資料 １

評価・提案事項一覧と補足説明について

資料 1

1
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委員評価一覧

委員名

資料１
評価点
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

川瀬 博

3

5

3

3

3

堂前 雅史

3

3

3

5

5

根本 志保子

2

5

3

4

4

鳴海 大典

1

3

1

3

3

高田 秀重

5

5

3

5

5

宮下 徹

3

3

1

3

3

佐藤 正志

-

-

-

-

-

大久保 雅司

3

5

3

3

5

大庭 洋平

3

5

3

5

3

渋谷 弘子

3

5

3

5

3

坂本 仁子

3

3

3

5

3

大平 惇

1

3

3

3

1

藤田 史惠

3

5

3

5

3

宿野部 史貢

3

5

3

5

3

石田 恵美

3

5

3

5

3

平均

2.8

4.3

2.7

4.2

3.4

2019年（2018年度実績）
の評価点

2

（参考）

委員名

資料１
評価点
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

川瀬 博

5

5

5

3

3

堂前 雅史

3

3

3

5

3

根本 志保子

1

5

2

3

3

鳴海 大典

3

3

1

3

3

高田 秀重

3

5

3

5

3

宮下 徹

3

3

1

3

3

佐藤 正志

-

-

-

-

-

大久保 雅司

4

3

3

5

3

大庭 洋平

1

5

3

5

5

渋谷 弘子

3

5

3

3

5

坂本 仁子

3

5

3

3

3

大平 惇

5

3

3

5

1

藤田 史惠

5

5

3

5

3

宿野部 史貢

1

5

3

3

5

石田 恵美

3

3

3

5

5

平均

3.1

4.1

2.8

4.0

3.4

2018年（2017年度実績）
の評価点
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資料1

評価理由
基本目標１

地域で取り組む地球温暖化の防止

評価点

2.8

川瀬委員

市民一人あたりの二酸化炭素排出量とエネルギー使用量が数値とグラフで可視化されている
ことは大事なことである。

堂前委員

マイカー利用を控える人の減少が止まらない。公共交通機関の利便性向上、たとえば路線バス
利用環境整備が進まないと、環境意識に訴えるだけでは難しいように思う。特別緑地保全地区
の拡大は重要。
エネルギー消費量やCO2消費量の削減策として、「わたしのエコ宣言」や「みどりのカーテン」だ
けでは効果が弱すぎると思います。啓蒙啓発としても限界があります。

根本委員

鳴海委員

目標項目のいずれも目標値と現状の差が大きく、目標達成の見通しがないため。

宮下委員

国策で行うもの、都レベルで行うもの、町田市で行うこと、そして市民レベルで行うもの という
取組みの方法が存在する中、ここで示さなければならないことが大きすぎ何を以って評価する
べきなのかが分からない。重点施策の中で町田市としてやるべき項目と評価、市民レベルでや
るべきことと評価があるが、「地球温暖化の防止」という基本項目の消化には無理があると考え
ることから、全般的な評価として【3】とした。

高田委員

特別緑地保全地区の指定拡大、緑のカーテンの導入は、緑地の残る町田市らしい取り組みと
評価できる。
重点事項【２】「みどりのカーテン等の積極的な導入」については、省エネルギー・CO２削減にも
良い取り組みであるが、2019年度エコに関する市民アンケートでは、約54.7％が「活動を知らな
い」という結果となった。もっと積極的な周知・協力依頼が必要と考える。
重点事項【６】「エコドライブの周知、普及・啓発の実施」については、自動車からの温室効果ガ
ス制御にかかる普及・啓発として良い取り組みであると考える。
その他の事業「（２）持続可能なエネルギー利用への転換を図ります～①公共施設における取
り組みを進めます」における公共施設及び大型街路灯の省エネ型照明器具への交換や、公園
灯のLED化へ向けた調査のについては、省エネルギーかつ長寿命な設備として有効な取り組
みと考える。
その他の事業「（２）持続可能なエネルギー利用への転換を図ります～②家庭における取り組
みを促進します」による取り組み事項である「家庭用への省エネ機器の導入支援」は、CO２削
減の実現に大変有効と考える。
地球温暖化については市民の興味はあるようであるが、取り組みという点では進んでいないよ
うに感じる。引き続き取り組みを進めてもらいたい。

大久保委員

大庭委員

渋谷委員

わたしのエコ宣言、去年より参加者増。みどりのカーテン等、少しずつ増えている。公共施設数
の増加。木曽商工ネットにて、木曽交差点花だん作りに参加。

坂本委員

「わたしのエコ宣言」の参加者が増加しているので、マイカー使用をもっと控える市民の割合を
今後増加させることができるのではと期待します。

大平委員

二酸化炭素排出量は、原発減少という状況の変化があったものの、増加傾向が止まっていな
い。再生可能エネルギー導入割合は、非常に低い上に、2017年より低下している。マイカー使
用率は低下を続けている。したがって、所定の達成目標の設定が正しいという前提にたてば、
達成できなかったと評価せざるを得ません。

宿野部委員
石田委員

温暖化に関して小生は疑っている。
マイカーの使用をできるだけ控えるという市民の割合が毎年減少しているのは今後の課題です
が、わたしのエコ宣言参加者の増加など重点事業５項目が予定どおり取り組みが進んでいるの
は評価できます。
アンケート結果（参考資料1.p.3)から地球温暖化などの環境問題を原因とする異常気象の影響
で水害（洪水、豪雨）に不安を感じる人が最も多かった。この不安を解消する事業として、重点
事業3.の歩道の透水性舗装の整備がその一役を担っていると考えられ、特に注目すると5段階
評価のうち4段階と進捗度が高いと思います。
重点事業7．の特別緑地保全地区等の指定拡大についても目標値以上の達成を果たしており、
評価できると思います。
重点事業5．水素ステーションの誘致、6．エコドライブの周知、普及・啓発の実施の進捗が低く、
総合評価3としました。

藤田委員
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資料1

提案
基本目標１

地域で取り組む地球温暖化の防止

評価点

2.8

川瀬委員

アンケート結果によれば、異常気象に対して不安をいだく市民が多く認められる。そこで、可視
化された市民一人あたりの二酸化炭素の排出量とエネルギー使用量を用いて、地域で取り組
む地球温暖化の防止として、それらの削減に向けた啓発活動を進めてほしい。

堂前委員

高齢化が進むと、自家用車利用者が増え続けるように思う。公共交通機関の利用促進だけで
なく、環境負荷の低い車でのカーシェアシステムの導入促進なども検討できないか。

根本委員

エネルギー消費量やCO2消費量を本当に減らすためには、再生可能エネルギー普及の問題を
避けては通れません。今は電力会社を自由に選べます。行政が民間部門に立ち入るのは難し
いかもしれませんが、現在は消費者も電力会社が選べること（電力小売り自由化）、選択できる
電力会社のリストなどについての情報なら市民の関心も高いのではないでしょうか。講習会や
情報発信（サイトやパンフレット等）によって、積極的に提供できないでしょうか。

鳴海委員

現状の施策は市民のごく一部にしか届かないものが多いため（わたしのエコ宣言や緑のカーテ
ン支援など）、町田市民のマジョリティ層に届く、施策の抜本的な変革が必要なのかもしれませ
ん（ゆるキャラや市内出身有名人からの呼びかけ、駅前大型ビジョンでの宣伝など）。

宮下委員

市民レベルで自己評価（進捗管理⇒達成度合いが分かり易い⇒遣り甲斐の醸成）が出来るも
のを評価指標に示すことが必要ではないか。
水素ステーション誘致の目標は、現実的な目標に変更すべきではないか。

