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後を表す場合でも元号を「平成」と表しています。  

新元号が施行された後は、新元号の相当する年に読み替えてください。  
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第１章 基本的事項 

 

この章では、瑞穂町環境基本計画策定の基本的事項（計画の

背景、目的、構成、計画期間）を示しています。 
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１ 計画の基本的事項                   

（１）策定の背景 

瑞穂町は、古くから青梅街道、日光街道の宿場町として栄え、狭山丘陵を

はじめとした緑豊かな自然環境を保ちつつ発展を続けてきました。 

町では、平成 19（2007）年４月に町、町民、事業者の責務等について定め

た瑞穂町環境基本条例を施行しました。平成 21（2009）年３月に「瑞穂町環

境基本計画」を策定、平成 26（2014）年に中間的見直しを行い「瑞穂町環境

基本計画（改訂版）」（以下、「第１次計画」という。）を策定し、瑞穂町の環

境保全等に資する施策の総合的な推進を図ってきました。 

豊かで便利な生活を享受する一方で、温室効果ガスの排出による地球の温

暖化による影響から地域環境の悪化も懸念され始めています。 

こうしたことから、平成 30（2018）年度に現行計画の計画期間が満了する

ことに伴い、第１次計画の再評価を踏まえ、国や都道府県の政策、社会等の

動向に応じた、「第２次瑞穂町環境基本計画」（以下、「第２次計画」という。）

を策定することとしました。 

 

（２）瑞穂町環境基本計画の目的 

瑞穂町環境基本計画は、この環境基本条例の基本理念を具体化し、環境の

保全、回復及び創出（以下、「環境の保全等」といいます。）に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とします。 

 

●環境基本条例の基本理念 

(基本理念) 

第３条 環境の保全等は、町民が健康で安全かつ快適に暮らすことができる良好な

環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければ

ならない。 

２ 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可

能なまちづくりを目的として、すべての者の積極的な取組と相互の協力によって行

われなければならない。 

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていること

から、すべての日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。 
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（３）計画の位置づけ 

第２次計画は、瑞穂町環境基本条例に基づいて策定し、第４次瑞穂町長期

総合計画後期基本計画を上位計画とした環境分野のマスタープランとして位

置づけるものとします。 

このため、町のすべての個別計画・行政施策の策定にあたっては、環境基

本計画の趣旨を尊重し、環境への配慮を織り込むこととします。 

また、環境保全等に関係する個別計画に基づく施策の策定・推進にあたっ

ては、個別計画に基づく進行管理との連携を図っていきます。 

 

●計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（４）計画の主体 

瑞穂町環境基本計画では、町、町

民及び事業者の環境保全等に対する

責務について明らかにするものとし、

それぞれが環境保全等の主体として、

目標達成のために取組を進めること

とします。 

 

  

 

町 

町民 事業者 

三者協働 
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（５）計画の期間 

計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度までの 10 年

間とし、社会状況の変化や計画の進捗状況を踏まえ、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

 

●計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）計画の対象区域 

計画の対象区域は、瑞穂町の行政

区域全体とします。なお、町が単独

で行えない場合や連携することによ

って効果が得られる場合は、周辺の

市町村や東京都、国との協力を検討

することとします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

内
容

　
　
　
計
画
開
始
年
度

　
　
　
計
画
目
標
年
度

社会情勢の変化、計画の進捗に応じて見直し

●瑞穂町の位置 
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（７）計画の対象とする範囲 

この計画は、「瑞穂町環境基本条例」の理念に基づき、すべての人々の協力

のもと、豊かな環境を保全し創出するとともに、人と自然との共生をめざし、

環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまちをつくりあげていくことを念

頭に、以下の５つの環境に係る視点から検討していきます。 

ただし、環境項目については限定的なものではなく、新たな項目を立てる

必要が生じた場合には適宜、対応していくこととします。 

 

●計画の対象とする範囲 

環境に係る視点 環境項目 

地球環境 
地球温暖化／地球環境問題／ごみ減量 

／資源化／エネルギー／気候変動 

自然環境 
緑／生物／水辺／自然とのふれあい 

／生物多様性／自然と共生する歴史・文化 

生活環境 大気／水環境／騒音・振動／土壌・地下水／その他 

快適環境 景観／快適性／安心・安全 

参加協働 
参加協働／環境教育・環境学習 

／自主的な環境保全行動 
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２ 瑞穂町の概況                     

（１）瑞穂町のプロフィール 

瑞穂町は、東京都心から西へ約 40 キロメートル、新宿駅から電車で約

1 時間 20 分の距離に位置しています。東部には狭山丘陵が広がり、豊か

な自然に育まれたあふれんばかりの緑が目に鮮やかに飛び込んできます。

四季折々の姿は、訪れる人の心を和ませ、ハイキングなどを楽しむ方々の

憩いの場となっています。また、町の中心部から北側には、都内随一の生

産量を誇る東京狭山茶の茶畑が広がり、東京のお茶処のまちとして知られ

ています。 

一方、国道 16 号や新青梅街道などの主要道路が行き交う道路交通の要

衝ともなっています。圏央道青梅インターチェンジが近いことから、近年

は大型商業施設や物流関係施設の立地が進んでいます。 

南側には、在日米軍横田基地があります。基地による生活環境のへの影

響は、その対策を基地や国に対して要望しつつ、一方で基地内に住む方と

は良き隣人として、国際交流も行っています。 

将来都市像「みらいにずっとほこれるまち 潤いあふれ、活力みなぎる

地域社会をめざして」の実現に向け、安心していきいきと快適な生活を送

ることができるまちづくりを進めています。 

 

（２）人口 

瑞穂町の人口は、平成元（1989）年の 29,845 人から平成 16（2004）年

の 33,991 人まで、多少の変動はあったものの着実に増加を続けてきまし

た。平成 16（2004）年以降は僅かではあるものの減少に転じており、平

成 30（2018）年４月１日時点では 33,455 人となっています。 

世帯数は、平成元（1989）年の 8,956 世帯から増加を続けており、平成

30（2018）年４月１日時点では 14,883 世帯となっています。 

町では、近年の社会情勢を踏まえ、人口減少、超高齢社会に対応すると

ともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力

ある社会を維持していく必要があります。 
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●瑞穂町の人口と世帯数（各年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 24（2012）年までは外国人登録が含まれておりません 
出典：（平成元〔1989〕年～平成 25〔2013〕年）「瑞穂町と横田基地」（平成 26〔2014〕年 3 月 瑞

穂町）、（平成 26〔2014〕年～平成 30〔2018〕年）瑞穂町ホームページ 

 

（３）産業 

「平成 28 年経済センサス‐活動調査報告」によると、平成 28（2016）

年度の瑞穂町の事業所数は 1,717 件、事業従事者数は 21,888 人となってい

ます。事業所数は、製造業（433 件）、卸売・小売業（396 件）、建設業（197

件）の順で多くなっています。事業従事者数は、製造業（7,546 人）、卸

売・小売業（4,117 人）、運輸・郵便業（3,036 人）、サービス業（他に分

類されないもの）（1,748 人）の順で多くなっています。 

 

●瑞穂町の業種別事業所割合（平成 28〔2016〕年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年経済センサス‐活動調査報告（産業横断的集計）   
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（４）土地利用 

平成 28（2016）年の瑞穂町の総面積は約 1,685ha であり、このうち宅

地が約 531ha で 31.5％、その他が約 681ha で 40.4％（うち横田基地が約

210ha）、畑が約 303ha で 18.0％を占めています。 

宅地は、平成 10（1998）年の約 443ha（26.3％）から、平成 28（2016）

年には約 531ha（31.5％）となっており、増加傾向にあります。 

畑は、平成 10（1998）年の約 335 ha（19.9％）から、平成 28（2016）

年には約 303ha（18.0％）となっており、減少傾向にあります。 

山林は、平成 10（1998）年の約 189ha（11.2％）から、平成 28（2016）

年には約 170ha（10.1％）となっており、やや減少傾向にあります。 

その他は、公園・河川・道路・国有地などを示します。 

 

（５）交通 

瑞穂町の車両交通は、青梅街道(都道５号線)と東京環状(国道 16 号)が

箱根ケ崎で交差しているほか、青梅街道のバイパス路線である新青梅街道

(都道５号線)の終点となっており、首都圏の道路交通上、重要な位置を占

めています。 

町内の鉄道は、八王子と高崎を結節する JR 八高線が通じており、箱根

ケ崎駅１駅が存在します。八高線は平成８(1996)年に八王子－高麗川間が

電化され、現在では川越－八王子間を直通で結節しています。 

町内のバス路線は、都営バス、立川バス、西武バスが運行しており、箱

根ケ崎駅を中心に入間、小平、福生、昭島、羽村、立川方面を結節する路

線が発着しています。また、町内を運行するコミュニティバスの運行はあ

りませんが、高齢者や障がい者を対象とする福祉バスが運行されています。 
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（６）町民による瑞穂町の環境に対する満足度 

平成 30（2018）年８月に「環境に関する意識調査」※を実施し、町民に

よる「家の周りの緑・水辺」と「生活環境」について、現在の満足度と１

次計画策定当時（10 年前）からの満足度の変化を把握しました。 

※ 町民：18 歳以上の町内居住者（「住民基本台帳」を基にした無作為抽出）を対

象（配布数 2,000 件、回収数 683 件、回収率 34.2％）。 

「家の周りの緑・水辺」について「満足」「やや満足」を合わせた値が

50％を超えたのは、「森や林の緑」「公園や街路樹などの緑」でした。また、

「10 年前との比較」について「良くなった」が最も高かったのは「公園

や街路樹などの緑」で、「河川環境」「森や林の緑」の順でした。 

 

●家の周りの緑・水辺に対する満足度 

 

●家の周りの緑・水辺に対する満足度の変化（10 年前との比較） 
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「生活環境」について「満足」「やや満足」を合わせた値が 50％を超え

た項目はありませんでした。また、10 年前との比較について「良くなっ

た」が最も高かったのは「ごみなどの野焼き」で、「自然にはない臭いや

不快な臭い」「自転車の不法駐輪、乗り捨て」「街頭広告、各種立て看板、

チラシ等」の順でした。 

 

●生活環境に対する満足度 
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●生活環境に対する満足度の変化（10 年前との比較） 

 

 

 

  



12 

３ 第１次計画の進捗状況                 

（１）第１次計画の進捗状況の公表、見直しの実施状況 

第１次計画の進捗状況及び施策の実施状況については、毎年、環境審議会

へ報告するとともに広報みずほやホームページなどを利用し、町民・事業者

に公表しています。また、環境審議会からは、毎年の報告を受け、強化すべ

き点などの指摘を受け、取組について改善を図ってきました。 

 

（２）町の施策の実施状況 

第１次計画では、町の施策について望ましい環境像及び取組方針に沿って

20 項目の計画の目標・指標を設定し、平成 30（2018）年度までの達成を目指

すこととしています。 

平成 29（2017）年度時点での指標の実績値について評価を行ったところ、

各項目で改善又は達成が見られました。 

ただし、公用車の低公害車への転換についての指標である「特定公害車（燃

料電池自動車、電気自動車、ハイブリット自動車）の導入率」は、後退の傾

向にありました。また、「一斉清掃での参加人数」「町民１人当りのごみの排

出量」「総資源化率」など、町民の協力が不可欠な指標についても課題が見ら

れる状況です。 
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●第１次計画の目標と実績値① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の凡例】 ◎：目標値を既に達成したもの 

↗ ：改善に向けて進捗しているもの 

→：改善が見られないもの 

↘ ：後退の傾向にあるもの 

  

１　さわやかな空気、清らかな大地、みんなが安心して暮らすことができるまちを創るために

取組方針 指標 基準年（H25年度） 現状（H29年度）
現行計画の目標
（H30年度）

評価

（１）公用車の低公害車への転換を進
めていきます。

特定公害車（燃料電池自
動車、電気自動車、ハイ
ブリット自動車）の導入
率

13％
（基準年）

10.14％
30％

（H 30 年度） ↘

（２）大気環境調査を実施し、基準超
過することなく良 好な状態を維持し
つ、さらる改善に努めます。

環境基準 環境基準値以内 環境基準値以内
環境基準値の維持

（H30年度） ◎

（３）公共下水道の普及を推進してい
きます。

下水道普及率 96.7％ 97.6％
98.0％

（H30年度） ↗

（４）水質環境調査を実施し、基準超
過することなく良 好な状態を維持し
つ、さらる改善に努めます。

環境基準
一部項目（大腸菌群
数）で環境基準値超
過

一部項目（大腸菌群
数）で環境基準値超
過

環境基準値の達成
（H30年度） →

２　豊かな緑、多様な生き物、みんなが共存できるまちを創るために

取組方針 指標 基準年（H25年度） 現状（H29年度）
現行計画の目標
（H30年度）

評価

（１）市街地の貴重な緑を保全するた
め、存樹林や木 の指定、助成を継続
していきます。

保存樹木数（累計） 30本 33本
40本

(H30年度） ↗

（２）公園などの拡充やポケットパー
クを整備していきます。

都市公園などの管理面積
（累計）

179,423㎡ 186,698.02㎡
182,000 ㎡
（H30年度） ◎

（３） 生垣による緑化を普及啓発し
ていきます。

生垣緑化助成に基づく生
垣の累計総延長

753ｍ 808.7ｍ
1,000ｍ

（H30年度） ↗

（４）小中学校の庭芝生化を推進して
いきます。

校庭芝生化学校数 ３校 全７校
７校

（H30年度） ◎

◎

◎

（５）毎年、残堀川の水生生物調査を実施し、調査結果を情報
提供していきます。

（６）外来種や生態系を乱す恐れのある物について情報提供し
ていくともに、計画的捕獲自然の生態系回復を図ることの重要
性を啓発してきます。
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●第１次計画の目標と実績値② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の凡例】 ◎：目標値を既に達成したもの 

