェクトの設定 

下記のとおり、横断プロジェクトを設定します。 

 

横断プロジェクト 

1 気候変動に適応する低炭素なまちプロジェクト 

2 地域資源をかしこく使うくらしプロジェクト 

3 環境をまもり活かすひとプロジェクト 
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横断プロジェクト 

（1）気候変動に適応する低炭素なまちプロジェクト 

 

1）概要 

気候変動による影響が顕在化し、都市や市民生活、事業活動に大きな影響をもたらして

いる昨今、温室効果ガス排出削減対策に加えて、気候変動影響による被害の回避・軽減（適

応策）を講じ、今後起こり得る影響に適切に備えていく必要があります。また、国は平成

30（2018）年に「気候変動適応法」を施行し、適応策が法的に位置付けられたことから、

東村山市としても推進していく必要があります。 

東村山市では、令和２（2020）年３月に、JXTG エネルギー株式会社（現 ENEOS 株式

会社）、アジア航測株式会社と連携協定を締結し、エネルギー施策を推進すること及び電気

事業の低炭素化・需要調整力確保等を推進することにより、東村山市内の災害時のレジリ

エンス強化・低炭素社会実現等を目指すことを目的として、東村山タウンマネジメント株

式会社を設立しました。今後このような取組から生み出した効果により、様々な分野を横

断して便益をもたらすことを目指し、SDGs の根本理念である諸問題の同時解決に繋げ、

良質な市民サービスを提供していきます。 

この取組の一環として、再生可能エネルギー由来の電気の調達や災害長期化に備えた創

エネルギーシステムの構築を目指していきます。また、今後想定される気候変動の影響に

伴う大規模災害や熱中症による健康被害等、さらには都市部特有の課題であるヒートアイ

ランド現象等の課題に適切に備え、対処していくため、安全、健康かつ快適な低炭素まち

づくりのための取組を推進します。 

 

2）取組内容 

・気候変動の現状や将来予測等の情報を収集・発信し、市民・事業者等の気候変動影響への

備えや対策に関する意識向上を図ります。 

・ヒートアイランド現象やまちなかの暑さ対策として、公共施設や家庭における緑のカー

テンづくり、公共施設敷地内や沿道の緑化等を推進します。 

・遮熱性・保水性舗装、駐車場の緑化等、道路や駐車場の高温抑制に取り組みます。 

・雨水貯留・浸透施設等の設置助成、雨水排水幹線の整備により、豪雨等による浸水被害の

防止・軽減を図ります。 

・地域自主防災組織等市民組織の充実など、市民等による防災行動の強化を図ります。 

・大規模災害時に備え、公共施設への太陽光発電と蓄電池等の設置やコージェネレーショ

ン等の自立・分散型エネルギー導入を進めます。 

・再生可能エネルギー由来の電気の調達を進めます。 
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3）分野横断的な取組効果 

環境 ・温室効果ガスの排出削減、自然環境の保全 

経済 ・災害時の事業継続性の向上、経済損失の軽減 

社会 ・災害時における地域や市民の防災力の強化、熱中症等の健康被害の軽減 

 

4）関連施策 

基本目標 1 １－１－１ 再生可能エネルギーの導入促進 

１－３－１ 暑さ対策の推進 

１－３－２ 風水害対策の推進 

基本目標 4 ４－２－２ 水循環の健全化 

 

 

 

 

■「コージェネレーションシステム」とは 
「エネファーム」などの製品に関連してよく⽿にする「コージェネレーションシステム（コジェネ）」という⾔葉、

皆さんはご存じですか。コジェネとは、「共同」や「共通」という意味を持つ「コー（co-）」で始まる名前の通
り、2 つのエネルギーを同時に⽣産し供給するしくみです。現在主流となっているコジェネは、「熱電併給シス
テム」と呼ばれるもので、まず発電装置を使って電気をつくり、次に、発電時に排出される熱を回収して、給
湯や暖房などに利⽤します。 

■「コージェネレーションシステム」のメリット 
①省エネ 

発電所で⽣じる熱エネルギーは、遠くにある需要地（需要のある場所）まで運ぶことができないため、
発電時に排出される熱の約 6 割は利⽤されずに廃熱となってしまいます。しかし、需要地の近くで発電を
⾏うコジェネであれば、熱を廃棄せずに利⽤することが可能になります。 

②環境にやさしい 
また、需要地の近くで発電することの結果として、需要地まで電気を送る際に⽣じる送電ロスを、ほぼ

無くすことができます。このように、コジェネは効率的なエネルギーの利⽤を可能にし、エネルギー消費量や
CO2 排出量を減らすことにも役⽴ちます。 

③災害対策になる 
電⼒系統から供給される電気とは別に電気を作ることができるため、電⼒系統に万が⼀の事故が起

きた場合でもエネルギー供給を継続することが可能となり、非常時対応や事業継続に役⽴ちます。 

■「コージェネレーションシステム」の導⼊には補助⾦を活用できます。 
現在、コジェネの導⼊を拡大するために、エネファームなど燃料電池を使ったコジェネの導⼊を支援する補

