
調布市環境基本計画の
中間見直しの方向性に関する検討資料

資料２-２

※本資料に記載した【施策（取組）の内容】の見直し（案）は，現段階の検討状況であり，計画策定の際には，詳細な事業
等を掲載する予定です。



主な見直し点

1

施策の方針1‒（1）緑と水の保全・再生 施策１-③ 里山環境の維持・保全

施策の方針2‒（2）快適な空間の確保 施策２-④ 都市美化の推進

施策の方針４‒（２）循環型まちづくりの推進

基本目標４ 低炭素で循環型の社会の形成を目指し実現するまち
施策の方針４‒（１）低炭素まちづくりの推進

施策の方針５‒（１）環境情報の整備・共有
施策の方針５‒（２）環境活動を担う人材の育成
施策の方針５‒（３）連携・協働の基盤づくり

第４章 重点プロジェクトのテーマ

※施策４－（１）低炭素まちづくりの推進は第３回改定委員会，環境指標は第４回改定委員会での議論を予定しています。

施策の方針3‒（1）公害のない環境の維持 施策３-④ 化学物質等の対策の推進

施策の方針1‒（1）緑と水の保全・再生 施策1-④ 生物の生息空間の保全
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2

新型コロナウィルス感染症を背景とした
経済・社会システムの変化が本市の環境施策
に及ぼす影響に対する現状認識について

はじめに



withコロナの社会で起き得る変化
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想定される影響

柔軟な働き方
の普及

テレワーク等による
在宅時間の増加

消費行動
の変化

通販，食事の持ち
帰りやデリバリーの
利用拡大

三密となる
場所への
外出抑制

自宅周辺の生活環境，
自然環境への関心の
拡大

家庭でのエネルギー
消費の増加

家庭から排出される
資源・ごみ量の増加
（容器包装プラスチック，
段ボールなど）

オンラインによる
交流・コミュニケー
ションの活発化

対面型のイベント，講
座の開催抑制，参加者
減少

影響の考慮が
必要な施策

省エネルギーの
推進（家庭）

３Ｒの推進による
ごみの減量

緑と水の保全・再
生に係る施策
騒音振動の発生抑
制

基本目標５に係る
施策全般

○新型コロナウィルス感染症を背景に起こり得る経済・社会システムの変化に対し，特
に基本目標４及び基本目標５に係る施策の見直しにおいて考慮する



参考：「新しい生活様式」の例
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出典：「新しい生活様式」の実践例（厚生労働省）



基本目標１
施策の方針1‒（1）緑と水の保全・再生

施策１-③ 里山環境の維持・保全
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調布市環境基本計画
主な見直し点

１

＜見直しのポイント＞
・都市農地の保全・活用に向けた積極的な取組



現行計画の内容と反映すべき近年の動向
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現行計画

■農地の保全に向けた仕組みづくり
農家の経営安定化や後継者の育成に資する各種支援制
度を検討します。また，体験農園などの充実を図り，市民
が農業や市街化区域内に残された都市農地の保全に理
解を深める機会を創出して行きます。

■里山環境の総合的な維持・保全と活用
雑木林ボランティア講座などの環境学習を通じて調布
の環境における里山の重要性を理解し，環境保全活動の
促進によって里山環境の保全を図るとともに，里山と私
たちの暮らしとの関わりについて学ぶ場として活用を図
ります。

反映すべき近年の動向

都市農業・都市農地に関する新た
な法制度を活用した施策展開

＜現行計画策定後の主な動き＞
○都市農業振興基本計画 閣議決定（平
成28年）

○生産緑地法改正（平成29年）
○都市農地貸借法施行（平成30年）

「調布市農業振興計画」（令和２年
５月），並行して改定する「調布市
みどりの基本計画」との連携

貴重な里山環境として，市街化区域内に残された都市
農地や樹林地等の維持・保全に向けた取組を推進します。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】



都市農業・都市農地に関する新たな法制度
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＜主なポイント＞
都市農地の位置づけを
「宅地化すべきもの」から 都市に「あるべきもの」
へと大きく転換

都市農業振興基本計画
（平成28年５月13日閣議決定）

生産緑地法改正
（平成29年）

都市農地貸借法施行
（平成30年）

＜主なポイント＞
・生産緑地地区の面積要件（500㎥）を条例で300㎡（政
令で規定）まで引下げ可能に。

（→調布市においても条例を改正し300㎥に変更）

・特定生産緑地制度が創設され，生産緑地地区に指定され
た農地について，市町村に買取り申出ができる時期の
10年延期が可能に。

＜主なポイント＞
・従来，所有者による営農が義務付けられていた生産緑地
の貸借がしやすくなり，農地の有効活用が可能に。

（→市内においても，民間企業による市民農園開設などの
動きあり）

○平成27年の都市農業振興基本法制定後，都市農地の位置づけが大きく見直され，
同時に都市農地の保全に関する新たな制度が創設されている



「調布市農業振興計画」（令和２年５月）の概要
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○都市農地の保全に関する新たな制度の活用を重点的に取り組む項目に設定