↗ ：改善に向けて進捗しているもの 

→：改善が見られないもの 

↘ ：後退の傾向にあるもの 

 

３　歴史と文化を大切にし、みんなが楽しく暮らせるまちを創るために

取組方針 指標 基準年（H25年度） 現状（H29年度）
現行計画の目標
（H30年度）

評価

（１）全国一斉清掃の継続実施によ
り、町の美化を図っていくこととも
に、町民の美化意識の高揚を図ってい
きます。

一斉清掃での参加人数 5,872人 5,356人
6,300人

（H30年度） ↘

４　地域から地球へ、みんなで地球を守っていくまちを創るために

指標 基準年（H25年度） 現状（H29年度）
現行計画の目標
（H30年度）

評価

（１）「瑞穂町第二次地球温暖な対策
実行計画」に基づき、中間目標として
基準年度（平成27年度）比で、平成33
年度までに10％の削減を目指し、毎年
の削減目標は２％を目指します。

温室効果ガス排出量
3,589,094kg-CO2

（H27年度）
3,498,598kg-CO2 3,445,530kg-CO2 ↗

－

道路照明灯のＬＥＤ化率 ０％ 36％ 60％ ↗

防犯灯のＬＥＤ化率 ８％ 44% 83％ ↗

（４）ごみの減量を推進し、町民１人
１日当たりのごみの排出量を減少して
いきます。

町民１人当りのごみの排
出量

941ｇ 950ｇ
788ｇ

（H30年度） ↘

（５）資源の再利用を進めていきま
す。

総資源化率 33.7％ 31.0％
40.2％

（H30年度） ↘

（６）不法投棄防止禁止看板の設置や
土地所有者への配布、環境パトロール
による巡回監視を行い、不法投棄の防
止に努めていきます。

環境パトロールによる路
上放置物の回収量

5,383kg 5,206kg
5,100kg

（H30年度） ↗

（７）（仮称）瑞穂町グリーン調達推
奨ガイドの策定に取り組み、更なる温
室効果ガス排出量の減少に努めます。

策定状況 未策定 策定
策定

（H27年度） ◎

５　みんなで考え、みんなで行動するまちを創るために

取組方針 指標 基準年（H25年度） 現状（H29年度）
現行計画の目標
（H30年度）

評価

－

－

※目標値の設定はない

※目標値の設定はない

※目標値の設定はない

（１）広報みずほやホームページなどにより、環境に関する
様々な情報を提供していきます

（２）自然環境をテーマにした啓発事業、企画展や講演会など
町民の自然環境学習に触れる機会を提供していきます。

（２）公共施設の建設にあたっては、自動照明設備や太陽光な
どの新エネルギーを導入していきます。

（３）道路照明灯や防犯等のＬＥＤ化
を進めていきます。
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４ 環境に関連する社会的動向               

（１）地球温暖化の進行に伴う気候変動問題 

① 地球温暖化の将来予測 

世界の平均気温は上昇し続けており、近い将来、食糧危機や多くの種の

絶滅が懸念される等、気候変動は人類をはじめ全ての生命にとって重大な

脅威となっています。 

国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）は、地球温暖化の科

学的な評価と対策を盛り込んだ第５次評価報告書（以下「第５次評価報告

書」という。）を平成 26（2014）年 11 月に公表しました。 

第５次評価報告書では、1880 年～2012 年の期間に世界平均地上気温が

0.85℃上昇したこと、人為起源の温室効果ガスの排出が地球温暖化の支配

的な原因であることを指摘しています。さらに、21 世紀末（2081 年～2100

年）の世界の平均気温は、現状を上回る地球温暖化対策を実施しない場合、

現在（1986 年～2005 年の平均）よりも 2.6℃～4.8℃上昇すると予測して

います。 

 

●ＩＰＣＣ第５次評価報告書における世界平均地上気温の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動に関連すると考えられる干ばつ、洪水、嵐等の災害は、1980

年代に比べ 2000 年代に入ってから増加しています。極端な異常気象、海

面上昇による島嶼しょ国沿岸の浸水、深刻な干ばつによる食料不足と難民

現状を上回る温暖

化対策を実施しな

い場合の気温上昇 

現状を上回る温暖化対策

を実施した場合の気温上

←2.6℃上昇 

←4.8℃上昇 

←1.7℃上昇 

←0.3℃上昇 

21 世紀末 

（2081～2100年） 

出典：気象庁「気候変動 2013：自然科学的根拠  気候変動に関する政府間パネル 第 5 次評価報告書 

第 1 作業部会報告書 政策決定者向け要約（気象庁訳）」資料より作成 
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の発生、ジカ熱等の感染症の世界的な拡大等、21 世紀に入って毎年のよ

うに世界各地で気候変動と関連すると思われる事象が発生しています。 

 

●地球温暖化による気候変動リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「地球温暖化パネル」 

 

② 東京の気候変動 

日本の年平均気温は 1898 年～2017 年で 100年あたり約 1.19℃の割合で

上昇しました。東京では、ヒートアイランド現象の影響もあり、約 2.5℃

上昇しています。また，１時間降水量 50mm 以上の「短時間強雨」は，増

加傾向にあります。 

「地球温暖化予測情報第９巻」（平成 29〔2017〕年３月、気象庁）の温

室効果ガス濃度が最も多くなるシナリオによると、東京の年平均気温は

100 年後に約４℃上昇すると予測されています（現在の鹿児島県種子島辺

りの気温に相当）。また、35℃以上の猛暑日が 100 年後に約 40 日増加、1

時間 50mm 以上の短時間降雨の回数が現在より２倍以上になると予測され

ています。 

このまま地球温暖化による気候変動が進行すると、町においても、暑熱

環境の悪化、豪雨や台風などに伴う風水害、熱中症や感染症の増加など、

人の健康や生活環境などへの影響が懸念されます。 
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③ 気候変動対策に対する国際的な取組 

平成 27（2015）年 12 月の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯ

Ｐ21）で採択されたパリ協定は、平成 28（2016）年 11 月４日に発効しま

した。産業革命以降の世界平均気温上昇を 2℃以内に、できれば 1.5℃以

内に抑え、今世紀末までに排出と削減が同程度になることを目指し、条約

加盟国の全てが温室効果ガス削減に向けて各国の目標を提出した公平か

つ実効的な枠組みで、「低炭素社会」に向けた転換点となるものです。 

 

（２）国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ〔エス・ディ・ジーズ〕） 

平成 27（2015）年９月の国連持続可能な開発サミットにおいて、平成

42（2030）年までの国際社会共通の目標として、「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）」を中核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採

択されました。このアジェンダは、世界が持続可能な発展を目指し、人間

活動に伴い引き起こされる諸問題を喫緊の課題として認識し、国際社会全

体で解決に取り組んで行くことを決意した画期的な合意です。 

平成 28（2016）年 1 月にスタートしたＳＤＧｓは、17 の目標とそれら

に付随する 169 のターゲットから構成され、持続可能な開発の３本柱とさ

れる経済面・社会面・環境面の課題全てに幅広く対応し、調和させること

を目指しています。 

なお、「東京都環境基本計画」（平成 28〔2016〕年３月）では、ＳＤＧ

ｓについて「今後の国の施策だけでなく、自治体の環境施策においても指

針とすべきもの」と言及しています。 

 

●持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）における 17 の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国際連合広報センターホームページ  
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５ 第１次計画の見直しにあたっての主要課題        

「瑞穂町の概況」や「第１次計画の進捗状況」「環境に関連する社会的動向」

を踏まえ、第２次計画策定にあたっての主要課題は、次に示すとおりです。 

 

① 瑞穂町における環境保全等を進めるためには、狭山丘陵をはじめとした

緑豊かな自然環境や今に受け継がれている郷土の歴史・文化財を町の“環

境資源”として活かす視点が重要です。それには、「協働宣言」（平成 26

〔2014〕年 10 月）を尊重し、環境保全等の取組についても、町にかかわ

る多くの方が、世代や立場の壁を越えて協力し合い「自立と協働」の元

で、環境保全等を実践していくことが大切です。 

 

② 平成 27（2015）年 12 月のＣＯＰ21 でのパリ協定の採択を受けて、国で

は、日本の温室効果ガスの排出削減・吸収量の確保を目指す「日本の約

束草案」（国内の排出削減・吸収量の確保により、平成 42〔2030〕年度

に平成 25〔2013〕年度比 26.0％減）の着実な実行を図るため、地球温暖

化対策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月９日法律第 117 号）を改正

し、平成 28（2016）年５月に地球温暖化対策計画策定しました。東京都

では、環境基本計画（平成 28〔2016〕年３月）における政策の柱に「低

炭素・快適性・防災力を備えたスマートエネルギー都市の実現」を掲げ、

環境・エネルギー施策を積極的に展開しています。今後、気候変動が進

行に伴う人の健康や生活環境などへの影響の深刻化が懸念されるため、

地球温暖化対策の推進にあたり、温室効果ガスの排出抑制（緩和策）と

ともに適応策を両輪として取り組んでいくことが求められています。 

 

③ 瑞穂町においては、近年の社会情勢を踏まえ、人口減少、超高齢社会に

対応するとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来に

わたって活力ある社会を維持していくことが必要です。国の第５次環境

基本計画（平成 30〔2018〕年４月）で、特定の施策が複数の異なる課題

を統合的に解決する視点（環境・経済・社会の統合的向上、ＳＤＧｓの

考え方の活用）が重視されているように、町の環境施策の推進にあたっ

ては、地域の経済社会やライフスタイル、技術などへの波及効果を踏ま

えて推進していくことが必要です。 
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第２章 基本目標と望ましい環境像、基本方針 

 

この章では、第２次計画の基本目標と望ましい環境像、環境

像の実現に向けた基本方針を示しています。 
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１ 基本目標と望ましい環境像               

第２次計画では、環境基本条例を踏まえて基本目標として、「自然とふれあ

い、安心して暮らせるまち みずほ」を掲げ、基本目標を具体化していくた

め、５つの望ましい環境像を設定します。 

 

＜基本目標＞ 

 

 

 

 

＜望ましい環境像＞ 

 

 

  
① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き

継ぐまち 

② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑、多様な生き物を守り、

育て、人と自然が共生するまち 

③ きれいな空気・水、清らかな土地を確保し、みんなが安心

して暮らすことのできるまち 

④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 

⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち 

 

自然とふれあい、安心して暮らせるまち みずほ 
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２ 望ましい環境像と環境目標               

 

５つの望ましい環境像について、平成 40（2028）年度を目標年度とする数

値目標を掲げます。 

 

 

望ましい環境像① 

地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き

継ぐまち 
 

気候変動の原因とされる地球温暖化への対応として、地域での省エネル

ギーや再生可能エネルギーへの転換、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ

イクル）の取組が浸透する低炭素社会・循環型社会を目指します。同時に、

気候変動の深刻化に伴う地域での影響に向き合い、被害を回避・軽減して

いく“適応策”の視点を取り入れていくことで、次の世代を見据えて町民

の健康・安全、暮らしの基盤の確保を目指します。 

 

＜数値目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

温室効果ガス排出量 3,498,598kg-CO2  

町民１人当りのごみの排出量 950ｇ  

総資源化率 31.0％  
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望ましい環境像② 

狭山丘陵をはじめとする豊かな緑、多様な生き物を守り、

育て、人と自然が共生するまち 
 

狭山丘陵をはじめとした緑豊かな自然環境は、次世代や後世に継承すべ

き町民共有の財産といえます。自然の恵みを活用し、地域の活性化につな

げていく自然共生社会の実現を目指します。 

 

＜数値目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

保存樹木数（累計） 33 本  

都市公園などの管理面積（累計） 186,698.02 ㎡  

生垣緑化助成に基づく生垣の累

計総延長 
808.7ｍ  

里山等とのふれあいの場の創出

数、参加者数【設定案】 
－  

 

 

望ましい環境像③ 

きれいな空気・水、清らかな土地を確保し、みんなが安心

して暮らすことのできるまち 
 

日常生活や事業活動に伴って発生する環境への負荷を低減し、町民の健

康を守り、安全で安心できる生活環境の確保を目指します。 

 