助⾦や、エンジンなどを動⼒とした業務・産業⽤コジェネの固定資産税を減免するなどの支援策が実施さ
れています。 

参考資料）資源エネルギー庁ホームページ「知っておきたいエネルギーの基礎⽤語〜「コジェネ」でエネルギーを効率的に使う」
（https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/cogeneration.html）

 

「コージェネレーションシステム」ってな〜に？ コラム 
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（2）地域資源をかしこく使うくらしプロジェクト 

1）概要 

環境の課題は、その多くが市民のくらしの様々な側面とつながっています。私たちは日々

の生活において様々な資源を消費していますが、それらの消費行動による環境への影響に

ついて考え、身近なところから消費行動を見直し、地域にある様々な資源をより有効に使

うライフスタイルを作っていくことが必要です。 

市民にとって、より豊かで環境負荷の少ないくらし、資源の無駄が少ない循環型のくら

しを実現していくため、地域資源の有効利用を支える取組を推進します。 

 

2）取組内容 

・市内農家による各小学校への地場農産物（野菜・果物）の納入、マルシェ久米川の開催な

どにより、市民による地場農産物の地産地消を促進します。 

・家庭等で使われなくなった家財道具、粗大ごみとして排出されたまだ使える家具等を回

収し、リサイクルショップで販売することでリユースの機会を増やすなど、資源を有効

に使う生活を促進します。 

・普段から水を大事に使う習慣を市民に呼びかけるとともに、雨水貯留施設の設置助成を

行い、貯まった水の草花への散水、打ち水等への利用など、有効利用を進めます。 

 

3）分野横断的な取組効果 

環境 ・地域間輸送の低減による温室効果ガスの排出抑制、ごみの減量、健全な水循

環の確保 

経済 ・農産物の流通コストの抑制、農業振興 

社会 ・新鮮な農産物の摂取による健康増進、廃棄物処分にかかる行政コストの抑制

 

4）関連施策 

基本目標２ ２－１－２ 再使用（リユース）の推進 

基本目標３ ３－１－２ 地域のみどりの継承 

基本目標 4 ４－２－１ 水資源の有効活用 

４－２－２ 水循環の健全化 
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（3）環境をまもり活かすひとプロジェクト 

1）概要 

都心に近い本市では、市民の多くが都市型の生活を送っており、自然環境とのふれあい

や、環境保全活動への参加の機会が少ない傾向にあります。一方で、市内には八国山緑地

を始めとした里山や農地などの貴重な自然環境、また、歴史・文化とともに保全されてき

た水や緑が存在します。これらの自然環境や、そこに生息する生物から得られる恵みは、

今後もひとの手によって守っていく必要があります。 

本市の環境を将来へ継承していくため、地域の環境を守り、活用するひとを育て、それ

らのひとによる活動を支える取組を推進します。 

 

2）取組内容 

・里山を活用した自然環境学習、農業体験学習などにより、市民の環境への理解や興味・関

心の向上を図ります。 

・市民団体等と連携し、雑木林や水辺の保全、河川の清掃活動等を行います。 

・市民ボランティア等とともに、歴史・文化的な環境や景観の保全に取り組みます。 

 

3）分野横断的な取組効果 

環境 市民の環境意識の醸成、環境保全活動の活発化 

経済 市内の環境の見どころ等への来訪者数の上昇 

社会 郷土への関心向上、コミュニティの強化 

 

4）関連施策 

基本目標３ ３－１－２ 地域のみどりの継承 

３－３－１ エコロジカルネットワークの確保 

基本目標 4 ４－３－１ 東村山市の歴史的・文化的資源の保全と活用 

４－３－２ 良好な景観の形成 

４－３－３ 地域美化の推進 

基本目標５ ５－１－１ 市民・市民団体による環境保全活動の推進 

５－１－２ 市民・事業者・行政の連携・協働 

５－２－１ 環境教育・環境学習の充実 
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計画の推進 

推進体制 

本市のめざす環境像を実現するため、本計画における各種の施策や主体別の取り組みを

実行していく上での推進体制について、下記のとおり示します。 

 

（1）計画の推進体制 

市は、本計画に掲げためざす環境像および目標を達成するため、計画を総合的に推進す

る体制を整備します。市民・市民団体、事業者とのパートナーシップによる協働、国・東京

都・他自治体、その他関連機関などとの連携により、相互の協力のもとに、計画を効果的に

推進していきます。 

 

図 48 計画の推進体制図 

 

 

 

