
23 環境と暮らし分野（20年度） 様式2

16 17 18 19 20目標 26目標

25.0% 36.7% - 50.0% 75.0%

80.0% 76.0% 82.0% 84.0% 88.0%

3.7% 1.9% 0.8% 0.6% 0.3%未満

99.6% 99.1% 99.4% 100.0% 100.0%

環境へのやさしさが暮らしに生きるまち

分野目標

(2) 大気汚染などの公害を防止し、清潔できれいなまちにするため、区民は、身近な環境問題に
ついて関心が高く、近隣に配慮した生活や事業活動を営むとともに、地域で環境美化の取組み
を活発に行っているまちを目指す。

(3) 安全で安心な消費生活を営むため、区民は、商品やサービス選択に必要な情報を得ることが
でき、消費行動に関する相談の機会が保障され、若者や高齢者が悪質商法や不当・架空請求の
被害に遭わないまちを目指す。

(1) 地球環境を保全するため、区民や事業者は、 省エネルギーや省資源などの環境に配慮した日
常生活や事業活動をごくあたりまえのこととして行い、太陽光発電など自然エネルギーの利用
を盛んに行っているまちを目指す。

現状と課題
○ポイ捨て、歩行喫煙の防止については、区内全域への周知がまだ不十分な面もあるため、区
内全域に対する啓発活動に力を入れていくとともに、重点とする地域を中心に、地域連携の啓
発の推進を図る。また、路上禁止地区指定に関した地域との意見交換を進める。

○地球温暖化防止やヒートアイランド現象の緩和に向け、区民、事業者、区の主体的かつ連携
した、省エネルギー、省資源、自然エネルギーの活用に向けた具体の取組みが求められてい
る。
　10か年計画における「地球温暖化防止戦略」を基盤として、環境基本計画（アクションプロ
グラム）により、着実に成果をあげる取組みの推進を図る。

○高齢者の悪質商法による被害が引き続き増加傾向にあり、高齢者の被害の未然防止や早期救
済について、関係機関との一層の連携の強化を図る。また、社会問題になっている多重債務問
題の庁内連携等による対策の充実を進める。

○区民の健康や生活環境に影響を与えるアスベストなどの有害物質による環境汚染や、日常生
活や事業活動に伴う公害を防止するため、各種規制・指導の強化を図っていく必要がある。

成果指標
と目標値

中野駅周辺路上喫煙禁止地区の路上喫煙率

工場・事業場・特定建設作業等の苦情処理
件数に占める3か月以内に解決した件数の
割合

消費者相談処理件数のうち解決したものの
割合

成果指標

環境にやさしい行動をしている区民の割合

16

243,102

788

多重債務問題対策の推進 　多重債務者の借金の解決を図ることによ
り、生活の再建等が図られる。　庁内関係分野と連携し多重債務者の掘り起こし、

発見して専門相談機関へ接続し、解決を図る等の対
策を推進する。

環境保全企画調整

283,051

917

　大気、騒音、土壌汚染などの公害を未然
に防止するとともに、発生源の監視・指導
を通じて、公害苦情件数の減少及び地域生
活環境の保全が図られる。

　環境基本計画（アクションプログラム）に基づ
き、重点的な取組みを中心に、省エネの推進、自然
エネルギーの利用拡大、みどりを守り増やす取組み
などを着実に進める。また、里・まち連携により区
民風車の建設の取組みを進める。