＜数値目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

環境基準の達成（大気汚染） 環境基準値以内  

下水道普及率 97.6％  

環境基準の達成（水質汚濁） 
一部項目（大腸菌群

数）で環境基準値超過 
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望ましい環境像④ 

歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち 
 

瑞穂町の自然的景観と歴史的景観が調和し、潤いを感じる景観を創り出

すことを目指します。また、環境美化への関心の高まり、ボランティアに

よるごみ拾いなどの地域活動を強みに、人にやさしく、憩いのあるまちを

目指します。 

 

＜数値目標＞ 

指標 現状（H29 年度） 目標（H40 年度） 

一斉清掃での参加人数 5,356 人 
 

 

 

望ましい環境像⑤ 

みんなで考え、みんなで行動するまち 
 

町民や事業者による自発的・積極的な環境保全行動の実践、地域の環境

づくりへの参加をささえ、町民・事業者・地域・各種団体・町が連携・協

働し、地域の環境保全活動を展開する協働型社会の実現を目指します。 

 

＜数値目標＞ 

指標 基準年（H29 年度） 目標（H40 年度） 

ふるさと学習「みずほ学」自然

に関する学習支援（講師派遣実

施数）【設定案】 

－  

狭山丘陵における自然体験の機

会の参加者数【設定案】 
－  
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第３章 望ましい環境像を実現するための取組 

 

この章では、望ましい環境像を実現するために、現状・課題

を整理した上で、基本方針毎の施策の基本的方向を示していま

す。 
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１ 望ましい環境像の実現に向けた基本方針         

（１）16 の基本方針 

望ましい環境像の実現に向けて、町の取り組む施策、町民及び事業者によ

る取組を展開するため、16 の基本方針を挙げます。 

 

望ましい環境像 基本方針 

① 地域から地球環境の保全に

貢献し、次の世代に地球を引

き継ぐまち 

１ 温室効果ガスの排出抑制のために 

２ 気候変動への適応を進めるために 

３ ごみを減らし、環境負荷の少ない暮ら

しのために 

４ 資源の効率的な利用のために 

②狭山丘陵をはじめとする豊か

な緑、多様な生き物を守り、

育て、人と自然が共生するま

ち 

５ 豊かな緑を守り、育てていくために 

６ 多様な生き物を守り、育てていくため

に 

７ 水辺を守り、育てていくために 

③ きれいな空気・水、清らかな

土地を確保し、みんなが安心

して暮らすことのできるま

ち 

８ きれいな空気を守っていくために 

９ きれいな水を守っていくために 

10 不快な騒音や振動をなくしていくた

めに 

11 清らかな土地を守っていくために 

12 様々な公害を防いでいくために 

④ 歴史と文化を大切にし、みん

なが快適に暮らせるまち 

13 快適で美しいみずほを創っていくた

めに 

14 魅力ある温かいみずほを創っていく

ために 

⑤ みんなで考え、みんなで行動

するまち 

15 みんなで学び、協力していくために 

16 連携・協働による取組を広げていくた

めに 
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（２）つなげる環境づくり～取組の展開にあたっての留意事項 

環境保全等に取り組むことにより、環境の保全・回復・創出はもとより、

さまざまな効果が期待されることを念頭に、各分野での取組を進めることが

重要です。例えば、地域における地球温暖化対策は、温室効果ガス排出の抑

制を実現するだけではありません。地域活性化、人口減少、産業振興、防災、

健康等の多様な課題の解決に貢献し、住民・事業者の利益となる可能性を秘

めています。瑞穂町の水・緑の保全・創出に取り組むことで、観光振興や地

域活性化にもつなげていくことが期待されます。 

また、社会の変化に伴う環境への影響を念頭に置きながら、進めるべき取

組を講じていくことも重要です。例えば、少子高齢化が進むと、屋敷林や平

地林の減少や空き家の増加、耕作放棄地や遊休農地の増加といった生活環境

の問題が生じたり、住民の地域の環境づくりへの関わり方が変わったりしま

す。 

さらに、瑞穂町での環境保全等の取組は、ＳＤＧｓの 17 の目標のうち目標

11「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする」

に貢献するものです。 

このようなことから、16 の基本方針に沿って環境施策を進めるにあたって

は、庁内関係部署が分野横断で連携・分担し、円滑で効果的な施策の推進を

図っていきます。また、環境問題の変化に対応しつつ地域社会の課題解決に

もつなげていく視点、持続可能な社会に貢献していく視点を織り込んでいき

ます。 

また、瑞穂町での環境保全等の取組が、持続可能な社会の実現に貢献して

いくものであることを認識し、各主体の参加協働を呼び掛けていきます。 
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環境像① 地域から地球環境の保全に貢献し、次の世代に地球を引き継ぐまち       

■現状と課題 

・ 瑞穂町における、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの排出量は、平成 27（2015）年度が約 24 万６千 t-CO2

で、平成 25（2013）年度より 5.5％減となっています。国や東京都の

目標に寄与するためにも、引き続き省エネルギー、再生可能エネルギ

ーの導入促進、二酸化炭素排出が少ないエネルギー利用への転換など、

総合的に取り組むことが必要です。 

・ 気候変動の進行に伴い、町においても暑熱環境の悪化、豪雨や台風な

どに伴う風水害、熱中症や感染症の増加などが懸念されることから、

気候変動影響への適応策に取り組むことが必要です。 

・ ごみ処理量は、平成元（1989）年度の約 8,200t から平成 15（2003）年

度の約 15,000ｔまで増加した後は、家庭ごみの有料化などにより減少

傾向で推移し、平成 29（2017）年度は 11,613ｔとなっています。町民

１人あたりの１日の家庭ごみ量の排出量は 946.7ｇと、多摩地域で４番

目に多い状況であるため、さらなるごみの削減と資源の効率的な利用

が必要です。 

・ 総資源化率（ごみ資源化量に資源物集団回収分を加えたもの）は、平

成 15（2003）年度に約 20％まで低下しましたが、その後上昇し、平成

29（2017）年度は 31.0％となっています。 

 

●瑞穂町における温室効果ガス排出量の推移 

 

資料：「平成 29 年度オール東京 62 市区町村共同事業 みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト 『多摩地域の温室効果ガス排出量』」（平成 30〔2018〕年３月）  
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基本方針１ 温室効果ガスの排出抑制のために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

温室効果ガス

の排出抑制に

取り組んでい

きます 

瑞穂町第二次地球温

暖化対策実行計画の

推進 

瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画に基

づき、町の事務・事業の実施に伴って排出さ

れる温室効果ガスの削減に取り組んでいき

ます。 

ごみ焼却量の削減 ごみの焼却に伴う二酸化炭素の発生を抑え

るため、資源化の促進などにより焼却処理し

ているごみ量を削減していきます。 

瑞穂町地球温暖化対

策実行計画（区域施策

編）の策定 

（仮称）瑞穂町地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）の策定を検討します。 

省エネルギー

に取り組んで

いきます 

公共施設における取

り組みの推進 

公共施設の建設にあたっては、自然採光の利

用や自動照明設備の設置などに取り組んで

いきます。 

低炭素で健康な住ま

いづくりの促進 

快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱

化と高効率設備によりできる限りの省エネ

ルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギ

ーを創る住宅について啓発を行います。 

町民・事業者への意識

啓発 

町民・事業者に対し、環境配慮指針の取り組

みを周知し、環境に配慮した機器の積極的な

利用や、省エネルギー行動に努めるよう啓発

していきます。 

再生可能エネ

ルギーの利用

に取り組んで

いきます 

公共施設における取

り組みの推進 

公共施設の建設にあたっては、太陽光発電な

どの再生可能エネルギーの導入に取り組ん

でいきます。 

町民・事業者への普

及・啓発 

東京都と連携し、家庭や事業所での太陽光発

電など導入等の再生可能エネルギーの利用

の推進に取り組んでいきます。 

自動車排出ガ

スによる環境

負荷を低減し

低公害車の導入と普

及の促進 

公用車の更新時には、ハイブリッド車や電気

自動車などの低公害車へ転換していきます。

また、町民・事業者への普及方策を検討して
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ていきます いきます。 

エコドライブの推進 町民・事業者に対し、エコドライブの推進を

周知していきます。 

自動車交通量の抑制、

交通渋滞の解消 

町民・事業者に対し、通勤時の徒歩や自転車

の利用の促進などを啓発していきます。 

公共交通機関の整

備・利用の促進 

モノレールの延伸やバス路線の拡充など、公

共交通機関の整備促進を要請していきます。 

フロンなどの

適正処理及び

使用抑制を進

めていきます 

フロンの適正管理及

び処理の推進 

特定フロン及び代替フロンなどは、法令に基

づき、適正に管理及び処理していきます。 

フロンの使用抑制の

推進 

東京都と連携し、冷媒用に使用されている

HFC、HCF などの代替フロンの使用抑制に関

する情報を提供していきます。 
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基本方針２ 気候変動への適応を進めるために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

気候変動の影

響への適応を

進めます 

クールスポットネッ

トワークの整備 

街なかでの暑さ対策として、町内各所でドラ

イ型ミスト発生装置の設置、花や緑の整備な

ど、クールスポットの創出を図ります。 

感染症などを媒介す

る蚊の発生源対策 

国や東京都と連携し、町民への注意喚起及び

予防・対処法などについて啓発を行います。 

地下水かん養の実施 地下水かん養機能を高めるため、公共施設で

の雨水貯留浸透施設などの整備、歩道や駐車

場などの路面における浸透性舗装の利用に

取り組んでいきます。また、町民・事業者に

対し、啓発を行っていきます。 

洪水対策の強化 集中的な豪雨時にも洪水などが生じないよ

う、河川整備や河川管理について、関係機関

へ要望していきます。 

地球環境問題

に関する情報

を提供してい

きます 

町民・事業者への普

及・啓発 

東京都と連携し、地球環境問題に関する情報

を提供していきます。 
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基本方針３ ごみを減らし、環境負荷の少ない暮らしのために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

家庭から出る

ごみを減らし

ます 

ごみの発生･排出抑制

の推進 

ノー（NO）レジ袋・マイバッグ運動を継続し、

ごみの減量に対する町民の意識を啓発して

いきます。 

ごみ分別の推進 ごみの分別事典やごみ・資源物収集カレンダ

ーの作成、配布、町のホームページへの掲載

などにより、分別の徹底を指導していきま

す。 

事業者が排出

するごみを減

らします 

事業系ごみの発生・排

出抑制の推進 

事業者に対し、ごみの排出量を削減するよう

啓発し、ごみ処理施設からの汚染物質の飛散

などを軽減していきます。 

事業者の協力による

ごみ減量の推進 

小売店やスーパーなどに、ノー（NO）レジ袋・

マイバッグ運動への協力を求めていくとと

もに、過剰包装の抑制や包装の適正化を指導

していきます。 

町全体のごみ

を減らします 

分別協力率の向上 町民・事業者に対し、ごみ・資源物収集カレ

ンダーの配布などにより、分別徹底の意識を

啓発していきます。 

食品ロスの削減 家庭・飲食店・小売店などの様々な場面で発

生する食品ロスについて、事業者などと協力

して情報発信、啓発を行います。 

一般廃棄物処理基本

計画の推進 

瑞穂町一般廃棄物処理基本計画に基づき、西

多摩衛生組合及びその構成市と連携し、さら

なるごみの減量・リサイクルに取り組んでい

きます。 

公共施設におけるご

みの減量 

瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画に基

づき、町の事務･事業の実施に伴って排出さ

れるごみの減量に取り組んでいきます。 

近隣自治体などとの

連携 

廃棄物に係る問題や要望については、東京都

市町村清掃協議会を通じて国や東京都へ働

きかけていきます。 
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施策 取組 取組内容 

不法投棄・不適

正排出を防止

していきます 

不法投棄防止対策の

推進 

土地所有者への不法投棄禁止看板の提供や

適正管理の要請、警察と連携した不法投棄者

への警告などにより、不法投棄の防止に努め

ていきます。 

不適正排出防止対策

の推進 

ごみのポイ捨てや不適正な排出による散乱

を防止するため、環境監視員による巡回監視

を継続するとともに、土地所有者に対し、空

き地などの適正管理を指導していきます。 

災害発生時に

おける生活環

境確保のため

に備えます 

災害廃棄物対策 災害発生時には、東京都、西多摩衛生組合構

成市町及び近隣自治体と連携し、災害廃棄物

処理に取り組みます。また、瑞穂町災害廃棄

物処理計画を策定します。 

非常用水源としての

地下水の保全など 

町で利用可能な井戸の位置をマップなどに

整理していくとともに、水質や水量などを調

査し、非常時の水源の把握に努めます。 

ごみの適正処

理に関する情

報を提供して

いきます 

町のごみ処理に関す

る情報の提供 

みずほリサイクルプラザにおけるごみ処理

の方法を、施設見学や職場体験などの機会

や、フリーマーケットなどを通じ、児童・生

徒・町民へ周知していきます。 

町が処理できないご

みに関する情報の提

供 

電池や蛍光灯など、家庭や事業所から排出さ

れる有害ごみの分別の徹底を周知していき

ます。 
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基本方針４ 資源の効率的な利用のために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

