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近年の国及び東京都における環境行政の動向 

 

 

 「中野区環境基本計画」の改訂にあたっては、区内における環境の状況のほか、社会的

な環境対策の動きを考慮することが必要である。 

そこで、現行計画が策定された平成 12 年度以降の環境対策のポイントを、国及び都の

動きのなかから整理した。 

 

1.国の環境行政の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主要課題の現状と課題 

 

分野 現状と課題 

地球温暖化 ・ 二酸化炭素など温室効果ガス排出削減に向けた対応策は整備されてきたが、実際

の排出量削減には結びついていかない（1990 年に比べ、2003 年度で 8.3%増） 

・ 長期的な排出削減推進のため、社会・経済システムの構造的変革が必要である 

廃棄物・リサ

イクル 

・ この間の取り組みで、ごみの最終処分量自体は削減されたが（一般廃棄物の場合、

平成 12 年度の全国値が 845 万 t で、対 12 年度比約 2 割減）、排出量はほぼ横

ばいで、減少していかない（5,200 万 t/年前後で推移） 

・ モノの流れ（物質フロー）から見ると、リサイクルなどの「循環利用」に回る量は約 1 割に

すぎず、発生抑制・再使用・再生利用のいわゆる「3R」や、生産者・排出者の双方

からのアプローチが求められている。 

大気環境 ・ 二酸化窒素（NOx）や粒子状物質（PM）といった自動車を主要発生源とする大気

汚染物質では、環境基準がほぼ満たされるようになっている。 

・ ただし、大都市での汚染やスモッグの原因とされる光化学オキシダント（OX）の発生に

ついて、対策が依然として必要とされている。 

・ さらに、エネルギー消費の増大や地表面の人工化などに伴うヒートアイランドが大都市

部で顕在化しており、水とみどりの空間の確保といった都市形態や、ライフスタイルの

あり方を含めた対応が必要である。 

【ポイント】 

＊ 京都議定書の 1990 年度比 6%削減約束（2008～12 年度間）に向け、温室効
果ガスの排出削減に向けた総合的な取り組みがますます求められるようになっ
ている。 

＊ 廃棄物の再生利用に向けた法制度整備・改正が集中的に進んだ。 
＊ 大気環境関係でも国の取り組みが見られたが、むしろ都の取り組みに具体的な進

展が見られる（次章の都に関する報告参照）。 
＊ 環境学習や環境報告書といった、従来手薄だった分野での法整備が進んだ。 
＊ 平成 18 年 4 月に環境基本計画が改定された（第三次）。このなかで、環境指標

が設定されるなど、統合的に、かつ評価のしくみを持った戦略性のある環境行政
に転換しつつあるといえる。 
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（第 3 次環境基本計画などから整理） 

 

（２）主要課題における対応の流れ 

①温暖化関係 

名称 制定等の時期 概要 

地球温暖化対策推

進大綱 

平成 13 年度 ・ 京都議定書の削減約束実現に向け、温室効果ガスに関

する５つの起源区分・対応ごとに削減（または吸収）目標

値・率を設定した。 

・ 環境と経済の両立を図りつつ、対策の進捗状況を節目ご

とに評価し、段階的に必要な対策を講じるアプローチで約

束実現をめざす基本的考えが示された。 

京都議定書発効 

 

平成 17 年 

2 月 16 日 

・ 平成 14 年に締結された議定書が、ロシアの批准により発

効要件を満たした。 

地球温暖化対策推

進法全面施行 

平成 17 年度 ・ 平成 10 年制定の同法では、温暖化対策に向けた各主

体の役割などが定められるとともに、同法に基づき国及び

都道府県の温暖化防止活動推進センターの設置や、自

治体組織内での温室化対策実行計画策定が進んだ。 

・ 議定書発効を受け、国としての「京都議定書目標達成計

画」や、地域レベルでの温暖化防止推進計画策定が義

務づけられることとなった。 

京都議定書目標達

成計画 

平成 17 年度 ・ 上記推進法に基づき策定された。 

・ 改めて起源区分・対応ごとの削減（または吸収）目標値・

率を設定したほか、多量排出事業者への排出量算定・報

告・公表制度といった横断的施策が提示された。 

※その他、温暖化防止対策の一環として、環境省内で環境税の検討がされた経緯がある 

※また、近年はバイオディーゼルなどエコ燃料や、再生利用燃料などの技術及び利用の研究も

進められている 

 