将来像
くらし彩る調布市農業
～持続可能な農業を目指して～

農業生産の場として農地の維持管理を図るととも
に，農業・農地のもつ多面的機能を活かした農地
の保全を，市民とともに進めます。

営農環境の向上や生産体制の強化により，農業者
がいきいきと活動できる農業経営体づくりを進め
ます。

地産地消を推進し，市民にとって農が身近になる
地域づくりを地域が一丸となって取組み，市民の
農業・農地への理解促進を進めます。

基本方針１
いきいきとした農業経営

基本方針２
農ある地域づくり

基本方針３
農地の保全・活用



施策（取組）の見直し（案）
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見直し（案）

■様々な制度による都市農地の保全と活用【見直し】
農家の経営安定化や後継者の育成に資する各種支援制度，都市農地の保全に関する各種
制度（新たに創設された特定生産緑地，都市農地貸借法など）を用い，里山環境を構成する
貴重な都市農地の保全と活用を進めます。また，体験農園などの充実を図り，市民が農業や
市街化区域内に残された都市農地の保全に理解を深める機会を創出していきます。

■里山環境の総合的な維持・保全と活用
雑木林ボランティア講座などの環境学習を通じて調布の環境における里山の重要性を理
解し，環境保全活動の促進によって里山環境の保全を図るとともに，里山と私たちの暮らし
との関わりについて学ぶ場として活用を図ります。

見直しの
考え方

●近年の制度改正及び調布市都市農業振興計画を踏まえ，特定生産緑
地，都市農地貸借法等の新たな制度の活用を取組に加える

貴重な里山環境として，市街化区域内に残された都市農地や樹林地等の維持・保全に
向けた取組を推進します。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】 下線部：見直す箇所 青字：「調布市みどりの基本計画」の検討状況に応じて
今後見直す可能性のある箇所



基本目標１
施策の方針1‒（1）緑と水の保全・再生

施策１-④ 生物生息空間の保全
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調布市環境基本計画
主な見直し点

２

＜見直しのポイント＞
・自然環境調査を通じて把握された情報の共有・活用
・危険な外来生物や害獣等の情報提供の取組



現行計画の内容
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現行計画

■生物多様性の保全に向けた総合的な取組の推進
調布市域の生物多様性の保全に向けて，様々な視点から総合的に取り組むため，「(仮)生物多様性ちょ
うふ戦略」の策定を検討します。

■生態系ネットワークの形成
市民や地域の専門家の参加を得て，近隣自治体とも連携しながら広域的な生態系ネットワークの形成
に努めます。

■在来種の保護及び特定外来生物（植物）の駆除
生物多様性の重要性について市民・事業者の理解向上に努めるとともに，それぞれの主体との協働を
通じて，公園・学校・公共施設等の緑化や，河川等の公共用地における特定外来生物（植物）の駆除に取り
組みます。

■生物に関する基礎資料のデータベース化に向けた仕組みの検討
生物の生息空間として重要な緑や水辺の自然環境について，調査結果のデータベース化に向けた仕組
みづくりの検討を行います。

様々な生物の生息空間を保全し，生態系ネットワークの形成を図るとともに，生物に関する情報の蓄
積・活用に取り組みます。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】



生物生息空間の保全に関する課題
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●生物の生息状況の把握が不十分

（参加者からの提案）
市民，市民団体が持っている生物の生息状況などに関する情報を集めて
活用したらどうか。

これまでの
進捗状況に
基づく課題

■在来種の保護及び特定外来生物（植物）の駆除

中間報告会
（１月開催）で
いただいた
意見

○外来生物に関しては，特定外来生物（植物）の駆除だけでなく，市内の実情を踏ま
えた取組が必要
〇生物に関する基礎資料のデータベース化は，元になる生息状況に関する情報の蓄
積が必要

・植物以外の外来生物（ハクビシン等）や，危険な生物（大型
のハチ等）に関する相談，苦情が増加

主な取組実績

課 題

・在来種を活用した緑化，多摩川河川敷における特定外来生
物（アレチウリ）の駆除を実施

■生物に関する基礎資料のデータベース化に向けた仕組みの検討

・データベース化の目的，データの活用方法が明確でないな
ど，取組の方向性が不明瞭

主な取組実績

課 題

・調布市環境モニター活動において，定点の植物観察を実施



見直し（案）

■生物多様性の保全に向けた取組の推進【見直し】
生物多様性の重要性について市民・事業者の理解向上に努めるとともに，調布市域の生物多様性の保全
に向けて，様々な視点から総合的に取り組むため，生物多様性地域戦略の策定を検討します。

■生態系ネットワークの形成
市民や地域の専門家の参加を得て，近隣自治体とも連携しながら広域的な生態系ネットワークの形成
に努めます。

■生物に関する調査と情報共有【見直し】
市内に生息・生育する生物について，市民や専門家と協力して調査を進めるとともに，調査により把握
した情報を市民，専門家，環境活動団体等と共有し，生物多様性の保全に役立てます。

■危険な外来生物や害獣等の情報提供【見直し】
生態系や市民の健康，農業等に害を及ぼす恐れのある危険な外来生物，害獣等に関する市民への情報
提供及び駆除等の対策を，国や東京都と連携して進めます。

様々な生物の生息空間を保全し，生態系ネットワークの形成を図るとともに，生物に関する情報の蓄
積・活用に取り組みます。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

施策（取組）の見直し（案）
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見直しの
考え方

●生物多様性に関する情報は，更なる蓄積と共有を重視して進める
●外来生物に関して，特定外来生物（植物）の駆除だけでなく，危険な
生物等も含め市民への情報提供の取組を進める