大久保委員

2019年度エコに関する市民アンケートによると、「緑のカーテンづくり」について「興味がない」と
いう選択項目があるにもかかわらず、「やっていない」という回答が66.3％もあることから、「興味
はある」という裏付けと思われるため、苗を無料配布していることや、育て方講習会を実施して
いること、ホームページや広報、市内一斉放送等を活用して広く周知が必要と考える。
また、配布期間や配布回数の検討と併せて、市民団体や家庭だけでは無く、市内の企業にも
広く協力要請を行い、取り組みの拡大を行ってはどうか。
エコドライブおよび電気自動車の普及は、各施策の実現に向けて大変有効であり、今後も普及
促進が必要であると考える（災害時には蓄電池としても有効利用可能）。
なお、数年、水素ステーションの誘致が決定されない事を鑑み、まずは電気自動車の普及に向
けて、利便性向上のため電気自動車充電施設の増設検討が必要と考える。
市内各商店会および自治会管理の小型街路灯のLED化については、他行政に比べて少なく感
じるため、東京都と連携して助成制度の拡充と積極的なPRが必要と考える。
ヒートポンプを利用しているエアコンやエコキュートは、少ない投入エネルギーで空気中の熱を
集め、大きな熱エネルギーとして利用する技術を活用しているので、エネルギーの有効活
用、CO２排出量も大幅に削減できることから、導入支援、情報提供は施策実現に向けて有効で
あると考える。

大庭委員

緑のカーテン導入で、ゴーヤの苗だけでなく、他の苗についても考えてみては？きゅうり・アサ
ガオなど
国がレジ袋有料を打ち出したので、レジ袋無しの人が増えてきました。
古傘の再利用で、ループふろしきを作る。レジ袋の代わりに、防災の時にも！
「みどりのカーテン」事業の苗をおく場所を車のない人や高齢者のために増やしてほしい。

渋谷委員
坂本委員
大平委員

これらの目標の達成は社会全体によるものであり、その中で市民の寄与率は極めて小さい。す
なわち、目標の達成と市民の努力の相関関係は希薄であるから、これらの目標設定は、環境マ
スタープランとして適当とは思いません。むしろ、市民の協力や参加を得るためのプロジェクト
の開発と実施を目標とすべきと考えます。

宿野部委員

氷は何故できるのか？何度で溶ける？公開実験

石田委員

重点事業４は予定どおり進んでいるようですが、マイカー使用を控える市民の割合が減少して
いるので達成目標③に関連した事業を新たに検討してはどうでしょうか。

藤田委員

重点事業2の提案として、ゴーヤの苗の配布数を増やす手段として配布先に各町内会を加えて
みてはどうでしょうか。地域に密着した町内会からの働き掛けにより、近所で苗を受け取ること
ができれば配布数も目標値を達成しやすくなると思います。また、緑のカーテン育て方講習会を
町内会館で実施することで、この取り組みの拡大につながると考えます。

5

資料1

評価理由
基本目標２

自然環境と歴史的文化的環境の保全

評価点

4.3

川瀬委員

水辺とのふれあいについて満足している市民の割合および生きものに関心のある市民の割合
の増加が認められたことは、重点事業の進捗とともに政策が浸透しつつあるものと判断され
る。

堂前委員

町田の自然環境の魅力を発信する事業が増えたことは重要で、達成目標における市民意識と
の関係でも大いに評価したい。
一方で「その他の施策」ではあるが、生物多様性でも防災上も重要な「樹林地の管理による里
山の適正な更新」や、「市民を対象とした自然環境学習会による谷戸環境の再生管理」という項
目が後回しにされ、取組予定なしになるのはいかがなものか。竹や木などの森林資源の活用も
取り組まれていないが、市内の緑地管理の持続性の上では重要と考えられる。

根本委員

町田市民の生きものに関する関心が高まっていることが報告書からわかります。イベントの数も
順調に増加しています。自然豊かな町田市の施策と結果として、とても素晴らしいと思います。

鳴海委員

目標項目①を除き、目標達成に向けて順調に現状評価値が上昇しているため。

宮下委員

目標に対する数値的な達成は見られているが、実質的に見て「自然環境と歴史的文化環境の
保全」は合格点とは判断できないことから【3】と評価した。例として「北部丘陵の整備」は現況を
見ても進んでいないことなどが挙げられる。また、里山の保全や緑地帯（市内道路の街路樹等
の整備）については、まだまだ他市（相模原等）と比べて大きく劣っていると考える。（昔年も同
様の意見をしています）

高田委員

自然観察会等、参加型のとりくみが活発であり、評価できる。

大久保委員

自然と都市の共存、自然と文化に彩られた街づくりを計画的に実施しており、進捗についても評
価できる。

大庭委員

年度目標の進捗状況を見ても、評価できると思える。

渋谷委員

北部丘陵の整備、みどりがどんどん少なくなる時代、市の力で手遅れにならないよう活動しても
らいたい。遊休農地のあっせんも素晴らしい事業です。

坂本委員

水辺のふれあいや、生きものに関心のある市民の割合が増加している。そこで里山の原風景を
保全するために遊休化している農地をもっと活用できるのではないかと思う。

大平委員

緑地の割合が減少したけれども、水辺とのふれあいと生き物への関心は増加している。した
がって、形式的には、目標の達成はまずまずであったと言えます。

宿野部委員

近所のレストランで自然に興味ある旨を聞いたら、全員興味関心があるとの答。（鶴川）

石田委員

水辺とのふれあいについて満足している市民と生きものに関心のある市民の割合が増加し、重
点事業も予定どおり進んでいるので評価できます。

藤田委員

重点事業9．水辺の魅力の発信と11．北部丘陵の整備は年度目標を達成しており、13．観光交
流拠点を活用したイベントの実施も進捗度が高く、特に11.については目標値5,000㎡に対し、現
状値が19,108㎡と新たな取り組みによる維持管理や活用が図られた山林等の面積増加が際
立っていると思います。
2021年度までの達成目標②について町田市内での水辺とのふれあいについて満足している市
民の割合が基準年から6.8%増加していることからも重点事業9．の高い進捗によるものだと思い
ます。
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資料1

提案
基本目標２

自然環境と歴史的文化的環境の保全

評価点

4.3

川瀬委員

水辺などの身近な自然は子どもが成長する環境として必要である。そこで、市民（特に子ども）
が日常生活圏の中で水辺や生きものとふれあえるような場づくりを進める事業を展開してほし
い。

堂前委員

「市民を対象とした自然環境学習会による谷戸環境の再生管理」を復活させ、「樹林地の管理
による里山の適正な更新」と進めてほしい。行政で難しければ、市民団体や指定管理者への委
託でも良い。生物多様性の方で、農業振興課が鶴見川源流や奈良ばい谷戸でやっている雑木
林･谷戸管理のようなのはできないだろうか？
竹や木などの森林資源の活用の活性化は、それによって活動する市民になんらかの利益が出
る方法を考えることで、市民活動のインセンティブになるのではないか。ボランティア精神だけに
頼るのでは限界がある。

鳴海委員

市内郊外の公園用地取得や水辺魅力の発信などの取り組みは行われているようですが、多く
の市民が集まる駅前密集地区などにおいて、スポット的に自然と触れあえる場所や機会を提供
することで、より多くの方が自然環境の良さ、重要性に気がつくきっかけになると思われます。

宮下委員

箱物としての公園整備は進められているが、市民が本当に求める公園なのか疑問に思う。四
季彩の杜などは子供達が楽しめるものとは思えない。未来の担う子供達が「行きたい！楽しめ
た！自分に子供が出来たら是非つれて行きたい」と言えるような公園を作るべきと思う。

大久保委員

大庭委員

公園整備にあわせた地域コニュニティバスルートの検討や、マイカー利用を控えるための「徒歩
ルート案内」を既存電柱等を活用して誘導表示を設置するなど、総合的な環境対策が必要であ
ると考える。
ウェルカムゲートの宣伝が足りないと感じる。

渋谷委員

遊休農地を利用した方に、農作物のアピールを何年か後押をする。

大平委員

実施された事業そのものの環境保護効果がどのように検証されているのか、わずかなものだと
思います。実質的効果よりも市民の意識を変える効果が真の狙いではないでしょうか。そうであ
れば、これらを基本目標として位置づけるのではなく、意識改革という新たな基本目標を立て、
その一部としてはどうでしょうか。

宿野部委員

役所の1Ｆで鶏をつぶして子供達にケンタッキーFチキンの元はこれなんだヨと命を教える（気分
が悪くなった人は途中棄権可）。

石田委員

達成目標①に関連した重点事業４項目がすべて予定どおり進んでいるようですが、市域面積に
占める緑地の割合は基準年より減少傾向にあります。①に関連した事業を新たに検討してはど
うでしょうか。

