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第1章 計画の基本的事項 

1.1 「第３次町田市環境マスタープラン」策定の趣旨 
1.1.1 はじめに 

町田市は、良好な環境を保全、回復及び創造するとともに、環境への負荷の少ない持続的

発展が可能な循環型社会の実現を目指して 2000 年に環境基本条例を制定しています。 

この環境基本条例の第 9 条に基づき、2002 年 3 月に環境基本計画である「町田市環境マ

スタープラン」、2012 年 3 月に「第二次町田市環境マスタープラン」（以下、前計画）を策定

し、環境の保全回復及び創造に向けた展開を図ってきました。さらに前計画では、前後期そ

れぞれ 5 年ごとに具体的な取り組みをアクションプランとして策定することで、実効性を考

慮しながら計画を推進してきました。

表 1 町田市環境マスタープランが定める事項（町田市環境基本条例より） 

・市の責務として、環境施策を総合的かつ計画的に推進するための環境基本計画を策定すること（第9条）

・環境への負荷の低減に寄与する行動を取るための規範となる環境行動指針を策定すること（第11条）

1.1.2 国内外の環境政策を取り巻く動向 

2012年に策定した前計画以降、国内外における環境政策を取り巻く状況は大きく変化しています。 

2015 年には、国連サミットで「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択さ

れ、経済、社会、環境における課題を統合的に解決する考え方が示されるとともに、2016

年から 2030 年までの国際目標として、「持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals：SDGs）」が掲げられました。SDGs は、17 の目標（図 1 参照）とそれらに付随す

る 169 のターゲットから構成されており、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、2015

年にフランス・パリで行われた第 21 回締約国会議（COP21）では、2020 年以降の地球温

暖化対策の新たな法的枠組みである「パリ協定」が採択されました。世界全体の目標とし

て、産業革命前からの世界の気温上昇を２℃より十分低く保つとともに、1.5℃未満に抑え

るための努力を追求することが示され、日本を含むすべての条約加盟国が温室効果ガス排出

削減のための取り組みを強化することが必要とされています。欧州では、新型コロナウィル

ス感染症からの経済復興にあたり、環境や社会にも配慮した復興として「グリーンリカバリ

ー」が実践されており、日本でも同様の考え方を取り入れる動きが広まろうとしています。

このような世界的な動向を踏まえ、国では、2018 年 4 月に「第五次環境基本計画」が策

定され、目指すべき社会の姿として「地域循環共生圏」、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、2016 年 5 月に「地球温暖化対策計画」が策
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定され、2030 年度（2013 年度比 26％削減）と 2050 年度（同比 80%削減）の温室効果ガ

ス排出量の削減目標を設定するとともに、地方公共団体には地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）を義務づけ（町田市を含む中核市未満は努力義務）られています。さらに、2020 年

には、国として 2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが菅総理大臣によ

り宣言されています。このほかにも、気候変動適応法の制定や生物多様性国家戦略の見直し

が行われています。

東京都においては、こうした流れを受け、2016 年 3 月に「東京都環境基本計画」を策定

し、「世界一の環境先進都市・東京」の実現を掲げています。さらに、2019 年 5 月には「ゼ

ロエミッション東京」を宣言し、2050 年に CO2 排出実質ゼロを目標に掲げ、2050 年に目指

すべき姿とロードマップが示されています。戦略の 3 つの視点のうち 2 つには気候変動の視

点を入れるなど地球温暖化対策の取り組みをより強化するような戦略を打ち出しています。

このように、環境政策を取り巻く社会動向は日々変化しており、これらの変化を取り込ん

だ新たな対応が求められています。 

出典：国際連合広報センター HP 
図 1 持続可能な開発目標（SDGs）17 のゴールのロゴ 
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1.1.3 前計画における振り返り 

前計画では、5 つの基本目標ごとに 3 つの達成目標を掲げ、前期後期それぞれ 5 年間のア

クションプランで推進を図ってきました。その結果、15 の達成目標に対し、達成度は 1/3 程

度にとどまる見込みです。

基本目標 1 地域で取り組む地球温暖化の防止～低炭素社会を目指すまちづくり～ 

主要な取り組み 

みどりのカーテンや「わたしのエコ宣言」による家庭での温室効果ガス削減の取り組み支

援、再生可能エネルギー導入に関する各種補助金の紹介や出前講座、公共交通機関の利用促

進などの市民の意識を高める取り組み等の事業を予定通りに進めることができました。 

達成目標の評価 

普及啓発等を積極的に行いましたが、東日本大震災以降の原子力発電停止の影響等や市民

全体への意識の浸透が途上段階ということもあり、「二酸化炭素排出量の削減」、「再生可能エ

ネルギー導入割合の増加」、「市民の公共交通利用者割合の増加」の 3 つの達成目標は、すべ

て目標達成が厳しい状況となっています。

基本目標 2 自然環境と歴史的文化的環境の保全 ～水とみどりと生き物を守り育むまちづくり～ 

主要な取り組み 

水辺の魅力の発信について、継続的な水辺でのイベント開催と環境広報紙やアプリ等での

情報発信を行いました。また、北部丘陵及び公園の整備事業を着実な実施や市民協働による

生きもの調査やビオトープイベントの開催等の各種事業を推進することができました。 

達成目標の評価 

目標の 1 つである「水辺とのふれあいの満足度」は目標を達成する見込みです。生産緑地

の減少などの影響があり、目標の 1 つである「緑地の割合」はほぼ横ばいで推移しており、

目標達成は困難な状況です。また、市民協働での取り組み等のおかげで、「生きものに関心の

ある市民の割合」は基準年度から増加していますが、目標は達成できていません。 

【生きもの共生プランの振り返り】 

※本計画では、町田市の生物多様性地域戦略である「生きもの共生プラン」を包含します。

「生きもの共生プラン」では、基本方針や目標等を横断的に推進するために 5 つの重点プ

ロジェクトを設定しました。重点プロジェクトでは、定量的な視点として 5 つの指標を設定

しており、達成度は 4/5 になる見込みです。
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基本目標 3 持続可能な循環型社会の構築～ごみを減らし資源を有効活用するまちづくり～ 

主要な取り組み 

ごみ減量サポーター制度をはじめ、3R の出前講座や食品ロスの啓発、事業者向けの訪問指

導など、ごみ排出に関連した市民・事業者向けの普及啓発を行い、ごみの減量・資源化を進

めてきました。 
 

達成目標の評価 

「1 人 1 日あたりの総ごみ量」は減少し、目標を達成しています。総ごみ量についても、

2009 年度から人口が増加しているにも関わらず、減少傾向にあります。一方で、資源ごみ処

理施設の整備が予定より遅れているため、「資源化率」は基準年度から横ばいに推移しており、

目標達成は難しい状況です。同様の理由から、資源物を除いた「ごみとして処理する量」も

目標は達成できていません。 
 

基本目標 4 良好な生活環境の創造 ～安全で快適な暮らしを実現するまちづくり～ 

主要な取り組み 

大気質に関連する事業として、大気汚染物質を排出しない自転車の利用環境の整備の推進

し、良好な水質確保のために市民・事業者への啓発等を行いました。また、悪臭の発生防止

対策、自動車や事業活動による騒音・振動問題への対策を行ってきました。 
 

達成目標の評価 

「大気質の環境基準」は光化学オキシダントを除くすべての項目で目標を達成しており、

「周辺環境への市民の満足度」の目標も達成しています。「河川の水質」は、概ね環境基準を

達成していますが、水素イオン濃度（pH）は基準値を超え、アルカリ側に超過することが多

くなっています。原因は藻の光合成の影響とみられます。 
 
基本目標 5 環境に配慮した生活スタイルの定着 ～学び・協働で進めるまちづくり～ 
主要な取り組み 

市内小中学校での環境教育等を毎年実施し、環境配慮に対する意識の浸透を図りました。

また、学校、事業者との協働や環境月間イベントやエコフェスタなど市独自の環境イベント

を実施して、環境のことを考える機会を設けています。 
 

達成目標の評価 

「市内小中学校での環境教育等の実施率」は毎年目標を達成しています。「イベント等に参

加する市民の割合」は基準年度から増加していますが、目標達成はできていません。また、

出前講座などによる環境配慮行動の啓発活動の取り組みを行っていますが、「環境に配慮した

行動を行っている市民の割合」は基準年度から若干の減少が見込まれ、目標の達成が厳しい

状況です。 
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1.1.4 計画の目的 

「第３次町田市環境マスタープラン」（以下、本計画）は、環境基本条例に基づき、環境施

策の基本となる望ましい環境像を定め、その実現に向けて分野ごとに目標をたて、施策を策

定して総合的に推進するための計画です。 

1.2 計画の位置づけ 

「（仮称）まちだ未来づくりビジョン 2040」をはじめとした、環境に関連するさまざまな

計画や条例との整合を図りながら取り組みを推進していきます。本計画に包含する、「地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）」、「気候変動適応計画」、「生物多様性地域戦略」は、それぞ

れアクションプランとして位置づけます。 

図 2 本計画の位置づけ 

 

「第３次町田市環境マスタープラン」 
(環境基本計画・条例第 9条)

（環境行動指針・条例第 11条）
  

  ごみの減量・資源化 

地球温暖化対策 
  

自然環境・生物多様性の保全 
  

生活環境の保全 

その他の関連計画 

 

 

他 

 
環境基本計画 他 

（国）

環境基本法 他 

環境基本計画 他 
（東京都）

（仮称）まちだ未来づくりビジョン 2040 

対応
(仮称）都市づくりのマスタープラン 

緑の基本計画

交通マスタープラン

住宅マスタープラン

都市計画マスタープラン 

農業振興計画

(仮称）里山環境活用保全計画 
景観計画 

下水道ビジョン 
第 2次町田市 

一般廃棄物資源化 
基本計画

整合
地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

生物多様性地域戦略 

包含 

 対応 

町田市環境基本条例 

整合 
対応

気候変動適応計画 
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1.3 計画の対象範囲 

本計画では、5 つの環境分野（「気候変動」、「自然」、「都市・歴史・文化」、「廃棄物」、「生

活環境」）と、環境施策へのさまざまな主体の参画を促進するために必要となる「参加と協働」

を対象範囲とします。 

新たに「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「気候変動適応計画」、「生物多様性地域

戦略」を包含したことや国内外の環境政策動向を踏まえて、「気候変動の影響への適応」、「生

物多様性の保全」も環境の対象範囲として明確に定義づけることで、関連する取り組みの強

化を図ります。 

表 2 計画の対象となる環境分野と主な要素 
環境分野 主な要素 

気候変動 再生可能エネルギー、省エネルギー、気候変動の影響への適応等 

自然 谷戸・樹林地・水辺等のみどりや水の保全・活用、生物多様性の保全、

農地保全等 

都市・歴史・文化 景観、歴史的・文化的環境の保全等 

廃棄物 廃棄物の減量、資源循環利用等 

生活環境 大気、水質、騒音・振動・悪臭 

参加と協働 市民・事業者向けの環境教育・環境学習、多様な主体の協働での環境保

全活動等 

1.4 計画期間 

本計画の期間は、2022 年度から 2031 年度末までの 10 年間とします。 

なお、環境や社会状況の変化に応じて、計画期間の途中で必要な見直しを実施します。 

図 3 本計画の計画期間 
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第2章 町田市の環境の現状と課題 

2.1 町田市の概況 

■位置・地勢

町田市は東京都の西南端に位置する半島状の外形の丘陵都市で、都心から西南 30～40km、

横浜市中心部から西北 20～30km 圏に位置しています。周囲を東京都八王子市、多摩市、神

奈川県川崎市、横浜市、大和市、相模原市に接し、北側に多摩ニュータウンと八王子ニュー

タウン、南側に相模原の市街地があります。

出典：町田市緑の基本計画 2020 一部改訂 
図 4 町田市の位置図 

■沿革

町田市域には、旧石器時代から人々が暮らしており、多くの遺跡が残っています。中世か

ら近世までは、鎌倉街道や神奈川道（現町田街道）に沿って集落が形成され、宿場町として

栄えていました。江戸時代には、養蚕や炭焼などが盛んに行われ、繭、生糸、黒川炭などが

売買されていました。 

明治期以降には、八王子から原町田を経由して横浜に向かう街道（絹の道）が、重要な物

流ルートとなり、町田（原町田）もその中継地の商都として発展しました。また、明治期の

初期には、野津田村、小川村等を中心に自由民権運動が活発に行われていました。 

1958 年、町田町、鶴川村、忠生村、堺村が合併し、現在の町田市となりました。1960 年

代から 1970 年代にかけて住宅地の開発が急速に進み、新たな首都圏近郊の住宅都市として

の発展を遂げています。1970 年代から、多摩ニュータウン事業としての相原・小山土地区画

整理事業、民間組合方式による土地区画整理事業や、市街地再開発事業による中心市街地の

再整備が進みましたが、現在ではこうした大規模な面的整備事業は終息傾向にあります。 
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■気象 

