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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 

地球環境保全に係る情報提供及び学習の充実を図るとともに，省エネルギーの取組や再生可能エネルギーの利用拡大
を推進し，環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指します。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ 環境学習事業及び多摩川自

然情報館で学習した延べ人数

【☆】 

1万642人 1万359人 １万６８３人 ９,８８６人 1万1,000人 

２ 公共施設における温室効果

ガス総排出量【☆】 

【旧計画期間】 

1万2,646 

t-CO2 
－ － － 

1万3,090 

t-CO2 

（平成27年度） 

【現計画期間】 － 
1万4,856 

t-CO2 

1万5,６６７ 

t-CO2 

1万４,５５５ 

t-CO2 

1万4,389 

t-CO2 

（令和２年度） 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 環境学習事業及び多摩川自然情報館で学習した延べ人数【☆】 
 平成３０年度の多摩川自然情報館の来館者は,平成２９年度と比較して５８０人減少して ９,３３１人
となり，環境学習事業で学習した人数と合わせ，延べ人数は，９,８８６人となりました。前年度と比較し
て減少した主な要因としては，秋まつりなどの幾つかのイベントが重複したこと，猛暑・豪雨の影響から
子どもの安全を優先してイベントを中止したことにより，参加者数が減少したことによるものです。 

２ 公共施設における温室効果ガス総排出量【☆】 
「第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（計画期間：平成２８年度～令和２年度）の策

定に当たり，省エネ法によるエネルギー削減目標や東京都環境確保条例の総量削減義務制度の目標を達成
できるよう，計画の目標値を新たに設定しています。修正後の基準値（平成２６年度）は， 
１万４，８５９t-CO2であり，平成３０年度の現状値は１万４，５５５t-CO2となっています。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 環境学習事業及び多摩

川自然情報館で学習した

延べ人数 

環境学習事業の充実や周知を図ることにより，現状の延
べ人数を増加させることを目標とした。 
（環境政策課資料） 

1万683人 

（平成29年度） 

1万1,000人 

（令和4年度） 

２ 公共施設における温室

効果ガス総排出量 

調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（平成28
（2016）年度～令和2（2020）年度）に基づき，地
域と一体となった地球温暖化対策を推進することによ
り，温室効果ガスの総排出量を抑制することを目標とし
た。（環境政策課資料） 
※令和3（2021）年度以降は，令和2（2020）年度
改定予定の次期調布市地球温暖化対策実行計画（事務
事業編）に基づき，設定する。 

※「t-CO2」は温室効果ガスをCO2基準に換算した重量
の単位 

1万5,667 

t-CO2 

（平成29年度） 

1万4,389 

t-CO2 

（令和2年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策26 地球環境の保全） 

毎 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 
２６-１ 地球環境保全意識の啓発 
（◆環境情報の提供と地球環境保全意識の啓発） 
 平成２７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及び調布市を取り巻く環境状況
のデータ等を「未来へつなぐ調布の環境～平成２９年度環境年次報告書～」として取りまとめのうえ公表
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」３５～３７号を発行し，その
中でグリーンカーテンの設置の呼びかけや夏季の省エネ・節電の呼びかけなど身近な省エネや地球温暖化
対策の取組に対する環境情報の提供を行いました。また，中学生向けの「みらいへつなごう～ちょうふの
かんきょう～」を発行し，調布の川とその環境をテーマに，川の現状，問題，市の取組及び身近に取り組
める対策の広報を行いました。市報やホームページなどにおいては，季節に応じた省エネ・節電の取組方
法等の環境情報を提供し，地球環境保全意識の啓発を図りました。 
 多摩川自然情報館では，多摩川を中心とした市内の自然環境を学ぶため，魚・昆虫・植物の展示，月替
わりプログラム，月別イベント，夏まつり，秋まつり等を実施し，また，小学校と連携し多摩川を活用し
た事業を実施し，地球環境保全意識の啓発を図りました。 
 市内の環境学習施設であるクリーンプラザふじみ，都立神代植物公園植物多様性センターと連携し，チ
ラシの配架・パネル展示・ふじみまつりへの参加（多摩川自然情報館のみ）等を実施するなど環境情報の
提供と地球環境保全意識の啓発を図りました。 
（◆環境学習の充実） 
 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，環境学習の場として，環境学習公開講座である「エコ・クッキング講座」を
３回開催し，７０人の参加があり，地球温暖化防止の意識向上に寄与しました。 
 小中学生を対象に，自然を体験・観察する「調布こどもエコクラブ」事業を５回開催し，延べ９０人の
参加がありました。また，小学生を対象とした「調布水辺の楽校」を３回開催し，延べ２０１人の参加が
あり，小中学生の環境学習の充実を図りました。 
都立農業高校と相互連携基本協定に基づき覚書を締結し，「神代農場自然・環境教室」を５回実施し，

