
 



 

 

■ 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、最新の環境の状況及び

社会情勢を踏まえて策定します。 

（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 

令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とします。 

（4）計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 東村山市のめざす環境像 

 

  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 

◇ 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生み出す源となり、人々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、人々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。 
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■ 施策体系 
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①温室効果ガスの排出抑制 

②低炭素まちづくりの促進 

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環境に配慮したごみ処理の推進 

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健全な水循環の実現 

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 
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※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 



 

 

 
 

 

  

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 

❸ 

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 

横断プロジェクトは、環境に関する多

種多様な課題を、環境の分野にとらわ

れず複合的に解決していくために、分

野横断的に設定し、個々の施策をより

効果的に推進することを目指すもの

です。 



 

  

2-1 ごみ減量の推進 

ごみ減量に関する情報提供・啓発、食品ロス

やプラスチックごみの削減に向けた取組等によ

り、ごみの発生抑制（リデュース）、再使用（リ

ユース）の促進を図ります。 

2-2 リサイクルの推進 

出前講座などによりごみ分別への意識向上を

図るとともに、集団資源回収事業などにより、

再生利用（リサイクル）を推進します。 

1-1 温室効果ガスの排出抑制 

市民への太陽光発電設備や省エネルギー型設

備導入助成、市有施設における再生可能エネルギ

ーの利用や省エネルギー化などに取り組みます。 

1-2 低炭素まちづくりの促進 

コミュニティバスの運行などにより、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。 

1-3 気候変動への適応 

街路樹等による緑陰の創出、雨水の浸水対策、

市民の防災意識の向上等に取り組み、熱中症予防

や災害に強いまちづくり等に取り組みます。 

 

気候変動は、世界や国における重要な課題と

して具体的な対策が進められています。 
本市においても、温室効果ガス削減に向けた

目標を設定し、市民や事業者と一体となった取

組を推進していきます。 
 

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目指します。 

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）） 

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目指します。 

■温室効果ガス排出量の削減目標 

基本目標 1 

資源を大切にする循環型社会の形成 基本目標 2 

＜中期目標＞ 

2030 年度に 

2013 年度比で 37％削減 

＜長期目標＞ 

2050 年度に 

2013 年度比で 80％削減 

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

よる円滑な収集運搬を推進します。 

また、既存ごみ処理施設の計画的な維持・整

備を行うとともに、新たなごみ焼却施設の整備

を進めます。 
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豊かな自然と人が共生する社会の形成 基本目標 3 

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目指します。 

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

せるまちを目指します。 

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 

4-3 文化的で美しいまちづくり 

市内の文化財の保存や伝統文化の保護・継承

の支援、景観に関する啓発等により、良好な景

観の形成を図ります。 

また、ごみの不法投棄への指導、環境美化清

掃の実施などにより、市内の美化に努めます。 

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、自動車

排出ガスの削減対策や事業者への監督・指導に

取り組み、大気、水質、土壌の状況の監視と汚

染の防止に努めます。 

4-2 健全な水循環の実現 

節水についての情報提供・啓発などにより水

資源の有効活用を図るとともに、雨水利用や雨

水の地下浸透の促進、水循環に貢献する緑地の

保全に取り組みます。 

3-3 生物多様性の保全 

生きものの実態調査、自然観察会等の学びの

機会の充実により、生物多様性の保全について

市民の理解を醸成します。 

また、エコロジカルネットワークの確保に努

めるとともに、外来種対策などにより、生物多

様性の保全に努めます。 

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

環境の保全と活用を進めます。 

また、地産地消の促進や体験農園等の運営な

どにより、農地の保全を図ります。 

3-2 まちのみどりの創出 

沿道や公共施設、学校の緑化など、身近なみ

どりを創出するとともに、公園や緑地を楽しむ

機会の充実により、みどりとのふれあいの機会

を増やします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 横断プロジェクト 

  

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目指します。 

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 

5-3 環境情報の収集・整備・公開 

環境情報を収集・整理し、行政の取組に活か

します。 

また、本計画の目標の達成状況や施策の取組

状況を毎年度とりまとめ公開するとともに、環

境に関する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。 

5-1 パートナーシップによる協働 

市民団体等への活動支援を行うとともに、市

民・事業者・行政のパートナーシップを構築し、

地域の美化や公園づくり等の環境保全活動を推

進します。 

5-2 環境教育・環境学習の充実 

学校等における環境教育・環境学習を実施す

るとともに、出前講座やイベントなどにより、

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。 

１ 気候変動に適応する低炭素なまちプロジェクト 

・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。 

２ 地域資源をかしこく使うくらしプロジェクト 

・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 環境をまもり活かすひとプロジェクト 

・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。 



 

 

■ 推進体制 

 

 

■ 進行管理 

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 からなる 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。 

 
 
 
 

 

 

 

・市民・事業者の取組実践の推進 

・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 

（環境保全課） 
 

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 

・環境に係るさまざまな審議 

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 

・環境保全等の取組の周知、徹底、教育の推進 

・計画の見直し、新たな取組の立案、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

全等に関する取組の実

践、自部課における進

捗の管理 

連携 

指示 報告 

連携 

連携 

答申 諮問 
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発行 東村山市環境安全部環境・住宅課 
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