町田市（八王子地域観測所データ）の直近 5 年間の月別の平均気温は、8 月が 26.62℃と

最も高く、1 月が 3.46℃と最も低くなっています。降水量は 10 月が 294.2mm と最も多く、

2 月が 28.7mm と最も少なくなっており、年間の平均降水量は 2,470mm です。 

 
出典：気象庁データ（八王子地域観測所） 

図 5 2015 年～2019 年までの月別平均降水量及び月別平均気温 
 

■地形・土地利用 

町田市は東京都の南端にあり、ほぼ全域が三浦丘陵へと続く多摩丘陵に位置しています。

また、鶴見川・境川の源流部にあたるため、多くの谷戸地形からなっています。 

町田市の土地利用をみると、宅地が全体の 48％と多く、次いで山林が 13%となっていま

す。 

市域は 4 つのゾーンで構成されており、「拠点駅周辺エリア」、「駅や主要な通り及び周辺の

生活を支える機能を持つ団地周辺エリア」、「低層住宅地を中心としたエリア」、「市街化され

ていない丘陵地とその周辺エリア」に分かれています。 

 
出典：町田市統計書 

図 6 土地利用割合（地目別の面積割合） 
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■人口 

町田市の人口は、2019 年 1 月 1 日時点では、総人口が 42 万 8,685 人、世帯数が 19 万

5,643 世帯となっています。人口及び世帯数は増加傾向にありますが、1 世帯当たりの人口

は、減少傾向となっています。 

 
出典：町田市統計書 

図 7  人口・世帯数と 1 世帯当たりの人口の推移 
 

■産業 

産業別就業者数では、第 3 次産業が最も多く、続いて第 2 次産業が多くなっています。 

第 3 次産業は 1995 年から 2010 年までは増加していましたが、2010 年から 2015 年の

間に減少しています。 

産業分類別事業所数の割合をみると、「卸売・小売業」が 24.7%と最も高く、「商都町田」

と称されるように、商業の存在感が大きいことが特徴となっています。そのほかに、「宿泊業，

飲食サービス業」（12.6%）、「医療，福祉」（10.4%）の割合が高くなっています。 

 
出典：町田市統計書、経済センサス‐基礎調査 

図 8 産業別就業者数の推移（左図）と産業分類別事業所数内訳（右図） 
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■社会基盤 

町田市は、1960 年代から 1970 年代に大規模な住宅地の開発が進み、首都圏近郊の住宅

都市として発展してきました。一方、町田駅周辺は多摩地域及びその周辺地域の中で商業拠

点として認識されています。 

市内には、JR 横浜線、小田急小田原線、東急田園都市線及び京王相模原線の鉄道が通って

いますが、これらの駅が市域の外縁部にあること、丘陵地で坂が多いこと、多摩方面への交

通網の整備が不十分であること等の理由から、市民の路線バス、自動車、バイク等への依存

度が高くなっています。こうした移動手段の基盤となる町田市内の主要幹線道路は、交通が

集中すること、多くが幅の狭い 2 車線道路であることにより、平日・休日ともに混雑してい

る状況です。 

今後は、多摩都市モノレール及び小田急多摩線の延伸、リニア中央新幹線の開業など交通

基盤の大きな変化に伴い、人の流れや拠点形成等に大きな変化があると予想されます。 

 

 
出典：町田市交通マスタープラン一部改訂 

図 9 町田市の幹線交通網   
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2.2 町田市の環境の現状と課題 
 
 

■現状 

町田市における温室効果ガス排出量は、2013 年度の 1,489 千 t‐CO2 をピークにして、減

少傾向にあり、2017 年度は 1,338 千 t‐CO2 となっています。 

温室効果ガス排出量の内訳は、民生（家庭）部門が 40.3%、民生（業務）部門が 25.9%

と、民生部門が 7 割程度の割合を占めています。 

固定価格買取制度認定による市内の再生可能エネルギー導入量は、現状すべてが太陽光発

電であり、2014 年 12 月の約 25,000kW（導入件数 6,277 件）から 2019 年 12 月の約

37,000kW（導入件数 8,367 件）まで増加しています。 
 

 
図 10 市内の温室効果ガス排出量 

 

 
出典：固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト 

図 11 市内の再生可能エネルギー導入量 
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出典：気象庁データ（八王子気象観測所）より作成 
図 12 八王子気象観測所における年平均気温の長期変動グラフ 

出典：気象庁データ（八王子気象観測所）より作成 

図 13 八王子気象観測所における猛暑日数および熱帯夜日数の長期変動グラフ 
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■課題 

国や東京都において長期的な脱炭素（ゼロカーボン・ゼロエミッション）社会の実現に向

けた方針が示されていることを踏まえると、構成する地域の一員として、町田市も積極的な

温室効果ガス排出削減に向けた姿勢が求められます。 

温室効果ガス排出量のさらなる削減のためには、市内で使用されるエネルギーを減らすと

ともに、再生可能エネルギーや新たな水素エネルギーの導入や利活用等の取り組みの強化を

図る必要があります。さらに、市民や事業者が自分ゴトとして捉え、主体的に行動できるよ

うな仕組みを検討する必要があります。 

「永続地帯 2019 年度版報告書」（千葉大学他）によると、町田市の電力自給率は 2018 年

度時点で 3.7％と全国平均の 13.6％と比べて低く、市内での再生可能エネルギーの普及拡大

に向けて取り組みを強化する必要があります。 

市民・事業者への意識調査結果では、市民・事業者ともに洪水、豪雨や熱中症等の気候変

動の影響に不安を感じています。また、起伏に富んだ地形が多い町田市は、土砂災害警戒区

域が市内に広く分布しており、大雨による浸水予想区域も境川や鶴見川沿い等に広がってい

ます。一方で、緑地や農地の保水力を活かした減災の考え方等の自然が有する多様な機能や

仕組みを活用した新たな考え方があります。地球規模で顕在化しつつある影響への適応のあ

り方を含め、要望の多い地球温暖化対策を総合的に検討する必要があります。 

 

■目指すべき姿 

本計画では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地方公共団体実行計画（区域

施策編）」及び、気候変動適応法に基づく「気候変動適応計画」を包含し、具体的な温室効果

ガスの削減目標を掲げ、目標達成のための取り組みを実践していきます。 

具体的には、市民や事業者との連携を図りながら、省エネルギーの普及・導入を進めつつ、

新たな再生可能エネルギー導入の仕組みを検討することで、再生可能エネルギーの利用拡大

に貢献します。また、市民や事業者が主体的に行動できるような仕組みの構築や将来的なゼ

ロカーボンに向けたまちづくりを進めます。 

気候変動の影響への対応として、市民生活や健康への影響に関する対策や洪水、土砂災害

への対策を推進することで、町田市に住む人の安心・安全な生活を守ります。 

こうした取り組みを推進することで、「エネルギーを賢く利用し、気候変動の影響にも対応

するまち」を目指します。 
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■現状 

市域北部の丘陵域は鶴見川、境川の源流域となっており、豊かな自然環境を有しています

が、自然的土地面積の割合は 1967 年の 65.9％から 2018 年には 20.8％まで減少していま

す。 

町田市には市内全域に湧水が分布しています。また、国の「生物多様性の保全上重要な里

地里山」として、市内の「図師小野路歴史環境保全地域及び奈良ばい谷戸」、「三輪町の森」

が選定されているなど豊かな里山環境があります。 

2013 年度に実施した町田市生物調査では、オオタカをはじめとする貴重な生きものや里

山環境に生息する動植物が確認されました。一方で、外来生物法で指定されている特定外来

生物や要注意外来生物が確認されています。 

町田市では、2015 年度に生物多様性地域戦略として「生きもの共生プラン」を策定し、生

物多様性の保全や持続可能な利用を進めてきました。 

 
出典：町田市環境白書より作成 

図 14 地目別土地面積の割合の推移 

 
出典：国土数値情報 都市地域土地利用細分メッシュデータより作成 

図 15 土地利用図 
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■課題 

市街地の中でまとまったみどりを確保することは、生きものやその生育・生息環境を守る

ことにもつながるため、公園等の整備及び維持保全は継続して行う必要があります。また、

道路の街路樹や調整池の水辺等にも環境に適応した生きものが生育・生息しており、小さな

みどりと周辺緑地等とのみどりの連続性への配慮も必要です。さらに、これらの飛び石のよ

うに点在している多様なみどりが繋がることで、生態系ネットワークとして機能するように

配慮していく必要があります。 

市内の里山や河川などの自然環境や、生物多様性を保全し、持続可能なものにしていくた

めには、知識を持って維持保全活動を行えるような人材育成や市民や活動団体などが交流で

きる場を整えていく必要があります。 

前計画の自然環境分野と「生きもの共生プラン」の対象範囲や施策の重なりが多いため、

市民や事業者へよりわかりやすく、より伝わりやすい施策を展開するためには、計画や施策

の統合・整理が必要です。 

 

■目指すべき姿 

公園等の整備等による市街地でのみどりを確保しつつ、町田市の自然環境における大きな

特徴の一つである谷戸山の里山環境のみどりを生かした防災・減災機能を含んだ多面的効果

のある、グリーンインフラの保全・整備を進めることで、水とみどりを守りつつ有効利用を

進めます。また、専門的な知識・知見を持って維持保全活動を行えるような人材育成や市民

や活動団体などが交流できる場の整備、市内に生息する希少種リスト等の作成・公表や外来

生物対策を行い、生きものの多様性を守り、「源流から里山、都市が織りなす いのち輝くま

ち」を目指します。 

また、本計画は、「生きもの共生プラン」を包含することで、市の取り組みをわかりやすく、

伝わりやすいものにします。 
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■現状 

町田市内には、旧石器時代の遺跡から街道沿いの旧家まで、幅広い時代の建築物等が存在

しています。町田市の文化や歴史を物語る貴重な資産であるとともに、地域の個性的な景観

をつくり出す重要な景観資源にもなっています。 

旧石器時代の遺跡は、町田市内に 1,012 ヶ所（都内約 6,300 ヶ所）あり、全国でも有数の

遺跡の宝庫となっています。 

また、景観については、「町田市景観計画」を策定し、自然景観、町並み景観、文化的・歴

史的景観、生活・活動の景観のそれぞれについて、景観づくりを進めています。 

  
出典：町田市 HP 

図 16 町田市の遺跡・文化財（左：田端環状積石遺構、右：国指定重要文化財旧永井家住宅） 

 

■課題 

谷戸地形の自然環境と一体的に維持・保全を考えていく必要のある、史跡や古道等の歴史

的文化的環境を将来に引き継ぐために保全するとともに、市民がふれあうことのできる機会

を増やす必要があります。 

 

■目指すべき姿 

歴史的・文化的環境を保全しつつ、歴史・文化とのふれあいの機会を増やすことで、歴史

的・文化的環境を守り、「源流から里山、都市が織りなす いのち輝くまち」を目指します。 

また、「町田市景観計画」との整合を図りながら、美しく快適なまちを維持することで、「安

全で快適な暮らしを実現するまち」を目指します。  

都市・歴史・文化 
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■現状 

ごみの総排出量は、2003 年度から 2005 年度にかけて最も多くなっています。その後、

2005 年 10 月から家庭ごみの有料化を開始したことに伴い、2006 年度以降は減少傾向にあ

りましたが、2019 年度に増加へ転じています。一方で、資源化量は年による変動はあります

が、1997 年頃から概ね横ばいに推移しています。 

 
出典：町田市環境白書より作成 

図 17 ごみ排出量の経年変化 
 

■課題 

ごみ減量サポーターや事業者・大学等と連携した事業など、既存制度のさらなる活用、拡

大を含め、今後も、市民や事業者との協働により、ごみの減量に向けた取り組みを推進する

必要があります。 

2022 年 1 月からは、町田市バイオエネルギーセンターが稼働していますが、燃やせるご

みの中に含まれる生ごみの量は、バイオエネルギーセンターの処理量を超えている状況です。 

今後も市民や事業者と連携し、生ごみの削減・資源化の取り組みを進める必要があります。

また、ビン、カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等の資源化施設建設に向けた調整

を進める必要があります。 

 

■目指すべき姿 

市民・事業者・行政で協働し、プラスチックごみを含め、家庭系ごみ・事業系ごみの減量

を進めます。また、町田市バイオエネルギーセンターでの生ごみの資源化の推進や、資源化

施設の整備を進めることで、「徹底したごみ減量、資源化を進めるまち」を目指します。また、

災害時のごみ処理に関する対応や、超高齢社会の到来に伴うごみに関する問題への検討を行

い、社会的課題への対応を強化します。  
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■現状 

大気質は、大気汚染に係る環境基準の対象となっている項目のうち、光化学オキシダント

を除く項目において、環境基準を達成しています。 

水質は、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質（SS）、溶存酸素量（DO）のすべてで、

近年は環境基準を達成しています。 

騒音については、調査地域全体の戸数の９割以上で、環境基準を達成しています。 

 
出典：町田市環境白書より作成 

図 18 生物化学的酸素要求量（BOD）の経年変化 
 

■課題 

大気質、水質については、適正な水準を保っていくため、市民と事業者への適正な指導及

び啓発のための施策を継続していく必要があります。 

市民への意識調査結果では、生活環境に満足している市民の割合が 7 割強という結果が得

られていますが、良好な生活環境を創造していくためには、今後も市民ニーズを把握しなが

らこれまでの取り組みを継続して推進することが必要です。 

 

■目指すべき姿 

環境基準を達成している大気質、水質に関する取り組みを引き続き実施しつつ、騒音等の

対策を着実に実施していくことで、「安全で快適な暮らしを実現するまち」を目指します。 
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生活環境 
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■現状 