分野 現状と課題 

自然環境 ・ 人間のさまざまな活動が、生態系や生物の生息・生育環境に影響を与えているた

め、生物の多様性確保や損なわれた自然環境の再生に力を向けることが求められる

ようになっている 

環境学習・そ

の他 

・ 環境保全のため、事業者や市民など、各主体の自主的活動がますます求められて

いる。 

・ あわせて、自主的活動を促すしくみとして、環境学習、組織の環境マネジメントや評

価のしくみ、経済的なインセンティブ（誘導策）策などに注目が集まっている。 
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②廃棄物・リサイクル関係 

名称 制定等の時期 概要 

食品リサイクル法 

 

平成 12 年度 ・ 製造段階や売れ残りなどで発生する食品廃棄物を減量化リ

サイクルするため、再生利用量の目標（平成 18 年度で、発生

量の 20％）、100t/年以上の発生量で、かつ再生利用が著し

く不十分な事業者への勧告・命令規定等が盛り込まれた。 

循環型社会形成推

進基本計画閣議決

定 

平成 14 年度 ・ 推進計画は、大量生産・廃棄型の社会のあり方を変え、天

然資源の消費抑制と物質循環の確保をめざす「循環型社会

形成推進基本法」で、策定が定められているものである。 

・ 平成 22 年度までに、対 12 年度比で循環利用率の 4 割向

上と最終処分量半減、そのための 1 人 1 日あたりゴミ排出量

20％削減を目標数値としている。 

自動車リサイクル

法 

平成 16 年度 ・ 拡大生産者責任（EPR）の考え方に基づき、自動車の製造

業者及び輸入業者に、シュレッダーダストやエアバッグのリサイク

ルが義務づけられた。 

3R イニシャティブ 平成 17 年 4 月

（日本での閣

僚会合） 

・ ３Ｒによる循環型社会の国際的な推進をめざす「3R イニシャテ

ィブ」に関する国際閣僚会合（於・東京）では、ごみゼロへの行

動計画として、循環型社会形成のための地域計画づくりや有

料化を通じた家庭ごみ減量化の推進などが示された。 

・ また、会合を通じ「もったいない」精神に基づく 3R 推進に関す

る認識が確認された。 

※この間、他に家電リサイクル法や資源有効利用促進法（事業系及び家庭系パソコン、小型二

次電池）により、事業者による製品回収・リサイクルのしくみがスタートしている 

※環境に配慮した「エコデザイン」や、バイオマス利用なども重要な課題となっている 

 

③大気環境関係 

名称 制定等の時期 概要 

自動車 NOx・PM 法 平成 13 年度 ・ 以前制定された自動車 NOx 法の改正法で、首都圏・愛知

三重・兵庫大阪の三大都市圏エリアにおいては、排出基準を

満たさないトラック・バス・ディーゼル乗用車などの新規登録が

できなくなった。 

ヒートアイランド

対策大綱の策定 

 

平成 15 年度 ・ 人工排熱の低減・地表面の改善など 4 つの対策が明確にさ

れた。また、これらの対策には、特定品目に関する省エネルギ

ー目標設定・道路渋滞による損失時間 1 割減・水と緑の空

間確保量 1 割増といった業績目標が設定された。 
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④自然環境関係 

名称 制定等の時期 概要 

新・生物多様性国

家戦略 

平成 13 年度 ・ 平成 7 年制定の「生物多様性国家戦略」の改正版である。

自然への開発行為や里山荒廃取った課題を受け、生物の多

様性保全策の強化、失われた自然の再生事業実施、身近

な里山等を管理するためのさまざまなしくみの導入といった方

向性が盛り込まれた。 

自然再生推進法 平成 14 年度 ・ 過去に失われた自然を、NPO や専門家などの創意と工夫で

再生させるための理念と手順を明らかにした法律。政府が自

然再生基本方針を定めることとしており、これを踏まえて、地

域の発案による自然再生事業（河川の蛇行化・森づくり・干

潟再生等）が全国で 9 事業行われている。 

 

