
 

 
 
 

  

各主体の役割

令和 5 年 3 月発行 

発行 東村山市環境資源循環部環境保全課

住所 東京都東村山市本町 1 丁目 2 番地 3
東京都東村山市秋津町 4 丁目 17 番地 1

TEL 042-393-5111（代表）

脱炭素社会を実現していくためには、市、市民、事業者それぞれが地球温暖化対策への認識を深めてい

くとともに、各主体の創意工夫を生かした取組や各主体が連携・協力した取組を積極的に進めていく必要

があります。

本計画の着実な進行管理

本計画の推進主体として、総合的かつ計画的に各施策の推進や調整を実施し、計画の進行管理を

行います。

地球温暖化対策の率先行動 

公共施設への再生可能エネルギーの導入や省エネルギー機器の設置、市職員の省エネルギー行動

の徹底など、地球温暖化対策を率先して実行します。

地球温暖化対策の普及促進 

地球温暖化対策に関する普及啓発を行うとともに、市民や事業者が温暖化防止の取組を進めるた

めの仕組みづくりや支援を行います。

国、都や他自治体などとの連携 

温室効果ガスの排出を抑制するためには、市、市民、事業者の協働はもとより、国、都や他自治

体などとの連携が不可欠です。今後、より一層関係機関との連携・調整を図り、温暖化防止に向

けた取組を広域的かつ効果的に実施します。

温暖化防止に向けた行動や取組の継続

再生可能エネルギーの利用や省エネルギー機器の導入、日常生活における省エネルギー行動を実

践し、脱炭素社会の実現に向けた、環境負荷が少ないライフスタイルに転換します。

地球環境問題に係る自己啓発、地域活動への参加 

地域での地球温暖化防止活動などに積極的に参加し、地球温暖化問題やエネルギー問題への理解

を深めます。

温暖化防止に向けた行動や取組の継続

再生可能エネルギーの利用、省エネルギー機器の導入や事業活動における省エネルギー行動を実

践し、環境負荷が少ないビジネススタイルに転換します。また、脱炭素社会の実現に向けた技術

開発に取り組み、その事業化を推進することにより、温室効果ガス削減に取り組みます。

従業員への環境教育と各主体との連携 

従業員への研修や環境教育を定期的に行うとともに、市が実施する地球温暖化対策や市民、各種

団体が開催するイベントなどに参加・協力し、地球温暖化問題への意識を高めます。

市の役割

市民に期待される役割

事業者に期待される役割 
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策定の趣旨 
 

対象期間 
 

地球温暖化の現状 
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本計画を、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）として

位置づけます。 

 

東村山市エネルギービジョン（以下「本計画」という。）は、市が令和 12（2030）年に目指すべきエネ

ルギー社会の将来像を描くとともに、再生可能エネルギーの利活用や省エネルギー推進等の地球温暖化対

策に関する具体的なアクションプランを示すものです。 

令和 5（2023）年度から令和 12（2030）年度までの 8 年間とします。 

地球温暖化のメカニズム 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

私たちが石油や石炭などの化石燃料を燃や

してエネルギーを消費することにより、温室効

果ガスが大量に排出され、地球全体で温暖化が

進行しています。 

既に世界各地では、気温の上昇、大雨の頻度

の増加、農作物の品質低下、熱中症の増加等、

さまざまな影響が現れており、人々の生活、自

然環境、社会、経済にも重大な問題を引き起こ

しています。 

 

7.2CARBON
EMISSION

kg-
CO2

printed  100 copies

この印刷物は、CO2排出量を算定し
カーボンオフセットすることで、CO2
排出量を実質ゼロにしています。

【概要版】東村山市エネルギービジョン　表紙Ａ案
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本計画を、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）として

位置づけます。 

 