町田市では、幼児、小中高生、大学生・専門学生、社会人、事業者向けのさまざまな環境学

習プラグラムを実施しています。 

また、市民によるみどりのカーテンづくりが毎年実施されており、市では、ゴーヤやアサ

ガオの苗を配布しています。 

  
出典：町田市 HP 

図 19 環境学習等（左：夏の学校「水素エネルギーを学ぼう！」、右：ビオトープ出前授業） 
 

■課題 

環境に配慮した市民の割合を増やすには、学校教育や生涯学習での環境学習、イベントを

通じて、市民の環境への意識を長期間に育てていくものであるため、効果がすぐに出なくて

も普及啓発等の取り組みは継続して実施していく必要があります。 

市民への意識調査結果では、効果が実感できないことによる環境配慮行動をしない等の市

民の割合が多いため、自発的に環境に配慮した行動の選択を促す手法として、ナッジ aのよう

な今までと違ったアプローチの仕方や指標の設定を工夫し、見える化を図る必要があります。 

町田市には大学や市民団体等が多いため、市民の環境配慮行動や環境学習・イベント参加

を促すには、市民の参加が有効であることを広くアピールして、大学や市民団体との連携・

協働を一層推進していく必要があります。 
 

■目指すべき姿 

現在実施している普及啓発等の取り組みを継続するだけでなく、環境保全活動の担い手育

成制度等を活用することで、市民、事業者、学生、市民団体等のあらゆる主体でのエコ市民

の育成を図りつつ、学んだことを活かせる仕組みづくりを検討します。また、SNS やアプリ

を活用した積極的な情報発信やナッジを活用した普及啓発方法を検討することで、誰にとっ

てもわかりやすい環境情報を発信し、環境に配慮した行動を促します。さらに、町田市の多

様な主体との協働の仕組みづくりやネットワーク構築を進め、「環境について、みんなで学び、

協働を進めるまち」を目指します。   
 

a ナッジ（nudge:そっと後押しする）は、選択を禁止したり、経済的な動機づけを大きく変えることなく、意思決定す
る際の環境をデザインすることにより人々の行動を変える手法のことで、近年、政策に活用することが期待されていま
す。 

参加と協働 
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第3章 町田市の目指す環境の将来の姿 
 
3.1 環境の保全、回復及び創造に向けた基本理念 

町田市では、環境の保全、回復及び創造に向け、環境基本条例において、下記のように基本理

念を定めています。本計画においても、この基本理念に基づいて、施策を策定・推進していきま

す。 

 

【環境基本条例の基本理念の抜粋】 
① 環境の保全、回復及び創造は、良好な環境及び環境権の確保を図るとともに、このことが

将来にわたって継続されるよう適切に行われなければならない。 
② 環境の保全、回復及び創造は、すべての者が公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に環

境への負荷を低減するよう行動することにより、循環型社会を基調とした環境への負荷の
少ない持続的発展が可能なまちを構築することを目的として推進されなければならない。 

③ 自然環境及び歴史的文化的環境の保全及び回復は、生物多様性（生物種、遺伝子及び生物
生息環境の多様性を含む。以下同じ。）が適切に保全及び回復されるよう行われなければ
ならない。 

④ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と密接に関わっていることから、すべて
の者がこれを自らの問題として認識し、そのすべての活動において国際的な認識及び協力
の下に積極的に推進されなければならない。 

 
3.2 望ましい環境像 

 
＜望ましい環境像＞ 

みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ 

 

 
図 20 望ましい環境像の図示（イメージ） 

 

最終的には町田市の望ましい環境像を計画内で図示 
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3.3 基本目標 

本計画では、望ましい環境像「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ」を実現す

るための 5 つの基本目標を設定します。 

5 つの基本目標は、町田市の環境を取り巻く現状を分析・評価するとともに、課題の整理・抽

出を行い、この課題解決を図ることで、各環境分野の目指すべき姿を体現するものとして導き

出しています。 

環境像の実現を支えるための 4 つの柱として、「基本目標 1 エネルギーを賢く利用し、気候変

動の影響にも対応するまち」、「基本目標 2 源流から里山、都市が織りなす いのち輝くまち」、

「基本目標 3 徹底したごみ減量、資源化を進めるまち」、「基本目標 4 安全で快適な暮らしを実

現するまち」を設定します。 

また、4 つの柱を分野横断的に下支えする共通基盤として、「基本目標 5 環境について、みん

なで学び、協働を進めるまち」を設定します。 

図 21 望ましい環境像と基本目標 

基本目標 1 

エネルギーを賢く
利用し、気候変動
の影響にも対応す
るまち

みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ 望ましい 

環境像 

基本目標

基本目標 2 

源流から里山、都
市が織りなす い
のち輝くまち 

基本目標 3 

徹底したごみ減
量、資源化を進め
るまち 

基本目標 4 

安全で快適な暮ら
しを実現するまち 

〈包含〉

地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）

基本目標 5 環境について、みんなで学び、協働を進めるまち

〈包含〉

生物多様性地域戦

略

〈整合〉 

第2次町田市一般廃

棄物資源化基本計画

〈包含〉 

気候変動適応計画 
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持続可能な開発目標（SDGs）と第３次町田市環境マスタープランの関係 
町田市がこれまでに進めてきた環境に関する取り組みは、多くの点で SDGs の理念や目標と合致すること

から、引き続き本計画の施策の推進をとおして SDGsの実現に貢献していきます。 
本計画と SDGsの関係をわかりやすく示すため、望ましい環境像「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊か

な まちだ」を実現するための 5 つの基本目標と SDGs との結びつきを記載しています。 
SDGsの目標 

【目標 1】 【貧困】  
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終
わらせる。 

【目標 2】 【飢餓】 
飢餓を終わらせ、食料安全保障および
栄養の改善を実現し、持続可能な農業
を促進する。 

【目標 3】 【保健】 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保し、福祉を促進する。 

【目標 4】 【教育】 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い
教育を確保し、生涯学習の機会を促進
する。 

【目標 5】 【ジェンダー】 
ジェンダー平等を達成し、すべての女性お
よび女児のエンパワーメントを行う。 

【目標 6】 【水・衛生】 
すべての人の水と衛生の利用可能性と
持続可能な管理を確保する。 

【目標 7】 【エネルギー】 
すべての人々の、安価かつ信頼できる持
続可能な近代的エネルギーへのアクセス
を確保する。 

【目標 8】 【経済成長と雇用】 
包摂的かつ持続可能な経済成長およ
びすべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用（デ
ィーセント・ワーク）を促進する。

【目標 9】 【インフラ、産業化、イノベーション】 
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包
摂的かつ持続可能な産業化の促進およ
びイノベーションの推進を図る。 

【目標 10】 【不平等】 
国内および各国家間の不平等を是正す
る。 

【目標 11】 【持続可能な都市】 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）
で持続可能な都市および人間住居を実
現する。 

【目標 12】 【持続可能な生産と消費】 
持続可能な生産消費形態を確保する。 

【目標 13】 【気候変動】 
気候変動およびその影響を軽減するた
めの緊急対策を講じる。 

【目標 14】 【海洋資源】 
持続可能な開発のために海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用す
る。 

【目標 15】
【陸上資源】 
陸域生態系の保護・回復・持続可能な
利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処、ならびに土地劣化の
阻止・回復および生物多様性の損失を
阻止する。

【目標 16】
【平和】 
持続可能な開発のための平和で包摂的
な社会を促進し、すべての人々に司法へ
のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおい
て効果的で説明責任のある包摂的な制
度を構築する。 

【目標 17】 【実施手段】 
持続可能な開発のための実施手段を強
化し、グローバル・パートナーシップを活性
化する。 
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3.4 基本目標・施策の体系 

本計画では、望ましい環境像「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ」を実現す

るため、5 つの基本目標を環境の大綱として位置づけ、その下に施策の基本テーマを設定しま

す。 



24 
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第4章 望ましい環境像実現のための取り組み 
基本目標１ エネルギーを賢く利用し、気候変動の影響にも対応するまち

【地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び地域気候変動適応計画としての位置づけ】 

基本目標１は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（地球温暖化対策推進法）第 21 条に基

づく「町田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」及び、「気候変動適応法」第 12 条に基づ

く「地域気候変動適応計画」として位置づけます。 

【施策体系】 

【成果指標】 

「基本目標１エネルギーを賢く利用し、気候変動の影響にも対応するまち」における計画の進

捗状況を把握するため、基本テーマごとの成果をあらわす指標を以下のとおり設定し、今後評価

を行います。 

指標 基準値 目標値
市内の温室効果ガス排出量（千 t‐CO2） 1,489 千 t‐CO2

（2013 年度） 
1,028 千 t‐CO2
（2030 年度） 

市内のエネルギー消費量（TJ） 13,953 TJ
（2013 年度） 

8,994 TJ
（2030 年度） 

市内の再生可能エネルギー導入量（kW） 36,938 kW
（2019 年度） 

●● 

市内乗用車の登録台数に占める EV、FCV の割合（％） ●●（2019 年度） ●●
公共交通機関利用者数（千人) 177,853 千人

（2019 年度） 
●● 

台風や豪雨などへの対策（情報収集や備蓄など）をし
ている市民の割合（％） 

66.6％ 
（2020 年度） 

●● 

真夏日 1 日当たりの熱中症による救急搬送者数（人） ●●（2019 年度） ●●

基本目標 

施策の 
基本テーマ 

エネルギーを賢く利用し、気候変動の影響にも対応するまち

①省エネルギーの普
及・導入を進めます 

②再生可能エ
ネルギーの普
及・導入を進
めます

③将来的なゼロカーボ
ンに向けたまちづくり
を進めます

④身近な気候変動の影響
への適応を進めます

指標 

市内の温室
効果ガス排
出量（千 t‐
CO2） 

市 内の 再生
可 能エ ネル
ギ ー導 入量
（kW） 

公共交通
機関利用
者数（千
人） 

台風や豪雨など
への対策（情報
収集や備蓄な
ど）をしている
市民の割合（％） 

市内のエネ
ルギー消費
量（TJ） 

真夏日1日当
たりの熱中症
による救急搬
送者数（人） 

市内乗用車
の登録台数
に占める
EV、FCVの
割合（％） 
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地球温暖化の対策には、使用するエネルギーを減らす取り組みが必要です。 

市民・事業者・行政が、エネルギーについて考え、日常生活や事業活動で省エネ行動を促す情

報を発信するとともに、取り組みを促進するための仕組みづくり、省エネ機器等の導入を進めま

す。

■施策① 温室効果ガス排出量やエネルギー使用量の「見える化」を進めます

市の施設から排出した温室効果ガス排出量の公表やエネルギー使用量を測定するためのツール

やアプリに関する情報収集・提供を行います。また、地球温暖化対策の具体的な取り組みによる

エネルギーの削減効果を定量的に示し、その効果を競い合う仕組み等の検討を進めます。

■施策② 家庭・事業所での省エネ機器等の導入を支援します

家庭・事業所での省エネを促進するため、省エネ機器等の情報提供・導入支援を進めます。

■施策③ 公共施設の率先的な省エネ機器の導入を推進します

市における省エネの率先行動を徹底し、公共施設の新設・改修時において、省エネ機器等の導

入を推進します。 

施策の基本テーマ① 省エネルギーの普及・導入を進めます

市の主な取り組み 

 市の施設からの温室効果ガス排出量、エネルギー使用量の公表【環境政策課】

 エネルギー使用測定のためのツールやアプリに関する情報の収集･提供【環境・自然共

生課】

 家庭でのエネルギーの見える化やエネルギー削減報告等による省エネ効果を競い合う仕

組みの検討【環境・自然共生課】                    など

市の主な取り組み 

 家庭・事業所への省エネ機器等の導入支援の検討、情報提供【環境・自然共生課】

 商店街街路灯の LED 化推進【産業政策課】

 事業活動における省エネ促進のための融資に係る利子の一部補助【産業政策課】

 家庭用燃料電池の設置の推進【環境・自然共生課】   など 

市の主な取り組み 

 公共施設への省エネ機器の導入推進【営繕課】、【施設課】

 街路灯・園内灯の省エネ化【公園緑地課】、【道路維持課】  など 
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■施策④ 地球温暖化対策の取り組みの情報を分かりやすく発信します

国や都の地球温暖化対策の取り組みや助成制度等の情報を、市民・事業者へ分かりやすく提供

します。また、市のエネルギー利用状況の発信や地球温暖化対策に関する学習機会を提供します。 

■市民・事業者の取り組み

市民 事業者 
・家電を買い替えるときは省エネ性能の高い

機器を選びます。
・エネルギー使用測定のためのツールやアプ

リを活用して、省エネ行動を実践します。
・家庭用燃料電池を導入して、エネルギーの

高効率な利用に努めます。

・LED や高効率空調等を導入して、事業所の
省エネを進めます。

・クールビズやウォームビズなど日常業務に
おける省エネ行動を実施します。

・エネルギーマネジメントシステム
（BEMS）の導入や省エネルギー診断によ
り、業務用施設（ビル・商業施設など）の
エネルギー消費状況を把握し、効率的なエ
ネルギー利用を実践します。

市の主な取り組み 

 パンフレットの配布、ホームページ等による地球温暖化対策の取り組みや国・都・市

の助成制度等の情報提供【環境・自然共生課】

 地球温暖化対策の具体的な取り組みの周知【環境・自然共生課】

 町田市のエネルギー利用の現状や、地球温暖化に関する学習機会の提供【環境・自然

共生課】                                など
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 太陽光や廃棄物等から作られた電気、熱等の再生可能エネルギーを利用することで、温室効果

ガス排出量の大幅な削減につながります。 

 家庭・事業所・公共施設での再生可能エネルギーの普及・導入を推進するとともに、新たな再

生可能エネルギー導入の仕組みの検討を進めます。 

 
■施策① 新たな再生可能エネルギーの導入の仕組みを検討します 
 市内の再生可能エネルギーの更なる普及・導入のため、PPA 等の新たな再生可能エネルギー導

入の仕組みの検討を進めます。 

 

