
施策 18  地球環境の保全  （新施策 26  地球環境の保全） 

主管課名 環境政策課 

関係課名 
（組織順） 

契約課，管財課，生涯学習交流推進課，緑と公園課，下水道課，ごみ対策課，街づくり事業課 
教育総務課 

 

目 
的 

対 象 市民，事業者 

意 図 環境に負荷を与える活動を抑制する 

 
◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ110＞ 

 京都議定書に基づく国・世界レベルの地球環境保全の取組を視野に入れ，市民・事業者と一体となって，環境負荷

の少ない社会の構築をめざします。 
 

成 果 指 標 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 2３年度 平成 2４年度 
目標値 

（平成 24 年度） 

１ 市の温室効果ガス排出
量の削減割合（平成 2 年度
比） 
（温室効果ガスの排出量） 

※見直し成果指標 

＋10.8% 

(73 万 8,926 

ｔ-CO2) 

＋11.6% 

(74 万 4525 

ｔ-CO2) 

― ― 

△6.9% 

(65 万 2,813 

ｔ-CO2) 

２ 市の施設や事業の実施に
より排出される温室効果ガス
総排出量の削減の割合（平成
２年度比） 
（温室効果ガスの排出量） 

※見直し成果指標 

＋10.8% 

(1 万 3,686ｔ

-CO2) 

＋15.9% 

(1 万 4,315ｔ

-CO2) 

＋3.1% 

(1 万 2,733ｔ

-CO2) 

＋7.6% 

(1 万 3,296ｔ

-CO2) 

△6.9% 

(1 万 2,097 

ｔ-CO2) 

＊「見直し成果指標」は，基本計画策定後の社会経済状況の変化や，施策の成果の達成状況等を勘案し，見直しが適切，必要と思われるものについて，平

成 21 年度に見直しを図った成果指標です。新たに設定した指標については平成 20 年度以前の数値が未把握の場合があります。 

＊目標値設定の考え方は，調布市基本計画見直し成果指標（Ｐ294～P333）を参照してください。 

 

◆施策の体系 

＜基本計画推進プログラム事業＞

（再掲） 合流式下水道の改善　F190 下水道課

（再掲） 都市美化の推進と喫煙マナーの向上　F180 環境政策課

（再掲） 深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用　E210 環境政策課

（再掲） 環境学習の実施・支援　E200 環境政策課

（再掲） 公園緑地の整備と公有化の推進　E180 緑と公園課

環境政策課

（再掲） 緑の基本計画の改訂・推進　E160 緑と公園課

（再掲） 小・中学校施設の整備　A200 教育総務課

連携・協働と総合的な対策の推進 E130 環境市民センター機能の検討 環境政策課

E145 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進

18-3

（再掲） 居住環境改善資金の助成　H280 住宅課

（再掲） 資源物の地域集団回収の促進　E280 ごみ対策課

E125 地球温暖化対策の推進 環境政策課

（再掲） 雨水浸透による湧水涵養と水防対策の促進　E150 環境政策課

18-2 地球環境保全行動の推進

（再掲） 環境学習の実施・支援　E200 環境政策課

18-1

施策18 地球環境の保全

＜基本事業＞

地球環境保全意識の啓発

＜所管課＞

E110 環境情報の提供 環境政策課

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



施策 18 地球環境の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆成果指標でみる達成状況 

１「市の温室効果ガス排出量の削減割合（平成２年度比）（温室効果ガスの排出量）」 

平成２年度（66 万 6,882ｔ－ＣＯ２）比で，平成２２年度は１１．６％増加しました（「みどり東京・温

暖化防止プロジェクト」より）。この原因は，民生家庭部門における世帯数の増加があげられます。排出が

最大となった平成１５年度（82 万 7,543ｔ－ＣＯ２）と比較すると，平成２２年度は１０．０％の削減と

なっています。なお，本数値は例年，２年遅れの公表となり，平成２３年度数値は平成２５年度に記載とな

ります。また，温室効果ガス削減の取組として実施した高効率給湯器等の設置補助の件数と削減効果（東京

ガス等公表値から算出）は下表のとおりです。 
  平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

助成件数（件） 66 242 109 257 118 284 244 

年間削減効果

（t-CO2） 
19 81 42 98 39 94 119 

 

２「市の施設や事業の実施により排出される温室効果ガス総排出量の削減の割合（平成２年度比）（温室効
果ガスの排出量）」 

平成２年度（1 万 2,355ｔ－ＣＯ２）比で，平成２４年度は＋７．６％となりました。また，平成２３年

度比では，＋４．４％となりました。主な増加理由は，電力使用制限に基づく節電対策を行った２３年度と

比較しエアコン等の使用時間が増加したことが理由です。 
※平成１９年度から同一のＣＯ２換算係数を用いて算出しています。 
※平成２３年３月発行の調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）改定に合わせ，対象施設の見直しを

行ったため，平成２１年度は温室効果ガスが増加しました。 

12,733 13,29613,097 12,968 13,686
14,315

7.6

6.0
5.0

10.8

15.9

3.1
0

4,000

8,000

12,000

16,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24

（ｔ）

0

5

10

15

20

（％）

市の施設の

温室効果ガス

総排出量

温室効果ガス

総排出量の

削減割合（H2

年度比）

１ 市の温室効果ガス排出量の削減割合（平成２年度比） 

738,926
775,581780,752

744,525

11.6
10.8

16.317.1

0

450,000

900,000

Ｈ19 Ｈ20 H21 H22

（ｔ）

0

10

20
（％）

指標 
データ 

温室効果ガス

排出量

市の温室効果

ガス排出量の

削減割合（H2

年度比）

２ 市の施設や事業の実施により排出される温室効果ガス総排出量の削減の割合（平成２年度比） 
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◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本事業別に記載しています） 
１８-１ 地球環境保全意識の啓発 