下線部：見直す箇所
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調布市環境基本計画
主な見直し点

３

基本目標２
施策の方針2‒（2）快適な空間の確保

施策２-④ 都市美化の推進

＜見直しのポイント＞
・受動喫煙対策と連動した都市美化施策の強化
・市民との協働の更なる促進



現行計画の内容と反映すべき近年の動向
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現行計画

■ 公衆マナーの順守を目指した意識啓発
ごみのポイ捨てや歩行喫煙など，公衆に対する迷惑行為
を防止し，美化意識の向上につなげるため，市民の意識
啓発に取り組みます。

■ 市民参加による美化活動の推進
快適な都市環境を確保するため，身近な生活空間の定
期的な清掃活動等を推進します。

■ 美化対策の推進
放置自転車や飼い主のいない猫等の地域問題に対して，
適切な対策を推進します。

反映すべき近年の動向

受動喫煙防止に向けた
屋外喫煙対策

＜現行計画策定後の動き＞
○調布市受動喫煙防止条例の
公布（平成31年3月），
施行（令和元年７月）

美化活動への高い関心

○市民アンケート調査（2019年）
における高い関心

○ラグビーワールドカップ
（2019年）等を契機とした美
化，緑化活動の盛り上がり

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

ごみ捨てや喫煙等のマナーを守るよう意識啓発を図る
とともに，清掃等の美化活動や美化対策の推進によって，
快適な都市環境を確保します。



受動喫煙防止条例の概要及び関連の取組
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受動喫煙防止条例の主なポイント

① 市内の駅前広場やその周辺の路上は禁煙
② 学校，児童福祉施設などの敷地に隣接す

る路上は禁煙
③ 市立の公園や広場は禁煙
④ 市立施設の敷地内は屋内外を問わず禁煙
⑤ 事業者や市民などが守る責務を規定

条例施行後の主な取組み

路上等喫煙禁止区域のイメージ

隣接する
路上

○受動喫煙防止啓
発用の通学路標
示板設置（教育
委員会）

○市内９箇所の路上等喫煙禁止区域指定

飛田給駅周辺 西調布駅周辺
調布駅周辺 布田駅周辺
国領駅周辺 柴崎駅周辺
つつじヶ丘駅周辺 仙川駅周辺
京王多摩川駅周辺



地域の美化活動・緑化活動等
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美化活動

緑化活動

○喫煙マナーアップ清掃

○美化推進重点地区における清掃活動
・自治会，商店会，事業者による定期的
な清掃活動，花壇整備

・多摩川クリーン作戦
・野川クリーン作戦

○道路清掃
（ふれあいのみちづくり事業）

○調布駅前クリーン作戦

○花いっぱい運動
（市内の歩道や公園等）

○市内では市民，事業者による美化活動，緑化活動が多数実施されている

多摩川クリーン作戦

ラグビーワールドカップ開催時に花
いっぱい運動の一環で調布駅前に
設置したおもてなしガーデン



施策（取組）の見直し（案）
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見直し（案）

■ 公衆マナーの順守を目指した意識啓発
ごみのポイ捨てや歩行喫煙など，公衆に対する迷惑行為を防止し，美化意識の向上につなげるため，
市民の意識啓発に取り組みます。

■ 市民参加による美化活動の推進【見直し】
快適な都市環境を確保するため，身近な生活空間の定期的な清掃活動等を推進します。地域の美化
活動と緑化活動，駅周辺などにおけるマナーアップ清掃との連携した取組を推進します。

■ 受動喫煙防止に向けた屋外喫煙対策の推進【新規】

歩行喫煙などによる屋外における受動喫煙を防止するため，路上喫煙等禁止区域でのパトロールや，
標示板の設置等を推進します。

■ 美化対策の推進
放置自転車や飼い主のいない猫等の地域問題に対して，適切な対策を推進します。

見直しの
考え方

●受動喫煙防止に向けた屋外喫煙対策に関する施策を加える
●複数ある美化活動等の連携を図り，効果的に施策を推進する

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

ごみ捨てや喫煙等のマナーを守るよう意識啓発を図るとともに，清掃等の美化活動
や美化対策，屋外喫煙対策の推進によって，快適な都市環境を確保します。

下線部：見直す箇所

【新規】 新しく取り組む施策（取組） 【拡充】 これまで取り組んできた内容を拡充する施策（取組） 【見直し】 課題を踏まえて内容を見直す施策（取組）
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調布市環境基本計画
主な見直し点

４

基本目標３
施策の方針３‒（１）公害のない環境の維持
施策３-④ 化学物質等の対策の推進

＜見直しのポイント＞
・空間放射線量の測定に関する調査体制の見直し



現行計画の内容と反映すべき近年の動向
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現行計画

■ 有害化学物質による汚染の防止
■ 化学物質に関するリスクコミュニケーションの
推進

■ 地下水保全に向けた調査・規制
（以上は継続する予定のため内容省略）

■ 放射線等に関する情報の蓄積・提供
国や都と連携して，空間放射線量の測定監視や，
学校や保育園給食における放射性物質に関するサ
ンプリング調査を行い，データの蓄積を図るとと
もに，放射線等の健康影響に関する正しい知識な
どの情報とあわせて市民に提供して行きます。