 
■施策② 家庭・事業所での再生可能エネルギーの導入を支援します 

 家庭・事業所での再生可能エネルギーの導入を促進するため、再生可能エネルギー機器等の設

置補助等の支援を進めます。 

 
 
■施策③ 公共施設における再生可能エネルギーの導入を推進します 
 市民・事業者の取り組みをけん引する立場として、公共施設への再生可能エネルギーの導入を

進めます。 

 
 
■市民・事業者の取り組み  

施策の基本テーマ② 再生可能エネルギーの普及・導入を進めます 

市の主な取り組み 

 公共施設等での PPA 等による太陽光発電の導入検討【施設所管課】 

 家庭・事業者向けの PPA 事業の情報提供【環境・自然共生課】      など 
 

 

 

市の主な取り組み 

 事業活動における再生可能エネルギーの導入のための融資に係る利子の一部補助【産

業政策課】 

 太陽光発電の余剰電力用蓄電池の導入推進【環境・自然共生課】      など 

市の主な取り組み 

 公共施設への再生可能エネルギー機器の導入推進【施設所管課】 

 公共施設の電力調達の改善【環境政策課】 

 ごみの資源化施設への再生可能エネルギーの導入推進【循環型施設整備課】 

 未利用エネルギーの活用【水再生センター】               など 
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市民 事業者 
・再生可能エネルギーの利用方式（発電、熱

利用等）や種類（太陽光、水力、風力、バ
イオマス等）について理解を深めます。 

・太陽光発電機器や蓄電池の住宅等への導入
を検討します。 

・電力小売自由化について正しく理解し、再
生可能エネルギーを利用した環境にやさし
い電力の選択に努めます。 

・太陽光発電機器や蓄電池の事業所等への導
入を検討します。 

・周囲の自然や景観、住環境等に配慮した上
で、再生可能エネルギー発電設備の設置を
推進します。 

・電力小売自由化について正しく理解し、再
生可能エネルギーを利用した環境にやさし
い電力の選択に努めます。 
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 地球温暖化対策は、交通インフラの整備やエネルギーの面的利用等のまち全体で進めていく必

要があります。 

 次世代自動車の普及、新たな交通サービスの検討等を進めるとともに、エネルギーの地産地消、

再開発等におけるエネルギー効率化の検討を進めます。また、樹木等が有している二酸化炭素を

吸収、固定（貯蔵）する機能を維持・増大するため、市内の緑地の保全と身近なみどりの増加を

図ることで、ゼロカーボンに向けたまちづくりを進めます。 

 
■施策① 次世代自動車の普及促進等を図ります  
 市民・事業者の次世代自動車の普及を促進するとともに、公用車への次世代自動車の導入を進

めます。 

 
 
■施策② 新たな交通サービスを検討します  
 多摩都市モノレールの延伸、自動運転等の技術活用方法の検討等の新たな交通サービスの検討

を進めます。 

 
 
■施策③ 自転車利用環境の整備を進めます  
 自転車利用を進めるため、市内の道路の現状を把握した上で、歩行者の安全に配慮した自転車

利用環境の整備を進めます。 

施策の基本テーマ③ 将来的なゼロカーボンに向けたまちづくりを進めます 

市の主な取り組み 

 水素ステーションの誘致【環境・自然共生課】 

 次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車等）の普及促進【環境・自然共生課】 

 次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車等）の公用車としての導入検討・実施

【市有財産活用課】                     など 

市の主な取り組み 

 自動運転に対応した道路空間の整備の検討【道路維持課】 

 多摩都市モノレール延伸の実現に向けた検討【都市政策課】、【交通事業推進課】 

 自動運転や Maas など、新技術の活用方法の検討【交通事業推進課】    など 
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■施策④ 自家用自動車の利用を控え、公共交通利用を進めます

自動車から排出される温室効果ガスを削減するため、自動車利用を減らし、公共交通の利用を

促進します。 

■施策⑤ 再開発等におけるエネルギー効率化を検討します

エネルギーを効率的に利用するために、情報収集を行い、再開発等におけるエネルギーの面的

利用としてコージェネレーションシステム等の導入を検討します。 

■施策⑥ エネルギーの地産地消を検討します

住宅等への蓄電池の導入推進や公共施設等での新電力等を活用した再生可能エネルギー利用の

方法を検討することで、町田市でのエネルギーの地産地消の方法を検討します。 

■施策⑦ 地域の事業者等との連携による市民運動を推進します

地域の事業者等と連携して、テレワークやシェアオフィス等の市民運動を推進します。

市の主な取り組み 

 自転車走行空間の検討・整備【道路政策課】、【道路整備課】

 自転車駐車場の整備【道路管理課】

 市職員の近隣移動時の自転車利用の推進【環境・自然共生課】、【市有財産活用課】

 など 

市の主な取り組み 

 地域コミュニティバス等の運行【交通事業推進課】

 市が開催するイベント時の公共交通利用の推進【環境・自然共生課】   など 

市の主な取り組み 

 エネルギーの面的利用方法（コージェネレーションシステム、再生可能エネルギー

等）の情報収集【環境政策課】

 エネルギーの面的利用（コージェネレーションシステム、再生可能エネルギー等）の

導入検討【都市政策課】                       など

市の主な取り組み 

 太陽光発電の余剰電力用蓄電池の導入推進【環境・自然共生課】

 新電力等を活用した再生可能エネルギー利用方法の検討【環境政策課】 など
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■施策⑧ 町田の農産物の地産地消を推進します

農産物の輸送中に発生する温室効果ガスの排出を削減するため、地場産農産物の地産地消を進

めます。 

■施策⑨ 緑地を活用・保全します

自然観察会等でのふれあいの機会を創出することで、緑地を活用するとともに、市内の樹林地

の保全を進め、地域に適した樹木を増やします。 

■施策⑩ 身近なみどりを増やします

市民・事業者によるみどりのカーテンの導入を進めるとともに、公共施設での緑化の率先行動

を進めます。 

市の主な取り組み 

 テレワークやシェアオフィスの推進【産業政策課】   など 

市の主な取り組み 

 学校給食での地場産農産物の利用推進【農業振興課】

 まち☆ベジマップ（農産物直売所マップ）、まち☆ベジグルメ店なびの配布による地産

地消 PR【農業振興課】

 農産物直売所の開設支援【農業振興課】    など 

市の主な取り組み 

 自然観察会の開催、里山整備活動を体験できる場の提供【公園緑地課】、【農業振興

課】

 特別緑地保全地区等の指定拡大【公園緑地課】

 市内緑地の適正な維持管理【公園緑地課】

 街路樹の適正な維持管理【道路維持課】

 公園や施設等のみどりについて、公益的活動団体による維持管理の運用支援【公園緑

地課】                                 など

市の主な取り組み 

 みどりのカーテン等の積極的な導入【環境・自然共生課】

 市庁舎の屋上緑化・壁面緑化【市有財産活用課】   など 
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■市民・事業者の取り組み

市民 事業者 
・地元の農産物の地産地消により、地元の農

業を応援します。
・自転車や徒歩での移動や公共交通機関の利

用に努めます。
・自家用車購入の際には、電気自動車などの

環境にやさしい低公害車の選択を検討しま
す。

・エコドライブを実践します。
・ノンフロン製品等の積極的な購入に努めま

す。
・地域の緑化活動への積極的な参加に努めま

す。
・みどりのカーテンの導入等の家庭でできる

緑化に取り組みます。
・花の咲く樹木や草花を植えるなど、鳥や昆

虫の生息にも配慮した緑化に取り組みま
す。

・長期優良住宅建築物や東京ゼロエミ住宅の
認証基準を満たした住宅の改修・購入を検
討します。

・自転車や徒歩での移動や公共交通機関の利
用に努めます。

・事業用車に電気自動車などの環境にやさし
い低公害車の選択を検討します。

・エコドライブを実践します。
・フロン類使用機器（空調等）の適正な点検

及び廃棄に努めます。
・市民や行政と連携したみどりの保全に努め

ます。
・土地の開発行為の際には、可能な限りのみ

どりの保全に努めます。
・みどりのカーテンの導入等の事業所や工場

でできる緑化に取り組みます。
・省エネルギー化と再生可能エネルギーの活

用により、建築物の新築・改修時に ZEB 化
を目指します。
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 気候変動の影響は、猛暑日や集中豪雨等の極端な気象現象等、農業・林業、生態系、市民生活

等のさまざまなところに既に現れています。 

 今後は、気候変動に適応した暑さ対策、農業・林業への影響の対策、自然災害対策等、適切な

対応を進めていきます。また、具体的な適応策の検討や実施に取り組むとともに、市民や事業者

等に対しては、気候変動による影響への理解促進、熱中症予防等の身の回りでできる対策等の情

報を発信します。

■施策① 市民生活や健康への影響に関する対策を推進します

みどりのカーテンの導入等により夏の暑さを緩和するとともに、熱中症予防対策について、市

民への普及啓発を行います。また、気候変動の影響によって想定される新たな感染症のリスクに

ついても、市民への周知を行います。 

■施策② 洪水、土砂災害への対策を推進します

台風・豪雨による被害の防止・軽減のため、無電柱化や雨水管の浸水対策を進めます。また、

災害時に活動できる電源として蓄電池等の導入を進めます。 

■施策③ 農業及び自然環境への影響に関する対策を推進します

農業・林業分野における気候変動対策に関する情報収集や、生態系や農業に被害を及ぼす外来

生物への対策を進めます。 

施策の基本テーマ④ 身近な気候変動の影響への適応を進めます

市の主な取り組み 

 みどりのカーテン等の積極的な導入【環境・自然共生課】

 打ち水イベントの実施【環境・自然共生課】

 熱中症予防のためのチラシ・ポスターの配布【健康推進課】

 歩道の透水性舗装の整備【道路整備課】

 気温上昇による生態系の変化によって発生する可能性がある感染症への対策【健康推

進課】                                 など

市の主な取り組み 

 太陽光発電の余剰電力用蓄電池の導入推進【環境・自然共生課】

 都市計画道路、市街地道路での無電柱化工事の実施【道路整備課】

 雨水管の浸水対策の推進【下水道整備課】

 洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップの配布【防災課】

 自主防災リーダー育成事業【防災課】   など 
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■市民・事業者の取り組み

市民 事業者 
・気温や暑さ指数に関する情報を入手し、気

温が高い日は熱中症に注意します。
・感染症に関する情報を入手します。
・みどりのカーテンや打ち水など、まちが涼

しくなる取り組みに努めます。
・外来生物に関する正しい知識を身につけま

す。
・日頃から防災訓練に参加したり、ハザード

マップを確認したりして災害に備えます。
・日頃から食料品の備蓄をしたり、非常時に

持ち出すものを整理して災害に備えます。
・災害時にも自立したエネルギーを確保でき

るよう再生可能エネルギーや蓄電池の導入
を検討します。

・気温や暑さ指数に関する情報を入手し、気
温が高い日は従業員へ周知し、熱中症に注
意します。

・感染症に関する情報を入手し、従業員やそ
の家族への周知・徹底を呼びかけます。

・みどりのカーテンや屋上緑化、打ち水な
ど、まちが涼しくなる取り組みに努めま
す。

・生物多様性に配慮した事業活動に努めま
す。

・農業の従事者は、新たな栽培技術や病害虫
対策に関する情報を入手し、導入を検討し
ます。

・事業所の災害リスクについて、ハザードマ
ップなどにより把握します。

・災害時にも自立したエネルギーを確保でき
るよう再生可能エネルギーや蓄電池の導入
を検討します。

市の主な取り組み 

 生態系や農業生産に被害を及ぼす外来生物の防除【環境・自然共生課】、【農業振興

課】                                 など
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基本目標２ 源流から里山、都市が織りなす いのち輝くまち

【生物多様性地域戦略としての位置づけ】 

基本目標 2 は、「生物多様性基本法」（2008 年法律第 58 号）第 13 条の規定に基づき、町

田市内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画を定めるもので

あり、「町田市生物多様性地域戦略」として位置づけます。 

【施策体系】

【成果指標】 

「基本目標 2 源流から里山、都市が織りなす いのち輝くまち」における計画の進捗状況を

把握するため、基本テーマごとの成果をあらわす指標を以下のとおり設定し、今後評価を行いま

す。 

指標 基準値 目標値 
生きものに関心のある市民の割合（％) ●●（2021 年度） ●●
みどりとのふれあいに満足している市民の割合（％） ●●（2021 年度） ●●
水辺とのふれあいに満足している市民の割合（％) ●●（2021 年度） ●●
みどり率（％） ●●（2018 年度） ●●
歴史・文化とのふれあいに満足している市民の割合
（％） 

●●（2021 年度） ●● 

基本目標 

施策の 
基本テーマ 

源流から里山、都市が織りなす いのち輝くまち 

①生きものの
多様性を守り
ます

②水とみどりを守り活用します
③歴史的・文
化的環境を守
ります

指標 
生きものに関
心のある市民
の割合（％) 

みどりとの
ふれあいに
満足してい
る市民の割
合（％） 

水辺とのふ
れあいに満
足している
市民の割合
（％) 

歴史・文化と
のふれあいに
満足している
市民の割合
（％） 

みどり率
（％） 
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 市内の多様な環境の中で生育・生息する生きものは、市民生活に安らぎや潤いを与えるため、