藤田委員

遊休農地でイベントを行ってはどうでしょうか。例えば、小中学生の夏休みに耕作体験の希望
者と保護者を募り、遊休農地のあっせん事業の内容も紹介し農業に興味を持ってもらえたらと
思います。農地整備の経費補助や町田市農業次世代人材投資資金についても周知し、就農意
欲を喚起するきっかけ作りができるような企画があるといいと思います。
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評価理由・提案

資料1

町田生きもの共生プラン
川瀬委員

重点プロジェクトを推進させるために普及啓発資料「まちだ生きもの探しマップ」「お家に生きも
のを呼んでみよう」はたいへん優れている。また、市民からの生きもの生息情報の報告も多く寄
せられているので、それを生物多様性センターの構築に向けて活用する努力を続けてほしい。

堂前委員

市ホームページで保全団体の活動を紹介することは、市内の生物多様性保全の現場と繋ぐ上
で重要。さらに市民活動との連携を深めてほしい。

根本委員

プランでの取り組みの効果が出てきているように思います。

鳴海委員

共生プランと環境マスタープラン（目標2）との関係性がわかりづらく（2重行政のような状況）、そ
れぞれの目的、特徴がより市民にも理解されるような工夫が必要かと思われます。

高田委員

自然の豊富な町田市らしい取り組みと評価される。

宮下委員

地道な活動の成果が少しずつ出ていると思われる。子供たちに生きものの大切さを伝えて行く
には、親の意識が変わらないと進まないと考えるので、今後も子供たちの興味を創る施策と、
親の意識改革を促す取り組みを進めて欲しい。

大久保委員

地域のサスティナブルな発展のために重要な取り組みであるため、自然に触れる機会が少なく
なった子供たちのネイチャーリーダーの育成と、良き時代を過ごした高齢者の活用・融合が必
要と考える。

大庭委員

生きもの共生プランの内容を市民がもっと共有できるようにSNSやアプリのPRを強化してもらい
たい。

渋谷委員

里山を残し、生物を沢山残す。
いろいろな取組を知る事ができました。自然豊かな所に有る小学校から始め、将来他の小学校
へ広がって行くと良い。子供の時の経験が大切だから！

坂本委員

市民協働による生きものの調査は、自治会や高齢者等の協力をあおいだら良いと思う。

大平委員

実施された事業そのものの環境保護効果がどのように検証されているのか、わずかなものだと
思います。実質的効果よりも市民の意識を変える効果が真の狙いではないでしょうか。そうであ
れば、これらを基本目標として位置づけるのではなく、意識改革という新たな基本目標を立て、
その一部としてはどうでしょうか。

宿野部委員

読書しすぎて疲れたり考え事で行き詰った時良い。わかりやすく写真もきれいでverygood！

石田委員

今後も市民が参加できる生きもの調査や学習会の内容を充実させ、PRを積極的に行っていた
だきたいです。

藤田委員

ホームページを活用した町田市の生き物や自然についての魅力発信や市民協働による生きも
の調査が活発に行われていると思います。生物関連学部のある大学との連携を進めていただ
き、一層、充実したものになるように願っています。
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資料

1

情報収集の新たな取り組み
2019 年 4 月から、生きものの種類や分布の調査及び市民に生物や自然に関心
を持ってもらうことを目的として、町田市通報アプリ、
「まちピカ町田くん」を
利用した、生きもの写真の募集を始めました。

7 月までに、およそ 180 件の報告をいただきました。
報告いただいた写真の一部は、種名、撮影地区とともに市のホームページで紹
介し、市内に色々な生きものがいることを皆さんに知っていただく情報を発信
しています。
そして、より多くの方に報告していただくため、この夏、キャンペーンを実施
します！
8 月 15 日から 9 月 30 日の間は、調査対象を拡大。
この間、「市民通報アプリ・まちピカ町田くん」
を使って、素晴らしい報告・調査活動をしてくださ
った方へ記念品をお渡しします。
また、事業開始当初は、報告を受けた旨の自動返
信だけでしたが、7 月からは、種名等も返信するよ
うにいたしました。
写真の撮り方や画像の質などによって、すべての
写真の種名を特定できるわけではありませんが、
「この生きものは何？」といった皆さんの疑問に、
できる限り応えて行き、皆さんの役に立つアプリにしていきます。
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資料1

評価理由
基本目標３

持続可能な循環型社会の構築

評価点

2.7

川瀬委員

達成目標①ごみとして処理する量の削減と達成目標②市民一人あたりのごみ量の削減は、減
少しているので好ましい。だが達成目標③の資源化率は好ましくない。

堂前委員

一人あたりのゴミ減量化、再資源化の努力は評価するが、処理量の減少が進んでいない。処
理施設の整備の遅れなので仕方がないのだろうが、達成目標との差が大きい。

根本委員

排出される廃棄物をどう処理／リサイクルするかの施策が中心となってしまっています。そのた
め、達成目標の①「ごみとして処理する量を40％削減、2020年に6万トンにします」の達成見込
みはかなり困難と思われます。

鳴海委員

目標項目②に示されるように、着実に一人あたりのゴミ量は減っているが、項目①や③につい
て目標値と現状の差が非常に大きいため。

高田委員

ごみの減量の取り組み、リサイクル広場の活用、バイオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設
の整備等評価できるが、熱回収施設の整備については循環型社会の将来を見た観点から疑
問が残る。また、ペットボトルについては再資源化施設の整備が行われているが、ペットボトル
の消費削減のための取り組みが見えない。給水器の設置等進めているのだろうか？

宮下委員

ごみの減量や環境への配慮、循環型社会の構築は世界の潮流であり、国策として取組まなけ
ればならない課題であることの認識は社会全体に浸透しつつあり、町田市においても同様と思
われる。一人あたりのごみの排出量の減少がその表れではないか。しかしながら、行政サイド
としての取組みは、ごみ処理施設の整備遅れにより大きな進展があったとは言えない。そのよ
うな観点から全体としての評価は【１】とした。

大久保委員

循環型社会の構築には市民への意識づけが大切なので、幅広い広報活動が必要と考える。

大庭委員

ごみとして処理する量は減っているが、大幅に減っている訳ではなく、資源化率はむしろ低下し
ており、目標達成には程遠い。

渋谷委員

リサイクル広場開催箇所の増加により来場者増。リユースも広まっている。
もったいない意識から食品ロスの啓発。
資源ゴミ処理施設の整備が遅れている。
プラスチックゴミ処理が急がれる。

坂本委員

市内の事業者から排出されるごみの減量を推進するために「まちだ3R賞」を創設したことは評
価できる。併せて市民のごみ排出指導を一層推進していただきたい。

大平委員

ごみとして処理する量は大きく減少している。一人一日あたりの処理量は大きく削減されてい
る。資源化率は低下している。したがって、目標は達成されつつあると言えます。

宿野部委員

2017→770ｇ
2018→758ｇ
2020→782ｇ
この数字って他県、東京23区、稲城市、八王子と比較してどの程度？凄い？たいした事無い？
比較が欲しい。

石田委員

資源化率は低下していますが、一人当たりのごみの量が順調に減少しているのは評価できます。

藤田委員

重点事業14．情報発信拠点としてのリサイクル広場の活用、15．ごみ減量に関する出前講座の
充実は現状値が目標値にかなり近づいており、重点事業16．食品ロスの啓発等、各種キャン
ペーンの実施と17．事業所向けの情報提供の実施は目標値を上回っており、素晴らしいと思い
ます。
重点事業19．ごみ・資源の新たな効果的な収集方法の検討、21．資源ごみ処理施設の整備の
進捗度が特に低いため、総合的に判断して基本目標3については評価点3としました。
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資料1

提案
基本目標３

持続可能な循環型社会の構築

評価点

2.7

川瀬委員

社会の大きな政策課題となっている使い捨てプラスチックの使用削減に向けて、町田市として
啓発活動を進めてほしい。

堂前委員

施設建設計画は周辺住民との十分な合意形成を踏まえて進めてほしい。

根本委員

日本政府は世界に立ち遅れていますが、世界は「プラスチックを使わない」方向に足をふみだし
ています。数年以内には国際社会からの要請で、国内および地方自治体の行政にもプラスチッ
ク問題への対応が迫られると思います。けれどもレジ袋有料化だけではほとんど効果がなく、ま
た十分な対策がとられていると世界からは認識されないと思います。例えば、町田市内の事業
者（スーパー等流通や飲食店）に、使い捨てプラスチック使用削減の指導はできませんか。すで
にそのような対策を取り始める自治体が出てきています（徳島県上勝町や熊本県水俣市な
ど）。