反映すべき近年の動向

空間放射線量の測定結果

○市内１０箇所の測定結果は，国
の除染基準を下回った状態を
維持

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

化学物質のリスクに関する情報をできる限り把握し，健
康や環境に対する影響を回避するため，市民への正確な
情報提供に努めます。また，有害物質取扱事業者等の管
理・指導を徹底し，ＶＯＣ等の化学物質による大気・土壌・
地下水・河川の汚染を未然に防止していきます。



空間放射線量の測定結果
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○安心安全を確保する観点から，平成23年6月から簡易測定器により，市独自の空
間放射線量の測定を市内10箇所において月１回実施
○現在は，国の除染基準を下回った状態を維持

環境指標

基
準
値
（基
準
年
度
）

実績値

Ｈ
30
時
点
の
評
価

目標値
（目標
年度）

H28 H29 H30

３-④化学物質等の対策の推進

空間放射線
量の測定監
視回数及び
除染基準を
超えた回数

120
回
【0回】
※
(H26
単年度)

120
回

【0回】

120
回

【0回】

120
回

【0回】
○

120
回

【0回】
(R7)

※ 【】内は除染基準を超えた回数

調査地点環境指標の推移



施策（取組）の見直し（案）
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見直し（案）

■ 有害化学物質による汚染の防止
■ 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進
■ 地下水保全に向けた調査・規制
（以上は継続する予定のため内容省略）

■ 放射線等に関する情報の蓄積・提供【見直し】
国や都と連携して，空間放射線量の測定監視や，学校や保育園給食における放射性物質
に関するサンプリング調査を実施し，市民に情報を提供します。空間放射線量については，
国の除染基準を下回る水準で数値がおおむね安定していることから，調査体制の見直し
を検討します。

見直しの
考え方

●次期計画の期間内に，空間放射線量の測定に関する調査体制を見直
すことを施策（取組）に位置付ける

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

化学物質のリスクに関する情報をできる限り把握し，健康や環境に対する影響を回
避するため，市民への正確な情報提供に努めます。また，有害物質取扱事業者等の管
理・指導を徹底し，ＶＯＣ等の化学物質による大気・土壌・地下水・河川の汚染を未然
に防止して行きます。

下線部：見直す箇所
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調布市環境基本計画
主な見直し点

５

基本目標４
低炭素で循環型の社会の形成を

目指し実現するまち

＜見直しのポイント＞
・国や東京都が将来的な実現をめざす「脱炭素社会」の視点の反映
・海洋プラスチックごみ問題等，プラスチックを取り巻く国内外の動向
への対応

・食品廃棄物問題への対応



現行計画の内容と新たに反映すべき視点
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現行計画
新たに反映すべき視点

国，東京都が将来的な実現を
目指す「脱炭素社会」「ゼロエ
ミッション」への貢献

気候変動による影響への適応
策の更なる推進

基本目標４

低炭素で循環型の社会の形成を目指し実現する
まち
地球温暖化の要因とされている大気中の温室効果ガス
は，増加の一途をたどっています。異常気象等に起因する
自然災害の発生リスクの増大や，気候変動による農作物
などの生育への影響が懸念され，適応・対応して行くこと
が求められています。また，これまでの大量消費・大量廃
棄が様々な問題を引き起こしています。調布市は，ごみの
減量・リサイクルについては，全国でも高水準の成果を上
げていますが，より一層の取組が求められています。
こうした現状を踏まえ，持続可能な社会の構築に向けて，
市民一人ひとりのライフスタイルを見直すとともに，まち
づくりも含めた視点から，市域全体の環境負荷の低減に
取り組む必要があります。このため，「低炭素まちづくり
の推進」「循環型まちづくりの推進」を方針として，次に掲
げる施策に取り組みます。

新たな環境問題である海洋プ
ラスチックごみ問題，食品ロス
の削減への対応



「脱炭素社会」「ゼロエミッション」
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パリ協定に基づく成長戦略とし
ての長期戦略
（令和元年６月11日閣議決定）

＜長期ビジョン＞
最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ，それを野心的に
今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとと
もに，2050年までに80％の削減に大胆に取り組む

ゼロエミッション東京戦略
（令和元年12月）

＜東京が目指すビジョン＞
・世界の大都市の責務として，平
均気温の上昇を1.5℃に抑え
ることを追求し，2050年に，
CO2実質ゼロに貢献するゼ
ロエミッション東京を実現する

○将来的に実現を目指す社会として「脱炭素社会」「ゼロエミッション」を提示



気候変動による影響への適応
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○温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と，気候変動の影響による被害の回避・軽
減対策（適応策）は車の両輪とされ，近年，気候変動の影響への適応策の取組が加
速化

国の動き

国，東京都の動き

令和元年台風１９号の影響により大きな被害を
受けた多摩川児童公園内のグラウンド

本市における影響例

東京都の動き

気候変動適応法を制定し，気候変動適応計画を
閣議決定（平成30年）

＜目標＞

「ゼロエミッション東京戦略」の個別計画・プログ
ラムの一つとして「東京都気候変動適応方針」を
策定



海洋プラスチックごみ問題，食品ロスの削減
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○大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムが引き起こした環境問題として，
海洋プラスチックごみ，食品ロスの問題が顕在化