今後もより良い状態で次世代に引き継いでいくことが大切です。 

 生物多様性への市民の理解や興味・関心を高めるために、生物多様性に関する情報発信や市内

の生きものの生育・生息状況を把握・公表するとともに、外来生物への対策や生物多様性の保全

の取り組みを進めることで、市内の生きものの多様性を守ります。 

■施策①　生物多様性保全の取り組みを推進します

環境保全団体・NPO 団体との協働による生物多様性保全の取り組みを進めるとともに、住宅

の庭先や学校等の空間を活用したビオトープを創出し、多様な生きものが生息できる場所を増やし

ます。 

■施策② 市内の生きものの生育・生息状況を把握・公表します

市内の動植物の生育・生息状況は生物多様性を保全するうえで基本的な情報となるため、市民

協働での生きもの調査、まちだの生きものリスト等の作成・公表を進めます。 

■施策③ 外来生物対策を進めます

外来生物の対策として、市内の生態系や農業生産に影響を及ぼす外来生物の防除、家庭での適

正な飼育・管理の啓発を進めます。 

施策の基本テーマ① 生きものの多様性を守ります

市の主な取り組み 

 学校におけるビオトープの創出、活用【指導課】

 熱回収施設等の周辺緑地内でのビオトープの創出【循環型施設整備課】

 環境保全団体との協働による、生物の保全推進【環境・自然共生課】、【公園緑地課】

 NPO 団体との協働による、貴重な生物の保全促進【農業振興課】

 森林インストラクター養成コースの設置・運営【環境・自然共生課】

 ビオトープ作庭イベントの開催【環境・自然共生課】   など 

市の主な取り組み 

 市民協働による生きもの調査の実施【環境・自然共生課】

 まちだの生きものリスト等の作成・公表【環境・自然共生課】
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■施策④　 生物多様性に関する情報を発信します

市民が生物多様性について理解を深め、行動につなげるため、生物多様性の情報発信、自然観

察会等での啓発を行い、多様な主体の交流の場づくりを進めます。 

■市民・事業者の取り組み

市民 事業者 
・自然観察会や学習会等のイベントに参加し

ます。
・アプリを活用した生きもの調査に参加し、

生きものの生育・生息状況の把握に協力し
ます。

・外来生物に関する情報を収集し、理解を深
めます。

・外来生物被害予防三原則の『入れない』『捨
てない』『拡げない』を守ります。

・愛玩動物は適正に管理します。
・花の咲く樹木や草花を植えるなど、鳥や昆

虫の生息にも配慮した緑化に取り組みま
す。

・自然観察会や学習会等のイベントに参加し
ます。

・事業所内の緑化にあたり、可能な限り郷土
種の利用や水辺の整備など、生物多様性の
保全に配慮します。

・外来生物に関する情報を収集し、理解を深
めます。

・事業内容と生物多様性の関係性を理解し、
製品の原材料の調達等は、生態系への影響
が少ないものを選択します。

市の主な取り組み 

 生態系や農業生産に被害を及ぼす外来生物の防除【環境・自然共生課】、【農業振興

課】

 外来生物の適正な飼育・管理の普及啓発【環境・自然共生課】  など 

市の主な取り組み 

 生物多様性の確保や外来生物対策に関する市の方針、取り組み状況の発信、啓発活動

の実施【環境・自然共生課】

 自然観察会、学習会等の開催【公園緑地課】、【農業振興課】

 生物多様性に関わる多様な主体の交流の場づくり【環境・自然共生課】    など 
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 多様な動植物の生息・生育環境であり、市民に豊かな自然とのふれあいの場を提供している、

町田市の水とみどりを活用・保全し、次世代に引き継いでいくことを目指します。 

そのために、市民・団体・事業者等と連携して緑地、里山、水辺環境等の保全を行うとともに、

ふれあいの機会の創出を図ります。また、グリーンインフラの考え方を取り入れながら整備を進

めます。 

 
■施策① 里山の環境を活用・保全します 
 里山の環境を活用・保全するため、緑地里山保全地域の指定等を要請するとともに、市民・団

体・事業者・行政の協働で環境保全活動を進めます。 

 

 
■施策② 緑地を活用・保全します（再掲） 

自然観察会等でのふれあいの機会を創出することで、緑地を活用するとともに、市内の樹林地

の保全を進め、地域に適した樹木を増やします。

 
 
■施策③ 身近なみどりを増やします（再掲） 
 市民・事業者によるみどりのカーテンの導入を進めるとともに、公共施設での緑化の率先行動

を進めます。 

 

施策の基本テーマ② 水とみどりを守り活用します 

市の主な取り組み 

 東京都への緑地里山保全地域指定の要請【公園緑地課】 

 自然環境学習会や市民協働による谷戸環境の再生管理【農業振興課】   など 

市の主な取り組み 

 自然観察会の開催、里山整備活動を体験できる場の提供【農業振興課】、【公園緑地

課】 

 特別緑地保全地区等の指定拡大【公園緑地課】 

 市内緑地の適正な維持管理【公園緑地課】 

 街路樹の適正な維持管理【道路維持課】 

 公園や施設等のみどりについて、公益的活動団体による維持管理の運用支援【公園緑

地課】                                など 

市の主な取り組み 

 みどりのカーテン等の積極的な導入【環境・自然共生課】 

 市庁舎の屋上緑化・壁面緑化【市有財産活用課】             など 
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■施策④ 市民が農とふれあえる機会の充実を図ります 
 自然環境や農業への市民の関心を高めるため、米作り等の農業体験を推進します。 

 
 
■施策⑤ 多面的効果を発揮するグリーンインフラの保全・整備を促進します 
 自然環境が有する多面的な機能を賢く利用するグリーンインフラの考え方を踏まえ、緑地や農

地等の保全・整備を進めます。 

 
 
■施策⑥ 緑地の現状を把握・公表します 

 市内の緑地の現状を把握するため、市内公園緑地等での調査及び、市域全体の緑地の割合の把

握を行います。 

 
 
■施策⑦ 水辺環境を保全します 
 水辺環境を保全するため、周辺環境および生物多様性への配慮、市民等との協働による維持管

理を行います。 

 

 
■施策⑧ 湧水地、地下水を保全します 

市の主な取り組み 

 農業体験機会の提供【指導課】、【農業振興課】 

 米作り体験農業の実施【農業委員会】                 など 
 

市の主な取り組み 

 遊休農地のあっせん【農業振興課】 

 市街化調整地域の耕作放棄地の解消【農業振興課】 

 援農ボランティアの育成を行う市内 NPO 法人に対する事業支援【農業振興課】 

 農業研修事業の実施【農業振興課】 

 環境保全型農業に取り組む農業者の支援・拡大【農業振興課】 

 都市計画公園の用地取得・整備【公園緑地課】               など 

市の主な取り組み 

 市内公園緑地等の調査の実施【公園緑地課】 

 市域全体に対する緑地の割合の把握と公表【公園緑地課】         など 

市の主な取り組み 

 アダプト事業による高ヶ坂松葉調整池の維持管理作業の支援【下水道管理課】 など 
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 湧水地、地下水保全のため、樹林地等の保水機能の維持、公共施設・事業所・宅地における雨

水貯留や浸透施設の設置を推進します。また、市内の湧水調査を継続して実施します。 

 
 
■市民・事業者の取り組み 

市民 事業者 
・みどりの保全に関する情報を収集し、理解

を深めます。 
・水辺を活用した自然体験活動に参加しま

す。 
・雨水浸透設備の設置を検討します。 
・米作り体験等の農業体験に参加します。 
・里山整備活動等に参加します。 
・地元の農産物の地産地消により、地元の農

業を応援します。 
 

・みどりの保全に関する情報を収集し、理解
を深めます。 

・土地の開発行為の際には、可能な限りのみ
どりの保全に努めます。 

・河川に汚水を流しません。 
・宅地の開発行為の際には、雨水浸透設備の

設置に努めます。 
・市民や団体と協働して、里山の整備事業を

行います。 
・農地の適切な維持管理に努めます。 

 
  

市の主な取り組み 

 鶴見川・境川・恩田川等の水源涵養域にある樹林地等の保全【公園緑地課】 

 道路の新設や改良工事における、歩道部の透水性舗装の実施【道路整備課】 

 宅地開発・中高層建築物の雨水貯留施設設置の指導及び個人住宅の雨水浸透設備設置

補助事業の普及促進【下水道管理課】【土地利用調整課】 

 東京都環境確保条例に基づく地下水の揚水量の把握、必要に応じた地下水利用者への

指導【環境保全課】 

 湧水調査の継続、湧水地の保全【環境・自然共生課】、【環境政策課】 

 市街化調整区域における特定土地利用行為に関する水循環の健全化【土地利用調整

課】                                など 
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 貴重な自然環境と一体的に維持・保全を考えていくべき史跡や古道などの歴史的遺産や、農業

とともに育まれた地域文化、原風景などの歴史的・文化的環境の保全を図り、市民がふれあえる

機会を提供し、将来に引き継いでいきます。 
 
■施策① 歴史・文化とのふれあいを進めます 

 自然環境の中に存在し、自然環境と一体として維持・保全を考えていくべき史跡や古道などに

ふれあえる機会として、観光交流拠点を活用したイベントやフットパスの普及を進めます。 

 
 
■施策② 歴史的・文化的環境を保全します 
 国・都・市指定史跡・有形文化財の整備、広報活動を行い、歴史的文化的環境を保全します。 

 

 
■市民・事業者の取り組み 

市民 事業者 
・フットパスコースを歩き、市の歴史につい

ての理解を深めます。 
・小野路里山交流館やふるさと農具館等で、

市の文化・歴史を学びます。 

・土地の開発行為の際には、自然環境と一体
的に維持・保全を考えていくべき史跡や古
道等の歴史的遺産等に配慮します。 

 
 

  

施策の基本テーマ③ 歴史的・文化的環境を守ります 

市の主な取り組み 

 観光交流拠点を活用したイベントの実施【観光まちづくり課】 

 フットパスの普及促進【観光まちづくり課】               など 

市の主な取り組み 

 国・都・市指定史跡・有形文化財の整備事業の実施【生涯学習総務課】 

 文化財保護の一環として国・都・市指定史跡・有形文化財の広報活動の実施【生涯学

習総務課】                             など 
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基本目標３ 徹底したごみ減量、資源化を進めるまち 

 

【施策体系】

 

 
 
【成果指標】 

「基本目標 3 徹底したごみ減量、資源化を進めるまち」における計画の進捗状況を把握する

ため、指標を以下のとおり設定し、今後評価を行います。 

なお、基本目標３の指標は「第 2 次町田市一般廃棄物資源化基本計画」の全体目標と整合を図

るため、施策の基本テーマごとに指標を設定せず、基本目標に対して、3 つの指標を設定してい

ます。 

指標 基準値 目標値 
1 人 1 日当たりごみ排出量 768 g/人日（2019

年度） 
714g/人日（2030
年度） 

総資源化率 31％（2019 年度） 40％（2030 年度） 
ごみの焼却による温室効果ガス排出量 約 34,000 t‐CO2

（2019 年度） 
約 24,000 t‐CO2
（2030 年度） 

 
  

基本目標 

施策の 
基本テーマ 

徹底したごみ減量、資源化を進めるまち 

①ごみの減量を進め
ます 

②環境に配慮した資
源化施設を整備し、適
正かつ安全な処理に
努めます 

③社会的課題への対
応を強化します 

指標 
①1 人 1 日当たりごみ排出量（g/人日） 
②総資源化率（％） 
③ごみの焼却による温室効果ガス排出量（t‐CO2） 
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 家庭系ごみ減量のために、町田市内の燃やせるごみに占める割合が最も多い生ごみの減量を進

めるとともに、海洋プラスチック問題等への対策として、プラスチックごみの減量を推進します。

また、リデュース、リユース、リサイクルの取り組みを推進することで、ごみの減量だけでなく、

環境負荷の低減を図ります。 

事業系ごみ減量のために、プラスチック類などの不適正物の混入を減らし、事業系一般廃棄物

と産業廃棄物の適正な処理を進めます。また、事業系ごみの中には飲食店等から排出される食べ

残しなどの生ごみが多く含まれているため、食品ロス削減に向けて飲食店等との協力を進めます。 

 
■施策① 生ごみの減量を推進します 

 生ごみの減量に向けて、「作ったものを食べきる」、「食材を使い切る」等の食品ロスの削減の取

り組みや水切りの啓発を進めます。 

 
 
■施策② プラスチックごみの減量を推進します 

事業者等と連携しながら店舗等でのレジ袋の使用削減や簡易包装の選択等を推進していきます。

また、容器包装プラスチックの分別排出の徹底を促すとともに、製品プラスチックの施設内での

資源化を実施します。 

 
 
■施策③ その他の家庭系ごみの減量を推進します  
 家庭系ごみのさらなる減量を推進するため、さまざまな方法による啓発やリデュース、リユー

ス、リサイクルの推進に向けた取り組みを実施します。 

施策の基本テーマ① ごみの減量を進めます 

市の主な取り組み 

 食品ロス削減、水切り等の啓発【３R 推進課】、【環境政策課】 

 生ごみ処理機等の利用促進、一次生成物の活用方法の検討・広報【３R 推進課】 

                                  など 

市の主な取り組み 

 容器包装プラスチック資源化施設の整備・運営【循環型施設整備課】 

 製品プラスチック選別施設の整備・運営【循環型施設整備課】 

 マイバッグ、マイボトル、プラスチック代替品等の利用促進の広報【３R 推進課】 

 海洋プラスチック等、環境への影響についての情報提供【３R 推進課】  など 
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■施策④ 事業系ごみの適正排出・減量を推進します 