資源の再利用

を進めていき

ます 

町民・事業者を交えた

再利用の推進 

資源物集団回収の推進、みずほリサイクルプ

ラザでのリサイクル品展示販売、ふれあいバ

ザー、フリーマーケットなどを通じ、リサイ

クル運動を推進していきます。 

町による再利用の推

進 

公共施設や公園で発生する剪定枝や草木、落

ち葉は、みずほエコパーク内での堆肥化や破

砕機によるチップ化により、資源として利用

していきます。 

環境に配慮し

た製品の利用

を進めていき

ます 

公共施設における取

り組みの推進 

エコマーク商品やグリーンマーク商品など、

環境負荷の少ない商品やサービス、再生品な

どを率先して利用していきます。 

環境に配慮した製品

の利用の推進 

環境ラベルなどの環境に配慮した製品に関

する情報を提供し、環境負荷の少ない商品の

販売および利用を啓発していきます。 
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環境像② 狭山丘陵をはじめとする豊かな緑、多様な生き物を守り、育て、人と自然が共生するまち 

■現状と課題 

・ 「環境に関する意識調査」（平成 30〔2018〕年８月実施）によると、町

民が考える良好な環境を維持するために大切なことは、「豊かな緑の保

全と親しめる場の確保」が第１位に挙げられました。とりわけ、「狭山

丘陵の自然の保全」が最も重要と考えられています。 

・ 瑞穂町には、多くの生きものが生息している自然豊かな狭山丘陵や、

カワセミやカルガモなど数多くの野鳥が観察される狭山池公園があり

ます。町の宝である自然を守り、生きものが生息しやすい環境を保全

するために、町民や事業者へ生物多様性の重要性などについての啓発

活動を継続し、より多くの理解と協力をもとめていくことが必要です。 

・ アライグマやハクビシンなど、外来種の被害が増加しているため、生

息数を減少させる必要があります。本来の大切な在来種については、

生態系が崩れ始めているため、在来種の保護・増殖、地域固有の自然

環境の保全につとめることが必要です。 

・ 狭山丘陵は、都立狭山自然公園や狭山近郊緑地保全区域に指定され、

都立野山北・六道山公園の整備がすすんでいます。さやま花多来里の

郷は、都内では珍しい 20 万株以上のカタクリが群生しています。 

・ 瑞穂町の公園面積は平成 29（2017）年４月１日現在の 121.8ha（56 か

所）です。人口１人当たり公園面積は 36.71 ㎡で、多摩地域では奥多

摩町に次いで２番目の大きさです。 

・ 狭山池上流部やさやま花多来里の郷、郷土資料館と狭山丘陵の自然環

境資源を結びつけ、地域資源として互いに連携させ、来訪者の回遊性

を高める水・緑と観光を繋ぐ回廊計画を推進しています。瑞穂町の自

然環境資源を活かしながら、自然環境や生物多様性の大切さへの理解

を深め、環境教育・環境学習の推進にもつなげていくことが必要です。 
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基本方針５ 豊かな緑を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

緑地を保全し、

育成していき

ます 

保存樹木、保存樹林の

指定・保全 

市街地の貴重な緑を保全するため、保存樹林

地や保存樹木の指定、助成を継続していきま

す。 

公園による緑地の保

全・育成 

緑地、公園の少ない地区の偏りを解消するた

め、公園などの拡充やポケットパークを整備

していきます。また、公園やポケットパーク

の整備を進めるにあたっては、だれもが使う

ことのできるユニバーサルデザイン化を推

進していきます。 

街路樹や生垣などの

整備 

既存の街路樹を適正に維持管理していくと

ともに、街路樹の間への花植えなどを実施し

ていきます。 

公共施設や民間施設

における緑地の保

全・育成 

芝生化された学校の校庭の維持管理を推進

していきます。 

農地を保全し、

農業を活性化

していきます 

環境保全型農業、農薬

の適正使用の推進 

農業者団体と連携し、有機栽培や減農薬栽培

など、安全で安心な人と環境にやさしい環境

保全型農業を推進していきます。 

農地の保全、地元農業

の活性化 

遊休農地の解消を図るため、景観機能、防災

機能、保水機能などの多面的な機能を考慮し

て農地を保全し、農業体験や農業学習への利

用に取り組んでいきます。 

鳥獣捕獲の強化 ハクビシンなどによる農林作物への被害に

対し、捕獲と防護両面から鳥獣被害防止対策

の推進を図ります。 

緑を守り育て

るための住民

活動を推進し

緑に関する調査研究、

自然観察会などの実

施 

緑や生息する生物について、ボランティア団

体・ＮＰＯなどとの情報交換や調査研究を進

めていきます。 
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施策 取組 取組内容 

ていきます 住民参加による緑地

の保全 

町民・事業者と連携し、また小学生の授業の

一環として、花植え運動を継続していきま

す。 

 

基本方針６ 多様な生き物を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

生き物に棲み

やすい環境づ

くりを進めて

いきます 

生物生息空間の確保 町内のボランティア団体・ＮＰＯなど、野生

生物に関する専門家からのアドバイスをと

り入れ、野生生物の生息環境の保全について

啓発していきます。 

外来生物対策の推進 アライグマ、ハクビシン、アメリカオニアザ

ミなどの外来種について、東京都や周辺自治

体と連携して対策を検討します。また、町民

に注意喚起や対策等の周知を行います。 

生物多様性の保全 （仮称）生物多様性保全のための計画の策定

を検討していきます。 

生物の生息状

況についての

情報を提供し

ていきます 

情報の収集 残堀川の水生生物調査を継続して実施して

いきます。 

情報の提供 瑞穂町郷土資料館けやき館において、町の自

然に関する常設展示のほか、動植物の生息状

況などをまとめた「瑞穂の動植物」や「瑞穂

の自然」などの報告書を活用して、町内に生

息する動植物の情報を提供していきます。 
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基本方針７ 水辺を守り、育てていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

水辺を保全し

ていきます 

水辺の保全 残堀川水質調査会に参加し、流域の自治体と

連携を図り、汚染源や水質改善施策などにつ

いての情報交換を実施していきます。 

水量の確保、水質の保

全 

残堀川の水量の確保及び水質の保全につい

て、残堀川水質調査会を通じて東京都へ要請

していきます。 

水循環の確保 保水機能を確保するため、狭山丘陵の雑木林

の保全を、東京都へ継続して働きかけていき

ます。また、狭山近郊緑地保全区域内での開

発指導を行っていきます。 

流域自治体な

どと連携し、良

好な水環境を

創っていきま

す 

不老川における連携 不老川流域対策推進協議会や不老川水環境

改善連絡会へ参加し、流域の自治体と連携を

図っていきます。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

水質などの調査・監視

体制の充実 

必要に応じて、東京都などと連携し、残堀川

や不老川の監視・連絡体制を充実させ、情報

共有を図って適切に対応していきます。 
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環境像③  きれいな空気・水、清らかな土地を確保し、みんなが安心して暮らすことのできるまち    

■現状と課題 

・ 大気汚染物質は、二酸化窒素や浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化

炭素などが挙げられます。多摩地域では、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）

の環境基準（短期基準及び長期基準）は達成しているものの、光化学

オキシダント（Ｏｘ）について環境基準を達成できていません。微小

粒子状物質と光化学オキシダントの原因物質であるＮＯｘ及びＶＯＣ

の発生源対策に取り組んでいくことが必要です。 

・ ＰＭ2.5 は、粒径 2.5μｍ以下の粒子状物質のことで、呼吸器系の奥深

くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念

されています。光化学オキシダントは広い範囲で発生し、高濃度にな

ると人や植物にも悪影響を与えます。 

・ 都内でのアスベスト使用の可能性がある建築物（1956年～2007年施工）

の解体工事の件数は、既にピークに達し、2050 年頃まで同程度で推移

すると見込まれています。町においても、建築物等の解体・改修等に

おけるアスベストの飛散防止を徹底することが必要です。 

・ 騒音・振動・悪臭などについては、発生源が工場・事業場、建設作業、

自動車、航空機、飲食店・小売業の営業、住宅などが多種多様である

ため、発生源の早期把握とその解消につとめていくことが重要です。 

・ 瑞穂町は、市域面積の約８分の１にあたる 2.1㎢を横田基地に提供し、

航空機の騒音がうるさい第１種区域が 42.8％（7.2 ㎢）を占めており、

町上空を飛行する航空機の騒音が生活環境に大きな影響を与えていま

す。町が受けている騒音問題などの障害の解消に向け、関係機関へ要

請していく必要があります。 

 

●公害苦情件数の推移 
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基本方針８ きれいな空気を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

固定発生源か

らの環境負荷

を低減してい

きます 

工場・事業所などへの

適切な対応の実施 

東京都と連携し、関係法令などに基づき、事

業者に対し、適切に対応していきます。 

家庭からの排出削減

対策の推進 

町民に対して、ごみの排出量の削減を呼びか

けるとともに、ごみの自家焼却や野焼きなど

による大気への影響を周知・啓発していきま

す。ごみの自家焼却や野焼きを確認した場合

は、適切に対応していきます。 

悪臭を防止し

ていきます 

発生源対策の推進、指

導の強化 

東京都と連携し、工場・事業所などの悪臭発

生源の特定、農家の堆肥の生成または利用時

の指導により、引き続き悪臭防止対策を実施

していきます。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

大気調査の充実 大気調査を継続して実施していきます。 

大気に関する情報の

提供 

大気に関する調査データを継続して公表し

ていきます。 

臭気に関する調査の

実施 

定期的な簡易測定を実施していきます。 

 

 

  



41 

基本方針９ きれいな水を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

水を汚す物質

の排出を防止

していきます 

家庭からの排出負荷

削減対策の推進 

公共下水道の普及を推進し、整備済み区域で

は、下水道への接続を促進していきます。 

工場・事業所などから

の排出負荷削減対策

の推進 

事業者に対し、排水基準の遵守に関する対応

を継続するとともに、水質汚濁防止の啓発を

行っていきます。 

調査・監視体制

を充実し、情報

を提供してい

きます 

水質などに関する情

報の提供 

河川の水質、水量、水生生物に関する測定デ

ータを、継続して公表していきます。 
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基本方針 10 不快な騒音や振動をなくしていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

騒音・振動の発

生を防止して

いきます 

自動車交通騒音防止

対策の推進 

町民・事業者に対し、自動車利用をできるだ

け控えることや、不正改造車の使用禁止、ア

イドリングストップの実施を啓発していき

ます。 

横田基地の騒音防止

対策の推進 

東京都や周辺市と連携して、国や米軍に対

し、航空機騒音の防止対策の実施を要請して

いきます。 

工場・事業所などから

の騒音・振動防止対策

の推進 

東京都と連携し、東京都環境確保条例上、騒

音・振動の規制対象となる工場・指定作業所

の監視を継続し、関連法令などに基づき、対

応を行っていきます。 

鉄道からの騒音・振動

防止対策の推進 

沿線自治体などと連携し、鉄道に関する情報

収集に努め、必要に応じ、鉄道からの騒音・

振動防止対策の実施を要請していきます。 

近隣騒音及び生活騒

音防止対策の推進 

東京都と連携し、近隣騒音の防止を啓発して

いきます。 

騒音を調査し、

情報を提供し

ていきます 

航空機騒音の測定、情

報の提供 

役場屋上などで実施している航空機騒音の

24 時間測定を継続していきます。 
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基本方針 11 清らかな土地を守っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

土壌汚染の防

止対策を推進

していきます 

有害化学物質による

汚染の防止 

有害化学物質などによる土壌汚染を未然に

防止するため、東京都と連携し、事業者への

対応を行っていきます。 

地盤沈下の防

止対策を推進

していきます 

地下水揚水規制の指

導 

東京都と連携し、関連法令などに基づき、対

応を行っていきます。 

汚染状況を調

査し、情報を提

供していきま

す 

汚染状況の調査、情報

の提供 

東京都と連携し、状況に応じて土壌汚染状況

を把握するために必要な調査を実施し、調査

結果の情報を提供していきます。 
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基本方針 12 様々な公害を防いでいくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

有害化学物質

による汚染を

防止していき

ます 

工場・事業所から排出

される有害化学物質

の抑制 

東京都と連携し、事業活動により排出される

有害化学物質やダイオキシン類、内分泌攪乱

物質（環境ホルモン）などの発生防止、発生

抑制対策を推進していきます。 

ＰＭ2.5・光化学オキ

シダント・アスベスト

飛散防止対策の推進 

国の指針などに基づき、微小粒子状物質（Ｐ

Ｍ2.5）・光化学オキシダント・アスベスト

飛散防止対策を推進します。 

有害化学物質に関す

る情報の収集と提供 

有害化学物質に関する最新の情報を収集し、

町民・事業者へ提供していきます。 
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環境像④ 歴史と文化を大切にし、みんなが快適に暮らせるまち       