⑤環境学習関係・その他 

名称 制定等の時期 概要 

環境保全活動・環

境教育推進法 

平成 15 年度 ・ 環境保全の推進には環境教育の振興・場の提供が不可欠

との認識から、自治体での総合的な環境教育施策の策定や

環境学習拠点の整備、NPO などが行う環境保全指導者の

育成事業の登録制度などに関して、方針または各主体の役

割が示された。 

環境配慮促進法 

 

平成 16 年度 ・ 事業者と他の主体との環境コミュニケーションのツールである環

境報告書の普及を図るため、国や特定事業者（国立大学法

人・独立行政法人等から指定）の報告書作成及び公表義

務、大企業の作成・公表努力義務などを定めた。 

 

⑥環境基本計画の策定 

名称 制定等の時期 概要 

第 3 次環境基本計

画閣議決定 

平成 18 年 4 月

7 日 

・ 平成 12 年の第 2 次計画の改訂版で、「環境・経済・社会の

統合的向上」をめざし、温暖化対策・循環型社会構築など 6

つの重点分野政策プログラムと、市場で環境の価値が評価さ

れるしくみづくり・環境保全の人及び地域づくりといった 4 つの横

断的重点政策プログラムが示されている。 

・ また、上記の 10 の政策プログラムには、計画の進捗を総合的

に把握するための指標群が設けられた。 
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2.都の環境行政の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主要課題の現状と課題 

 

分野 現状と課題 

地球温暖化 ・ ヒートアイランドもあいまって、東京では 100 年間前より約 3 度の平均気温上昇が見られ

る。これは国内の他の大都市に比べても高い伸び率である。 

・ 二酸化炭素も排出量も、2010 年には 1990 年比で排出量 15％増が予想されており、緊

急の取り組みが不可欠である。排出源の割合では、運輸部門・オフィスなどの業務部門・

家庭部門が全国平均での割合より大きいことが特徴的である。 

・ 温暖化の要因は複合的であることから、重点的で、ライフスタイルと都市づくりの双方を見

据えた対策が求められる。 

廃棄物・リサ

イクル 

・ 23 区の一般廃棄物ごみ量（資源ごみ含む）は、平成 15 年度で約 382 万 t と、ここ数年

横ばいである。 

・ 中間処理など、区間の連携が求められる分野での技術導入やしくみの整備により、資源

循環の輪を太くする方向性が重要されている。とくに、発生抑制の促進につなげるため、事

業者の取り組みを促していくことが求められている。 

大気環境 ・ 一般的に工場を排出源とする大気汚染は改善が進んだが、とくに東京のような大都市部

では、自動車のような移動排出源からの大気汚染が、大きな健康へのリスク（＝被害の可

能性の確率）要因となっている。 

・ 自動車の問題は事業活動に多大に関係するため、それによる汚染防止には、一方的な

規制対応だけではなく、メーカーや事業者の努力を促すアプローチも重要である。また、排

出源が移動するという特性から、広域的な連携も求められる。 

自然環境 ・ 都内では、多摩地域に植林地・雑木林などのまとまったみどりが見られるが、身近な生き

物の生息空間保護や景観保全といった点で、区部においてもみどりの保全は重要である。

・ 近年は、ヒートアイランドなどの緩和という観点から、都市部でできる緑化を身近なところか

ら進めることが求められている。 

【ポイント】 
＊ 「危機」として東京の環境の現況を捉え、温暖化防止と自動車等の大気汚染対策

を柱とした、モデル的な施策や期限を区切った重点戦略などが打ち出されてきた。
＊ 新たな課題の発生に対応して、都の環境対策全般をカバーする「環境確保条例」

が、たびたび改正されている。 
＊ 温暖化対策では、先進的な取り組みを事業者の主体性のもとに引き出すことをめ

ざして、取り組みに対する自己評価とランク付けといった手法を取り入れた施策
が展開されている。 

＊ 大気汚染対策では、規制の強化を通じて事業者の自主的努力を促す方法で、対策
が進められている。 

＊ 廃棄物の問題は、清掃事業区移管以後、事業所・産廃対策と、処理・資源化技術
面の対応に軸足が移った。 

＊ 環境学習の分野では、環境学習に関する推進計画を策定するなど、区のレベルで
独自の動きが見られた。 
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分野 現状と課題 