延べ６８人の参加がありました。また，市民の環境学習活動の支援として，講師を１回派遣し環境学習の
充実を図りました。 
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，壁面緑化推進事業等を行うととも

に，同会議との協働により６月に環境活動に関わる市民の交流イベントである環境活動交流会を実施し，
２６団体の参加がありました。交流イベントでは，環境についての意識の共有を図りました。 

２６-２ 地球環境保全行動の推進 

（◆地球温暖化対策の推進） 
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（民生用燃料電池）の設置補助２０９件，太陽光発電設備に対する補助３４件を行い，
温室効果ガス排出量の抑制に努めました。 
第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき，環境マネジメントシステムを活用し，

全庁一丸となり環境に配慮した取組を行い，市の施設の省エネ・節電に取り組みました。併せて，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，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，環境フェアにおいてゴーヤの苗８００株の無料配布を行
い，市民のグリーンカーテンの設置を推進し，家庭における省エネルギーの推進を図りました。 
市民・事業者による自主的な資源循環への取組，廃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４３.２％となり，排出されたごみの約半分が資源化さ
れ，温室効果ガス排出量の低減に寄与しました。 
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，グリーン購入を推進し，環境負荷の低減に努

めました。 
（◆環境保全行動に率先して取り組む人材の育成） 
市内に残る樹林の維持管理と技能の取得を目的に「雑木林ボランティア講座」を６回開催し，延べ３７

人が参加しました。自然環境について調査し考える「調布市環境モニター」を５回，市内の自然や古木を
見学する「そぞろ歩き」を１回開催し，延べ４０人が参加し，環境保全行動に率先して取り組む人材の育
成を図りました。 
多摩川自然情報館におけるボランティア解説員登録人数は２７人で，延べ１１０時間活動しました。ま

た，新たに２人がボランティア解説員養成講座を修了しました。 
（◆市民・事業者との連携・協働による取組の推進） 
平成２６年度から調布まちなか発電株式会社と連携し，公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業を実

施しました。３４施設で約９２５kW の発電が開始され，平成３０年度の総発電量は，約１００万 kWh
でした。また，市域への還元事業として，調布まちなか発電株式会社が主体となり，太陽光発電設備の市
民見学会を１回，上映会・講演会を１回，ソーラーランタン工作教室を１回開催し，地球温暖化防止に寄
与する取組を行いました。 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策26 地球環境の保全） 

  
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・環境学習公開講座では「エコ・クッキング講座」を３回開催し，７０人の参加があり，地球温暖化防止の意識向上に寄与した。 

・家庭における省エネルギーの推進を図るため，ゴーヤの苗８００株を市民に無料配布した。 

・地球環境保全意識の啓発のため，平成３０年度は，調布水辺の楽校・調布こどもエコクラブ・雑木林ボランティア講座など環境

学習事業を実施し，延べ５５５人の参加があったが，平成２９年度と比較し２１７人減少した。平成３０年度は例年になく猛暑

日（気温が３５℃以上）が続いたほか，台風などの天候事情から，子どもの安全を最優先に考慮して複数のイベントを中止にし

たことなどが要因となっている。  

・また，多摩川自然情報館で学習した人数は，９，３３１人だったが，平成２９年度と比較し５８０人減少した。こちらも天候等

の不確定要素により幾つかのイベントを中止したことなどが要因と考えられるが，環境学習の延べ人数は1万人近くの参加者を

集めることができた。 

・公共施設における温室効果ガス総排出量について，ＣＯ2排出係数の低い電気事業者との契約に努め，平成30年度の現状値は，

前年度よりも減少し，平成26年度の基準値も下回るものとなった。 

 

 

評価 Ｂ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①新たな環境基本計画を策定した。 

 

②地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の改定を行った。 

 

 

 

①各事業の取組を推進するとともに，中間報告会の実施に向けて

取り組む。 

②引き続き，市民，事業者，市が一体となって，地球温暖化対策

を推進する。 

 

 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①環境学習の参加延べ人数は一定程度に達したが，目標値に達し

なかった。 

 

 

②公共施設における温室効果ガス排出量については，減少してい

るものの，空調等の使用増により，電気使用量が増えている。 

 

 

①猛暑や豪雨など天候の影響に左右されたためであり，今後も子

どもの安全を最優先に考慮しつつ，参加者増に向けて更なる周

知広報が必要 

 