 事業者がこれまで以上に、適正排出に向けて積極的かつ主体的に取り組めるように事業所の規

模に応じた支援・指導します。また、食品ロス削減に向けた事業者との連携、事業系紙類の削減、

資源化を促進するとともに、今後資源化の可能性が考えられる品目について情報を収集・提供し、

事業者等へ働きかけを行います。 

 
 
■市民・事業者の取り組み  

市民 事業者 
・食品の食べ切り、使い切りに努めます。 
・飲食店での食べきりによる食品ロス削減に

努めます。 
・小売店での見切り品の積極購入を検討しま

す。 
・生ごみの水切りに努めます。 
・生ごみの自家処理に努めます。 
・レジ袋やプラスチック製品の利用削減に努

めます。 
・容器包装プラスチックの分別に努めます。 

・量り売り、小分け販売、小盛メニュー等食
品ロス削減に向けた取り組みを検討しま
す。 

・食品の食べきり、使い切りを市民へ啓発し
ます。 

・食品廃棄物の減量・資源化を検討します。 
・簡易包装に努めます。 
・プラスチック容器等の店頭回収を推進しま

す。 
・過剰包装の削減に努めます。 

市の主な取り組み 

 リデュース・リユースの取り組み、啓発の強化【３R 推進課】 

 適正排出の推進【３R 推進課】 

 ごみ減量アイデアの募集・紹介【３R 推進課】 

 粗大ごみのリユース販売の強化【３R 推進課】             など 

市の主な取り組み 

 公共施設から出るごみの減量【環境政策課】 

 食品廃棄物の減量・資源化に向けた情報提供や働きかけ【3R 推進課】 

 資源化できる紙類の受入検討【資源循環課】 

 新たな品目の資源化に向けた研究、情報提供や働きかけ【環境政策課、資源循環課、

3R 推進課】 

 適正排出のための情報提供、訪問指導の実施【３R 推進課】、【資源循環課】 

 工場での搬入物検査の実施【資源循環課】 

 優良事業者の表彰・公表【３R 推進課】                など 
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・紙類等の減量・資源化に努めます。 
・マイボトル・マイバッグなどの使用、リユ

ース品・レンタル品の活用を検討します。 
・リサイクルできるものの適正排出に努めま

す。 

・マイボトル・マイバッグなどの利用促進に
努めます。 

・事業活動で排出される紙類の減量、資源化
に努めます。 

・事業系紙類の減量・資源化を検討します。 
・事業系一般廃棄物と産業廃棄物を分別した

適正排出を実践します。 
・優良事業者表彰制度への応募を検討しま

す。 
・新たな品目の資源化の実施を検討します。 

  



 

47 
 

 

 循環型社会を実現するため、エネルギー回収率が高く環境にも配慮した新しいごみ焼却施設等

を整備し、効果的・効率的に処理できる体制の構築を検討するとともに、人口や生活様式の変化

によるごみ・資源の量及び、費用対効果や収集運搬時に車両から発生する温室効果ガスの削減を

意識したごみ収集体制を整備します。また、おむつや草木などの増加傾向にあるごみへの対応と

して、資源化可能な品目の拡大に向けた調査等を行うことで、資源の有効活用を推進します。 

 
■施策① 一般廃棄物処理施設を整備・運営します 

 新たなごみ処理施設・生ごみのバイオガス化施設の整備、安定した運用と効率的なエネルギー

回収を図ります。 

 
 
■施策② 収集体制を整備します  
 町田市の情勢を踏まえたごみ・資源の収集運搬体制の検討を行い、効率的な収集運搬体制を構

築します。 

 
 
■施策③ 資源の有効活用を推進します  
 新たな資源化品目拡大に向けた調査研究を行うとともに、小売店等が独自に行う拠点回収につ

いての情報共有、市民への情報提供を行い、回収品目の拡大を推進します。 

 

施策の基本テーマ② 環境に配慮した資源化施設を整備し、適正かつ安全な処理

に努めます 

市の主な取り組み 

 新しいごみ処理施設における、効率的なエネルギー回収の推進【資源循環課】 

 不燃・粗大ごみ処理施設における、施設内資源化の推進【資源循環課】 

 生ごみのバイオガス化施設における、効率的なエネルギー回収の推進【資源循環課】 

 資源化施設の整備（ビン、カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）【循環型施

設整備課】 

 見学等の学習の場の提供【資源循環課】             など 

市の主な取り組み 

 効率的なごみ・資源の収集運搬体制の検討・構築【３R 推進課】     など 

市の主な取り組み 

 新たな資源化品目拡大に向けた調査研究【３R 推進課】、【環境政策課】、【資源循環

課】 

 回収拠点や回収品目の増加等の推進【３R 推進課】           など 
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■事業者の取り組み 

事業者 
・小売店独自の拠点回収を実践します。 
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 ごみに関する社会的な課題として、自然災害に伴い発生する災害廃棄物の迅速な処理、超高齢

化社会の到来に伴うごみや資源の分別、排出における負担の増加の可能性が考えられます。また、

ごみのポイ捨て、不法投棄、持ち去り行為や違法回収は、景観の悪化や環境汚染だけでなく、不

法投棄された廃棄物の収集や処理等の経済的な損失が生じます。災害時等のごみ処理に関する対

応力、超高齢社会の到来に伴うごみに関する問題、不適正処理の防止対策の検討を進めることで、

これらの社会的な課題への対応を強化します。 

 
■施策① 災害時等のごみ処理に関する対応力を強化します 

 災害廃棄物処理計画や行動マニュアル等の見直し、庁内外の連携体制の整備、教育訓練を実施

します。また、新型コロナウィルスなどの感染症の発生時においても、感染症に配慮した廃棄物

の収集・処理を着実に継続して行います。 

 
 
■施策② 超高齢社会の到来に伴うごみに関する問題へ対応します 
 現在実施しているふれあい収集の継続とともに、資源の戸別収集の可能性を検討します。また、

今後排出の増加が予想される紙おむつの資源化について、情報収集等の研究を進めます。 

 
 
■施策③ 不適正処理の防止対策を検討します 
 ごみのポイ捨て、不法投棄、持ち去り行為や違法回収等の違法行為を防止するための啓発・取

り締まり等の対策を推進します。 

施策の基本テーマ③ 社会的課題への対応を強化します 

市の主な取り組み 

 災害廃棄物処理計画及び行動マニュアルの見直し【環境政策課】 

 迅速な初動対応のための教育・訓練の実施【３R 推進課】、【環境政策課】 

 他自治体や民間事業者等との連携体制の整備【３R 推進課】、【環境政策課】 

 災害時等におけるごみの収集・処理体制の確保【３R 推進課】、【環境政策課】 

 新型コロナウィルス感染症による社会変化への対応【３R 推進課】、【環境政策課】、

【資源循環課】                           など 

市の主な取り組み 

 資源の戸別収集の検討【３R 推進課】 

 ふれあい収集の実施【３R 推進課】 

 紙おむつなどの資源化事業の研究【３R 推進課】、【環境政策課】、【資源循環課】 

など 
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■市民・事業者の取り組み  

市民 事業者 
・災害時におけるごみの適正排出に努めま

す。 
・ふれあい収集を活用します。 
・ごみ拾い等による環境美化活動に参加しま

す。 

・災害時におけるごみの適正排出に努めま
す。 

・災害時の協力・連携に関する協定を締結し
ます。 

・ごみ拾い等による環境美化活動を実施しま
す。 

・不動産管理における不法投棄対策を強化し
ます。 

  

市の主な取り組み 

 環境美化活動の推進【環境保全課】、【３R 推進課】 

 違法行為防止のためのパトロール強化【３R 推進課】 

 ごみの適正な排出方法の広報【３R 推進課】 

 近隣自治体との情報共有【３R 推進課】、【環境政策課】 

 東京都（産業廃棄物対策所管部署）との連携【３R 推進課】、【環境政策課】 など 
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基本目標４ 安全で快適な暮らしを実現するまち 

 

【施策体系】 

 

 

 
【成果指標】 

「基本目標 4 安全で快適な暮らしを実現するまち」における計画の進捗状況を把握するため、

基本テーマごとの成果をあらわす指標を以下のとおり設定し、今後評価を行います。 

指標 基準値 目標値 
居住地の周辺環境（大気、水質、騒音など）に満足
している市民の割合（％) 

●●（2021 年度） ●● 

まち並みや景観に満足している市民の割合（％) ●●（2021 年度） ●● 
 
  

基本目標 

施策の 
基本テーマ 

安全で快適な暮らしを実現するまち 

①誰もが快適に安心して暮ら
せる環境を守ります 

②美しく快適なまちを維持し
ます 

指標 
居住地の周辺環境に満足して
いる市民の割合（％) 

まち並みや景観に満足してい
る市民の割合（％） 
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 安全で快適なまちを支える重要な要素である、良好な大気質や水質を保全していくとともに、

快適に暮らせる生活環境を維持するため、騒音、振動、悪臭等の公害についての対策を進めます。 

 
■施策① 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動を抑制するため、市民・事業者への働きかけを推進

します  
 事業活動が原因となる大気汚染・水質汚濁・騒音・振動を抑制するため、事業者への啓発や指

導を行います。また、市民に対して、正しい下水道の使い方や野焼き防止の啓発等を進めます。 

 
 
■施策② 大気質・水質・騒音を定期的に調査し、市民へ公表します 

施策の基本テーマ① 誰もが快適に安心して暮らせる環境を守ります 

市の主な取り組み 

 大気汚染について、工場等を設置する事業者に対する事前指導及び違反事業者への指

導【環境保全課】 

 野外焼却防止のための事前指導や広報等による啓発【環境保全課】 

 水質汚濁について、河川等へ直接排水を行う事業者に対する事前指導及び違反事業者

への指導【環境保全課】 

 下水道法に基づく、下水道に排水を行う事業者への調査や指導の実施【水再生センタ

ー】 

 特定施設未届事業場の発見と、届出の指導の実施【下水道管理課】、【環境保全課】 

 規制対象外事業者へのグリース阻集器等の管理に関する啓発【下水道管理課】 

 地下水汚染について、工場等を設置する事業者に対する事前指導及び違反事業者への

指導【環境保全課】 

 土壌や地下水汚染の防止のため、農薬や施肥の適正量の利用及び低減に向けた啓発の

実施【農業振興課】 

 下水接続の普及促進【下水道整備課】 

 河川の水質事故防止のための広報等による啓発【環境保全課】 

 下水道の正しい使い方の指導【下水道管理課】 

 下水処理場への市民等の施設見学受け入れ【水再生センター】 

 騒音・振動について、工場等を設置する事業者や工事を行う事業者に対する事前指導

及び違反事業者への指導【環境保全課】 

 国及び米軍に対し、NLP や早朝・夜間・土日祝日の飛行の中止・制限等を要請【企画

政策課】                              など 
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 大気質・水質・騒音を定期的に調査し、調査結果を公表します。また、光化学スモッグ注意報

が発令された際は速やかに周知を行います。 

 

 
■施策③ 河川へ放流する下水処理水の水質向上を図ります  
 下水処理場から河川へ放流する下水処理水の水質向上を進めます。 

 
 
■施策④ 自転車利用環境の整備を進めます【再掲】  
 自転車利用を進めるため、市内の道路の現状を把握した上で、歩行者の安全に配慮した自転車

利用環境の整備を進めます。 

 
 
■施策⑤ 悪臭の発生防止に努めます  
 事業活動に伴う悪臭の発生を防止するため、事業者に対して適切な防止対策に関する情報を発

信するとともに、指導を行います。 

市の主な取り組み 

 市内の大気環境の把握【環境保全課】 

 大気調査結果や大気汚染情報等の収集及び周知・提供【環境保全課】 

 光化学スモッグ注意報等発令時の周知【環境保全課】 

 主要河川である鶴見川、境川、恩田川等の河川調査の実施とホームページ等での調査

結果の公表【環境保全課】 

 主要幹線道路における自動車騒音調査の実施【環境保全課】 

 航空機騒音の常時測定と測定結果の広報【環境保全課】         など 

市の主な取り組み 

 下水処理水の水質向上【水再生センター】                など 

市の主な取り組み 

 自転車走行空間の検討・整備【道路政策課】、【道路整備課】 

 自転車駐車場の整備【道路管理課】 

 市職員の近隣移動時の自転車利用の推進【環境・自然共生課】、【市有財産活用課】 

                                    など 
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■施策⑥ 有害化学物質等の適正管理・処理の指導を進めます  
 有害化学物質を取り扱う事業者に対して、指導を行うとともに、有害化学物質の使用・管理状

況の把握を行います。また、解体工事等によってアスベストが飛散しないよう、事業者に対して、

適正な処理方法の指導を行います。 

 
 
■施策⑦ その他の問題の対策を考え、安心で快適な環境の実現を図ります  
 光害、電波障害、騒音等のさまざまな問題に対し、対策を図っていきます。 

 
 