■現状と課題 

・ 瑞穂町の景観は、狭山丘陵によって醸し出される豊かな稜線に特徴づ

けられます。残堀川沿いの親水エリアと緑化空間は潤いある景観を創

出し、阿豆佐味天神社などの鎮守の森も町民にやすらぎを与えてくれ

ます。耕心館は、武蔵野の旧家のたたずまいを残した歴史と文化を感

じさせる静的空間と、現代の活動拠点として利用する町民の動的空間

が調和し、落ち着きと活力ある雰囲気をつくりだしています。 

・ 瑞穂町の自然的景観と歴史的景観の保全につとめ、良好な姿で次代へ

引き継いでいくために、町の特性、歴史および文化を活かしながら、

新たな景観資源を発掘し、町の個性を引き出す都市景観を形成してい

く必要があります。 

・ 町民の環境美化への関心が高まる中、ボランティアによるごみ拾いな

どが行われていますが、一方でごみのポイ捨て、タイヤや家電などの

不法投棄、空き地の雑草、ペットのふん尿などに関する苦情もありま

す。 

・ 環境パトロールによる巡回監視により、不法投棄の防止や空き地の適

正管理の指導、路上の広告物などの撤去を行っています。今後は、環

境パトロールを引き続き実施していくとともに、地域のボランティア

などと協力していくことが必要です。 

・ 適切な管理が行われていない空き家については、町民の生活環境に深

刻な影響をおよぼすことのないよう、必要な措置を検討する必要があ

ります。 

・ 分煙・禁煙については、東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて都全域で取り組む機運が高まっており、町内でも啓

発普及を図っていくことが必要です。 
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基本方針 13 快適で美しいみずほを創っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

瑞穂の特性を

活かした景観

づくりを進め

ていきます 

町の個性を活かした

景観の形成 

「瑞穂町景観基本計画」に基づき、自然的景

観の保全・育成、歴史的な景観の保全・活用

に取り組んでいきます。また、東京都景観条

例により「丘陵地景観基本軸」に指定されて

いる狭山丘陵周辺の建築計画などに対し、稜

線の景観を保つための誘導をしています。 

市街地の景観づくり

の推進 

潤いある景観づくりを目指し、工業地周辺の

道路沿線の街路樹などを維持していきます。 

建築計画などに対す

る指導の実施 

宅地開発計画などに対しては、瑞穂町宅地開

発等指導要綱に基づき、無秩序な開発の防

止、敷地内での緑地の確保を指導していきま

す。 

道路景観の向上 道路施設の一体的なデザインによる景観へ

の配慮や町の特性に応じた街路樹の選定な

どにより、個性があり、町民が愛着を持てる

道路整備を進めていきます。 

景観について

の意識向上を

図っていきま

す 

町民・事業者の意識の

啓発 

「瑞穂町景観基本計画」に基づき、町民・事

業者の景観形成に対する理解と関心の向上

を図っていきます。 
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基本方針 14 魅力ある温かいみずほを創っていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

人にやさしい

まちづくりを

進めていきま

す 

高齢者や障がいのあ

る人にもやさしいま

ちづくりの推進 

「瑞穂町地域保健福祉計画」に基づき、福祉

のまちづくりを推進していきます。 

歩きやすい歩道の整

備 

土地区画整理事業の実施にあたっては、高齢

者や障がい者を含むだれもが安全に通行で

きる歩きやすい歩道を整備していきます。 

分煙対策の強化 受動喫煙による健康への影響を防止するた

め、東京都受動喫煙防止条例に基づき、敷地

内禁煙、屋内禁煙について周知を図ります。 

分煙・禁煙意識の確立 妊婦面談及び健診時のパンフレット配布な

どにより、喫煙の害を啓発していきます。 

憩いのあるま

ちづくりを進

めていきます 

安心して遊べる公園

の整備 

ポケットパークや公園の整備にあたっては、

周辺住民の要望を把握し、魅力のあるものに

していきます。 

環境美化の推進 全町一斉清掃の継続実施により、町の美化を

図っていくとともに、町民の美化意識の高揚

を図っていきます。 

犬・猫等のペットの適

正飼育の推進 

犬・猫等のペットの適正飼育について周知し

ていきます。また、ボランティア団体と協働

して、飼い主のいない猫対策を推進していき

ます。 
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環境像⑤ みんなで考え、みんなで行動するまち            

■現状と課題 

・ 「環境に関する意識調査」（平成 30〔2018〕年８月実施）によると、町

民の環境保全行動にあたり、環境問題の現状、環境問題と生活の関わ

り、身近な工夫、対策などの情報が求められています。また、環境に

関する学習会などの活動への参加経験を有する人は約１割で、機会が

あれば参加したいと思っている人を合わせると約６割に上ります。 

・ 小・中学校では、子どもたちが夢や希望をもって自立的に未来を切り

開いていくために、「ふるさと瑞穂」の自然や文化を愛し、社会に貢献

できる子どもたちを育成する、ふるさと学習「みずほ学」が平成 29（2016）

年度から進んでいます。 

・ 瑞穂町の歴史を次世代や後世に伝える機能をさらに強化するための施

設である郷土資料館「けやき館」では、町の貴重な自然や文化財を保

存、展示しています。また、けやき館を拠点に、生涯学習やまちづく

りとも連携して自然観察会や環境学習などが行われています。 

 

     ●ふるさと学習みずほ学の推進        ●瑞穂ふるさと大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 町民、事業者の環境保全行動を促進するため、それぞれの取組意向に

沿って役立つ情報を提供することが必要です。 

・ 地域の環境保全等に貢献しようとする町民の高い環境意識を受けて、

地域の活性化やコミュニティの醸成、観光振興などもねらいとし、子

どもから大人までのあらゆる世代対して参加・体験の機会を提供して

いくことが必要です。 

・ 学校や地域、ボランティア団体、ＮＰＯなどが連携し、地域に根差し

た環境教育・環境学習を進めていくことや、そのための人材の育成・

活躍が必要です。  
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基本方針 15 みんなで学び、協力していくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

環境教育、環境

学習を進めて

いきます 

学校、職場などでの環

境教育の推進 

学校給食組合などとの連携により、学校給食

の食材に地元農産物を使うなど、食育に関す

る学習会の開催に取り組んでいきます。 

地域での環境学習の

推進 

環境啓発事業を実施し、町民の環境意識の高

揚に取り組んでいきます。 

ふるさと学習の推進 「ふるさと瑞穂」の自然や文化を愛し、社会

に貢献できる子どもたちの育成を図るため、

瑞穂町の自然、伝統・文化・歴史、地域産業、

福祉、国際理解、まちづくり、安全・安心等

について学ぶ、ふるさと学習「みずほ学」を

推進します。 

人材育成の促進 地域での環境保全活動を継続・促進していく

ため、環境団体やリーダーの育成を促進して

いきます。また、ふるさとづくり推進事業に

よる(仮称)ふるさと検定を実施し、人材確保

と地域コーディネーターの育成につなげま

す。 

環境に関する

様々な情報を

提供していき

ます 

環境情報の収集の推

進 

自然観察会などの環境学習機会や環境に関

するイベント時に、環境に関する情報を広く

収集していきます。 

環境情報の提供の推

進 

出前講座や瑞穂町総合人材リストへの登録

及び活用を図り、環境に関する情報を町、町

民及び事業者が共有できる仕組みを構築し

ていきます。 
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基本方針 16 連携・協働による取組を広げていくために 

■施策の方向 

施策 取組 取組内容 

様々な活動を

支援していき

ます 

環境活動の支援 環境に関する取り組みを行っている団体や、

町民や事業者の自主的な環境活動を支援し

ていきます。 

町民と農家との交流

の支援 

町民農園の活用を進め、農業に対する理解や

農地周辺の自然とのふれあいを深めてもら

うとともに、地元農家との交流を進めていき

ます。 
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第４章 重点プロジェクト 

 

この章では、望ましい環境像の実現に向けてより計画の実効

性を高めるため、優先して取り組んでいく３つの重点プロジェ

クトを示します。 
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１ 重点プロジェクトの位置づけ              

望ましい環境像の実現に向けて、環境の保全等に取り組んでいくためには、

多岐にわたる施策を推進していくことが必要です。 

ここでは、計画の実効性をより高めるために、主要課題を踏まえて、優先

して取り組んでいくための重点プロジェクトを設定します 

重点プロジェクトの推進にあたっては、庁内の関係部署が横断・連携して

取り組みます。また、町民や事業者等による環境保全行動の実践を先導し、

持続可能な社会への貢献にも協働により展開・浸透を図っていきます。 

 

 

●重点プロジェクトの推進を通じて貢献するＳＤＧｓの目標 

目標７ 

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近

代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

 

目標 11 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエント

かつ持続可能にする 

 

目標 13 

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を

取る 

 

目標 17 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グロー

バル・パートナーシップを活性化する 
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２ 重点プロジェクト                   

 

（１）狭山丘陵をはじめとする自然環境との共生の取組 

・ 町内のボランティア団体・ＮＰＯ、専門家との連携のもと野生生物の

生息環境の保全について啓発を行います。 

・ アライグマ、ハクビシン、アメリカオニアザミなどの外来生物対策を

進めます。 

・ 瑞穂町郷土資料館「けやき館」などを拠点とし、町の自然と共生して

きた歴史・文化、自然環境や生物多様性に係る情報を発信します。 

・ 地元農家との交流を通じた町内農業に対する理解や農地周辺の自然

とのふれあいを促す機会を創出します。 

 

波及効果 

 町外からの来訪者の増加 

 観光振興、地域活性化 

 

 

（２）緩和策と適応策を両輪とする地球温暖化対策の推進 

・ 公共施設での再生可能エネルギーの利用を進めます。 

・ 再生可能エネルギーの利用に係る町民・事業者への情報提供・発信を

行います。（太陽光発電・蓄電池による電力の自家消費など） 

・ 気候変動や地球温暖化対策に係る情報を発信します。 

・ 地下水かん養のための公共施設での雨水貯留浸透施設の整備、浸透性

舗装の利用、町民・事業者への啓発を行います。 

 

波及効果 

 利便性が高く、快適なまちづくり 

 防災・減災 
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（３）協働による環境保全活動のための基盤づくり 

・ 全町一斉清掃を通じて町民の美化意識の高揚につとめます。 

・ ふるさと学習「みずほ学」や瑞穂ふるさと大学の取組を推進します。 

・ 町内の環境団体やリーダーの育成につとめます。 

・ 環境団体による協働事業の支援につとめます。 

 

波及効果 

 地域のコミュニケーションの増進 

 地域における住民同士のつながりの深化 
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第５章 環境配慮行動・指針 

 

この章では、町民、事業者が取り組むべき環境配慮行動・指

針を場面別、業種別に整理しています。 
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１ 環境配慮行動・指針の位置づけ             

より良い環境を実現していくためには、各主体が、日常生活や通常の事業

活動の場において、環境に配慮した様々な取り組みを行っていくことが必要

となります。 

そこで、日常生活や事業活動の場において取り組むことのできる行動を整

理し、「環境配慮行動・指針」として示します。町民、事業者のみなさんには、

それぞれの立場で、できるところから取り組みを積極的に実施し、自らの行

動を確認、改善していただければと思います。 

 

２ 町民のための環境配慮行動（場面別）          

（１）居間や各部屋で 

■夏、冬の過ごし方 

◇ 住居の断熱性の向上を図りましょう。カーテンやブラインド、すだれ

などの活用も効果的です。 

◇ エアコンの設定温度の目安は、冷房は 28℃以上、暖房は 20℃以下です

（猛暑日はガマンしすぎず、無理のない範囲で取り組んでください）。 

◇ 冷暖房機の室外機は、騒音防止に配慮して設置しましょう。設置の際

は風通しの良い、日の当たらない場所に設置しましょう。 

◇ 電気カーペットを使う場合は、部屋の広さや用途にあったものとし、

設定温度は「強」から「中」以下にしましょう。 

◇ ストーブやエアコンのフィルターをこまめに掃除しましょう（２週間

に１回程度掃除する）。 

■照明の使い方 

◇ 自宅の照明の明るさが、周辺に影響を与えていないかを点検し、影響

を与えている 

◇ 場合は改善していきましょう。 

◇ 白熱電球は電球型蛍光灯や LED 電球に交換しましょう。 

◇ 照明器具はほこりなどの汚れで暗くなっていないか点検しましょう。 

■電化製品の使い方 

◇ 見ていないテレビや使っていないパソコンは、電源オフにするととも

に、省エネモードにするなど、節電に心がけましょう。 
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◇ テレビやパソコンの画面を必要以上に明るくしたり、音を大きくした