東村山市エネルギービジョン（以下「本計画」という。）は、市が令和 12（2030）年に目指すべきエネ

ルギー社会の将来像を描くとともに、再生可能エネルギーの利活用や省エネルギー推進等の地球温暖化対

策に関する具体的なアクションプランを示すものです。 

令和 5（2023）年度から令和 12（2030）年度までの 8 年間とします。 

地球温暖化のメカニズム 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

私たちが石油や石炭などの化石燃料を燃や

してエネルギーを消費することにより、温室効

果ガスが大量に排出され、地球全体で温暖化が

進行しています。 

既に世界各地では、気温の上昇、大雨の頻度

の増加、農作物の品質低下、熱中症の増加等、

さまざまな影響が現れており、人々の生活、自

然環境、社会、経済にも重大な問題を引き起こ

しています。 
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温室効果ガス排出量の現況 

 

脱炭素社会の実現を果たすため、市では、「脱炭素とくらしや経済の好循環につながる地域エネルギー

社会」を将来ビジョンとして掲げ、エネルギーの利用方法をはじめ、社会経済活動の仕組みやあり方、人々

の行動のシフトチェンジを図っていくこととします。 

【将来ビジョン】 

脱炭素とくらしや経済の好循環につながる地域エネルギー社会 

取組分野

脱炭素とくらしや経済の好循環につながる
地域エネルギー社会

２ 環境負荷の少ない日常生
活や事業活動への転換

１ 再生可能エネルギー
の利用拡大

３ 脱炭素まちづくりの
推進

４ 循環型社会の形成 ５ 吸収源となるみどり
の保全

６ 環境意識の向上

2030年

2050年 脱炭素の実現

取
組
方
針

・エネルギーの脱炭素化、省エネルギー化を徹底して推進します。

・一人ひとりが主体となって取り組む、持続可能な取組を推進します。

・地域社会の成長やより豊かな環境づくりにつながる取組を推進します。

市で排出されている温室効果ガス排出量は、平成 25（2013）年度をピークに減少傾向にあり、令和元

（2019）年度は 428 千 t-CO2となっています。 

 

市における温室効果ガス排出量の推移 
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温室効果ガス排出量の削減目標 

市の令和 12（2030）年度における温室効果ガスの削減目標は、推計結果に基づき、「平成 25（2013）

年度比で 53％の削減」とします。また、脱炭素社会の実現を目指し、令和 32（2050）年度までに CO2排

出量実質ゼロとすることを長期目標とします。 

中期目標 

令和 12（2030）年度の CO2排出量削減目標 平成 25（2013）年度比 -53%  

＜目標排出量：241千 t-CO2＞ 

長期目標 

令和 32（2050）年度までに CO2排出量実質ゼロを実現 

512 千 t 

241 千 t 

対策後 

排出量 

53%削減 
428千 t 

基準年度排出量 

2013年度 

基準年度 

2019年度 

最新年度実績 

2030年度 

中期目標 

 
CO2排出量 

実質ゼロを実現 

2050年度 

長期目標 

エネルギー消費量削減目標 

令和 12（2030）年度におけるエネルギー消費量の削減目標は、推計結果に基づき、「平成 25（2013）

年度比で 33％の削減」とします。 

エネルギー消費量削減目標 

令和 12（2030）年度のエネルギー消費量削減目標 平成 25（2013）年度比 -33%  

（目標エネルギー消費量：3,430TJ） 

再生可能エネルギーの導入目標 

令和 12（2030）年度の再生可能エネルギーの導入量 再エネ発電設備 19,933 kW  

再生可能エネルギー導入目標 

令和 12（2030）年度における再生可能エネルギーの導入目標は、賦存量や利用可能量、各エネルギー

の普及見込みなどを考慮し、現実的に導入が進むことが考えられる 19,933 kW とします。 

令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出削減目標 

 

計画の目標 
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アクションプラン 

 本計画の目標達成に向け、6 つの取組分野に基づき、再生可能エネルギーの利活用や省エネルギー推進

をはじめとする地球温暖化対策を推進します。 

 