海洋プラスチックごみ問題 食品ロス

調布市における取組

海洋に流出する廃プラスチック類（海洋プラ
スチックごみ」）による海洋汚染が地球規模
で拡大

まだ食べられるのに廃棄される食品，いわゆ
る「食品ロス」が社会問題化

＜国の動き＞
・プラスチック資源循環戦略を閣議決定（令和元年
５月）

＜東京都の動き＞
・「ゼロエミッション東京戦略」の個別計画・プログラ
ムの一つとして「プラスチック削減プログラム」を
策定（令和元年12月）

＜国の動き＞
・食品ロス削減の推進に関する法律を制定（令和元
年）

＜東京都の動き＞
・食品ロス削減キャンペーン「東京食品ロス0（ゼロ）
アクション」等の取組を展開

・「調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」（平成31年３月）に上記の動向を反映
・「CHOFUプラスチック・スマートアクション」の取組立ち上げ（令和２年４月）

※詳細は後述



基本目標４の見直し（案）
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見直し（案）

見直しの
考え方

●下記の点を考え方として基本目標４に反映する
・将来的な脱炭素社会の実現に貢献していくこと
・気候変動への適応の取組を更に進めていくこと
・循環型社会の分野に関しては，新たな環境問題である海洋プラスチックご
み，食品ロスへの対応に力を入れていくこと

基本目標４

地球温暖化の要因とされている大気中の温室効果ガスは，増加の一途をたどっています。異常気象等
に起因する自然災害の発生リスクの増大や，気候変動による農作物などの生育への影響が徐々に顕在化
しています。このため，国が最終到達点として掲げる「脱炭素社会」の実現に向け，温室効果ガスの削減に
向けた取組を更に進めると同時に，気候変動の影響による被害の回避・軽減に向けた取組を進めること
が求められています。
また，これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムが様々な問題を引き起こしており，
特に近年，海洋プラスチックごみ，食品ロスへの対策が喫緊の課題となっています。調布市は，ごみの減
量・リサイクルについては，全国でも高水準の成果を上げていますが，市民，事業者，市がそれぞれの立場
でより一層の取組を進めていくことが求められています。
こうした現状を踏まえ，ライフスタイル・ビジネススタイルの変革を促していくとともに，まちづくりも含
めた視点から，市域全体の温室効果ガスの更なる削減と気候変動への適応，ごみの減量・リサイクルに取
り組み，持続可能な社会を構築していく必要があります。このため，「低炭素まちづくりの推進」「循環型ま
ちづくりの推進」を方針として，次に掲げる施策に取り組みます。

脱炭素社会の実現と循環型の社会の形成を目指すまち

下線部：見直す箇所
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調布市環境基本計画
主な見直し点

６

基本目標４
施策の方針4‒（2）循環型まちづくりの推進

施策４-⑤ ３Ｒの推進によるごみの減量
施策４-⑥ ごみの適正処理

＜見直しのポイント＞
・海洋プラスチックごみ問題等，プラスチックを取り巻く国内外
の動向への対応
・食品廃棄物問題への対応
・災害時廃棄物の処理 ・水銀含有物等の処理



現行計画の内容と反映すべき近年の動向
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現行計画 反映すべき近年の動向

（再掲）新たな環境問題である
海洋プラスチックごみ問題，
食品ロスの削減への対応

■ごみの発生抑制に向けた啓発
市民の意識啓発に取り組み，ごみを出さない，ごみにな
るものは受け取らないといったごみ減量につながる意識
啓発に努めます。

■市民・事業者の自主的な取組の支援
家庭系ごみの更なる減量に向けて，家庭系ごみの多く
を占める生ごみの減量を推進するとともに，拡大生産者
責任の考え方に基づく事業者の容器包装削減や店頭回収
などの取組を支援します。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

ごみの発生抑制を最優先とし，３Ｒの推進に向けた啓発
や，市民・事業者の自主的な取組の支援等を行い，ごみの
更なる減量に取り組みます。

施策４-⑤ ３Ｒの推進によるごみの減量

「調布市一般廃棄物処理基本計
画（改訂版）」（平成31年３月）に
基づく取組等の反映
例）家庭における食品ロス対策
の推進
事業系ごみ減量・資源化の
普及啓発や食品ロス削減
海洋プラスチックごみ対策
の検討
CHOFUプラスチック・
スマートアクション



現行計画の内容と反映すべき近年の動向
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現行計画

反映すべき近年の動向

「調布市一般廃棄物処理基本
計画（改訂版）」（平成31年３
月）に基づく取組の反映
例）水銀含有物等の適正処理
災害廃棄物対策

■ごみの安定処理の確保
ふじみ衛生組合のクリーンプラザふじみ，リサイクルセン
ターにおいて，ごみの分別区分に応じて，焼却・再利用・資
源化・廃熱の有効活用等に向けた処理を進めます。また，
クリーンセンターの機能移転による安定的な一般廃棄物
の資源化処理施設及びし尿処理施設の整備を進めます。

■不法投棄対策の充実
市民意識の高揚，パトロール強化等によって，不法投棄
の未然防止，早期発見に努め，排出者に対する適正処理
を促します。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

ごみの分別の更なる徹底や，資源物の無断持去りの取
り締まり強化などを図り，資源化を推進するとともに，不
法投棄対策の充実等によってごみの適正処理を推進しま
す。

施策４-⑥ ごみの適正処理



調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）
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○「さらなるごみ減量の実現」「資源循環の推進」「全市民，全事業者を対象とした啓発活動の実
践」「社会情勢の変化に柔軟に対応できるごみ処理体制の構築」を重点課題とし，「ごみの発生
抑制を最優先とし，循環型社会の構築を目指す」ことを基本的考え方に据え，平成31年３月
に計画を改訂