地球温暖化対策推進 　省エネの徹底や自然エネルギーの利用が
進むことにより、温室効果ガスの削減が図
られる。

公害等防止指導

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

　工場等実態調査の確実な実施により、工場、指定
作業場の実態を的確に掌握し、工場等の公害の防
止、環境負荷の低減を進める。

取り組み

環境基本計画、地球温暖化防止アクションプログラムの推進

成果指標に対する効果

　環境負荷の低減に向けた区民、事業者、
区の連携、協働が高まり、区内はもとより
地球温暖化などへの環境改善の取組みが進
む。

　環境基本計画に基づき、地球温暖化防止を中心
に、新たな環境施策の体系化による事業展開をス
タートさせる。

区民一人あたりコスト(円) 896

17

分野のコスト（決算）（千円）
275,844

産業振興、ごみ減量、公園・道
路、教育委員会

多重債務問題対策の推進
税務、福祉推進、保健医療、生活
援護、介護保険



様式3

環境保全 （20年度）

2301

16 17 18 19 20目標 （達成度）

－ － 290基 320基

－ － 85% 87%

－ － － 1地域

16 17 18 19 20目標

事業1

実績 7 2

概要

事業2

実績 1

概要

(仮称）地球温暖化対策地域協議会の設立

地球環境の保全に取り組むまち

環境保全企画調整

脱温暖化の取組みが根付いたまちの実現を目指し、「環境基本計画・アクションプログラ
ム」の推進・点検を行うとともに、計画に係る諸施策の企画立案、総合調整を行う。

中野区環境審議会 の開催回数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

(1)エネルギーを効率的に使った暮らしや事業活動が行われている。

(4)地方都市と連携した自然エネルギーの利用の取組みが進んでいる。

(2)太陽光発電などの自然エネルギーの利用が広まっている。

成果指標
と目標値

(3)エコドライブなど環境に配慮した交通の利用が広まっている。

成果指標

区民風車建設のための候補地調査地
域数

区内の太陽光発電設備設置数

節電など省エネに取り組んでいると
答えた人の割合

温室効果ガスの削減を目指し、「環境基本計画アクションプログラム」に基づき、区民・
事業者と連携・協働により重点的に取組む事業と計画実現の方策に掲げる施策の着実な実
現を図る。

○京都議定書が発効し、国をあげて地球温暖化防止の取り組みを進めている。
○地球温暖化やヒートアイランド現象による異常気象の出現により、区民、事業者の温暖
化への関心が高まりつつある。

○地球温暖化を防止し、ヒートアイランド現象を緩和する実効性のある施策を立案・実施
する必要がある。

○区民一人ひとりの生活の中で、省エネルギーや省資源が広く根付いておらず、自然エネ
ルギーの活用も進んでいない。

地球温暖化対策推進

16 17 18 19 20目標

事業3

実績 1

概要

事業4

実績

概要

25,04712,101

18 19

里・まち環境交流

162区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　　領域-Ⅰ-2　環境に配慮する区民生活が根づくまち
　　　主な取り組み　省エネルギーの推進、自然エネルギーの導入促進、環境マネジメントシステムの
導入
(2)環境基本計画
　　　目標2　省エネルギー・省資源をすすめます。
　　　目標3  身近な環境汚染の防止、地球環境保全をすすめます。

里・まち連携を基盤にした、地方都市との交流を通じ、自然エネルギー発電の共同事業や
里地・里山の保全活動などの実施可能な具体的事業について検討を進める。

17

施策のコスト（決算）（千円）

81

16

39

49,869

区民風車の建設候補地の調査地域数



様式3

環境公害 （20年度）

2302

16 17 18 19 20目標 （達成度）

80%
142件
／178

件

76%
113件
／149

件

82%
155件
/189件

84%
151件
/180件

16 16 11 10

0件 0件 1件 0件

0
(0%)

2
(17%)

3
(25%)

4
(33%)

16 17 18 19 20目標

事業1

実績 1.67 3.10 1.50

概要

環境汚染のないまち

公害等防止指導

(1)公害苦情処理
　工場・指定作業場・特定建設作業その他事業活動や一般家庭生活に係る騒音・振動・悪
臭・ばい煙等の公害発生に対し、規制基準を遵守するよう指導を実施する。また、苦情申
立て等に係る騒音等の公害の早期解消に向け、関係機関との連携を強化するとともに、迅
速かつきめ細かな対応（調査・指導）を行う。

(2)工場・指定作業場に対する規制・指導及び環境負荷低減の啓発
　工場等の申請・届出に係る調査・指導を的確に行い、公害発生の未然防止を図る。ま
た、工場等の事業所における自動車使用抑制等の環境負荷低減についての啓発を行うほ
か、公害防止への取組と併せ、事業所に係る諸手続きのＰＲも同時に実施する。さらに、3
か年程度の中で、工場・指定作業場、特に、有害物質取扱事業者等の実態を把握するため
の調査等を実施するとともに、併せて、環境負荷低減についての直接的な啓発を行う。

１件あたりの指導回数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

自動車騒音の環境基準達成状況（12
幹線道路中の達成道路数と達成率）

(1)工場・事業場・特定建設作業等に係る苦情について、監視・啓発等により苦情件数が減少してい
るとともに、区の指導等により、3か月以内に解決する苦情が大幅に増加している。

(2)解体工事等における的確なアスベスト対策の推進により、アスベストによる被害が発生していな
い。また、有害物質取扱事業者等の監視・指導等の充実により、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などの
有害物質(有害化学物質)を原因とする大気汚染、土壌汚染や健康被害が未然に防止されている。

成果指標
と目標値

(3)大気汚染や自動車交通騒音への対策が進むことで、大気汚染は全ての項目について環境基準
が達成され、自動車交通騒音は40%程度の道路において環境基準が達成されている。

成果指標

アスベストや有害化学物質等による
大気汚染、土壌汚染等の飛散・拡散

を伴う事故件数

工場・事業場・特定建設作業等の苦
情処理件数に占める3か月以内に解

決した件数の割合

工場等の事業場の公害苦情件数

　アスベストや揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などの有害物質(有害化学物質)を原因とする大
気汚染、土壌汚染による健康被害が社会問題となっており、アスベスト除去等工事の届出
の周知徹底や、有害物質取扱事業者の監視・指導等を充実する必要がある。