鳴海委員

大型施設の稼働開始が2027年度ということで、2020年度の目標達成は困難な状況にありま
す。大型施設の稼働有無に左右されるのではなく、市民一人一人の努力が反映される項目②
のような評価指標に他も改めるなどの工夫が必要かと思います。

宮下委員

持続可能な循環型社会の構築は市民一人一人の自覚と行動が不可欠である。企業に対する
対応も重要であるが、いかに市民に「やって良かった。」を実感せなければ「成熟した社会＝行
政区域」とは言えないと考える。行政よりの継続的発信と市民にプラスになる提案を示して欲し
い。

高田委員

熱回収施設は、バイオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設の整備と同じ位置づけはできない
ので、別々の事業や項目として評価すべきである。

大久保委員

もっと市民が簡単に参加できるフリーマーケットを開催し、その際に３Rの取り組みや必要性を
PRし、より多くの市民に認知してもらう必要があると考える。

大庭委員

まちだ3R賞のPRをもっと進めてもらいたい。まだまだ市内の事業所に浸透していないように感じ
る。

渋谷委員

地域のどこにリサイクル広場が有るのか知らない人が多い。わかりやすい広報を。車でないと
行きにくい所が多い。近くに所々有ると活用されやすい。

大平委員

ごみとして処理する量は、リサイクルする量に左右され、リサイクル量は制度の結果であるの
で、目標は市民の行動の直接的結果であるごみ排出量とすべきと考えます。一人一日あたりの
量についても同じです。
資源化率と市民の行動との相関関係が小さいので、目標としての妥当性は疑問です。ところ
で、ごみ減量に効果的なのは、消費者の商品選択とごみ処理有料化だと思います。消費者を
正しい商品選択に誘導するために意識啓発と情報提供のプロジェクトを進めてはどうでしょう
か。ごみ有料化は、料金を処理実費に近づけ、金額と根拠を収集袋に表示する等の方法が検
討に値するでしょう。

石田委員

資源化率を高めるためにも生ごみ処理機の導入促進をお願いします。

藤田委員

19．ごみ・資源の新たな効果的な収集方法の検討で容器包装プラスチックが収集品目に加わる
ことは新たな資源化となり施設整備の稼働が待たれます。現在、容器包装プラスチックを捨て
るときは嵩張るため、ある程度の大きさに切り、ごみ袋に入れるのですが袋が破けやすいた
め、ペットボトルのようにそのままの形でネットに収集できると理想的です。

評価できます。
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資料1

評価理由
基本目標４

良好な生活環境の創造

評価点

4.2

川瀬委員

居住地の周辺環境に満足している市民の割合が増加しているのは好ましいことである。

堂前委員

鶴見川クリーンセンターの高度処理施設増は大きい。

根本委員

大気、水質に関する環境基準はほとんど達成されています。達成目標に騒音が入っていない
のが残念です。

鳴海委員

目標達成に向けて順調に現状評価値が上昇しているため。

高田委員

鶴見川クリーンセンターでの高度処理の増加は評価できる。有害化学物質の継続監視も評価
できる。

宮下委員

良好な生活環境は人それぞれの考え方で変わってしまうので、アンケート結果を基本とするの
ではなく全体的視点に立って評価をする。「下水道の整備」や「有害物質関係」等は最低限のも
のであるが町田市では十分整備されていると思おう。（60年間住んで来ている実感として）〈プラ
ス評価〉但し、過去における都市計画上の問題から、道路の弱さが近隣行政地域において劣っ
ている点はまだまだ改善の余地がある。現在も進められているが、積極的道路整備を実施して
欲しい。〈マイナス評価〉
以上のことから【3】と評価した。

大久保委員

その他の事業「（１）大気汚染の防止に努めます～④低公害車の普及促進を図ります」につい
ては、電気自動車や燃料電池自動車などの低公害車の普及は、各施策の実現に向けて大変
有効であると考える。

大庭委員

大気や水質については概ね目標を達成している。

渋谷委員

（22）自転車利用環境の整備、去年より進んだ
（24）下水処理水の水質向上目標達成 良好な生活環境になる。

坂本委員

成瀬クリーンセンターにおいて、高度な下水処理ができ、運用の手法を改善し目標値を上まわ
る高度処理化率を達成し、良好な水質の確保に繋がるので、評価できると思う。

大平委員

大気汚染も水質管理も、環境規準達成の状態が、河川のpH値を除き、ほぼ維持できている。
周辺環境に対する市民の満足度は低迷したままである。歩道と鳥獣は行政の責任であるが、
ポイ捨てと犬のフンは市民のモラルの低さに問題がある。航空機は市の責任を超える。

宿野部委員

グラフがわかりやすくて良好。

石田委員

大気、水質とも環境基準を達成し、居住地の周辺環境に満足している市民の割合も昨年度より
増加したので順調に取り組みが進んでいると思います。

藤田委員

重点事業26．生活風景宣言等による良好な景観づくりのみ予定通りの進捗とならなかったが、
他の重点事業22～25．は順調な進捗のため高く評価できると思います。
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資料1

提案
基本目標４

良好な生活環境の創造

評価点

4.2

川瀬委員

不快を感じる環境順位の高い「歩道の狭さや未設置」について具体的に点検を行い改善に着
手してほしい。

堂前委員

達成目標の数値がほとんど100%だったり、不安定な数値が用いられたりしていて、達成目標の
数値として機能しているか疑問。時期の計画の達成目標は見直すべきと思われる。

根本委員

次回のマスタープランでは、ぜひ騒音（道路および航空機騒音）に関する指標を重点目標に入
れてほしいと思います。

鳴海委員

PHは環境の善し悪しを直接的に評価できないのであれば（藻の影響があるなど）、評価指標を
置き換えるか、項目から削除することも検討が必要と思われます。また、アンケート調査結果か
ら不快要因が明らかになっているのであれば、それらを重点的に改善する施策が、より効果的
に満足度を高めることにつながります。

高田委員

下水の「高度処理」の中身の説明がほしい。オゾン処理？砂ろ過？

宮下委員

道路・歩道の整備は最低限度の指標であるが、高齢化社会においてはもっとも重要であると考
える。成熟した社会環境のために更に力を入れて欲しい。

大久保委員

電気自動車は非常災害の際の蓄電池としても有効利用できるなど、各施策の実現に向けて大
変有効で、今後も普及促進が必要であると考える。
なお、数年、水素ステーションの誘致が決定されない事を鑑み、まずは電気自動車の普及に向
けて、利便性向上のため電気自動車充電施設の増設検討が必要と考える。

大庭委員

自転車利用環境の整備で、市内の自転車レーンを見ると、中途半端な長さ、狭い道にむりやり
整備するようなところが見られる。道路の根本的な整備を考えては？

大平委員

重点事業は、市民の声を反映しその解決に向けたものとしてはどうでしょうか。
市民のモラルを向上させるプログラムを開発し実施すべきと考えます。

宿野部委員

私の大好きな町田、鶴川等の作文を一般人に書かせる。そして表彰する。

石田委員

居住地の周辺環境に満足していない市民が気になっている”歩道の狭さや未設置”について改
善する施策を検討してはどうでしょうか。

藤田委員

生活風景宣言等による良好な景観づくりについては景観まちづくりニュースの配布だけでなく
ホームページでも目立つように良好な景観の風景写真をたくさん使って紹介していくと良いと思
います。
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資料1

評価理由
基本目標５

環境に配慮した生活スタイルの定着

評価点

3.4

川瀬委員

小中学校における環境教育や子ども向け環境講座の実施については定着しており評価でき
る。今後とも継続させてほしい。
市民、事業者の環境配慮行動や環境に関するイベント参加率が低下していることは好ましくな
い。