CHOFUプラスチック・スマートアクション

33

○世界的な環境問題となっている海洋プラスチックごみ問題に対し，調布市としてプラスチック
ごみの減量や海洋流出防止に繋がる市独自の取組を実践するため，令和２年４月より
「CHOFU（調布）プラスチック・スマートアクション」の取組を立ち上げ，職員による率先行動
や市民・事業者と一体となった行動により，プラスチックごみの減量やプラスチックごみの海
洋流出防止に繋がる取組を積極的に実施

職員による率先行動
物品調達等における取組

アクション１
市としての率先行動の促進
(市庁舎での取組)

アクション２
市民・事業者等との協働に
よる取組

アクション３
東京2020 大会を契機とし
た取組とその他の取組

プラスチックごみの海洋流出防止につながる取組の実践
プラスチックごみの発生抑制
イベント等におけるワンウェイプラスチック製品使用の削減
事業者等との協働

東京都や東京2020大会組織委員会と連携し，東京2020大会関連事業
等において，可能な範囲で，イベントでのリユースカップ等の促進を図る

環境省が行っている「プラスチック・スマート」活動への参加など，新たな施
策展開の検討・実施

市報，市ホームページ，ザ・リサイクル，ごみアプリ等の媒体を通じ，先進事
例の紹介，企業や学校，環境団体，国・東京都・市の取組等を情報提供

子ども向け環境教育の実施



施策４-⑤ ３Ｒの推進によるごみの減量 の見直し

34

見直し（案）

見直しの
考え方

●新たな課題である海洋プラスチックごみ問題，食品ロスの削減につながる具
体のアクションを盛り込む

●上記への対策として，事業者による生産，流通，販売段階での取組も重要であ
ることから，「事業者の自主的な取組支援」を新たな施策として設定する

■ごみの発生抑制に向けた啓発【見直し】
様々な機会・媒体を活用した情報発信により，ごみを出さない，ごみになるものは受け取らないと
いったごみ減量につながる意識啓発，正しい分別・排出方法の普及に努めます。

■市民の自主的な取組の支援【見直し】
家庭系ごみの更なる減量・資源化に向けて，家庭系ごみの多くを占める，食品ロスを含む生ごみの減
量を推進するとともに，地域における集団回収など資源化の取組を支援します。

■事業者の自主的な取組の支援【新規】
増加傾向にある事業系ごみの減量・資源化に向けて，拡大生産者責任の考え方に基づく事業者の容
器包装削減や店頭回収，食品ロス削減などの取組を支援します。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

ごみの発生抑制を最優先とし，３Ｒの推進に向けた啓発や，市民・事業者の自主的
な取組の支援等を行い，プラスチックごみ，食品ロスをはじめとするごみの更なる
減量に取り組みます。

下線部：見直す箇所

【新規】 新しく取り組む施策（取組） 【拡充】 これまで取り組んできた内容を拡充する施策（取組） 【見直し】 課題を踏まえて内容を見直す施策（取組）



施策４-⑥ ごみの適正処理 の見直し
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見直し（案）

見直しの
考え方

●調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）（平成31年３月）に示された適
正処理に関する取組内容（災害廃棄物対策等）を反映する。

●ポイ捨てや不法投棄への対策は，プラスチックごみの海洋流出防止の観点
からも重要であることを示す。

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

■ごみの適正かつ安定的な処理の確保【見直し】
ふじみ衛生組合のクリーンプラザふじみ，リサイクルセンターにおいて，ごみの分別区分に応じて，焼却・
再利用・資源化・廃熱の有効活用等に向けた処理を進めるとともに，平成31（2019）年４月から本格稼働
を始めた新クリーンセンターについて，学習機能等も含めた拠点施設として恒久的・安定的な運用を図り
ます。また，高齢者・障害者への対応として実施しているふれあい収集の充実，水銀含有物等の処理方法の
周知等，社会情勢に対応した収集・運搬，処理体制を整備します。

■ポイ捨て・不法投棄対策の充実【見直し】
空き缶やペットボトル等のポイ捨てや不要家電製品等の不法投棄の防止は，プラスチックごみの海洋流
出防止の観点からも重要です。このため，市民意識の高揚，パトロール強化等によって，不法投棄の未然防
止，早期発見に努め，排出者に対する適正処理を促します。

■災害時における廃棄物処理体制の整備【新規】
「調布市災害廃棄物処理マニュアル」（平成2６年３月策定）に基づき，大規模な地震災害や水害が発生し
た場合は，迅速かつ適正な処理及びリサイクルの推進を図ります。

資源化可能な紙類やプラスチック，水銀含有物や適正処理困難物等の分別の更な
る徹底，資源物の無断持去りの取り締まり強化などを図り，資源化を推進するとと
もに，ポイ捨て・不法投棄への対策の充実等によってごみの適正処理を推進します。