②電気使用量を削減するため，省エネ改修等の対策が必要 

 

 

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策26 地球環境の保全） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７年度） 

・新たな調布市環境基本計画を策定した。 

・第3次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定した。 

（平成２８年度～平成３０年度） 

・調布市環境基本計画に定められた各事業について取組を進めた。 

・第3次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき温室効果ガス排出量の削減に取り組んだ。 

（平成３０年度） 

・環境マネジメントシステムＩＳＯ14001について，平成30年度から新規格2015年版に移行し，市役所の事務事業におけるエ

ネルギー使用量の削減に取り組んだ。結果，公共施設における温室効果ガス総排出量について，平成30年度の現状値は，平成26

年度の基準値を下回るものとなったが，令和２年度の目標達成に向けては更なる取組が必要である。 

（平成２７年度～平成３０年度） 

・調布水辺の楽校・調布こどもエコクラブ・雑木林ボランティア講座など環境学習事業や多摩川自然情報館でのイベントなどの情報

発信を行い，環境保全の意識啓発に努めた。毎年度総計で1万人程度の参加者があった。一定の成果は得られたものと考えており，

引き続き更なる啓発活動を行っていく。 

 

 

評価 Ｂ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

  

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①平成２７年１２月２２日に，パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の

取組方針が，内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化推進本部によ

り決定された。 

②平成２８年５月１３日に，地球温暖化対策計画が閣議決定された。 

③平成２７年９月１５日に，ＩＳＯ１４００１：2004規格が改訂さ

れＩＳＯ１４００１：２０１５の規格となった。 

 

④フロン類対策の一層の推進のため，フロン回収・破壊法が改正され，

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律として平

成２７年４月１日に施行された。 

①②国や都の動向を踏まえ，調布市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の改定に向けて取組を進める。 

 

 

③ＩＳＯ１４００１：２０１５への規格改訂に伴い，平成

２９年度に調布市環境管理マニュアルを見直し，平成

３０年度から運用を開始している。 

④市役所の業務用空調機器・冷凍冷蔵機器の定期点検を

行っている。 

 

 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会」を契機と

した環境配慮の推進が求められている。 

②平成２８年３月に東京都環境基本計画が策定された。 

 

 

①スタジアム通りの改修において，遮熱性舗装の導入や

飛田給駅前広場においてミスト設備の設置を行った。 

②平成２８年３月に調布市環境基本計画を策定した。 

 

 

そ
の
他 

①都市計画と一体となった低炭素のまちづくりが求められている。 

 

②東京都環境確保条例の総量削減義務制度の削減義務率達成に向け

た温室効果ガス削減の取組を推進する必要がある。 

③家庭における温室効果ガス排出量削減に向けた対策が求められて

いる。 

 

①調布駅周辺地区において，災害時のエネルギーセキュ

リティも含めた効率的なまちづくりの研究を進める。 

②省エネに向けた設備更新が引き続き必要である。 

 

③引き続き，家庭向けの普及啓発事業の実施が必要であ

る。 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策26 地球環境の保全） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・環境基本計画の進捗状況の振返り（中間報告会）の実施及び後期計画期間に向けた改定に取り組む。 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編及び区域施策編）の改定に取り組む。 

・生物多様性地域戦略の策定について検討する。 

 

 
 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・環境基本計画の中間見直し作業 

・地球温暖化対策実行計画（区域施策編及び事務事業編）の改定作業 

 

 

 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・個人住宅など民間施設への太陽熱・太陽光発電設備の普及について，住宅施策との連携 

・低炭素のまちづくりを進めるための都市計画及び街づくり施策との連携 

・児童，生徒や保護者へ環境学習事業を促進するための教育施策との連携 

 

 
  



（施策26 地球環境の保全） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

  ●   ● ● ● ● 

        

 

 ● ● ● ● ●  ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，日常的にできる省エネ行動を進めるなど，環境負荷の少ないライフスタイルの実践に努めます。 

・事業者は，日々の事業活動の中で，温室効果ガスの削減等エネルギーの使用抑制による地球環境に配慮した取組を積極的に推進

します。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業について，市民等との協働により検討を進め，２０１４（平成２６）年度から３４施

設において事業を開始し，これにより生じた収益の一部を市や市域へ還元 

・次代を担う子どもたちの環境保全意識向上のため，多摩川自然情報館を活用し，学校と連携した事業を実施 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・屋根貸し施設を活用した市民見学会，再生エネルギーに関する講演会等の市域への還元事業 

・クリーンプラザふじみ，都立神代植物公園植物多様性センターと連携したバスツアー，スタンプラリー等の事業 

 