■市民・事業者の取り組み  

市民 事業者 

市の主な取り組み 

 悪臭について、工場等を設置する事業者に対する事前指導及び、悪臭を発生させた事

業者への指導【環境保全課】 

 清掃工場等における、臭気測定の実施及び設備の適正管理による臭気の発生抑制対策

の実施【資源循環課】                         など 

市の主な取り組み 

 有害化学物質の適正管理・処理の指導【環境保全課】 

 事業者が自ら化学物質の適正な管理を行えるよう届出の指導【環境保全課】 

 既存建物の解体時におけるアスベスト使用調査・届出・適正処理の指導【環境保全

課】、【建築開発審査課】                       など 

市の主な取り組み 

 建物等を建設する事業者に対する電波障害の事前調査や対策の指導【環境保全課】 

 電波障害及び受信障害の相談、情報提供【環境保全課】 

 事業者に対する屋外照明、駐車場での車両照明等の配慮など光害未然防止の指導【環

境保全課】 

 街路灯への遮光板の取り付け【道路維持課】 

 監視・指導による土砂の不法投棄の防止と早期発見【建築開発審査課】 

 近隣騒音などのトラブル防止のためのマナー啓発【環境保全課】 

 市民の生活環境の保全のための空き家対策の推進【住宅課】 
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・自家用車購入の際には、電気自動車などの
環境にやさしい低公害車の選択を検討しま
す。 

・エコドライブを実践します。 
・家庭における悪臭の発生防止に努めます。 
・家の庭等でごみを焼却しません。 
・下水道が整備されたときは、速やかに接続

します。 
・下水処理場を見学し、下水処理の方法を学

びます。 
・音響機器やペットの鳴き声、早朝・深夜の

オートバイや自動車利用などで、騒音を出
さないようにします。 

・営業車等購入の際には、電気自動車などの
環境にやさしい低公害車の選択を検討しま
す。 

・エコドライブを実践します。 
・工場、事業所等における悪臭の発生源につ

いては、密閉性の高い建屋内に設置するな
ど周辺に影響を及ぼさないようにします。 

・事業所の敷地等でごみを焼却しません。 
・事業所からの排水は、法制度に基づいて適

切な管理を徹底します。 
・騒音・振動を発生させる機器や拡声器等の

使用を控え、使用する場合には、周辺に配
慮します。 

・不必要な照明の利用を控え、特に上向きの
照明は極力使用しないようにします。 
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 地域の住民自らの積極的な行動を促し、市民が愛着を感じる美しいまち並みづくり、快適な道

路環境づくりを進めます。 
 
■施策① 愛着のある景観づくりを進めます  
 事業者向けの景観づくりのセミナー、市民サポーターと協力した啓発等を進めます。また、公

共事業では、景観アドバイザーの活用を進めます。 

 
 
■施策② 快適な道路環境づくりを進めます  
 快適な道路環境づくりのため、放置自転車の削減等の取り組みを進めます。また、市民や事業

者による道路の美化活動を促進します。 

 

 
■施策③ ごみの不法投棄、ポイ捨ての防止に努めます 

 ごみの不法投棄防止のため、土地所有者に防止策を啓発・指導するとともに、土地所有者・市

民・行政の協働による再発防止策の検討を進めます。また、ポイ捨ての防止のための取り組みや

普及啓発を進めます。 

施策の基本テーマ② 美しく快適なまちを維持します 

市の主な取り組み 

 公共事業における景観アドバイザーの活用の推進【地区街づくり課】 

 屋外広告物の景観事前相談の推進【地区街づくり課】 

 景観づくりセミナーの実施【地区街づくり課】 

 景観づくり市民サポーターによる啓発活動の実施【地区街づくり課】   など 

市の主な取り組み 

 市内各駅における放置自転車対策の実施【道路管理課】 

 学校や地域での自転車や二輪車のマナー啓発【市民生活安全課】 

 都市計画道路、市街地道路での無電柱化工事の実施【道路整備課】 

 市民ボランティア団体による道路の美化活動の推進【道路管理課】    など 
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■市民・事業者の取り組み  

市民 事業者 
・自宅周辺の道路などの清掃、除草を定期的

に行います。 
・自転車を駅周辺等に放置しません。 
・空き缶やたばこ等のごみのポイ捨てはしま

せん。 
・地域の清掃活動に参加します。 

・事業所周辺の道路などの清掃、除草を定期
的に行います。 

・広告の設置にあたっては、機能、位置、規
模、色彩等について景観との調和に努めま
す。 

・地域の清掃活動に参加します。 
  

市の主な取り組み 

 統一美化キャンペーンの PR【環境保全課】 

 美化推進重点区域（あきかん、吸い殻等のポイ捨て防止区域）の指定及び運用【環境

保全課】 

 道路等喫煙禁止区域（路上喫煙禁止区域、喫煙スポット）の指定及び運用【環境保全

課】 

 あき地の所有者への雑草除去指導【環境保全課】 

 不法投棄監視カメラの有効利用及び、パトロールによる再発防止対策の実施【３Ｒ推

進課】 

 土地所有者等との協働による、不法投棄再発防止対策の検討・実施【３Ｒ推進課】 

など 
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基本目標５ 環境について、みんなで学び、協働を進めるまち 

 

【施策体系】 

 

 
 
 
【成果指標】 

「基本目標 5 環境について、みんなで学び、協働を進めるまち」における計画の進捗状況を

把握するため、基本テーマごとの成果をあらわす指標を以下のとおり設定し、今後評価を行いま

す。 

指標 基準値 目標値 
環境に配慮した行動を行っている市民の割合（%） ●●（2021 年度） ●● 
エコ宣言事業者数（店・事業所） 60 店・事業所

（2019 年度） 
●● 

SNS 等のアクセス（ビュー）数（ビュー数) ●●（2019 年度） ●● 
 
  

基本目標 

施策の 
基本テーマ 

環境について、みんなで学び、協働を進めるまち 

①さまざまなエコ市民の育成
と協働のネットワーク構築を
進めます 

②誰にとってもわかりやすい
環境情報を発信します 

指標 

環境に配慮し
た行動を行っ
ている市民の
割合（%） 

エコ宣言事業
者数（店・事
業所） 

SNS 等のアクセス（ビュ
ー）数（ビュー数) 
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 環境を保全し、より良い環境を実現していくためには、環境配慮に関する一人ひとりの心がけ

と実践が重要です。市民、市民活動団体、事業者などの環境への関心を高めるきっかけや、身近

な場所で環境学習に取り組むことができる機会を創出し、また、環境活動を促進するため、さま

ざまな支援を行うことで、環境に配慮した生活や行動を自分ゴトとするエコ市民を育成するとと

もに、異なる主体同士のネットワークの構築を支援することで、取り組みを効果的に推進してい

きます。 

 
■施策① 環境に配慮した市民・事業者を認定する制度を運用します 
 環境に配慮した取り組みを実施している市民・事業者を認定する制度を運用し、環境配慮行動

を促します。 

 

 
■施策② 環境保全活動の担い手育成制度によるエコ市民の育成、活用を図ります 
 環境保全活動の担い手を育成するため、環境に関する活動を行っている団体等の支援を検討し、

エコ市民の育成、活用を図ります。 

 

 
■施策③ 市民の環境学習や環境保全活動に参加する機会の充実を図ります 

施策の基本テーマ① さまざまなエコ市民の育成と協働のネットワーク構築を進

めます 

市の主な取り組み 

 「わたしのエコ宣言」による家庭での取り組み支援【環境・自然共生課】 

 まちだエコ宣言制度の推進【環境・自然共生課】 

 まちだ 3R 賞の推進【３Ｒ推進課】                  など 

市の主な取り組み 

 ごみ減量サポーターの地域活動支援【３Ｒ推進課】 

 環境保全活動団体や環境保全に取り組む市民への支援の検討、実施【環境・自然共生

課】、【環境政策課】                         など 
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 市民の環境学習の機会創出、環境保全行動の促進のため、環境講座等を開催します。また、体

験型の環境学習の充実を図ります。 

 
 
■施策④ 次世代を担う子どもの環境教育を進めます 

 子どもの環境に対する意識の向上を目指して、学校における環境教育の充実、学校教育以外の

場での環境学習・環境保全活動の機会の創出を進めます。また、さまざまな環境教育プログラム

を利用しやすくするため、環境教育情報の収集・提供を進めます。 

 
 
■施策⑤ 事業者の環境配慮への取り組みや環境保全活動を支援します 
 事業者の環境配慮への取り組みや環境保全活動を促進するため、事業者を対象とした環境講座

の開催、環境保全活動に取り組みやすい環境の整備を進めます。 

 
 
■施策⑥ 大学等との連携を進め、環境学習の機会を創出します 

市の主な取り組み 

 環境に関する学習機会の提供【生涯学習センター】、【市民協働推進課】、【環境・自然

共生課】 

 ライトダウン等節電意識向上のためのキャンペーンの開催を通じた啓発【環境・自然

共生課】 

 生物多様性に関わる多様な主体の交流の場づくり【環境・自然共生課】  など 

市の主な取り組み 

 各教科等における指導、環境学習、農業体験、自然体験の実施【指導課】 

 ボランティアコーディネーター等を活用した環境教育の実施【指導課】 

 出前講座を活用した児童・生徒、保護者への環境教育の実施【３Ｒ推進課】 

 子ども向け環境講座のプログラムの企画・実施【環境・自然共生課】 

 こどもエコクラブの設立促進と活動の継続支援【環境・自然共生課】 

 出前講座や大学が提供する環境教育の取り組み等、既存の環境教育プログラム情報の

収集、提供【環境・自然共生課】                  など 

市の主な取り組み 

 中小企業が行う環境に配慮した整備への改修等に必要な資金調達への支援【産業政策

課】 

 事業者の環境保全活動の支援【環境・自然共生課】、【環境政策課】 

 公益的市民活動への事業者参加の促進【公園緑地課】          など 
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 市民、市民団体、事業者、地域、大学、行政等の多様な主体の連携・協働による環境学習に関す

る取り組みを推進するための仕組みづくりを検討します。 

 
 
■市民・事業者の取り組み  

市民 事業者 
・子どもと一緒に地域の環境活動やイベント

等に参加します。 
・環境学習講座、講習会へ参加して、環境問

題等の理解を深めます。 
・市や地域、団体等が行う環境に関する活動

に参加します。 
・「わたしのエコ宣言」の取り組みに参加しま

す。 

・環境に関するイベント等への出展を検討し
ます。 

・市や地域、団体等が行う環境に関する活動
に参加します。 

・まちだエコ宣言やまちだ 3R 賞の参加を検
討します。 

 

  

市の主な取り組み 

 相模原・町田大学地域コンソーシアムや各大学と環境学習に関する取り組みを連携・

協働して行うための仕組みづくり【生涯学習センター】 

 ECO‐TOP インターンの受け入れ【環境政策課】            など 
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 環境に対する理解と関心を深め、環境配慮に関する一人ひとりの心がけと実践を促すため、ホ

ームページ、ＳＮＳ等を活用した積極的な環境に関する情報を発信するとともに、新たな考え方

を取り入れた普及啓発方法の検討を進めます。 
 
■施策① 環境イベント等におけるナッジ理論等を取り入れた新たな普及啓発方法を検討します 
 環境に配慮した行動等が自発的に実践されるよう、ナッジ理論等の新たな考え方による啓発方

法を検討し、環境イベント等での活用を進めます。 

 
 
■施策② 市民・事業者に向けて環境に関する情報を積極的に発信します 

 市民・事業者の環境に対する意識の向上を図り、環境に配慮した行動を促進するため、市の取

り組みや環境全般に関する情報を発信します。 

 
 
■市民・事業者の取り組み  

市民 事業者 
・市のホームページや SNS をとおして、環境

に関する情報を収集し、市の環境に関する
取り組みについて理解を深めます。 

・地球温暖化等の環境問題が生活に与える影
響を理解し、自らできる行動を考えます。 

・市のホームページや SNS をとおして、環境
に関する情報を収集し、市の環境に関する
取り組みについて理解を深めます。 

・地球温暖化等の環境問題が事業に与える影
響を理解し、事業者間で共有します。 

  

施策の基本テーマ② 誰にとってもわかりやすい環境情報を発信します 

市の主な取り組み 

 ナッジ理論を用いた啓発方法の検討【環境政策課】、【環境・自然共生課】 

 環境イベントでのナッジ理論の活用【環境政策課】、【環境・自然共生課】  など 

市の主な取り組み 

 環境に関する情報の発信【環境政策課及び各課】 

 環境に関する出版物を充実させて提供、環境をテーマにした特集コーナーを随時設置

【図書館】 

 町田市の環境の状況・取り組み等を、白書・ホームページ等で公表【環境政策課及び各

課】 

 市のイベントにおける環境配慮の取り組み推進【環境政策課及び各課】 

 ホームページ・SNS 等の充実による情報集約・発信【環境政策課】 

 地域の歴史・民俗・自然等の資料のデジタル化【図書館】 

 オンライン学習の推進【生涯学習センター】                など 
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第5章 重点プロジェクト 
5.1 重点プロジェクトの考え方 
5.1.1 重点プロジェクトの位置づけ 

本計画の施策に紐づく事業の中には、市の現状や社会動向などを踏まえて特に重視すべきもの

や、計画の取り組み全体の底上げを図る上で重点的に取り組むべきものがあります。 

そこで、望ましい環境像を実現するために、全庁的な推進体制のもとで優先的に取り組むべき

主要な事業を重点プロジェクトとして位置づけます。 

重点プロジェクトは、複数の基本目標と横断的に関係する事業とし、計画的に実施するととも

に、点検・評価によって取り組み成果の確実な積み重ねを図ります。 

 

5.1.2 重点プロジェクト設定の基本的な視点 
重点プロジェクトは、市が自ら主導することで取り組みの確実な進捗管理と成果の可視化がで

きるものの中から、以下に示す基本的な視点に基づき設定します。 

 

 

 