下線部：見直す箇所
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調布市環境基本計画
主な見直し点

７

基本目標５ みんなの力でより良い環境を
目指すまち

施策の方針５‒（１）環境情報の整備・共有
施策の方針５‒（２）環境活動を担う人材の育成
施策の方針５-（３）連携・協働の基盤づくり



環境学習や啓発活動，実践活動・協働等
に関する課題

37

●若い人の参加が少ない

●未来を担う人材である子どもの育成，
学校との連携が必要

●情報が行き届きにくい若い世代に向け
た情報発信

昨年度の調査から明らかになった課題
（市民アンケート調査の結果より）

●活動の参加状況
・１年以内に参加した人 １割程度
・今後参加してみたい人 ５割弱

●参加しない主な理由
・時間がない
・体力的に無理

●参加者を増やすために必要だと思うこと
・気軽に体験できる機会
・情報発信の充実
・子どもたちの学習，体験機会

中間報告会（１月開催）で
いただいた意見

withコロナの時代において
考慮すべき視点

●対面にこだわらない新たな参加，活動
の形態の模索

○若い世代をはじめ，新しい参加者をふやしていくことが必要。
○withコロナの時代も考慮しつつ，必要な改善点は「子どもたちの環境教育・環境学
習の充実」，「若い世代にも届く情報発信」，「気軽な参加・体験機会の創出」。



現行計画の施策・取組の構成
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○これまでの取組は，広く市民の関心喚起を図る情報発信・普及啓発と，第一線で活
動する担い手の育成・支援に二極化しており，「関心はあるけど時間はない」と感じ
ている層へのアプローチが不足している
○情報発信については，Twitterの活用などにも取り組んでいるが，まだ工夫の余
地がある

第一線で
活動する市民

「活動に関心はある
けど時間はない」
と感じている市民

幅広い市民
子どもたち

施策５-① 環境情報の集約・活用・発信
■環境情報の集約・活用
■環境情報の提供
■環境情報の発信

施策５-② 活動を継続する担い手の育成と啓発活動の推進
■環境についての伝承や活動をリードする人材の育成
（ボランティア養成講座など）

施策５-② 活動を継続する担い手の育成と啓発活動の推進
■学校での環境教育の推進
■地域での環境学習の支援
■市民意識の高揚のためのイベント・キャンペーンの実施
■小中学生などに適した啓発活動の実施

施策５-③ 市民・事業者・市等の連携強化
■環境保全活動の拠点となる場の提供
■活動支援のための制度・仕組みづくり
■環境保全活動の環（わ）の拡大

現行計画の施策



課題を踏まえた今後の施策展開の考え方
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○施策の対象を４つの層で捉え，ステップアップを意識しながら，各対象の意識，活
動意欲・活動状況に合ったアプローチで施策を展開する

第一線で
活動する市民

「活動に関心はある
けど時間はない」
と感じている市民

幅広い市民
子どもたち

学びと活動体験機会の充実
拠点施設やイベントでの環境学習プログラムの提供，活
動団体と連携した活動体験機会の創出に取り組む

様々な主体と活動の環（わ）の拡大
活動団体どうしの交流を通じた取組の拡大，他自治体
など広域的な連携による取組を推進する

環境意識の醸成
環境に関する情報発信，子どもたちを対象とした環境教
育・体験の場の創出，市民の意識啓発に取り組む

活動の担い手となる人材育成と活動支援
ボランティア等として活動に参加する人材を育成する
とともに，環境活動団体等の活動を支援する

様々な環境活動
団体，他の地域

活動する市民か
らの情報発信，
普及啓発活動な
どを通じた
働きかけ

今後の施策展開の考え方

＜施策の対象＞ ＜考え方＞



○今後の施策展開の考え方を踏まえ，基本目標５の施策は，環境保全活動に関心を持
つ人々の裾野を広げる「施策の方針５－（１）環境教育・環境学習の推進」と，活動に
取り組む人の育成と支援の充実を図る「施策の方針５－（２）連携・協働による環境
保全活動の推進」に分けて再構成する。

施策体系の見直し案
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■地域での環境学習【見直し】
■活動体験機会の創出【新規】

■活動団体等の交流支援【拡充】
■広域的な連携の推進【拡充】

■環境情報の発信【見直し】
■学校での環境教育の推進【拡充】
■子どもたちへの啓発活動の実施【拡充】
■市民の環境意識の醸成【見直し】

■担い手の育成 【見直し】
■活動支援のための制度・仕組みづくり 【見直し】
■環境保全活動の拠点となる場の提供

基本目標５ みんなの力でより良い環境を目指すまち

施策５－①
環境意識の醸成

施策５－②
学びと活動体験機会
の充実

施策５－③
活動の担い手となる
人材育成と活動支援

施策５－④
様々な主体と活動の
環（わ）の拡大

施策 施策（取組）の内容

5‒（1）
環境教育・
環境学習の推進

5‒（2）
連携・協働による
環境保全活動の
推進

施策の方針

【新規】 新しく取り組む施策（取組） 【拡充】 これまで取り組んできた内容を拡充する施策（取組） 【見直し】 課題を踏まえて内容を見直す施策（取組）



各施策の内容案

施策５－① 環境意識の醸成

41

見直し（案）

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

■環境情報の発信【見直し】
市内の環境に関する情報，市民が取り組める環境行動，市の取組，環境活動団体の活動に関する情報な
どの環境情報を，市の広報，インターネット・ＳＮＳなど様々な媒体を活用して発信します。

■学校での環境教育の推進【拡充】
学習指導要領に基づき理科・社会科等の教科，総合的な学習の時間の実施により，環境教育の推進に取
り組みます。また，調布市環境基本計画をわかりやすく解説する子ども向け版資料を作成・配布するほか，
学校と連携して，環境教育を支援するリーフレット等の作成，講師の派遣等に取り組みます。