・市民・事業者の取り組み実践の推進 

・環境に関する情報の発信 

・環境の意見の交換・施策への提案 

市民・市民団体 事業者 

東村山市 

東村山市環境行政推進本部 

・市内部の進行状況の点検・評価 

・環境保全等に係る重要施策の決定、推進 

・各部門の調整 

事務局 

（環境・住宅課）
 

本計画の推進と進行管理

関係行政機関 

国 

東京都 

他自治体 

意見

報告 

取組の促進、

進捗状況の公表

連携 

指示 

・承認 

指示 報告 

東村山市環境審議会 

・市の報告に基づく、本計画の目標の達成状

況、施策の点検・評価、見直しの実施の有無

などの確認 

・環境に係る様々な審議 

東村山市環境行政推進庁内検討部会

（ワーキングチーム） 

・市内部の進行状況の点検・評価 

・環境保全等の取り組みの周知、徹底、教育の

推進 

・計画の見直し、新たな取り組みの立案、調整

各部課 

・自部課に関連する環境

保全等に関する施策の

実施、進捗の管理 

・市内部における環境保

全等に関する取り組み

の実践、自部課におけ

る進捗の管理 

連携 

指示 報告 

連携 

連携 
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（2）推進組織 

本計画の各種施策を行政の立場で実行する推進役として、下記の庁内組織を設置します。 

 

 東村山市環境行政推進本部 

環境行政全般に係る重要な施策について各部間の調整・連携を図り、総合的かつ計画

的に施策を決定し推進していく中心的役割を担います。 

市長・副市長・教育長・各部長で構成し、本部長は市長、副本部長は副市長とします。 

 

 東村山市環境行政推進庁内検討部会 

「東村山市環境行政推進本部」で意思決定した施策を実行するワーキング組織であ

り、本計画の実践的な進行管理と関係所管の連絡調整を行います。また、本計画の見直

しや新たな取り組みの立案を行います。 

関係所管の課長で構成し、部会長を副市長とします。 

 

 

 

  

 

■北川かっぱの会 
設⽴年： 
平成 7（1995）年 

主 な 活 動 内 容
は、「⼋国⼭、北⼭
公園⼀帯の緑の保
全と、その前を流れ
る北川の清流復活」
のための活動です。 

近年は、北⼭わんぱく夏まつりや川そうじ、北⼭いき
ものクラブの開催、外来⽣物防除活動、小学校の総
合的学習や⼟曜講座の支援を中⼼に⾏っています。 

また、「北川・⼋国⼭・北⼭公園のいきもの」の掲⽰
や機関誌「かっぱ通信」の発⾏を通して、環境保全や
いきものなどの情報を定期的に発信しています。 

■空堀川に清流を取り戻す会 
設⽴年：平成 8（1996）年 
空堀川に清流を取り戻し、豊かな⾃然環境を

提供し、流域の街づくりに寄与するために、河川環
境の保全などの活動を⾏っています。 

近年は、空堀川クリーンアップ、川まつり、⽣きも
の調査などを⾏っています。 

（写真：●●）

■東村山エナジー 
設⽴年：平成 28（2016）年 
市⺠の⼒で地域にエネルギーの地産地消を広げることを目的に設

⽴しました。 
再⽣可能エネルギーに関する講座の開催や、イベントにおける発電

屋台「ぴかっしー」と⾃転⾞発電の出展などにより、市⺠へ⾃然エネル
ギーの活⽤に関する学習機会や情報提供を⾏っています。 

東村山市の主な環境活動団体 コラム 

 
写真）東村山エナジー

写真）北川かっぱの会

「北川で魚とり」 
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進行管理 

（1）進行管理の方法 

本計画の推進においては、PDCA サイクルに基づく点検・評価や見直しを行い、計画の

継続的な改善を図ります。 

計画の進行管理に際しては、①計画の進行管理に係る全期間の PDCA と、②事業の進行

管理に係る毎年度の PDCA から成る 2 種類の PDCA サイクルを運用します。前者の PDCA

サイクルについては、長期にわたる計画期間の中間地点である 5 年を目途に中間見直しの

機会を設け、計画の改善につなげます。 

 

 

図 49 PDCA による計画推進 

 

 

令和 2（2020）年度 

第３次東村山市環境基本計画の策定 PLAN 

令和 11（2029）年度～（予定） 

ACT 
（PLAN） 

計画の中間見直し 

令和 3（2021）年度～令和 11（2029）年度

DO 

CHECK 

市民、事業者、行政 

による環境配慮行動 

の実践 

取組状況の点検・ 

評価 

毎年度  ※実施結果は一般に広く公表 

必要に応じて 

ACT 

次期計画の策定 

Plan 

Do 

Check

Act 

事業計画の立案 

事業の実施 

実施結果（前年度）の点検・評価 

事業計画（翌年度）の改善 



51 

資料編 

東村山市環境を守り育むための基本条例 

策定の経緯 

前計画の取組 

東村山市の概況 

温室効果ガス削減目標の推計 

用語集 


