
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  



 

 
 

 

はじめに 

 

町田市では、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「町田市環境基本条例」を制定しました。こ

の条例に基づき、環境マスタープランを策定（2002 年に第一次

計画、2012 年に第二次計画）し、環境施策を推進してまいりま

した。 

 

一方、環境を取り巻く状況は日々変化しており、近年の地球温暖化による気候変動は、干

ばつや洪水などの甚大な災害を引き起こし、動植物等の生態系にも影響を及ぼしています。

さらに、ウィズコロナ、アフターコロナとしての価値観の多様化もあり、時代に即した施策

が常に求められています。 

世界では「持続可能な開発目標（SDGs）」や「パリ協定」が採択されました。国内にお

いても、東京都が 2019 年に、政府も 2020 年に、温室効果ガスの排出を 2050 年まで

に実質ゼロにすることを宣言しました。 

こうした状況を踏まえ町田市でも、2022 年 1 月に温室効果ガスの排出を 2050 年まで

に実質ゼロにする「町田市ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。脱炭素化に向け、再生

可能エネルギーの利用拡大や次世代自動車の積極的な導入などの取組を進めてまいります。 

 

この度、新たに策定した第 3 次町田市環境マスタープランでは、市民の皆様の投票を経

て、望ましい環境像を「みんなで将来に受け継ぐ水とみどり豊かな まちだ」としました。

町田市には、鶴見川、境川、恩田川などの源流域や里山など、恵まれた自然環境を有する特

徴があり、この町田市の財産を将来へ受け継いでいくという想いが込められております。 

また、SDGs の理念を踏まえ、経済面、社会面も意識しながら、地球温暖化対策、生物多

様性の保全、ごみの減量等の取組の強化を図り、今ある良好な生活環境の維持に努めること

で、持続可能な環境を作ってまいります。 

望ましい環境像の実現に向けて、市民・事業者の皆様と連携・協働し、着実に環境施策を

推進してまいります。今後とも、新しい町田市の環境行政へのご理解とご支援をお願い申し

上げます。 

最後に、本マスタープランの策定にあたり、町田市環境審議会委員の皆様をはじめ、市民

意見交換会やパブリックコメントなどで、貴重なご意見やご提言をいただきました多くの皆

様に心から感謝申し上げます。 

 

2022 年３月 

町田市長 
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