○環境学習の支援と促進 

地球温暖化対策は，市民一人ひとりがその問題を理解し，日常的に行動することが求められていること，また，市域

から排出される温室効果ガス（約９８％がＣＯ２）のうち，約４割が民生家庭部門であることから，市民を対象とした

情報提供，環境学習の場の機会の一つとして，環境学習公開講座である「エコ・クッキング講座」を２回開催し，４８

人の参加がありました。また，東京都地球温暖化防止活動推進センターの支援のもと，中小規模事業者向けの省エネル

ギー研修会を実施し，１３人の参加があったほか，地球温暖化と調布市の取組に出前講座を１回実施し，地球温暖化防

止の向上に寄与しました。この他，次世代を担う子どもたちに環境学習の場を提供する「こどもエコクラブ」では，身

近な自然環境を体験する事業を実施し,地域から始まる地球環境保全意識の高揚を図りました。 
○環境情報の提供と地球環境保全意識の啓発 

平成１８年度に策定した調布市環境基本計画の指標に対する達成状況，および調布市をとりまく環境状況のデータ等

を「未来へつなぐ調布の環境～平成２３年度環境年次報告書～」として取りまとめの上公表するとともに,身近な環境情

報を提供する広報誌「ちょうふ環境にゅ～す」１３～１６号を発行し，その中でグリーンカーテンの作り方など身近な

省エネや地球温暖化対策の取組に対する情報提供を行いました。さらには、環境フェアにおいて省エネや節電など環境

意識の啓発を行うとともに，市報やホームページなどにおいて，季節に応じた省エネ・節電の取組方法を掲載し啓発を

図りました。 
１８-2 地球環境保全行動の推進 

○地球温暖化防止対策の促進 

市域から排出される温室効果ガスのうち，約４割が民生家庭部門であることから，昨年度に引き続き家庭用高効率給

湯器等の設置補助（２４４件）を行うとともに，居住環境改善資金補助制度による太陽光を利用する設備に対する補助

（６１件）を行うことで，温室効果ガス排出量の抑制に努めました。 

調布市地球温暖化対策実行計画により，平成１７年度から市の事務事業から排出される温室効果ガスの排出量削減に

取り組んでいますが，平成２２年度に見直した調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき，省エネに取組

ました。あわせて，市役所本庁舎で実施しているＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステムを平成２４年４月１日か

ら本庁舎以外の各公共施設も含め運用し，全庁一丸となり環境に配慮した取組を行いました。 

○資源・エネルギーの有効利用の促進 

地域に身近な公民館，児童館，保育園，小・中学校等の公共施設において，ゴーヤや朝顔による壁面緑化を実施し，

公共施設の室温上昇の抑制に伴う省エネ活動に努めるとともに，窓口等でゴーヤの種を配布し、市民のグリーンカーテ

ンの設置を推進しました。 

また，環境フェアでは，家庭における省エネルギーの推進を図るため，ゴーヤ等の苗１０００株の無料配布を行いま

した。市民・事業者による自主的な資源循環への取組，使用済小型家電製品の資源化事業などの取組により，資源の有

効利用に努めました。総ごみ量に対する資源化率は約５０％となり，排出されたゴミの約半分が資源化されました。 

環境マネジメントシステムのグリーン購入方針に基づき，グリーン購入を全庁的に推進しました。 

１８-３ 連携・協働と総合的な対策の推進 

○地球環境保全に向けた連携・協働の促進 

 毎年６月に実施している「環境フェア」では，自然環境保全団体や，エネルギー事業者の出展などにより，市民・事

業者・行政が協働して市民の意識啓発を行いました。また，ちょうふ環境市民会議が企画するちょうふエコライフの推

進として，節電省エネキャンペーンや打ち水大作戦及び壁面緑化啓発事業などを行うとともに、同会議運営のもと，２

月に環境保全団体交流イベントを実施し，環境活動に関わる市民の交流イベントを実施し，意識の共有化を図りました。

 平成２４年度環境省事業に採択された，市民主体の，調布市未来（あす）のエネルギー協議会に参加し，地域主導型

再生可能エネルギーの導入検討を行いました。 
 環境市民センター機能の一つとして，平成２２年度に開館した多摩川自然情報館では，月別イベントなどにより様々

な世代を対象に事業を実施し，次世代の育成を図りました。また，ボランティア解説員の募集を行い３人の解説員を追

加登録しました。 
○計画的な地球環境の保全 

環境基本計画の進行管理を行うため，事業の進捗状況を確認し「未来へつなぐ調布の環境～平成２３年度環境年次報

告書～」として発行しました。 

○緑化の推進と生活環境の保全 
森林の育成につながる地下水の涵養と湧水の復活を図るため，市内の住宅への雨水浸透ますの設置費用を市が負担す

ることにより設置を推進しました。 
緑の基本計画の重点計画の一つである「緑のまちづくり応援計画」の推進に向け，花いっぱい運動を，より市民に親

しまれる事業へと発展させるため制度の見直しを行うとともに，ガーデニング講座を開催しました。 
緑地の公有化については，仙川崖線緑地及び国分寺崖線（若葉町３丁目第４緑地）の用地取得を行うとともに，公園

緑地の整備として，若葉町２丁目第２緑地及び調布台タブノキ公園の整備を行いました。 
 地球環境を保全するため，大気汚染測定・河川調査・地下水質調査等を行いました。 

 