■子どもたちへの啓発活動の実施【拡充】
小中学生向けのイベントや活動プログラム，親子参加のワークショップなど，次代を担う子どもや子育て
世代がともに環境について学び，考えることができる場や機会を創出します。

■市民の環境意識の醸成【見直し】
環境フェアをはじめとするイベント，環境に配慮したライフスタイルの普及につながるキャンペーン等をイ
ンターネット等も活用しながら展開し，環境問題への関心喚起，環境意識の醸成を図ります。

様々な媒体を活用した環境に関する情報の発信，子どもたちの環境教育や体験の
場や機会の創出，環境関連のイベント・キャンペーンなどを通じて，環境に対する関
心を高め，意識を醸成します。

下線部：見直す箇所



各施策の内容案

施策５－② 学びと活動体験機会の充実
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見直し（案）

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

■地域での環境学習【見直し】
多摩川自然情報館を中心とした環境学習関連施設や社会教育施設における環境学習事業の推進，オン
ラインの活用も視野に入れた環境セミナー・出前講座の開催などにより，地域における環境学習を推進し
ます。

■活動体験機会の創出【新規】
環境に関する広報誌や市ホームページ，ＳＮＳ等を活用し，環境活動団体の活動内容を紹介します。
深大寺・佐須地域で整備予定の農業公園での農業体験や農業イベントの開催など，気軽に環境学習に参
加できる機会を創出します。

環境に関心を持った市民と環境活動団体とをつなぎ，担い手となる意欲をもつ
人々を増やしていくため，環境活動団体等と協力しながら，拠点施設やイベントでの
環境学習を進めるとともに，気軽に活動を体験できる機会を創出します。

下線部：見直す箇所



各施策の内容案

施策５－③ 活動の担い手となる人材育成と活動支援
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見直し（案）

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

■担い手の育成【見直し】
雑木林の保全活動，自然解説などのボランティア活動を担う人材や，個人・グループで活動に取り組む人
材を養成する講座の開催などにより，担い手を育成します。

■活動支援のための制度・仕組みづくり【見直し】
環境活動団体の活動が持続的，発展的なものとなるよう，団体が活用できる官民の補助制度の情報提供，
活動支援に関心のある市民や企業等をつなぐ仕組みづくり等を検討します。

■環境保全活動の拠点となる場の提供
環境活動団体等の活動を促進するため，多摩川自然情報館，市民活動支援センター，みんなの広場，佐須
農（みのり）の家等の公共施設を活用した場の提供を継続します。

活動に参加する人材，活動をリードする人材を育成するとともに，市民，環境活動
団体，企業の取組を支援する仕組みを整え，連携・協働を推進します。

下線部：見直す箇所



各施策の内容案

施策５－④ 様々な主体と活動の環（わ）の拡大
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見直し（案）

【施策の方向】

【施策（取組）の内容】

■活動団体等の交流支援【拡充】
環境活動団体どうしの情報交換や交流機会の創出，市と協力協定を結んだ教育機関との連携，企業の社
会貢献活動との連携などを通じて，環境保全活動を促進します。

■広域的な連携の推進【拡充】
環境マネジメントシステムに係る環境監査を自治体間で相互に実施したり，多摩川・野川の流域自治体と
連携し河川環境の保全に向けた協議・意見交換や連携した活動を展開するなど，自治体間等の広域的な連
携を推進します。また，姉妹都市の木島平村等と連携し，環境学習分野などでの事業連携に取り組みます。

環境活動団体，他自治体，学校，企業等との連携を通じて，環境保全活動の環（わ）
を拡大していきます。

下線部：見直す箇所
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調布市環境基本計画
主な見直し点

８

重点プロジェクト



次期計画の重点プロジェクトのテーマ（案）
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①里山はぐくみプロジェクト
貴重な里山環境の魅力を市民に発信し，里山環境とそこに生
息する生物の保全活動への参加の環を広げる

②「調布式脱炭素ライフスタイル」実践プロジェクト
地球温暖化問題への危機意識を共有し，脱炭素に貢献する調
布らしいライフスタイルを市民とともに構築，実践する

③ちょいボラ！ 活動体験プロジェクト
市民主体の環境保全活動への関心を喚起し，未経験の市民の
参加を促進する

④子どもたちの環境学習推進プロジェクト
学校教育との連携，市外での環境体験学習など，子どもたち
の環境学習を推進する

＜重点プロジェクトの選定基準＞
（現行計画p.72より）

１ 時代背景をふまえた緊急性，優
先度

２ 市民ニーズの高さ
（社会的要請の強さ）

３ 事業効果の高さ
４ 市民・市民団体・事業者・市の連

携・協働

○重点プロジェクトの選定基準を踏まえつつ，昨年度の調査結果，第１回環境基本計画等改定委
員会でいただいたご意見を反映し，次の４つのテーマを設定し，市民参加で取組の内容を検
討する。

○検討に当たっては，テーマごとの取組だけでなく，２つ以上のテーマが連携する取組も積極的
に検討する。

昨年度の調査結果，
中間報告会でいただいたご意見

第１回環境基本計画等改定委員会
でいただいたご意見

※プロジェクト名はすべて仮称