　事業活動や一般家庭生活に係る騒音・悪臭・ばい煙等の公害発生件数が増加している。
また、解決困難なケースや解決に時間を要すケースが増えてきているため、苦情申立者の
要望に十分に応えることができない状況もあり、取組み体制の強化を図る必要がある。

事業2

実績 146% 144% 187%

概要

16 17 18 19 20目標

事業3

実績

概要

事業4

実績

概要

評価基準測定時間に対する有効測定時間の割合

　大気汚染（光化学オキシダント、二酸化窒素、浮遊粒子状物質）や自動車騒音の環境基
準達成判断のための現況調査を実施する。これらの調査結果については、事業所への啓発
や区民への情報提供を行うとともに、必要に応じ、国等への規制強化の働きかけに資す
る。
　※大気汚染測定項目について、評価基準年間測定時間（6,000時間以上）に対する有効測
定時間の割合を活動指標とした。

65,31165,807

18 19

195区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)環境基本計画
　　　目標3　身近な環境汚染の防止、地球環境保全をすすめます
　　　施策の方向1　大気汚染をはじめとした公害防止に取り組みます
　　　施策の方向2　有害化学物質による汚染防止に取り組みます

17

施策のコスト（決算）（千円）

212

16

213

60,142

環境現況調査



様式3

環境美化 （20年度）

2303

16 17 18 19 20目標 （達成度）

3.7% 1.9% 0.8% 0.6%

－ － 1地域 6地域

215件 223件 180件 120件

91件 107件 90件 60件

16 17 18 19 20目標

事業1

実績 28回 230回 339回 360回

概要

事業2

実績 69件 179件 160件 130件

概要

巣の撤去及び雛の捕獲件数

清潔で気持ちよく暮らせるまち

まちの美化啓発

(1)中野区周辺の路上喫煙禁止地区内での環境美化パトロール隊による啓発・指導の実施
(2)地域との連携による歩行喫煙防止・ポイ捨て防止キャンペーン、清掃活動の実施
(3)区内各駅周辺での喫煙マナーアップキャンペーンの実施

ポイ捨てや歩行喫煙防止啓発活動

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

カラスによる人への攻撃件数

(1)歩きたばこやポイ捨てをする人が大幅に減少し、清潔できれいなまちを安心して歩くことができ
るようになっている。

(2)カラスへの餌やり防止啓発等を進め、巣の撤去を迅速に行うことにより、カラスによる被害が減
少している。

成果指標
と目標値

成果指標

カラスの苦情件数

中野駅周辺路上喫煙禁止地区内の路
上喫煙率

各駅周辺等で区民等が歩行喫煙防止
やポイ捨て防止等の環境美化活動に
取組んでいる地域

(1)カラスが通行人等を攻撃し、危害を及ぼす場合に、区民等の身体の安全を確保するため、巣の
撤去及び雛の捕獲を行う。
(2)餌やり防止啓発等の実施。

　中野駅周辺路上喫煙禁止地区内の路上喫煙率は確実に減少しているが、更なる改善を目指した、より一層
の啓発・指導活動等が必要である。また、ポイ捨て・歩行喫煙の防止啓発活動は、地域連携を推進して、環境
美化についての意識の高揚を図っていく必要がある。

　喫煙場所付近に吸い殻、空き缶、紙屑等のポイ捨てが多く見受けられるので、喫煙場所の適正な利用を進
める対策を講ずる必要がある。

　カラスが通行人等を威嚇・攻撃しているなど、緊急を要する場合、巣の撤去等を迅速にしているが、カラスの
個体数の減少等を目指したごみ出しマナーの向上、防鳥ネットの普及、餌やり防止啓発、人への被害を減ら
すための広報活動等を総合的に実施していく必要がある。