堂前委員

達成目標の数値が伸び悩んでいるが、環境教育の効果はすぐには出てくるものではなく、地道
に続け、また拡大していくしかないのではないか。

根本委員

環境に配慮し行動をとっている市民の行動は減っているということなのですが、資料１のp.6の
グラフを見る限り、日常生活で行なう環境配慮（1番目のごみの分別～8番目の電化製品の主
電源を切るまで）については、回答者のほとんどが「いつもやっている」、「ときどきやっている」と
答えています。一方、それ以外の配慮行動は、確かに何か手間やお金がかかるものが多い上
に、効果への懸念や衛生面での躊躇などが想定される環境配慮行動も含まれています（風呂
の残り湯利用や雨水利用など）。さらに、エネルギー消費やCO2排出に直接関係しているような
項目、例えば「マイカー利用を控える」（いつも、ときどき計）が60.8％、「再生可能エネルギー導
入」が11.1％などに対しては、地方行政として何か対策ができないか、と思います。

鳴海委員

目標項目①を除き、目標達成に向けて現状評価値が上昇しているため。

高田委員

子ども向けプログラムの実施と参加者が多いことは評価できる。

宮下委員

達成目標①「環境に配慮した行動の実践」のポイントが前年より低下していること、基準年度よ
りも低下し続けていることはアンケート誤差があるにしても、大きな問題と考える。小中学校に
おける環境学習活動の実を結ばせるためにも、大人の行動が重要である。高齢化社会の中で
厳しい部分はあるが、市民一人ひとりへの啓発活動が不足していると思う。行政サイドの重点
事業における自己評価では計り知れない部分が多い。よって【3】と評価した。

大久保委員

こどもセンター４館で「地球温暖化」や「生物」について学べる新たなプログラムを開催し、一定
の人数が参加されたことは評価できる。
ライトダウン等の節電意識向上のためのキャンペーンや、企業への保全活動各種説明は定着
に向け評価できる。

大庭委員

環境に配慮した行動を行っている市民の割合が年々減っている。

渋谷委員

（27.28）環境副読本、環境教育の実施、子供向け環境講座目標達成
（29）まちだエコ宣言事業所数を増やしたい。

坂本委員

環境に配慮した行動が減少、また学習や環境に関するイベントも2018年は減少したが、市内の
小中学校の環境学習が定着しているのは評価できる。今後に期待できる。

大平委員

環境に配慮した行動も、イベント等への市民の参加も非常に低い。
学校での環境教育の実施はできているがその成果が市民の行動や意識に反映されていない
ので、教育内容に問題があると思われる。

宿野部委員

行動するための時間がない（225人）19.9←エクスキューズにするな！！24時間平等に神から与
えられてるんだ！！何を優先してるか。

石田委員

市内の小中学校における環境学習は定着していますが、環境に配慮した行動を行っている市
民は減少傾向にあり懸念されます。

藤田委員

重点事業27．環境副読本を活用した環境教育の実施は目標値にほぼ近く、28．子ども向け環
境講座のプログラムの企画・実施は新規プログラムも実施され、31．ごみ減量サポーターの地
域活動支援は目標値の倍まで達成しており高い進捗度だと思います。
重点事業29まちだエコ宣言制度の推進、30．ホームページの充実による情報集約・発信につい
ては、進捗度が低かったため、総合的に判断し評価点を3としました。
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資料1

提案
基本目標５

環境に配慮した生活スタイルの定着

評価点

3.4

川瀬委員

あらゆる機会をとおして環境配慮行動や環境に関するイベント参加率が向上するように啓発活
動を実施してほしい。

堂前委員

このジャンルは教育行政と環境行政など、異なる部局間の連携が重要になってくる。

根本委員

指標として全体平均値（継続していない項目を除いたもの）をとらずに、日常生活の心がけでで
きるもの（1番目～8番目）、実施後の効果が高いもの（マイカー利用抑制や再エネ）など、項目
を分けて経年変化を測定してはいかがでしょうか。また項目が既に不適切なものも含まれてい
ます。例えば、個人で再生可能エネルギー（太陽光パネルなど）を導入するのはお金も手間も
かかりますが、契約を変え再エネで発電している電気会社や電力を選ぶのは、それよりもずっ
とやりやすいです。アンケート項目を「再生可能エネルギーの導入」から「再生可能エネルギー
の選択」などに変えて、再エネの選択を促すということはできませんか。これに加えて電気会社
選択についての情報提供をするとか、何か施策を行なうことはできませんか。

鳴海委員

基本目標1と同じですが、マジョリティ層に届くような広報媒体・内容の検討が必要かと思われま
す。

宮下委員

人的な部分で厳しいと思うが、行政サイドが町内会や自治会、老人会など各種集会に出向き、
何をすべきか、何が必要かを伝え歩く行動が必要と考える。

大久保委員

引き続き市が中心となって、情報発信や環境学習・活動が出来る場を提供していく必要がある
と考える。
ライトダウン等のキャンペーン時に、生物の紹介や説明イベントを同時開催するなど、より効果
的な施策を提供していく必要があると考える。

大庭委員

子供向けの環境を意識させるPRなどはよくやっていると思うが、もっと大人向けのPR・イベント
う等を考えてみては？

坂本委員

学習イベントの形式等を変えてみるのも良いと思う。同じ形式はあきてしまう。

大平委員

基本目標の１から４の提案欄でも述べたように、行政が取り組む最優先課題は市民の「意識改
革」だと思います。立派な重点事業を立案しても、絵に描いた餅になりかねず、市民は笛吹けど
踊らずの状態であることは、市民アンケート調査結果P6が示していると思います。市民啓発の
方法と実施に重点を移すべきと考えます。これはかなり困難な事業となるでしょうが、国内外の
行政の成功例を調査してそれに学ぶのも一つの方法だと考えます。

宿野部委員

散歩の途中路上塵拾おう運動、ステッカーづくり。

藤田委員

2021年度までの達成目標③について増加傾向だった環境学習や環境に関するイベントへの参
加率が2018年度に減少している理由の背景にインターネットの普及があると思います。わざわ
ざ出かけて体験しようという人が減っている現状を打破するためにイベント参加者にハスのん
グッズ（ストラップ等）をプレゼントしイベントを盛り上げるのはどうでしょうか。
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資料 1

提案事項等と補足説明について
基本目標 １
番
号

意見・質問・提案等

補足説明

1

緑のカーテン導入で、ゴーヤの苗だけでなく、きゅうりやアサガ
オなど他の苗についても考えてみてはどうか。

すでにアサガオ等のツル性植物の配布は行っています。今後も
ゴーヤの苗だけではなく、バリエーションを増やしていきます。

2

2018年度はFC町田ゼルビアが実施するウォーキングイベント
マイカー使用を控える市民の割合が減少しているので達成目標
に協力した取り組みを新たに行いました。また、2019年度は、
③に関連した事業を新たに検討してはどうか。
シェアサイクルの社会実験を開始しています。

アンケート結果によれば、異常気象に対して不安をいだく市民
が多く認められる。そこで、可視化された市民一人あたりの二酸
3 化炭素の排出量とエネルギー使用量を用いて、地域で取り組む ご提案として報告書案に記載します。
地球温暖化の防止として、それらの削減に向けた啓発活動を進
めてほしい。
エネルギー消費量や二酸化炭素排出量を本当に減らすために
は、再生可能エネルギー普及の問題を避けては通れない。今は
電力会社を自由に選べる。行政が民間部門に立ち入るのは難
4 しいかもしれないが、現在は消費者も電力会社が選べること（電 ご提案として報告書案に記載します。
力小売り自由化）、選択できる電力会社のリストなどについての
情報なら市民の関心も高いのではないか。講習会や情報発信
（サイトやパンフレット等）によって、積極的に提供できないか。
現状の施策は市民のごく一部にしか届かないものが多いため
（わたしのエコ宣言や緑のカーテン支援など）、町田市民のマ
5 ジョリティ層に届く、施策の抜本的な変革が必要なのかもしれな ご提案として報告書案に記載します。
い（ゆるキャラや市内出身有名人からの呼びかけ、駅前大型ビ
ジョンでの宣伝など）。

高齢化が進むと、自家用車利用者が増え続けるように思う。公
6 共交通機関の利用促進だけでなく、環境負荷の低い車でのカー
シェアシステムの導入促進なども検討できないか。
次期計画への検討課題とします。
市民レベルで自己評価（進捗管理⇒達成度合いが分かり易い
7 ⇒遣り甲斐の醸成）が出来るものを評価指標に示すことが必要
ではないか。
8