りするのはやめましょう。また、長時間使用しないようにしましょう。 

◇ 電化製品を使わない時は、主電源を切るか、コンセントから抜きまし

ょう。 

◇ 楽器やステレオなどの、騒音や振動をもたらす機器を使う場合は、近

所の迷惑にならないように音量を抑えるとともに、使用する時間帯に

も配慮しましょう。また、防音対策についても工夫をしましょう。 

◇ 掃除機のフィルターをこまめに掃除するなど、日頃から家電製品の点

検や手入れを心がけましょう。 

 

（２）洗面所・風呂場で 

■洗面所 

◇ 歯を磨く時、顔を洗う時は水の流しっぱなしはやめましょう。 

◇ 手を拭く時はティッシュではなくタオルを使いましょう。 

■お風呂場 

◇ シャワーは流しっぱなしにせず、こまめに止めましょう。 

◇ お風呂は家族が続けて入り、追い焚きを減らしましょう。 

◇ お風呂にはこまめにフタをしましょう。 

◇ 家庭での水の使用量を把握し、風呂の残り湯を洗濯に利用しましょう。 

■トイレ 

◇ 暖房便座は、使わない時はフタをしめましょう。 

◇ 暖房便座の設定温度は、控えめにしましょう。 

◇ 温水洗浄便座の洗浄水の温度設定は、控えめにしましょう。 

◇ タイマー節電などの機能を活用しましょう。 

 

（３）掃除・洗濯 

■掃除 

◇ 紙パック式掃除機は、こまめにパックを交換しましょう。 

◇ 床を整理してから掃除機をかけましょう。 

■洗濯 

◇ 容量の８０％程度を目安に、洗濯はまとめ洗いをし、量にあった水位
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で洗いましょう。 

◇ お風呂の残り湯を利用しましょう。 

◇ 環境への影響の少ない洗剤を、適量、使いましょう。 

◇ 乾燥機能の使用を控え、お日さまで干しましょう。 

 

（４）台所で 

■調理 

◇ なべは水をふき取ってから火にかけましょう。 

◇ なべをコンロにかける場合には、底から火がはみ出ないように調整し

ましょう。 

◇ 落としぶたを利用しましょう。 

◇ 生ごみがあまり出ないよう調理方法を工夫するとともに、適切な量を

調理し、食べ残しを出さないようにしましょう。 

■食器洗い 

◇ 油類、洗剤類などを、そのまま流しや排水溝に流さないようにしまし

ょう。 

◇ ドレッシング・しょうゆなどは適量をかけ、皿に残さないようにしま

しょう。 

◇ 使用済みの食器は、油などの汚れを古紙や古布で拭き取ってから洗い

ましょう。 

◇ 油や食べ残しを流しに流さないようにしましょう。 

◇ 食器類はできるだけ洗剤を使わずに洗いましょう。 

◇ 食器洗いの際のお湯の設定温度を下げましょう。 

◇ 三角コーナーには水切り袋をかぶせましょう。 

◇ 生ごみ受けにごみを溜めないようにしましょう。 

◇ 水漏れしていないか点検しましょう。 

■冷蔵庫 

◇ 冷蔵庫は風通しが良いところに設置し、壁から間隔を空けましょう（上

部 10cm、背面 10cm 開ける）。 

◇ ものを詰め込みすぎないようにしましょう。 

◇ 季節によりこまめに設定温度を変えましょう（夏期は「中」、冬季は「弱」

にしましょう）。 

◇ 無駄な開閉はしないようにしましょう。 
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◇ ドアを開けている時間を短くしましょう。 

◇ 冷蔵庫のドアパッキングが痛んでいないか点検しましょう。 

■その他の電化製品 

◇ 煮物などの下ごしらえは電子レンジを活用しましょう。 

◇ ジャー炊飯器の「保温」はできるだけ使用しないようにしましょう。

早朝にタイマー機能で１日分をまとめて炊き、冷蔵庫に保存しましょ

う。 

◇ 電気ポットは長時間保温せず、お湯を使う時に沸騰させましょう。 

 

（５）ごみ出し 

■ごみの分別 

◇ ごみはきちんと分別して出しましょう。 

◇ ごみは所定の場所へ決められた時間に出しましょう。 

◇ 資源ごみの分別を徹底し、資源になるものを増やしましょう。 

◇ 空き瓶やペットボトル、容器包装プラスチックなどは、水で洗って乾

かしてから出しましょう。 

◇ 生ごみは、水切りをしてから出しましょう。 

◇ 家庭内にある有害化学物質（防虫剤、殺虫剤、ペンキなど）を廃棄す

る際には、適正に処理しましょう。 

◇ 冷蔵庫やエアコンなどを廃棄する際は、家電リサイクル法に基づき、

適切な処理を行っている業者に引き渡しましょう。 

◇ フロンガスなどを使用した製品を廃棄する場合は、適切な処理を行う

業者に引き渡しましょう。 

◇ 資源物集団回収などの資源のリサイクルネットワークに参加し、新聞

紙、雑誌、段ボールなどは、資源物集団回収に出しましょう。 

◇ 再利用できるものはフリーマーケットやリサイクルショップに出しま

しょう。 

■ポイ捨て・ごみ焼き 

◇ たばこや空き缶、その他のごみなどのポイ捨てを行わないようにしま

しょう。 

◇ 生ごみや油類、有害物質などを下水道へ流さないようにしましょう。 

◇ ごみの自家焼却や野焼きは行わないようにしましょう。 

◇ 近隣に迷惑な悪臭を発生させないようにしましょう。 



60 

◇ 公園などの公共の場で出たごみや、屋外のレクリエーションなどで出

たごみは、持ち帰りましょう。 

 

（６）外出 

■自動車利用 

◇ 徒歩や自転車の利用、公共交通機関の利用により、自動車の使用を極

力控えましょう。 

◇ 事業所などが実施するノーカーデーに積極的に協力しましょう。 

◇ 通勤時の自動車の相乗りを行いましょう。 

◇ 自動車の購入にあたっては、環境にやさしいものを選択しましょう。 

◇ 自家用車の運転の際は、エコドライブを心がけ、安全運転をしましょ

う。 

 車間距離に余裕を持ち、制限速度を厳守する。 

 急発進や急停車を行わない。 

 不必要なアイドリングを自粛する。 

 不必要な荷物をおろす。 

 止まる時は早めにアクセルから足を離す。 

 カーエアコンの温度、風量はこまめに調節する。 

◇ 車を運転する際には、急発進やカーステレオの音、夜間のエンジン音

など、他人の迷惑とならないよう気をつけましょう。 

◇ 自家用車は、タイヤの空気圧などの点検を定期的に行い、良好な状態

を保ちましょう。 

◇ 路上駐車や路上駐輪、歩道への駐車などを行わないようにしましょう。 

■携帯電話、喫煙マナー 

◇ 携帯電話の使用にあたっては、ペースメーカー使用者に配慮しましょ

う。 

◇ 飛行機、電車、バスなどの公共交通機関や病院内では携帯電話を使用

しないようにしましょう。 

◇ 喫煙者は喫煙可能な場所以外での喫煙や歩きたばこを行わないように

しましょう。 

◇ 様々な場面でのマナーについて、お互いに注意しあいましょう。 

 

（７）買い物 
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■環境にやさしい製品の購入 

◇ 量り売りやバラ売り、裸売りを利用し、必要なものを必要な量だけ買

いましょう。 

◇ 過剰包装の断り、簡易包装商品の購入、マイバッグの利用などにより、

家庭にごみを持ち込まないようにしましょう。 

◇ 使い捨て商品の購入を控え、再利用できる商品を購入しましょう。 

◇ 詰め替え用の製品を利用しましょう。 

◇ リサイクル商品を積極的に購入、使用しましょう。 

◇ 寿命の長い商品、耐久性の高い商品を購入するとともに、物を大切に

使いましょう。 

◇ 修理や部品交換がしやすい商品を買いましょう。 

◇ ビール瓶や一升瓶の瓶などは、リターナブル製品を優先して購入し、

使用後の瓶は販売店へ返却しましょう。 

◇ エコマーク商品や、リサイクルされた商品を積極的に購入し、事業者

に対してさらに良い製品のための提案や要望をしていきましょう。 

◇ 身の回りの商品についての知識を深め、環境負荷の少ない商品を選び

ましょう。 

■製品の選択 

◇ 地元の農産物を積極的に購入しましょう。 

◇ 有機農法により作られた農作物や、環境保全型農業による農作物を率

先して購入しましょう。 

◇ 有害化学物質を含む製品の購入・使用をできるだけ控えるとともに、

使用する場合は、使用時、保管時、廃棄時のそれぞれの注意事項を厳

守しましょう。 

◇ 電化製品などを買う時、買い換える時は、省エネルギータイプのもの

を選びましょう。 

◇ 商品や企業活動が環境に与える影響を厳しくチェックし、グリーンコ

ンシューマー（積極的な環境保全行動に取り組む消費者）として、ご

みの減量化や環境の保全に努めましょう。 

■その他 

◇ フリーマーケットやリサイクルショップ、バザーやレンタルなどを積

極的に利用しましょう。 

◇ 地元の商店街を積極的に利用しましょう。 
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（８）取り入れる 

■生活排水 

◇ 下水道処理区域内では、公共下水道への接続に努めましょう。 

◇ 下水道が整備されない地域では、合併処理浄化槽を設置しましょう。 

◇ 下水道の雨水管に、雨水以外の生活排水が流れている場合は町に連絡

してください。 

■省エネ 

◇ 省エネ商品や高効率な機器、省エネ住宅、省エネルギー型自動車や低

公害車など、環境に配慮した製品を購入、利用しましょう。 

◇ 太陽光や太陽熱を利用できる設備を設置するなど、自然エネルギーの

利用に取り組みましょう。 

◇ ライフスタイルを見直し、節電、節ガス、節水に努めましょう。 

■雨水利用 

◇ 地下水のかん養を図るため、雨水を地下に浸透させる施設（浸透ます

や浸透トレンチなど）の設置に協力しましょう。 

■堆肥化 

◇ 家庭で、生ごみや落ち葉などを堆肥化して土に還し、植物などを育む

ことを通して自然の循環を体験しましょう。 

 

（９）自然や生き物とふれあう 

■自然と親しむ 

◇ 水辺などの自然に親しみましょう。 

◇ 自然と触れ合う時のマナーを身につけましょう。 

◇ 水辺で遊ぶ時は、水辺を汚さないようにしましょう。 

◇ 水辺などでごみを捨てることはせず、持ち帰りを徹底しましょう。 

■自然を知る 

◇ 生き物にもっと関心を持ち、生態を知るようにしましょう。 

◇ 学習会や観察会、緑を守るための活動などを子どもたちとともに行い

ましょう。 

◇ 町内に生息する生物の調査や保護活動、自然観察会などに積極的に参
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加、協力し、自然環境や生態系の理解や認識を深めましょう。 

◇ 残堀川や不老川、水辺周辺の生物調査などへ協力しましょう。 

■自然の保全 

◇ 外来種の魚類の放流など、自然の生態系を乱すような生物を放しませ

ん。 

◇ 野生動物にみだりにえさを与えません。 

◇ 希少な動植物を、勝手にその生息地から持ち出しません。 

◇ 町や事業者と協働し、動植物の調査や保護などに努めましょう。 

◇ 町や事業者と協働し、川や水辺、湧水の保全、清掃に努めましょう。 

■ペット 

◇ 飼いきれなくなったペットを捨てません。 

◇ ペットの散歩はマナーを守り、ふんの処理なども飼い主が責任を持っ

て行いましょう。 

◇ 近所に迷惑にならないよう、飼い犬などの鳴き声や悪臭に注意を払い

ましょう。 

 

■園芸 

◇ 有害化学物質や農薬が河川に流入したり、土壌を汚染することがない

よう、適切な取り扱いを徹底しましょう。住宅地周辺などでは使用を

自粛し、むやみに散布しません。 

◇ 地下水のかん養を進めるため、家の庭は、できるだけ土の部分を残す

ことに努めましょう。 

◇ 生垣やプランターの設置は、通行者に配慮しましょう。 

◇ 生垣の設置、自宅の庭への植樹、壁面緑化や屋上緑化などにより、町

に緑を増やしましょう。その際は、色彩の調和などに配慮し、落ち着

いた住宅地を形成していきましょう。 

◇ 家庭菜園は化学肥料や農薬をできるだけ使用せず、自家製の堆肥を積

極的に使用しましょう。 

◇ 落ち葉などは全て捨てず、有機肥料として土に還元しましょう。 

 