環境学習・そ

の他 

・ 各主体の自主的活動を促すため、積極的な情報提供・事例紹介や、主体間連携の動

きが進められている。 

・ また東京都の環境行政では、緊急課題への集中的な取り組みや、課題解決に関するシ

ンボリックな制度・事業の実施という方法上の特徴がある。 

・ 各区では、環境学習の計画・づくりやツール開発、ネットワーク形成などが試みられている。 

（東京都環境白書 2004 などから整理） 

 

（２）主要課題における対応の流れ 

①温暖化関係 

名称 制定等の時期 概要 

地球温暖化対策計

画書制度 

平成 14 年度～ ・ 燃料・熱・電気の電気換算使用量が年間 1,500 ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

の事業所に対し、過去 3 年間の二酸化炭素排出量の平均を

基にした向こう五年間の排出削減目標及び削減対策・推進

体制等をまとめた計画書、ならびに毎年の状況報告書を都に

提出することを課した制度である。 

・ 都では、計画書・中間報告・最終報告のそれぞれに、AAA～C

のランク評価を行い、優良事業所を表彰することとしている。 

建築物環境計画書

制度 

平成 14 年度～ ・ 延面積 1 万 k ㎡以上の新築または増築にあたり、建築主がエ

ネルギー使用の合理化・資源の適正利用・自然環境の保全・

ヒートアイランド対策について、環境配慮措置や配慮の度合い

に関する三段階の自己評価をまとめた計画書の提出を義務づ

けた。（環境確保条例や都の建築物配慮指針による） 

・ なお大規模マンションでは、評価結果に基づき、マンションの環

境性能表示を販売広告に掲示することも義務づけられている。

エネルギー環境計

画書制度 

平成 17 年度～ ・ 電力小売自由化を踏まえ、電気事業者に対し、1kw あたり二

酸化炭素排出量（二酸化炭素排出係数）の抑制目標や再

生可能エネルギーの導入目標などをまとめた計画書と、前年度

実績報告書の提出が義務づけられた。（環境確保条例による）

東京都再生可能エ

ネルギー戦略策定 

平成 17 年度 ・ 廃棄物発電や太陽熱利用、水力発電などの再生可能エネル

ギーについて、2020 年までに全エネルギー消費量の 20％とすると

いう目標をかかげている。 

・ また、再生利用エネルギー拡大のため、その導入に関する事業

者への評価システム、大規模開発計画で一定量の再生利用

エネルギーの導入を促進するしくみ、電力グリーン購入のルール

化や普及拡大のしくみ等の整備を進めることとされている。 

省エネラベリング

制度 

平成 17 年～ ・ エアコン・冷蔵庫・ブラウン管テレビなどを 5 台以上陳列する販

売事業者は、AAA～C にランク分けされた省エネ性能（省エネ

基準達成率）を当該製品に貼り付け、省エネ意識を都民に喚

起するしくみである。 
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②廃棄物・リサイクル関係 

名称 制定等の時期 概要 

スーパーエコタウ

ン事業 

平成 14 年度～ ・ 都有地（大田区城南島）を、公募した民間業者に購入しても

らい、民間の廃棄物処理・リサイクル施設整備を誘導する政

策である。基本的に産業廃棄物が主対象だが、食品廃棄物

のバイオガス発電や飼料化のような、一般廃棄物にも関わる

施設整備も進められている。 

八都県市容器包装

ダイエット宣言 

平成 17 年度～ ・ 首都圏の一都三県・四政令市が、容器包装リサイクルの再

商品化義務を負う特定事業者（容器包装を利用して商品を

販売する事業者や、容器の製造・輸入業者）に呼びかけ、容

器包装使用削減の自主行動について登録・宣言を促進して

いる。 

※都内の一般廃棄物の最終処分場である新海面処分場を延命させるため、焼却時の熱エネルギ

ーにより発電するサーマルリサイクル（熱源利用）が、平成 20 年度から本格実施されること

になっている 

 