水素ステーション誘致の目標は、現実的な目標に変更すべきで 市では水素ステーションの供用開始に向け、誘致に積極的に取
はないか。
り組んでいます。

2019年度エコに関する市民アンケートによると、「緑のカーテン
づくり」について「興味がない」という選択項目があるにもかかわ
らず、「やっていない」という回答が66.3％もあることから、「興味
はある」という裏付けと思われるため、苗を無料配布しているこ
9 とや、育て方講習会を実施していること、ホームページや広報、 ご提案として報告書案に記載します。
市内一斉放送等を活用して広く周知が必要と考える。また、配
布期間や配布回数の検討と併せて、市民団体や家庭だけでは
無く、市内の企業にも広く協力要請を行い、取り組みの拡大を
行ってはどうか。
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資料 1
エコドライブおよび電気自動車の普及は、各施策の実現に向け
て大変有効であり、今後も普及促進が必要であると考える（災
害時には蓄電池としても有効利用可能）。なお、数年、水素ス
10
テーションの誘致が決定されない事を鑑み、まずは電気自動車
の普及に向けて、利便性向上のため電気自動車充電施設の増
設検討が必要と考える。

水素ステーションについてはNo.8のとおりです。電気自動車に
ついては充電器を市内2箇所に設置しています。また、市内の
民間の充電器は、2013年7月時点の25台から2018年6月時点で
45台と増加しています。

市内各商店会および自治会管理の小型街路灯のLED化につい 東京都が実施する補助に上乗せする補助制度により、市内の
11 ては、他行政に比べて少なく感じるため、東京都と連携して助 商店会等の街路灯のLED化を進めています。助成制度の拡充
と積極的なPRについてはご意見として収受します。
成制度の拡充と積極的なPRが必要と考える。
ヒートポンプを利用しているエアコンやエコキュートは、少ない投
入エネルギーで空気中の熱を集め、大きな熱エネルギーとして
12 利用する技術を活用しているので、エネルギーの有効活用、二 ご提案として報告書案に記載します。
酸化炭素排出量も大幅に削減できることから、導入支援、情報
提供は施策実現に向けて有効であると考える。
国がレジ袋有料を打ち出したので、レジ袋無しの人が増えてき
13 た。古傘の再利用で、ループふろしきを作る。レジ袋の代わり
に、防災の時にも！

エコバックの啓発は今後もイベント等を通じて行っていきます。
古傘の再利用についてはご意見として収受します。

達成目標は社会全体によるものであり、その中で市民の寄与率
は極めて小さい。すなわち、目標の達成と市民の努力の相関関
14 係は希薄であるから、これらの目標設定は、環境マスタープラン 次期計画への検討課題とします。
として適当とは思わない。むしろ、市民の協力や参加を得るため
のプロジェクトの開発と実施を目標とすべきと考える。
15 氷は何故できるのか？何度で溶ける？公開実験

地球温暖化に関連してのご意見として収受します。

重点事業2の提案として、ゴーヤの苗の配布数を増やす手段と
して配布先に各町内会を加えてみてはどうか。地域に密着した
町内会からの働き掛けにより、近所で苗を受け取ることができ
16
ご提案として報告書案に記載します。
れば配布数も目標値を達成しやすくなると思う。また、緑のカー
テン育て方講習会を町内会館で実施することで、この取り組み
の拡大につながると考える。

基本目標 ２
番
号

意見・質問・提案等

補足説明

実施された事業そのものの環境保護効果がどのように検証され
ているのか、わずかなものだと思う。実質的効果よりも市民の意
1 識を変える効果が真の狙いではないか。そうであれば、これらを 次期計画への検討課題とします。
基本目標として位置づけるのではなく、意識改革という新たな基
本目標を立て、その一部としてはどうか。
2

遊休農地を利用した方に、農作物のアピールを何年か後押をす 農地保全や遊休農地を利用した方に利活用の調査等は行って
る。
います。農作物のアピールについてはご意見として収受します。

達成目標①に関連した重点事業４項目がすべて予定どおり進
んでいるようであるが、市域面積に占める緑地の割合は基準年 後期アクションプランや他の計画（緑の基本計画等）での実施が
3
より減少傾向にある。①に関連した事業を新たに検討してはど 難しいため、次期計画への検討課題とします。
うか。

17

資料 1
水辺などの身近な自然は子どもが成長する環境として必要であ
る。そこで、市民（特に子ども）が日常生活圏の中で水辺や生き
4
ご提案として報告書案に記載します。
ものとふれあえるような場づくりを進める事業を展開してほし
い。

「市民を対象とした自然環境学習会による谷戸環境の再生管
理」を復活させ、「樹林地の管理による里山の適正な更新」と進
めてほしい。行政で難しければ、市民団体や指定管理者への委
託でも良い。生物多様性の方で、農業振興課が鶴見川源流や
5 奈良ばい谷戸でやっている雑木林･谷戸管理のようなのはでき
ないだろうか。竹や木などの森林資源の活用の活性化は、それ
によって活動する市民になんらかの利益が出る方法を考えるこ
とで、市民活動のインセンティブになるのではないか。ボランティ
ア精神だけに頼るのでは限界がある。

自然観察会は現在も行っており、谷戸のPRや周知活動はその
中でも行っています。しかし、谷戸の維持更新に関するものでは
ないため、ご意見として収受し、各事業担当課と情報の共有をし
ます。

市内郊外の公園用地取得や水辺魅力の発信などの取り組みは
行われているようだが、多くの市民が集まる駅前密集地区など
6 において、スポット的に自然と触れあえる場所や機会を提供す ご提案として報告書案に記載します。
ることで、より多くの方が自然環境の良さ、重要性に気がつく
きっかけになると思われる。

箱物としての公園整備は進められているが、市民が本当に求め
る公園なのか疑問に思う。四季彩の杜などは子供達が楽しめる
多世代に喜んでもらえるような公園づくりを今後も目指していき
7 ものとは思えない。未来の担う子供達が「行きたい！楽しめた！
ます。
自分に子供が出来たら是非つれて行きたい」と言えるような公
園を作るべきと思う。
公園整備にあわせた地域コニュニティバスルートの検討や、マ
マイカー利用を控えるためのPRとして、各公園のホームページ
イカー利用を控えるための「徒歩ルート案内」を既存電柱等を活
8
や案内等では公共交通機関の利用案内を掲載し周知していま
用して誘導表示を設置するなど、総合的な環境対策が必要であ
すが、ご意見として事業担当課と情報の共有を図ります。
ると考える。
9 ウェルカムゲートの宣伝が足りないと感じる。

ご意見として収受し、事業担当課と情報の共有を図ります。

実施された事業そのものの環境保護効果がどのように検証され
ているのか、わずかなものだと思う。実質的効果よりも市民の意
10 識を変える効果が真の狙いではないか。そうであれば、これらを 次期計画への検討課題とします。
基本目標として位置づけるのではなく、意識改革という新たな基
本目標を立て、その一部としてはどうか。
11

役所の1Ｆで鶏をつぶして子供達にケンタッキーＦチキンの元は
ご意見として収受します。
これなんだヨと命を教える（気分が悪くなった人は途中棄権可）。

遊休農地でイベントを行ってはどうか。例えば、小中学生の夏休
みに耕作体験の希望者と保護者を募り、遊休農地のあっせん
事業の内容も紹介し農業に興味を持ってもらえたらと思う。農地
12
整備の経費補助や町田市農業次世代人材投資資金についても
周知し、就農意欲を喚起するきっかけ作りができるような企画が
あるといいと思う。

No.2の記載事項以外に、意欲的な農業者等による遊休農地の
有効利用を後押しするため、町田市農地再生事業を実施し、農
地整備の経費補助を行っています。2015年度から2.1haの新た
な農地の利活用が図られています。なお、市民が農業とふれあ
う機会としては、市民農園の管理運営や米作り体験農業の実施
等の取り組みを行っています。

生きもの共生プラン
番
号

意見・質問・提案等

補足説明

共生プランと環境マスタープラン（目標2）との関係性がわかりづ
1 らく（2重行政のような状況）、それぞれの目的、特徴がより市民 ご意見を踏まえ次期計画への検討課題とします。
にも理解されるような工夫が必要かと思う。
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資料 1
2