（10）学び・参加し・協力する 

■学ぶ 
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◇ 地球環境問題に関心を持ちましょう。 

◇ 紫外線の人体への影響などを知り、適切な対策を講じましょう。 

◇ インターネットの活用などにより、自ら環境に関する情報を収集、提

供しましょう。 

◇ 省資源・省エネルギー行動に関する新たな工夫や情報の収集に努めま

しょう。 

◇ 不法投棄などによる環境汚染について関心を持ちましょう。 

◇ 下水道処理場の見学会などに参加し、下水道についての知識を高めま

しょう。 

◇ 農業者との交流や農業体験、講習会などを通じ、農業への理解を深め

ましょう。 

◇ 森林や川などが環境に果たす役割について学びましょう。 

◇ 市民レベルで、多くの都市の人々との交流を深め、環境保全活動など

の情報を交換しましょう。 

■参加する 

◇ 瑞穂町らしい景観を保全していくため、暮らしの安全を守るため、子

どもや障がい者、お年寄りにもやすらげるまちをつくるため、積極的

にまちづくりに参加しましょう。 

◇ 町が行う学習会や環境に関する各種講習会、観察会などに積極的に参

加し、町民相互の啓発活動を行いましょう。 

◇ 全町一斉清掃、防災訓練などの町行事に、積極的に参加しましょう。 

◇ 樹林地や緑地を美しく保つため、保全・保護活動や清掃管理作業に参

加しましょう。 

◇ 援農ボランティアへ参加しましょう。 

◇ 地域の伝統行事などを通じて、広い世代の交流の輪を広げましょう。 

◇ コミュニティ活動を活性化し、地域住民の協働による環境保全活動の

輪を広げていきましょう。 

■協力する 

◇ 自分の住む町を愛し、美しい景観の保全に協力しましょう。 

◇ 井戸や湧水の調査や保全に協力しましょう。 

◇ 緑の基金などの緑を守る運動に協力していきましょう。 

◇ 私有地内の屋敷林や巨木、古木などについては保存に努めましょう。 

◇ 国際支援を目的とした衣類、古切手、古本などの回収運動に協力しま

しょう。 
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◇ 不法投棄や不適正排出を行わず、またこれらを防止するよう監視を行

いましょう。 

◇ 生活の中で起きる様々な環境に関する問題や要望などについては、情

報を町の担当窓口へ連絡しましょう。 

◇ 犯罪情報を得た場合は、警察や町の担当窓口などの関係者へ連絡しま

しょう。 

◇ 地域ぐるみで防災意識の向上に努め、日常から相互扶助の行動をとり

ましょう。 

◇ 町内会・自治会と連携し、ごみ減量活動を積極的に行いましょう。 

◇ 誰もが同等に「あたり前」の生活ができる社会の実現のため、ノーマ

ライゼーション思想を理解し、その普及に努めましょう。 

■家庭での取組 

◇ 所有地を適切に管理し、不法投棄されないよう自衛策を講じましょう。 

◇ 環境家計簿を作成し、エネルギー使用量を把握するとともに、温室効

果ガスの排出削減やごみの減量に取り組みましょう。 

◇ 排出するごみの量や質、処理やリサイクルにかかる費用に関心を持ち、

各家庭でごみの減量と資源化に取り組みましょう。 

◇ 家庭で使用している物に有害化学物質などが含まれているかどうか、

及び有害化学物質の人体への影響について知るようにしましょう。 

◇ 次代を担う子どもたちを含め、地域や家庭、学校などで、環境問題に

ついて話し合い、将来、子どもたちが環境保全活動を自発的に行うこ

とができるよう、大人たちは責任をもって活動しましょう。 

◇ 家庭などで、自然素材の道具や恵みを活かすライフスタイルについて

考えましょう。 

 

（11）その他 

◇ 建物の新築・改築工事を行う際は、隣近所などに配慮しましょう。 

◇ 工場・事業所や建設現場などからの騒音や振動に関しては、必要に応

じて事業者や町と、その防止へ向けた対話を行いましょう。 

◇ 事業所などからの有害物質の排出に注意を払い、町と連携して排出の

抑制を働きかけましょう。 

◇ PRTR 制度を利用し、事業者に対し、有害物質の利用状況に関する情報

公開を求めましょう。 

◇ 家屋の新築、改築の際は、周辺の景観に配慮しましょう。 
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◇ ユニバーサルデザインを取り入れてほしい場所を、町の担当窓口へ提

案しましょう。 
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３ 事業者のための環境配慮行動             

（１）共通の項目 

■施設の設置 

◇ 良好な景観を保全するため、建物の高さ制限や色彩、夜間の光害の制

御などに配慮しましょう。 

◇ 地下水のかん養を図るため、事業所内に雨水を地下に浸透させる施設

（浸透ますや浸透トレンチなど）の設置に協力しましょう。 

◇ 敷地内に、雨水タンクや貯留施設を設置し、雨水の積極的利用に取り

組みましょう。 

◇ 施設を整備・改善し、有害な物質を排出しないように努めましょう。 

◇ 周囲の景観や環境との調和を考慮した施設の計画を行いましょう。 

◇ 派手な看板やネオンの設置、周辺景観にそぐわない形状、色彩の建物

の建設を自粛しましょう。 

◇ 建造物の新築や改築時には、周辺環境に十分に配慮し、要請があれば

関係者との協議の場を設けましょう。 

◇ 店舗・事業所などをユニバーサルデザイン化しましょう。 

◇ 施設、設備などは環境や省エネルギーに配慮した設計にするとともに、

機器などの購入にあたっても環境負荷の少ない省エネルギー型のもの

を選択しましょう。 

◇ 携帯電話などの中継塔、地上局を設置する場合は、シールドの実施や

周辺の土地を十分確保するなど、電磁波を低減するための対策を講じ

ましょう。 

■緑地管理 

◇ 開発事業などを行う際には、自然環境を保全するよう配慮しましょう。 

◇ 自然環境に影響を及ぼす可能性のある開発事業などに関しては、十分

な事前調査を行うとともに、情報公開を行いましょう。 

◇ 自社の所有地に隣接する雑木林の清掃などの管理に協力しましょう。 

◇ 雑木林に悪影響を及ぼすような、日照の阻害、排気ガスの放出、廃棄

物の投棄などは行いません。 

◇ 自社の所有地に緩衝緑地帯としての植樹や生垣の設置を行い、緑化に

努めましょう。 

◇ 自社のグラウンドや緑のスペースを町民に開放しましょう。 
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◇ 自社の所有地に緩衝緑地帯としての植樹や生垣を設け、緑化を進める

ことで、二酸化炭素や窒素酸化物などの吸収源としましょう。 

■ハード的対応 

◇ 低公害車の積極的な導入を進めましょう。 

◇ 事業者の相互協力により共有送迎バスを運行するなど、従業員の自家

用車での通勤を極力減らしましょう。 

◇ 法律の規制に適合した焼却炉以外の焼却炉は使用しません。 

◇ 設備機器に対する消音器、防振ゴム・バネなどの防音・防振装置の設

置、特定発生源室内への設置、防音壁の設置などの防音・防振対策を

行いましょう。 

◇ 野外に露出して設置するポンプ類などの設備機器は、低騒音・低振動

のものを使用するとともに、防音・防振対策を施しましょう。 

◇ 無害化処理施設の設置などに努め、有害化学物質の排出を抑制しまし

ょう。 

◇ 出入りの車両が道路を占用し、交通妨害にならないよう、敷地内に駐

車スペースを設けるなどの対策を講じましょう。 

◇ 車両が緊急車両や避難の妨げにならないよう、事業所内に十分な駐車

スペースを確保しましょう。 

◇ 避難所として有効なオープンスペースを確保しましょう。 

◇ 太陽光発電や太陽電池、天然ガス、燃料電池などの再生可能エネルギ

ーの導入について検討しましょう。 

◇ 営業車購入の際は、省エネルギー型または低公害型のものを導入しま

しょう。 

◇ 自動販売機を設置する際は、周囲に空き缶や空き瓶の回収箱を設置し

ましょう。 

◇ 高圧ガス保管施設、毒物・劇物保管施設、放射線使用施設など、危険

物を所有する事業者は、取扱い状況について情報公開をするとともに、

周辺住民の目に入る位置に「危険物取扱い」などの表示をし、より一

層の安全化を進めていきましょう。 

■ソフト的対応 

◇ 環境への影響を与えないよう、定期的に車の整備を行い、良好な状態

を保ちましょう。 

◇ 施設から発生するばい煙などについて、適切な自主管理を行いましょ

う。 
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◇ 常に粉じん飛散防止に注意を払い、防止対策を行いましょう。 

◇ 業務用車両の運用・運行計画を効率的なものへと見直していきましょ

う。 

◇ 大気汚染防止設備の定期的な点検整備を行い、良好な状態を保ちまし

ょう。 

◇ 焼却炉の燃料には硫黄分の低いものを使用しましょう。 

◇ 工場・事業所から発生する臭気が周辺に発散しないよう適切な対策を

講じましょう。 

◇ 屋外に向けての宣伝放送や営業活動は、周辺の住民への騒音の影響を

十分配慮して行いましょう。 

◇ 拡声器などの使用を極力控えましょう。 

◇ 雨水や再利用水を利用し、地下水や水道水の使用量を削減するように

努めましょう。 

◇ 施設稼動の各工程において節水に心がけ、水を大切にしましょう。 

◇ 屋外照明の設置、使用にあたっては、「光害対策ガイドライン」に従い、

適正に行いましょう。 

◇ 照明器具のメンテナンスは適切に行いましょう。 

◇ 駐車場などの付属施設の照明は、周辺環境に影響を与えていないかに

ついて検証し、必要に応じて改善しましょう。 

◇ 製品や設備・施設から発生する電磁波の人体への影響を自ら把握し、

その情報を一般に公表するとともに、これを低減するための安全対策

を徹底しましょう。 

◇ 危険物を安全に保管・管理し、災害時に漏れや爆発などが生じないよ

う、十分な対策を講じましょう。 

◇ 設備の稼動に際し、節電を心がけましょう。 

◇ 事務所内の室温の設定温度は、冷房は 28℃以上、暖房は 20℃以下にし

ましょう。 

◇ 事業活動の各工程において、環境に配慮したエネルギーの有効利用を

考えましょう。 

◇ 有害化学物質や農薬などが土壌を汚染することがないよう、使用の各

工程において厳重な管理を行いましょう。 

◇ 有害化学物質の使用については、可能な限り自粛しましょう。 

◇ 有害化学物質及び放射性物質の使用及び保管は、法を順守して管理を

徹底し、使用及び保管している施設は、その旨を外に表示しましょう。 

◇ 有害化学物質の取扱マニュアルを作成して自主管理を行うとともに、
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漏洩により環境汚染を出さないよう事故防止対策を徹底しましょう。 

◇ 使用する化学物質の取扱責任者を選定し、管理を徹底しましょう。 

■社員の行動 

◇ 社員のマイカー通勤を自粛し、公共交通機関の利用や徒歩、自転車に

よる通勤を奨励しましょう。 

◇ 自動車運転時は、エコドライブを心がけ、安全運転をしましょう。 

◇ 制限速度を守り、急速な加速走行を避け、騒音の少ない運転を心がけ

ましょう。 

◇ 営業活動は自動車の利用をできるだけ自粛し、バスや電車などの公共

交通機関の利用を心がけましょう。 

◇ 工場や事業所などに出入りする車両が、出入り口前で路上駐車しない

ように対処しましょう。 

◇ 業務用車両や工事車両の出入りをできるだけ控え、騒音・振動の発生

を抑制しましょう。 

◇ 低周波公害をよく認識し、抑止対策に最善を尽くしましょう。 

◇ 施設・事業所の照明は、周辺環境に配慮し、未使用時は消灯に努めま

しょう。 

◇ ごみの野焼きなどは行いません。 

◇ 使っていない部屋の消灯、使用しないパソコンの電源オフなど、事業

所活動の節電に心がけましょう。 

◇ 社員に対して、外出先でのごみの持ち帰り、ポイ捨ての禁止、ごみの

分別、幼児期からの環境教育の大切さについての啓発を定期的に行い、

職場でのモラル向上を図りましょう。 

◇ 社員に対して、水辺を保全することの大切さや不法投棄・ポイ捨てな

どによる環境や生物への影響について教育を行いましょう。 

■廃棄物 

◇ ごみを搬出するまでの間、周辺に臭気が発散しないよう適切な対策を

施して保管しましょう。 

◇ 汚染物質を含む排水は適正に処理し、排水基準を超えた汚濁水を流さ

ないよう、厳重に管理を行いましょう。 

◇ 冷蔵庫やエアコンを廃棄する際は、家電リサイクル法に基づき、適切

な処理を行う業者に引き渡しましょう。 

◇ フロンガスを使用した製品を廃棄する場合は、適切な処理を行う業者

を選定し、引き渡しましょう。 
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◇ 特定フロン、代替フロンを使用している製品を取り扱う場合は、法令