取組分野１ 再生可能エネルギーの利用拡大 

太陽光発電の導入拡大に向け、再生可能エネルギー導入のための情報や制度等の充実を図っていく

とともに、エネルギー施策の取組を拡大し、再生可能エネルギーの有効活用や市域のレジリエンス強

化につなげていきます。 

1-1 自家消費型を中心とした再生

可能エネルギー電力の拡大 

①家庭・事業所における自家消費型太陽光発電設備等の導入

拡大 

②公共施設における太陽光発電の最大限導入及び有効活用 

③エネルギーの地産地消の推進 

1-2 再生可能エネルギー電力の利

用拡大 

①再生可能エネルギー電力の普及拡大 

②再生可能エネルギー電力の地産地消の推進 

③市域外との広域連携による再生可能エネルギー電力の利活用 

④公共施設で使用する電力の再生可能エネルギー100％化 

1-3 再生可能エネルギー熱利用の

推進 

①太陽熱利用の推進 

②地中熱利用の推進 

1-4 水素エネルギー利用の推進 ①水素エネルギー利用の推進 

 

取組分野２ 環境負荷の少ない日常生活や事業活動への転換 

家庭及び業務部門においては、住宅やオフィスビル等のエネルギー消費性能や効率の向上に取り組

むとともに、家電、設備・機器等の燃料利用を電力利用へと転換を進めていくことにより、再エネ電

力の利用機会の拡大を図ります。 

2-1 家庭における省エネルギー活

動の促進 

①環境性能の高い住宅の普及促進 

②家電・設備機器の省エネルギー化の促進 

③環境配慮行動の普及促進 

2-2 事業所における省エネルギー

活動の促進 

①建築物の省エネルギー化の促進 

②省エネルギー機器の導入促進 

③環境配慮行動の普及促進 

2-3 公共施設における省エネルギ

ー活動の推進 

①市公共施設への ZEB の率先導入 

②環境配慮行動の推進 
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取組分野３ 脱炭素まちづくりの推進 

自動車による温室効果ガス排出を大幅に削減するため、移動手段を公共交通機関や自転車等にシフ

トしていくとともに、車両の ZEV 化と再生可能エネルギー電力の活用等を推進します。 

3-1 公共交通・徒歩・自転車等での

移動促進に向けた環境整備 
①環境にやさしい交通手段の選択の促進 

3-2 交通の円滑化 ①交通の円滑化 

3-3 環境負荷の少ない自動車利用

の促進 

①ZEV の普及促進 

②庁用車の ZEV 化 

③充電設備の整備 

④エコドライブの普及促進 

 

取組分野４ 循環型社会の形成 

資源の有効活用や循環型社会の実現に向けて、さらなるごみ減量を目指すとともに、プラスチック

ごみの減量及び食品ロス削減の取組を強化します。 

4-1 ごみ減量、資源化の促進 ①ごみ減量の推進 

②資源化の推進 

4-2 環境に配慮したごみ収集・処理

の推進 

①環境に配慮したごみ収集・処理 

②エネルギーの地産地消の推進（再掲） 

 

取組分野５ 吸収源となるみどりの保全 

市内の大規模な緑地や、市街地の都市みどりを維持・保全するとともに、CO2 吸収やヒートアイラ

ンド現象の緩和等にも貢献する都市のみどりの創出を進めます。 

5-1 みどりの保全 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 

5-2 身近なみどりの創出 ①まちのみどりの保全・創出 

 

取組分野６ 環境意識の向上 

エネルギーをとりまく社会経済活動の仕組みやあり方の変化に適応し、自ら脱炭素行動を実践する

ことができるよう、人々の行動のシフトチェンジを促進します。 

6-1 行動変容を促す啓発の推進 ①情報発信 

②環境教育・環境学習の充実 

6-2 脱炭素行動の強化 ①脱炭素行動の強化 
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重点施策 

 

計画の推進 

推進体制 

 

進行管理 

 

脱炭素社会の実現に向け、新たなエネルギー社会への転換を進めていくために、市においてもさまざま

な取組を実施する必要があります。本計画では、市の特性を基に、重点的に取り組む必要性のある取組を

重点施策として位置づけます。 

重点施策は、アクションプランの取組分野ごとに、以下の視点を踏まえ選定しました。 

・市の地域特性を踏まえ、今から取り組むことができ、高い効果が見込まれるもの 

・脱炭素化をリードしていく、先導的・中心的な役割が期待されるもの 

・取組の効果を今後飛躍的に伸ばしていく土台作りとなるようなもの 

 