生きもの共生プランの内容を市民がもっと共有できるようにSNS
ご提案として報告書案に記載します。
やアプリのPRを強化してもらいたい。

重点プロジェクトを推進させるために普及啓発資料「まちだ生き
もの探しマップ」「お家に生きものを呼んでみよう」はたいへん優
3 れている。また、市民からの生きもの生息情報の報告も多く寄 ご提案として報告書案に記載します。
せられているので、それを生物多様性センターの構築に向けて
活用する努力を続けてほしい。
市ホームページで保全団体の活動を紹介することは、市内の生
4 物多様性保全の現場と繋ぐ上で重要。さらに市民活動との連携 ご提案として報告書案に記載します。
を深めてほしい。
地道な活動の成果が少しずつ出ていると思われる。子供たちに
生きものの大切さを伝えて行くには、親の意識が変わらないと
5
ご提案として報告書案に記載します。
進まないと考えるので、今後も子供たちの興味を創る施策と、親
の意識改革を促す取り組みを進めて欲しい。
地域のサスティナブルな発展のために重要な取り組みであるた
め、自然に触れる機会が少なくなった子供たちのネイチャーリー
6
ご提案として報告書案に記載します。
ダーの育成と、良き時代を過ごした高齢者の活用・融合が必要
と考える。
7

市民協働による生きものの調査は、自治会や高齢者等の協力
ご提案として報告書案に記載します。
をあおいだら良いと思う。

8

今後も市民が参加できる生きもの調査や学習会の内容を充実
させ、PRを積極的に行っていただきたい。

ご提案として報告書案に記載します。

ホームページを活用した町田市の生き物や自然についての魅
力発信や市民協働による生きもの調査が活発に行われている
9
ご提案として報告書案に記載します。
と思う。生物関連学部のある大学との連携を進めていただき、
一層、充実したものになるように願っている。
里山を残し、生物を沢山残す。いろいろな取組を知る事ができ
10 た。自然豊かな所に有る小学校から始め、将来他の小学校へ
広がって行くと良い。子供の時の経験が大切だから！

ご意見として収受します。

実施された事業そのものの環境保護効果がどのように検証され
ているのか、わずかなものだと思う。実質的効果よりも市民の意
11 識を変える効果が真の狙いではないか。そうであれば、これらを 次期計画への検討課題とします。
基本目標として位置づけるのではなく、意識改革という新たな基
本目標を立て、その一部としてはどうか。

基本目標 ３
番
号
1

意見・質問・提案等

補足説明

まちだ3R賞のPRをもっと進めてもらいたい。まだまだ市内の事
業所に浸透していないように感じる。

ご提案として報告書案に記載します。

市では生ごみの資源化を進めて、ごみの発生抑制を図るため、
資源化率を高めるためにも生ごみ処理機の導入促進をお願い 生ごみ処理機の購入補助制度などを活用し、普及に努めていま
2
したい。
す。更に、より手軽な生ごみの資源化を進めるため、ダンボール
コンポストの普及を推進しています。
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資料 1
大型施設の稼働開始が2027年度ということで、2020年度の目標
達成は困難な状況にある。大型施設の稼働有無に左右される
3
次期計画への検討課題とします。
のではなく、市民一人一人の努力が反映される項目②のような
評価指標に他も改めるなどの工夫が必要かと思う。

市が主催するリサイクル広場とは別に、地域リサイクル広場の
開催を進めています。地域リサイクル広場は、市と町内会等で
地域のどこにリサイクル広場が有るのか知らない人が多い。わ
協定を結び、運営に必要な物品の貸与、回収した対象品目の
4 かりやすい広報を。車でないと行きにくい所が多い。近くに所々
引き取りなどの支援を市が行います。リサイクル広場が身近に
有ると活用されやすい。
なり、更なるごみの減量と資源化が期待できます。町内会・自治
会をとおしてチラシの配布や回覧を行い、広報を行っています。
2017→770ｇ
2018→758ｇ
5 2020→782ｇ
この数字って他県、東京23区、稲城市、八王子と比較してどの
程度？凄い？たいした事無い？比較が欲しい。

一人一日あたりごみとして処理する量ですが、2017年度のデー
タでは、多摩26地区中、町田市は18位、八王子市は20位、稲城
市は14位となっています。また2016年度のデータとなりますが、
東京23区の平均は964ｇとなっています。全国平均は925ｇです。

6

社会の大きな政策課題となっている使い捨てプラスチックの使
用削減に向けて、町田市として啓発活動を進めてほしい。

7

施設建設計画は周辺住民との十分な合意形成を踏まえて進め 引き続き、周辺住民と合意形成を図りながら、施設建設計画を
てほしい。
推進します。

ご提案として報告書案に記載します。

町田市内の事業者（スーパー等流通や飲食店）に、使い捨てプ
事業者へのプラスチック使用削減等の指導をすぐに行う予定は
ラスチック使用削減の指導はできないか。すでにそのような対
8
ありませんが、先進自治体等の動向を見つつ、検討課題としま
策を取り始める自治体が出てきている（徳島県上勝町や熊本県
す。
水俣市など）。
持続可能な循環型社会の構築は市民一人一人の自覚と行動
が不可欠である。企業に対する対応も重要であるが、市民に
9 「やって良かった。」を実感させなければ「成熟した社会＝行政 ご提案として報告書案に記載します。
区域」とは言えないと考える。行政よりの継続的発信と市民にプ
ラスになる提案を示して欲しい。

もっと市民が簡単に参加できるフリーマーケットを開催し、その
10 際に３Rの取り組みや必要性をPRし、より多くの市民に認知し
てもらう必要があると考える。

エコフェスタ2019では市民が参加できるフリーマーケットも開催
され、同時に3RをPRするブースも多く出店される見込みです。
より多くの市民に認知してもらえるよう同様の取り組みを推進し
ていきます。

19．ごみ・資源の新たな効果的な収集方法の検討で容器包装プ
ご意見として収受します。
11 ラスチックが収集品目に加わることは新たな資源化となり施設
整備の稼働が待たれる。
現在、容器包装プラスチックを捨てるときは嵩張るため、ある程
度の大きさに切り、ごみ袋に入れるが袋が破けやすいため、
容器包装プラスチックの分別収集は今後も指定収集袋による回
12
ペットボトルのようにそのままの形でネットに収集できると理想 収を予定しています。
的である。
ごみの減量の取り組み、リサイクル広場の活用、バイオガス化
施設、不燃・粗大ごみ処理施設の整備等評価できるが、熱回収
13
ご意見として収受します。
施設の整備については循環型社会の将来を見た観点から疑問
が残る。
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資料 1

ペットボトルについては再資源化施設の整備が行われている
14 が、ペットボトルの消費削減のための取り組みが見えない。給
水器の設置等進めているのだろうか。

市では、マイボトルやマイカップ等の利用を促進することで、使
い捨て飲料容器に係るごみの発生を抑制することは、ごみの減
量において大切なことと考えています。マイボトルキャンペーン
では、マイボトルを持参された方には無料で飲料の提供を行
い、繰り返し使えるマイボトルはごみの減量につながることを意
識してもらうようにしています。

熱回収施設は、バイオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設の
15 整備と同じ位置づけはできないので、別々の事業や項目として ご意見として収受し、事業担当課と情報の共有を図ります。
評価すべきである。
ごみとして処理する量は、リサイクルする量に左右され、リサイ
クル量は制度の結果であるので、目標は市民の行動の直接的
ご意見として収受します。
16 結果であるごみ排出量とすべきと考える。一人一日あたりの量
についても同じである。資源化率と市民の行動との相関関係が
小さいので、目標としての妥当性は疑問。

ごみ減量に効果的なのは、消費者の商品選択とごみ処理有料
化だと思う。消費者を正しい商品選択に誘導するために意識啓
17 発と情報提供のプロジェクトを進めてはどうか。ごみ有料化は、 ご提案として報告書案に記載します。
料金を処理実費に近づけ、金額と根拠を収集袋に表示する等
の方法が検討に値するだろう。