5.1.3 重点プロジェクトの設定 
重点プロジェクトは、以下のとおり設定します。 

 
No 重点プロジェクト（案） 
1 再生可能エネルギーの利用拡大 
2 電気自動車（ＥＶ）等の導入による多面的な活用 
3 水素エネルギーの利活用支援 
4 里山環境の整備 
5 遊休農地のあっせん 
6 地産地消推進事業 

＜重点プロジェクト設定の基本的な視点＞ 
 
 各基本目標の牽引役となり、複数の基本目標の課題解決に貢献する 

本計画における 5 つの基本目標の実現に向けた取り組みを短期的かつ強力に牽引するこ

とで、本計画の着実な推進につながるもの。さらに、複数の基本目標に横断的に関わる

ことで、環境課題全般への貢献が大きいもの。 
 
 市特有の環境課題の解決に大きく貢献する 

市の地域特性に起因する環境課題の解決に対して、大きな改善や向上の効果が期待でき

るもの。 
 
 SDGsの視点から環境、経済、社会を統合的に向上する 

環境側面からアプローチすることで、市の環境課題だけでなく、社会面、経済面におけ

る地域課題に対しても、相乗的・副次的な効果が期待できるもの。 
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5.1.4 重点プロジェクトの体系イメージ 
重点プロジェクトは、位置づけや基本的な視点において前述したとおり、基本目標達成に向け

て計画を強力に推進するエンジンになるとともに、複数の基本目標に横断的に関わることで、大

きな環境への効果が期待できるプロジェクトとなります。 

基本目標に紐づけられる施策を網羅的に推進する中で、この重点プロジェクトに基づき、主要

な事業を必要に応じて組み合わせることなどにより、先進的で持続可能な将来に向けた足掛かり

として取り組んでいきます。 

 

 

図 22 基本目標と重点プロジェクト（案）の体系 
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5.2 重点プロジェクト 
P65～P70 に示す 6 つの重点プロジェクト（案）は、重点プロジェクト設定の基本的な視点

に沿って設定しています。重点プロジェクトについては、今後も引き続き検討を行います。 

 

重点プロジェクト 1 再生可能エネルギーの利用拡大 

概要 

全国的な再生可能エネルギー導入の起爆剤となっていた太陽光発電等に
おける固定価格買取制度（FIT 制度）が見直されるため、この状況を踏まえ
た新たな太陽光発電システム等の導入促進を図る仕組みづくり等が求めら
れます。 

住宅や事業所に向けて、導入の初期費用が発生せず、使用した電気代分を
電力会社に支払うことで、太陽光発電設置費用を回収する「0 円太陽光発電
（PPA）」に、市が一部を助成することで、より積極的な導入を促進する仕
組みを検討します。 

プロジェクト 
イメージ 

 

各主体 
の役割 

【市】     ：太陽光発電設置の助成、市のホームページ等で事業の情報提
供 

【市民】   ：太陽光発電の導入、電気代の支払い 
【施工会社】：太陽光発電の設置、機器のメンテナンス 
【電力会社】：不足電力の供給、余剰電力の購入 

効果（環境） 再生可能エネルギー導入と発電電力の自家消費が促進されることで、温室効
果ガス排出削減に貢献 

効果（経済） 機器の調達や施工等に関する産業・雇用創出等を期待 

効果（社会） 市内の各建物に災害時の電源として活用できる太陽光発電の普及が進むこ
とで、市域全体の防災機能の強化を期待 

 
  

家庭

施工会社

電力会社

助成金
（例：10万円/kW）

初期費用ゼロで
太陽光発電設置

設置を依頼

電気料金

不足電力
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重点プロジェクト 2 電気自動車（ＥＶ）等の導入による多面的な活用 

概要 

東京都では、都内での新車販売について、2030 年までに脱純ガソリン車
を表明していることから、今後、電気自動車（EV）等への転換を図っていく
必要があります。 

また、電気自動車は蓄電池として、再生可能エネルギーで発電した電気を
無駄なく使ったり、電気を貯めて災害時に電源として活用できる点で重要な
役割を担います。 

本プロジェクトでは、電気自動車や電気自動車充電設備、V2Hb、V2Bcの
導入を促進し、市内自動車の電動化に対する支援を行います。 

プロジェクト
イメージ 

 

各主体 
の役割 

【市】   ：公用車における電気自動車の導入、電気自動車充電設備の設置、
V2B の導入 

【市民】 ：自家用車における電気自動車の導入、V2H の導入 
【事業者】：事業者における電気自動車の導入、電気自動車充電設備の設置、

V2B の導入 

効果（環境） 再生可能エネルギーなどの電気が無駄なく使われることで、温室効果ガス排
出削減 

効果（経済） 機器の調達や施工等に関する産業・雇用創出等 
効果（社会） 電気自動車を非常用電源として活用することで、市域全体の防災機能の強化 

 
 

 

 
b V2H とは、Vehicle to Home の略称で、電気自動車と建物（住宅）の間で電力の相互供給をするシステムの
ことです。 
c V2B とは、Vehicle to Building の略称で、電気自動車と建物（ビル）の間で電力の相互供給をするシステム
のことです。 

町田市 

市民 事業者 

EV 充電インフラ拡充の
ための情報提供等 

公共施設 

EV充電設備 

EV の導入 

V2B の導入 

施設の利用、 
避難所の利用 

充電利用 

充電設備
の設置 

EV の導入 EV の導入 

充電利用 
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重点プロジェクト 3 水素エネルギーの利活用支援 

概要 

将来的な水素社会の実現に向けて、燃料電池自動車（FCV）普及のため
の重要なインフラである水素ステーションの市内誘致を進めます。 

一方で、燃料電池自動車（FCV）の急速な普及を短期的に見込むことが
難しいことから、設置した水素ステーションに近接する市有施設等に燃料
電池を設置し、電気・熱を施設で自家消費することで、水素エネルギーの
積極的な需要を創出します。 

公用車へ燃料電池自動車（FCV）を率先的に導入するとともに、避難所
施設に可搬型の外部給電設備を導入することで、非常時には燃料電池自動
車（FCV）から給電できるようにします。 

プロジェクト 
イメージ 

 

各主体 
の役割 

【市】     ：水素ステーションの誘致、燃料電池自動車（FCV）の導入 
       燃料電池の導入、可搬型外部給電設備の導入 
【市民】   ：燃料電池自動車（FCV）の導入 
【事業者】 ：水素ステーションの運営、近接施設への水素供給 

効果（環境） クリーンな水素エネルギーの利活用が進むことで、市域全体からの温室効
果ガス排出削減に貢献 

効果（経済） 関連施設・設備の調達や施工・事業運営等に関する新たな産業・雇用創出
等を期待 

効果（社会） 
避難所に指定されているような市有施設等に電源・熱源として活用できる
燃料電池や外部給電設備が導入されることで、市域全体の防災機能の強化
を期待 

 

  

水素ステーションに近接する市有施設等

燃料電池 公用車（FCV）

水素ステーション（民間事業者）

水素

電気

避難所施設（非常時）
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重点プロジェクト 4 里山環境の整備 

概要 

町田市には、国の「生物多様性の保全上重要な里地里山」に選定される
豊かな里山が存在するなど、自然との接点を持つことのできる貴重な環境
が残されています。 

SDGs 等の近年の社会環境の変化を踏まえると、今後はこの貴重な市の
資産を市民等が積極的に活用でき、持続可能な保全につなげる必要があり
ます。 

そのため、市の里山環境を活かした、観光農園による収穫体験、キャン
プやフットパス、交流回遊拠点の整備等を団体・民間企業等が積極的に企
画し、事業運営できるような下地づくりを行います。 

プロジェクト 
イメージ 

 
各主体 
の役割 

【市】       ：里山環境の整備、情報の集約・情報発信 
【団体・事業者】 ：企画、事業運営 

効果（環境） 里山環境の持続可能な維持・保全、市民等の自然に触れあう機会の創出 

効果（経済） 市内だけでなく市外からも多くの利用者が来訪することによる観光振興、
関連する施設整備や新たな起業等による産業振興等を期待 

効果（社会） 
多くの利用者が市の里山環境を利用することで、人材交流の活性化や人的
ネットワークの構築等を期待 
緑地の保全によるヒートアイランドの緩和 

 
  

掲載可能なイメージ等を図示 
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重点プロジェクト 5 遊休農地のあっせん 

概要 

農地には、水源の保全、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的
な機能がありますが、町田市では、農業者の高齢化とともに、担い手不足
による遊休農地が増加してきています。新規就農希望者や農地を拡大した
い農業者へ農地をあっせんし、活用することで、農地の保全を図るととと
もに農業者の経営基盤の強化を図ります。 

市街化調整区域の遊休農地を、新規就農希望者や農地を拡大したい農業
者とマッチングして賃借し、遊休農地の解消および農地の集積化を図りま
す。 

プロジェクト 
イメージ 

 

各主体 
の役割 

【市】   ：農地情報の集約・情報発信、地権者の紹介 
【農家】 ：担い手バンクへ登録、農地の活用 
【地権者】：農地バンクに登録、農地の貸し出し 

効果（環境） 農地の維持・保全 
効果（経済） 新規就農者の創出、農地拡大による農家の経営基盤の強化 
効果（社会） 非常時の防災用地としての活用や豪雨時の洪水の緩和 
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重点プロジェクト 6 地産地消推進事業 

概要 

市内農産物の流通や販売促進の課題に対して、生産者から直接、送料無料
で買い物ができる生鮮食品 EC を活用した「地域生産物の販促・流通構築パ
ッケージ」による課題解決にあたります。 

市内に設置された共同集荷所に、市内生産者の農産物持ち込みによる出荷
支援を行います。あわせて、町田市が管理する施設・関連施設へ商品受け取
り場所である生鮮宅配ボックス「マートステーション」の設置を推進し、市
内の消費者がサービスを利用しやすい環境を整備します。 

これにより、市内生産者の農産物を出荷当日に市内消費者へ届けることが
できるようになり、これまで直売所などで市内産農産物を購入する機会が少
なかった日中仕事をしている方、直売所が近くにない方などでも手軽に市内
産農産物を購入できるようになり、地産地消の推進を図ります。加えて、事
業者の流通網を活用して市外へも配送していくことで、市内生産者の更なる
販路拡大、市内産農産物のブランディング向上及び販売促進を実現します。 

プロジェクト 
イメージ 

 
出典：町田市 プレスリリース 

各主体 
の役割 

【市】   ：マートステーションの設置 
【市民】 ：農産物の購入 
【農家】 ：共同集荷場へ農産物の持ち込み 
【事業者】：共同集荷場の設置、商品の配送、EC サイトの運営 

効果（環境） 農地の維持・保全 
農産物の輸送距離が減ることによる温室効果ガス排出削減 

効果（経済） 販路拡大による農産物の販売促進 

効果（社会） 新鮮な農産物の購入 
地元農産物を食べることによる地域への愛着心の創出 
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5.3 重点プロジェクトのロードマップ 
各重点プロジェクトは、以下のロードマップに沿って進めることとします。 

 
◎：主に関係する基本目標、○：関係する目標 

重点 
プロジェクト 

ロードマップ 基
本
目
標
１ 

基
本
目
標
２ 

基
本
目
標
３ 

基
本
目
標
４ 

基
本
目
標
５ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

再生可能エネル
ギーの利用拡大 

          

◎    ○ 

電気自動車（Ｅ
Ｖ）等の導入に
よる多面的な活

用 

          

◎   ○ ○ 

水素エネルギー
の利活用支援 

          

◎   ○ ○ 

里山環境の整備 

          

○ ◎   ○ 

遊休農地のあっ
せん 

          

○ ◎   ○ 

地産地消推進事
業 

          

◎ ○   ○ 

 
  

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●● 
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第6章 推進体制・進行管理 
6.1 推進体制 

本計画の実効性を確保し、着実な取り組みを推進するためには、強固かつ柔軟な推進体制を構

築することが重要です。このため、市が総合的に施策を展開することはもちろんのこと、市民、

事業者などにおける自主的な行動を促進するため、相互に連携・協働することにより推進してい

きます。 

また、市においては、推進の成果として、関係各部局より各種事業の実施状況、成果指標の推

移などを収集・把握し、その結果をとりまとめて環境管理委員会に報告し、評価を行うことによ

り、市の環境の実態を定期的に把握し、計画を管理することのできる推進体制を構築します。 

こうして、地域一丸となって本計画に基づくさまざまな取り組みを実行することで、「みんな

で将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ」の実現を目指します。 

 

（体制図の掲載、環境管理委員会等の役割について記載） 
 
6.2 進行管理 

本計画は、市の環境を守り創る「道しるべ」として、市の望ましい環境像、施策の方向性・具

体的な施策・取り組みや市民・事業者等の取り組みの基本的なあり方などを示す環境政策の総合

計画・実行計画として策定するものです。 

現在の社会経済活動が、環境問題とより密接な関係を持つようになっていることから、まちづ

くりや防災などのさまざまな分野との横断的な連携による計画の推進が必要となります。  

そのため、本計画の進行管理にあたっては、毎年の施策・事業の実施状況や関連する成果指標

の推移などから評価を行うことで、計画の進捗状況を統合的に把握していきます。  

この評価結果は、「町田市環境白書」として毎年とりまとめ、市のホームページや各種 SNS 等

を通じて公表することで、市の環境の現状を市民・事業者等に広く発信していきます。 

なお、今後の環境や社会状況の変化に臨機応変に対応して、計画期間の途中で必要な見直しを

実施します。計画の見直しにあたっては、町田市環境審議会を通じた専門的な調査、審議を行う

ことで、適切な施策等の立案を行います。 
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付属資料 
用語解説等 
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