カラス対策

16 17 18 19 20目標

事業3

実績

概要

事業4

実績

概要

44,73924,579

18 19

126区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

 (1)環境基本計画
      目標１　豊かなみどりと水辺を創造します。
      施策の方向(6)　まちの美化をすすめます。

17

施策のコスト（決算）（千円）

145

16

80

38,915



様式3

環境行動 （20年度）

2304

16 17 18 19 20目標 （達成度）

25.0% 36.7% － 50.0%

22 22 22 25

－ － 16人 60人

16 17 18 19 20目標

事業1

実績 17 11 12 7

概要

事業2

実績

概要

　区民や事業者の学びや実践行動に必要とされる「地球温暖化防止」を中心とした環境学
習や情報提供の充実・強化が求められている。

環境リサイクルプラザにおける自然エネルギー設備の老朽化への対応をはじめ、展示
ホール等の活用などの施設運営について、費用対効果をふまえ見直す必要がある。

　環境に配慮した生活や事業活動を広めるための環境啓発や省エネの取組みの学習や相談
に対応できる地域の核となるリーダーの育成が求められている。

(1)区民や事業者の多くが、地球環境の保全に関心を持ち、学び､考え、日常生活や事業活動の中
で省エネルギー､省資源の行動をしている。

(2)地域における自主的な環境学習や環境行動を支援するとともに、省エネ診断などの依頼にも対
応できる地域環境アドバイザーが地域で活動している。

成果指標
と目標値

(3)区民や事業者が、環境問題について身近な生活の場を入口として、地球規模の視野を念頭に
置いた学習と実践行動ができるよう、基礎的かつ多様な情報が用意されるとともに、個人や団体が
交流できる場が提供されている。

成果指標

地域環境アドバイザー登録者数(累計)

長期　　環境にやさしい行動をして
　　　　いる区民の割合

｢環境行動の日｣参加団体数

環境を考え行動する区民

環境リサイクルプラザ運営（環境学習講座等）

①環境基本計画・アクションプログラムに基づき、環境情報の収集・発信や、地域環境アドバイザー育成講
座、地球温暖化防止に関する啓発や講座等の実施
②区民や事業者、区が協働して「環境まつり」を実施。地球環境保全のための区民の自主的な学びと行動を
支援

環境学習講座等の実施回数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 20目標

事業3

実績

概要

事業4

実績

概要

310

16

317

90,094

(1)10か年計画
　　領域Ⅰ－2　環境に配慮する区民生活が根づくまち
　　主な取組み　省エネルギーの推進
　　　　　　　　　（地球温暖化防止等に対し、有効な取組み等をアドバイスできる人材の育成）

17

施策のコスト（決算）（千円）

292区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

95,49997,702

18 19



様式3

消費生活 （20年度）

2305

16 17 18 19 20目標 （達成度）

2,108件 713件 460件 450件

29回 37回 34回 40回

… … 11回 20回

16 17 18 19 20目標

事業1

実績 4,265 2,842 2,542 3,000

概要

事業2

実績 - - 11 20

概要

99.4％
2,023件
2,035件

100.0%

不当請求の被害数

99.6％
3,676件
3,689件

99.1％
2,357件
2,379件

確かな目を持ち自立した消費者

消費者センター運営（消費生活相談・出張啓発講座等）

　専門の消費生活相談員を配置し、区民の消費生活に関する問い合わせ、苦情、被害救済等の相
談を受け、消費者の保護を図るとともに消費者被害の未然防止のため、相談員等が学校や高齢者
施設、また見守り向けに介護事業所や民生委員、町会自治会の学習会等に出向き出前講座を行
う。

消費者相談受付件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

出前講座実施回数

成果指標
と目標値

(1)区民は、いつでも良質な商品やサービスの選択に必要な知りたい情報を得ることができている。

(2)契約など消費行動に関する相談の機会が保障され、ほとんどの相談者が被害から救済されてい
る。

(1)高齢者の悪質商法被害の増加に伴い、被害の未然防止、回復を図るための情報連絡体制を１
８年９月に発足し運用しているが、連絡の件数が少なく実効性がなかなか上がらない。より効果を
あげるためには、関係機関・団体の関心と意識を高める必要があり、各種情報の配信と啓発に努
めていく必要がある。
(2)多重債務者の相談は、年々増加傾向にあり、大きな社会問題となっている。借金の整理は、専
門家に依頼することで必ず解決できることを被害者に周知し、早急に相談するように導かなければ
ならない。相談窓口案内の広報に努めるとともに、庁内の関係分野との連携の強化を進める必要
がある。

相談件数のうち解決した割合
解決件数

相談処理件数

(3)高齢者の悪質商法被害に対し、消費者センターと各関係機関との情報連絡体制が確立され、被
害の未然防止が進み又早期に回復され、被害が減少している。

成果指標

高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制
見守り機関向け「情報特急便」発行回数

見守り機関向け「情報特急便」発行回数

消費者センター運営（高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制・多重債務問題対策）

・高齢者悪質商法被害について、関係機関と情報連絡体制を取り、気づき、発見による連絡を受け
相談業務につなげ、被害の未然防止、回復を図るとともに、関係機関へ見守り情報として「消費者
センター情報特急便」を配信する。
・多重債務問題について、庁内関係分野と連携し、多重債務者を掘り起こし、発見して、専門機関
へ接続して解決を図るための対策を推進する。

16 17 18 19 20目標

事業3

実績

概要

事業4

実績

概要

18 19

142区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域ⅳ　安全で安心な地域生活の推進
　　主な取組み　地域の生活安全の向上　"

17

施策のコスト（決算）（千円）

147

16

139

44,03145,24842,913