③大気環境関係 

名称 制定等の時期 概要 

自動車環境管理計

画書の提出 

平成 13 年度～ ・ ディーゼル車規制への対応や低公害車導入等を促すため、

都内で 30 台以上の自動車を使用する事業者に対し、これら

に関する計画策定及び都への実績報告義務が課せられた

（環境確保条例による）。 

・ なお、特殊自動車や軽・二輪を除いても 30 台以上の自動車

を使用するなどの条件を満たす事業者は、自動車 NOx・PM

法により、使用管理計画に盛り込むべきとされた項目について

も、補足して計画策定及び都への実績報告することとなった。

環境確保条例によ

るディーゼル車規

制 

平成 15 年 ・ 自動車 NOx・PM 法の趣旨をさらに強化する試みとして、PM

排出基準に適合しないディーゼル車は、知事が指定する PM

減少装置をつけなければ都内の走行が禁止となった（環境確

保条例による）。 

・ 首都圏の他の三県と歩調を合わせた取り組みである。 
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④自然環境関係 

名称 制定等の時期 概要 

緑の東京計画策定 平成 12 年度 ・ 緑の保全と整備に関する基本計画の位置づけで、平成 27 年

度までに、対 13 年度比で区部のみどり率（樹林地・街路樹・

公園などのほか、河川などの水空間も含む）を 29％から 32%に

上昇させるという目標が掲げられた。 

・ また、都市環境づくり・防災・生物の生息空間など５つの視点

から、50 年後にめざすべき緑の将来像を踏まえて、具体的な

取り組みの方向が示された。 

緑化計画書制度 平成 13 年度～ ・ 都の自然保護条例の改正に伴い、1000 ㎡以上の敷地（公

共施設の場合は 250 ㎡以上）において建築物の新築、増改

築等を行う場合、敷地や建築物上（屋上・壁面など）への一

定基準以上の緑化が義務づけられた。 

・ この場合、事業者は事前に都へ緑化計画書を提出しなけれ

ばならないこととなっている。 

 

⑤環境学習関係・その他 

名称 制定等の時期 概要 

環境確保条例 平成 12 年度 ・ 以前の公害防止条例を改正したもので、上記の各事例で言

及したように、各種環境保全制度の根拠条例となっている。12

年以降も、環境問題の動向に応じてたびたび改正されている。 

東京都環境基本計

画策定 

平成 13 年度 ・ 大気汚染などによる健康への影響と、地球温暖化対策を環境

の危機とする認識から、健康で安全な環境の確保・都市と地

球の持続可能性の確保・自然環境の保全と再生という 3 点に

関し、具体的な数値目標が掲げられた。 

持続可能な東京を

めざす新戦略プロ

グラム 

平成 17～19 年

度 

・ 都の環境基本計画の示す方向性を踏まえつつ、より緊急性の

高い課題について、平成 19 年度の基本計画改定を待たずに

積極的な展開を図るためにまとめられた。 

・ 持続可能性分野や、企業・NPO が「公」としての役割を担う政

策手法を重視し、再生可能エネルギー戦略など柱とする温暖

化対策、持続可能な自動車交通への転換、みどりの再生と活

用といった 5 つの戦略プログラムを掲げている。また、経済的手法

や金融商品などを用い、市場メカニズムによる環境対策も検討

するとされている。 

Kids' ISO14000 

普及事業 

 

平成 16 年度～ ・ NPO 法人の「国際芸術技術協力機構」が国際的に普及活動

を行っている子ども向け ISO（入門編）について、都で実施校の

募集及び評価結果の返信、協力事業所の募集といった仲立

ちを行っている（平成 17 年度は、都内 110 校で実施）。 

※環境学習（教育）推進のための計画が、足立区・目黒区などで策定されるようになっている 

 

 