基本目標 ４
番
号

意見・質問・提案等

補足説明

pHは環境の善し悪しを直接的に評価できないのであれば（藻の
1 影響があるなど）、評価指標を置き換えるか、項目から削除する 次期計画への検討課題とします。
ことも検討が必要と思う。
アンケート調査結果から不快要因が明らかになっているのであ
2 れば、それらを重点的に改善する施策が、より効果的に満足度 ご意見として収受し、各事業担当課と情報の共有を図ります。
を高めることにつながりる。
重点事業は、市民の声を反映しその解決に向けたものとしては
3 どうか。市民のモラルを向上させるプログラムを開発し実施すべ 次期計画への検討課題とします。
きと考える。
4

私の大好きな町田、鶴川等の作文を一般人に書かせる。そして
ご提案として報告書案に記載します。
表彰する。

道路・歩道の整備は最低限度の指標であるが、高齢化社会に
5 おいてはもっとも重要であると考える。成熟した社会環境のため
に更に力を入れて欲しい。

幹線道路の歩道は、既定の幅員を確保し整備を行っています。
既存の生活道路の歩道整備を行うには拡幅に必要な用地の確
居住地の周辺環境に満足していない市民が気になっている”歩 保が課題となります。そのため、外側線により歩車分離を図る
6 道の狭さや未設置”について改善する施策を検討してはどう
ほか、スピード落とせ等の看板設置や路面表示などによる安全
か。
対策を行っています。
7

不快を感じる環境順位の高い「歩道の狭さや未設置」について
具体的に点検を行い改善に着手してほしい。

自転車レーンは道路の構造上設置が可能な区間（車道の幅や
起伏が少なく平坦等）、自転車の利用需要が多い区間（交通
自転車利用環境の整備で、市内の自転車レーンを見ると、中途
量）、歩行者の利用需要が多い区間（交通量）、自転車利用者
8 半端な長さ、狭い道にむりやり整備するようなところが見られ
が集中する施設に接続する区間（駅や学校等）、沿道環境等を
る。道路の根本的な整備を考えては。
考慮した実現性が高い区間（住宅街や学校等）において優先し
て設置しています。
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資料 1
達成目標の数値がほとんど100%だったり、不安定な数値が用い
9 られたりしていて、達成目標の数値として機能しているか疑問。 次期計画への検討課題とします。
次期の計画の達成目標は見直すべきと思われる。
航空機騒音については、騒音の常時測定や、国及び米軍への
抗議・要請を継続しています。2018年3月に空母艦載機の岩国
次回のマスタープランでは、ぜひ騒音（道路および航空機騒音）
10
基地への移駐が完了し、市内の騒音状況は改善しています。騒
に関する指標を重点目標に入れてほしい。
音全体を指標化することについては次期計画の検討課題としま
す。
電気自動車は非常災害の際の蓄電池としても有効利用できる
など、各施策の実現に向けて大変有効であり、今後も普及促進
が必要であると考える。なお、数年、水素ステーションの誘致が
11
基本目標1、No.10のとおりです。
決定されない事を鑑み、まずは電気自動車の普及に向けて、利
便性向上のため電気自動車充電施設の増設検討が必要と考え
る。

生活風景宣言等による良好な景観づくりについては景観まちづ
くりニュースの配布だけでなくホームページでも目立つように良
12
好な景観の風景写真をたくさん使って紹介していくと良いと思
う。

13

下水の「高度処理」の中身の説明がほしい。オゾン処理？砂ろ
過？

景観づくり市民サポーターが作成した町田の景観を紹介する冊
子を市民センター等の公共施設で配布したり、ホームページで
も公開し、町田の景観に興味を持ってもらえるような取り組みを
行っています。さらに近日中に景観マチ×だよりという町田の景
観を紹介する広報紙をホームページで公開する予定ですが、ご
提案として報告書案に記載します。
町田市下水道事業における“高度処理”については、「ちっ素・リ
ンの除去」を行うことを目的としており、現在、成瀬・鶴見川両ク
リーンセンターにおいて、活性汚泥法及び嫌気無酸素好気法を
用いた汚水処理を段階的に進めています。オゾンあるいは砂ろ
過による“更なる高度処理”については、次期段階での導入を検
討しており、東京都の「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合
計画」の中では、現在の方式に加えて「急速ろ過法」を採用する
こととしています。

基本目標 ５
番
号

意見・質問・提案等

補足説明

基本目標の１から４の提案欄でも述べたように、行政が取り組
む最優先課題は市民の「意識改革」だと思う。立派な重点事業
を立案しても、絵に描いた餅になりかねず、市民は笛吹けど踊
1 らずの状態であることは、市民アンケート調査結果P6が示して 次期計画への検討課題とします。
いると思う。市民啓発の方法と実施に重点を移すべきと考える。
これはかなり困難な事業となるだろうが、国内外の行政の成功
例を調査してそれに学ぶのも一つの方法だと考える。

2

大人向けの環境学習プログラムとしては、町田市民大学、段
ボールコンポスト講習会、使い切り料理教室、自治会・町内会向
け「資源とごみの出前講座」、健康気象セミナーなどを行ってい
ます。なお、市のホームページに掲載している環境学習プログラ
ム一覧では、分野別・対象別にプログラムを整理して紹介してい
ます。

子供向けの環境を意識させるPRなどはよくやっていると思う
が、もっと大人向けのPR・イベント等を考えてみてはどうか。

学校との連携については、ごみ・水素・ビオトープの出前講座の
このジャンルは教育行政と環境行政など、異なる部局間の連携 実施や環境副読本の活用などの取り組みを進めています。ま
3
が重要になってくる。
た、地球温暖化に関連して熱中症対策では、保健所と連携を
行っています。
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資料 1

指標として全体平均値（継続していない項目を除いたもの）をと
らずに、日常生活の心がけでできるもの（1番目～8番目）、実施
後の効果が高いもの（マイカー利用抑制や再エネ）など、項目を
分けて経年変化を測定してはどうか。また項目が既に不適切な
ものも含まれている。例えば、個人で再生可能エネルギー（太陽
光パネルなど）を導入するのはお金も手間もかかるが、契約を 指標の変更は計画期間中は行いませんが、項目を分けた分析
4
変え再エネで発電している電気会社や電力を選ぶのは、それよ や新たな設問について、ご提案として報告書案に記載します。
りもずっとやりやすい。アンケート項目を「再生可能エネルギー
の導入」から「再生可能エネルギーの選択」などに変えて、再エ
ネの選択を促すということはできないか。これに加えて電気会社
選択についての情報提供をするとか、何か施策を行なうことは
できないか。

人的な部分で厳しいと思うが、行政サイドが町内会や自治会、
町内会・自治会や保育園・幼稚園・小学校向けにごみ減量に関
5 老人会など各種集会に出向き、何をすべきか、何が必要かを伝
する出前講座を行っています。
え歩く行動が必要と考える。
引き続き市が中心となって、情報発信や環境学習・活動が出来
6 る場を提供していく必要があると考える。
ご提案として報告書案に記載します。
ライトダウン等のキャンペーン時に、生物の紹介や説明イベント
7 を同時開催するなど、より効果的な施策を提供していく必要が ご提案として報告書案に記載します。
あると考える。
8

学習イベントの形式等を変えてみるのも良いと思う。同じ形式は
ご提案として報告書案に記載します。
あきてしまう。

9 散歩の途中路上塵拾おう運動、ステッカーづくり。

ご意見として収受します。

2021年度までの達成目標③について増加傾向だった環境学習
や環境に関するイベントへの参加率が2018年度に減少している
理由の背景にインターネットの普及があると思う。わざわざ出か
10
けて体験しようという人が減っている現状を打破するためにイベ
ント参加者にハスのんグッズ（ストラップ等）をプレゼントしイベン
トを盛り上げるのはどうか。

11

あらゆる機会をとおして環境配慮行動や環境に関するイベント
参加率が向上するように啓発活動を実施してほしい。

12

基本目標1と同じですが、マジョリティ層に届くような広報媒体・
内容の検討が必要かと思う。

23

6月の環境月間イベントをはじめ、各種環境イベント等でハスの
んグッズ（啓発品）の配布を行っています。今後も効果的にグッ
ズを活用するとともに開催周知を強化し、より多くの市民に参加
してもらえるよう取り組んでいきます。一方でハスのんを活用し
たSNSによる情報発信を通じ、イベント参加に至らない市民へ
の啓発も進めていきます。

基本目標1においてご提案として報告書案に記載します。