取組分野 重点施策（アクションプランの名称） 取組指標 

取組分野１ 

1-1-① 
家庭・事業所における自家消費型太陽光発

電設備等の導入拡大 

市内の太陽光発電設備導入件

数・導入容量 

1-1-② 
公共施設における太陽光発電の最大限導入

及び有効活用 

市公共施設における太陽光発電

設備の導入容量 

取組分野２ 2-1-① 環境性能の高い住宅の普及促進 市内の ZEH の認定件数 

取組分野３ 

3-3-① ZEV の普及促進 市内における ZEV 導入割合 

3-3-② 庁用車の ZEV 化 庁用車への ZEV 導入割合 

取組分野４ 4-1-① ごみ減量の推進 1 人 1 日あたりの総ごみ排出量 

取組分野５ 5-1-① 貴重な自然の保全 緑被率 

取組分野６ 6-1-② 環境教育・環境学習の充実 環境教育・環境学習の実施件数 

 

重点施策については、原則として取組指標を設定して進捗把握を行いますが、これらの指標は、より効

果的で計測可能な指標が利用可能となった場合等において、適宜見直しを行うこととします。 

市は、市民、事業者、庁内関係部局、国、都、その他関係自治体等の各主体と連携を図りながら、本計

画に基づく具体的な取組を計画的に推進します。 

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。 
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各主体の役割 
 

令和 5 年 3 月発行  

発行 東村山市環境資源循環部環境保全課 

住所 東京都東村山市本町 1 丁目 2 番地 3 

      東京都東村山市秋津町 4 丁目 17 番地 1 

TEL 042-393-5111（代表） 

脱炭素社会を実現していくためには、市、市民、事業者それぞれが地球温暖化対策への認識を深めてい

くとともに、各主体の創意工夫を生かした取組や各主体が連携・協力した取組を積極的に進めていく必要

があります。 

本計画の着実な進行管理 

本計画の推進主体として、総合的かつ計画的に各施策の推進や調整を実施し、計画の進行管理を

行います。 

地球温暖化対策の率先行動 

公共施設への再生可能エネルギーの導入や省エネルギー機器の設置、市職員の省エネルギー行動

の徹底など、地球温暖化対策を率先して実行します。 

地球温暖化対策の普及促進 

地球温暖化対策に関する普及啓発を行うとともに、市民や事業者が温暖化防止の取組を進めるた

めの仕組みづくりや支援を行います。 

国、都や他自治体などとの連携 

温室効果ガスの排出を抑制するためには、市、市民、事業者の協働はもとより、国、都や他自治

体などとの連携が不可欠です。今後、より一層関係機関との連携・調整を図り、温暖化防止に向

けた取組を広域的かつ効果的に実施します。 

 

温暖化防止に向けた行動や取組の継続 

再生可能エネルギーの利用や省エネルギー機器の導入、日常生活における省エネルギー行動を実

践し、脱炭素社会の実現に向けた、環境負荷が少ないライフスタイルに転換します。 

地球環境問題に係る自己啓発、地域活動への参加 

地域での地球温暖化防止活動などに積極的に参加し、地球温暖化問題やエネルギー問題への理解

を深めます。 

 

 

 温暖化防止に向けた行動や取組の継続 

再生可能エネルギーの利用、省エネルギー機器の導入や事業活動における省エネルギー行動を実

践し、環境負荷が少ないビジネススタイルに転換します。また、脱炭素社会の実現に向けた技術

開発に取り組み、その事業化を推進することにより、温室効果ガス削減に取り組みます。 

従業員への環境教育と各主体との連携 

従業員への研修や環境教育を定期的に行うとともに、市が実施する地球温暖化対策や市民、各種

団体が開催するイベントなどに参加・協力し、地球温暖化問題への意識を高めます。 

 

 

市の役割 

市民に期待される役割 

事業者に期待される役割 

 


