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第6章 推進体制・進行管理 
6.1 推進体制 
望ましい環境像である「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、

市民・事業者・市の 3者で計画を推進します。 

また、推進の成果として、市の取組については、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ます。市民や事業者については、アンケー

ト調査やヒアリング等を実施し、活動状況を把握します。これらを環境管理委員会（課長級）で

点検し、計画の更なる推進につなげます。なお、環境の状況及び環境施策の取組等については、

毎年、環境白書を作成し、公表します。 

 
図 6.1 計画の推進主体と役割  

環境審議会 町田市 

事業者 

・事業活動における環境負荷の低減 
・環境保全技術、環境保全製品等
の研究、開発、普及、導入 

・地域の環境保全への貢献 

報告 

市民 

・日常生活における環境配慮行動
の実践 

・市民団体による環境保全活動へ
の参加 

・行政が行う施策や事業に参画 
・市民意見交換会への参加 

・本計画における横断的・総合的な施策・事業
の推進 

・市民・事業者の取組をサポート 
・国や東京都及び近隣自治体との連携 
・計画の進行管理（環境管理委員会） 
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6.2 進行管理 
進行管理は、施策や重点プロジェクトの実施状況、関連する成果指標の推移などを点検し、改

善していくという「ＰＤＣＡ」により行います。 

また、施策の進捗状況や環境、社会情勢の変化に臨機応変に対応するため、３年が経過した時

点を目途に行う進捗点検の結果をもとに、必要に応じて計画の見直しを行います。なお、計画の

見直しに当たっては、学識経験者、事業者、市民で構成される環境審議会を通じた専門的な調査、

審議を行うことで、適切な立案をします。 
 

 

図 6.2 計画の進行管理方法 

 
 
 

Actの詳細 
●事業の選択と集中をし、事

業推進に反映（短期的） 
●事務執行手順の見直し

（中長期的） 
●事業計画の見直し（長期

的) 

環境審議会 
 

Planの詳細 
●事業目標・計画の設定 
●財源の確保 
●人員配置 

Doの詳細 
●市のすべての担当部署は基本

目標の達成に向け、効率的・
効果的に事務を執行 

●市民・事業者の取組実施 

Checkの詳細 
●目標の進捗状況の把握 
●環境管理委員会による点検 
●環境白書の作成と公表 
●環境審議会による点検 

点検結果や市民・事業者・市の取組など
を毎年「環境白書」で公表 
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