に基づき回収、再利用、破壊の処理を適正に行いましょう。 

◇ 廃棄物の出ない生産活動に向けて努力するとともに、事業活動による

ごみの排出量を減らしましょう。 

◇ ごみの排出削減目標を定め、排出抑制運動を行うとともに、リサイク

ル関係者とのネットワークを構築することにより、ごみの排出量を削

減しましょう。 

◇ 事業所内でのごみの減量やリサイクルについての啓発活動を自主的に

実施しましょう。 

◇ 汚染物質を含む排水の地下浸透は行いません。 

◇ 有害ごみについては、自己責任により回収し、処理しましょう。 

◇ 町の分別に対応するよう事業所内での分別ルールを定め、ごみの分別

排出を徹底しましょう。 

◇ 事業活動の中で排出する廃棄物については徹底的に分析をし、資源と

して活用できるものは活用しましょう。 

■地域社会への貢献・社員教育 

◇ 運転者に対し、エコドライブなどの教育を行いましょう。 

◇ 工場・事業所から発生する排出ガスの継続的な調査を行い、連続的に

データの蓄積を行いましょう。 

◇ 調査データを町や町民に公表するとともに、データの分析を行い、問

題があれば対策に取り組みましょう。 

◇ 有害化学物質を適正に管理し、その管理内容を公開するよう努めまし

ょう。 

◇ 排水の水質管理を適正に行い、結果を公表するよう努めましょう。 

◇ 地下水の使用量調査に協力しましょう。 

◇ 雑木林や里山などの保全活動へ協力しましょう。 

◇ 緑を守り、育てるため、町民への技術指導や道具の貸し出しなどに協

力しましょう。 

◇ 町民と一緒に、ボランティア活動に積極的に参加しましょう。 

◇ 樹林地の保全活動などに協力するとともに、NPO などの活動を支援し

ましょう。 

◇ 樹林地を開発する際は、町と連携を図りましょう。 

◇ 樹林地保護のための基金に協力しましょう。 

◇ 工場やガソリンスタンドなどを廃止する際には、土壌調査を行い、土

壌が汚染されていないことを確認しましょう。 
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◇ 有害化学物質の使用量の抑制に努めるとともに、化学物質の使用量や

廃棄量、排出ガスや排水の性状、周辺環境への影響などを定期的に調

査し、調査結果などの情報を公開しましょう。 

◇ PRTR 制度を通じ、有害化学物質についての情報を公開しましょう。 

◇ 町並みも観光資源として保全する努力をしましょう。 

◇ 広告宣伝物や路上駐車などで道路を占拠しません。 

◇ 捨て看板などを街路樹や電柱に設置しません。 

◇ 町の美しい景観づくりに参加するとともに、従業員教育を行いましょ

う。 

◇ 安全なまちづくりのために構成員として参加するとともに、従業員の

教育にも取り組みましょう。 

◇ 町民に工場施設などの安全面や環境対策面の情報を公開しましょう。 

◇ 事業所周辺の防犯対策を実施し、周辺住民の安全性を確保しましょう。 

◇ 町と協力し、廃棄物に係る法整備と改善へ向け、国や東京都へ働きか

けましょう。 

◇ ごみ問題に関する意見交換会へ参加しましょう。 

◇ 町と協力し、リサイクルネットワークの形成など、循環型社会の構築

に向けて取り組みましょう。 

◇ 所有地を適正に管理し、不法投棄されないよう自衛策を講じましょう。 

◇ 不法投棄の監視やパトロールへ協力するとともに、不法投棄を発見し

た場合は速やかに町の担当窓口へ通報しましょう。 

◇ 事業所ごとに美化推進員を選定し、町民や町の関係者との交流を進め

ましょう。 

◇ 全町一斉清掃に参加しましょう。 

◇ 事業所内の一斉清掃を実施しましょう。 

◇ 廃棄物の排出やリサイクルの状況、生産している製品に含まれる化学

物質の情報などについて公開しましょう。 

◇ ごみの分別排出を容易にするため、生産している製品には明確な材質

表示を行いましょう。 

◇ 経営者は、環境問題に係る社会的責任を自覚し、自らの行動をもって

模範を示すように努めましょう。 

◇ 社員が環境に配慮した行動をとれるよう、職場内で環境教育、環境学

習を実施するとともに、社内で環境保全リーダーを育成しましょう。 

◇ 地域の環境保全活動や、事業者間の環境保全に関する交流活動などに

積極的に参加しましょう。 
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◇ 事業所活動が環境へ与える影響などの情報を、わかりやすく一般に公

開しましょう。 

◇ 法令などで定める有害化学物質や危険物などを取り扱っている事業者

は、その概要について外部表示しましょう。 

◇ 公害防止や環境保全のための法令や規制基準を守るにとどまらず、よ

り積極的、自主的に環境に配慮した事業活動を展開するため、ISO14001

などの環境マネジメントシステムや環境会計の導入に努めましょう。 

◇ 地域環境と調和した事業活動を推進しましょう。 

◇ 各種環境保全活動に積極的に参加しましょう。 

◇ 環境保全活動を行っている団体などの活動の支援や、環境イベントの

開催への協力などを行いましょう。 

■国際取組 

◇ 海外からの研修生などを通じて、環境情報を交換しましょう。 

■体制づくり 

◇ 開発事業などを行う際は、自然環境や地域の生態系に配慮して行いま

しょう。 

◇ 事業活動において、自然の生態系を乱すような生物を池や川などの自

然環境に持ち込みません。 

◇ 開発事業などを行う際には、自然環境を保全するよう配慮しましょう。 

◇ 環境問題や省エネルギー問題に取り組む組織体制を作るとともに、環

境や省エネルギーに対する取り組みなどの情報を消費者に提供しまし

ょう。 

 

（２）農業 

◇ 肥料をまく際は、周辺に臭気が発散しないよう、気象状況などに考慮

し、覆土を行うなどの適切な対策を行いましょう。 

◇ 有害化学物質や農薬などが河川に流入しないよう、使用の各工程にお

いて厳重な管理を行いましょう。 

◇ 農薬や化学物質は、適正に使用しましょう。 

◇ 町民農園の利用者に対し、技術指導や農具の貸し出しを行い、町民の

農業体験を支援しましょう。 

◇ 農地を保全するため、関係機関との協議を行いましょう。 

◇ 休耕地を他の農業者に貸すなどの有効活用を行いましょう。 
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◇ 環境保全型農業を推進しましょう。 

◇ 有機農法や循環型農法などにより、安全な農作物を町民に提供しまし

ょう。 

◇ 町や農業団体などと協力し、特産物の開発や技術開発に取り組みまし

ょう。 

◇ 農産物の販売時には地元産の表示を行いましょう。 

◇ 町の農業を守るため、子どもたちの農業体験や、地元の農産物を食す

る機会が得られるように協力しましょう。 

◇ 木質バイオマスや生ごみ、家畜ふんなどのエネルギー利用について検

討しましょう。 

◇ 自然災害の防止に役立つ樹林地や農地などの緑地を保全しましょう。 

 

（３）建設業 

◇ 工事の際は、幼稚園や学校などの文教施設、保育園、診療所、病院、

老人ホームなどの福祉施設の有無を確認し、十分な配慮を行いましょ

う。 

◇ 建設工事や解体工事時には、低騒音・低振動の建設機械を使用しまし

ょう。 

◇ 工事の着工にあたっては、近隣住民に理解と協力を得られるよう、工

事計画の事前説明を行いましょう。 

◇ 土壌の掘削工事を行う際は、湧水を枯渇させないため、掘削の深度や

地下水脈、湧水の位置などに十分に配慮し、地下水脈を分断しないよ

うにしましょう。 

◇ コージェネレーションやヒートポンプなどの効率の良いエネルギー供

給システムの導入を検討しましょう。 

◇ 建設廃材の適正処理、産業廃棄物のマニフェスト制度の実行により、

不法投棄を行いません。 

◇ 建築発生土の処理や一時保管場所などについてのネットワークの形成

と相互利用を進めましょう。 

◇ 施設建設の際は、地域木材を積極的に使用しましょう。 

 

（４）製造・流通・サービス業 

◇ 使い捨て商品は作らないようにしましょう。 
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◇ 簡易包装やバラ売り、量り売りを実施しましょう。 

◇ ノー（NO）レジ袋・マイバッグ運動に取り組み、レジ袋の削減やポイ

ントカードなどを検討しましょう。 

◇ 地域で採れた農産物を扱うなど、ふれあいのある楽しい店舗づくりを

行いましょう。 

◇ 環境に配慮した商品の品揃えを増やし、販売する際は簡易包装を実践

しましょう。 

◇ 生産段階から、製品の素材の選択や包材の簡素化、LCA による検討な

どを行って環境負荷の少ない製品を開発しましょう。 

◇ 使用済み商品の引き取りなど、店頭回収、自主回収を推進し、再利用

に努めましょう。 

◇ 再生原料及び再生品を利用した製品の製造、加工及び販売に努めまし

ょう。 

◇ 再利用を念頭においた商品開発及び販売を行いましょう。 

◇ 食品の製造・販売業者は、調理場から出る生ごみや残飯の資源化を推

進しましょう。 

◇ リターナブル製品を開発し、販売・回収を行いましょう。 

◇ 家庭電化製品、自転車、おもちゃなどの修理、リフォーム、再商品化

を行うとともに、これらの技能者の育成、支援を行いましょう。 

◇ 電磁波の発生を抑えた製品開発を行いましょう。 

◇ 地域木材を使う製品などのアイデアを出し、地域木材の使用を推進し

ましょう。 

◇ 地域の生態系を乱すような外来の動植物の販売には、国などの指導に

従い、細心の注意を払いましょう。 
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第６章 計画の推進体制と進行管理 

 

この章では、本計画を着実に推進していくための体制や、計

画の進行管理方法について示しています。 
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１ 計画の推進体制                    

（１）計画の推進体制 

計画の実効性を高め、効果的な推進を図るために、町、事業者および町民

が協働しながら、それぞれ役割を自主的に果たすよう推進体制の整備に努め

ます。 

町は、計画の効率的推進に向けて、各種施策の策定や事業計画の立案、事

業の実施について各課間で横断的な協議を行うとともに、施策間の調整を行

います。これらを効率的に実施していくため、町民、事業者を含めた推進体

制を確立します。 

 

●計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三者協働 

町 民 

家庭や地域に 

おける取組 

事業者 

事業活動に 

おける取組 

交流・協力 

地域貢献 

町 

施策の実施 

進捗状況の把握 

諮問・報告 

答申・提言等 

瑞穂町環境審議会 
国、東京都、 

周辺自治体等 連携・調整等 

取組 
支援 

参加・協
働 

取組 
支援 

提案・参
加 
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（２）環境配慮行動の推進（町、町民及び事業者それぞれの推進） 

町は、環境マネジメントシステムに基づき率先して環境配慮行動を実行し、

望ましい環境像の実現に向けた施策・事業の推進にあたります。また、計画・

施策の立案や推進に当たっては、本計画との整合性を図ります。 

 

（３）事業者、地域、民間団体のネットワーク化 

町民（個人、団体を問わず）や事業者の主体的な活動を広げるとともに、

地域のよりよい環境づくりのための活動の連携を促すため、町民・事業者に

よる幅広い環境活動ネットワーク形成を支援します。具体的には、事業者や

民間団体との連携による環境調査の実施、町内会・自治会や民間団体の連携

による清掃活動の実施などに向けて、必要に応じて町が調整役となり、町民・

事業者の自主的活動の推進を支援します。 

 

（４）国、東京都、周辺自治体などとの協力体制づくり 

計画の推進にあたっては、町を主体としながら、国や都、周辺自治体など

へ本計画の趣旨を伝えるとともに協力を要請して、連携しながら計画を推進

します。具体的な体制については、取り組みの内容によって異なるため、計

画策定以降に町民の皆さんや環境審議会で一緒に検討の上、取り組みごとに

決定していきます。 

 

（５）年次報告と財政上の措置 

計画を着実に実行するため、実施施策などに関する年次報告書を作成し、

公表します。 

また、本計画に掲げる施策を実施するために必要な財政上の措置や、その

他の措置を講ずるものとします。  
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２ 計画の進行管理                    

（１）町の施策の実施状況の把握 

本計画に掲げる施策を着実に推進していくために環境マネジメントシステ

ムの考え方である計画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）、

改善・見直し（Ａｃｔ）というＰＤＣＡサイクルに基づき、本計画の進行管

理を行います。 

町は、環境の状況や施策・事業、重点プロジェクトの進捗状況を評価する

ため、環境目標・指標を把握していきます。 

 

（２）町民・事業者の取り組み状況の把握 

町民・事業者の取り組み状況は、イベントへの参加者数（全町一斉清掃、

フリーマーケットなど）については毎年確認できるものの、例えば省エネ行

動の実施状況は、アンケート調査を行わなくては把握できません。そのため、

これらの内容に関しては適切な時期に、アンケート調査を実施し、把握して

いくものとします。 

 

（３）計画の進捗状況の公表、見直し 

計画の進捗状況及び施策の実施状況に関しては、毎年、環境審議会へ報告

するとともに広報みずほやホームページなどを利用して町民・事業者へも報

告していきます。 

環境審議会では、毎年の報告を受け、強化すべき点などの指摘を行うとと

もに、５年に１度程度、町民の取り組みも含めた結果が提示される際は、具

体的な見直し方針を指示します。 

 


