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「中間のまとめ」（素案Ⅲ） 

Ⅰ 中間のまとめの目的 

   

平成１８（２００６）年４月２８日に第２期中野区環境審議会が発足し、中野区

長から次のような諮問受け、審議会６回、小委員会３回開催して検討してきました。 

この「中間のまとめ」は、「答申」に区民の意見を反映させるために現在までの審

議会における議論を整理し考え方をまとめ、区民の皆さんにお示しするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《諮問事項》 

 中野区環境基本計画の改定に当たっての基本的考え方と、同計画に盛り込むべき事項

等について 

 
《諮問理由》 

 中野区環境基本計画（以下「基本計画」という。）は、平成１３（２００１）年度の基

本計画策定から、概ね１０年間の計画期間の半ばが経過しました。その間、緑の減少、

自動車交通による大気汚染、生活環境を取り巻く公害問題や、廃棄物の最終処分場の逼

迫の問題などが引き続き課題となっています。さらに、地球温暖化防止に向けた京都議

定書の発効、ヒートアイランド現象の進行など、新たな課題も生じています。 
 また、本区では、真に豊かで持続可能な地域社会を築くため、平成１７（２００５）

年 9月に新たな基本構想を制定して、区政運営の基本理念と中野のまちの将来像、１０

年後に実現するまちの姿を明らかにしました。さらに、平成１８（２００６）年 1 月に

は、基本構想を受け、これを実現するための「新しい中野をつくる１０か年計画」を策

定しました。その中で、「未来への扉をひらく４つの戦略」のひとつとして「地球温暖化

防止戦略」を掲げ、「環境に配慮する区民生活が根づくまち」を実現するための取組みを

優先的に進めていくこととしました。 

 身近な環境問題から地球規模の環境問題までの解決に向けて、基本構想の理念を踏ま

え、「持続可能な活力あるまちづくり」の将来像に向かって、「環境に配慮する区民生活

が根づくまち」を実現するため、目標や施策の体系を再構築するとともに、区民・区内

事業者・区各主体の実効性のある取組みのあり方や、成果指標の明確化と計画の進行管

理のしくみの構築など、基本計画を見直し、内容の充実と実行可能性を高める必要があ

ります。 

ついては、以上の趣旨を踏まえ、環境基本計画の改定に当たっての基本的考え方、計画

に盛り込むべき事項等についてご審議をお願いするものです。 

小委員会資料２ 
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Ⅱ 中野区の環境に関する現状と課題 

本審議会は、諮問事項を検討するに当たって、下記のとおり現状と課題の把握を行

い共通認識としました。 

 

１  環境負荷の少ないエネルギーの利用 

（1）都内では過去１００年間で、平均気温が３.７℃上昇し、夏日が増加するととも

に、冬日が大幅に減少しています。 

（2）大量生産・大量消費型の社会構造が、地球温暖化をもたらしています。 

（3）日本のエネルギー起源の温室効果ガスの排出量は増加傾向にあり、基準年（１９  

  ９０年）との比較では、産業部門の排出量が減少している一方で、オフィスなど

の業務部門や、家庭部門の伸びが目立ちます。 

（4）中野区の平成１６（２００４）年の温室効果ガスの排出量の推計値は８９万９千

トンで、二酸化炭素が９９％を占め、部門別の二酸化炭素排出量は、民生家庭部

門が４７.１％、民生業務部門が２６.１％で、産業部門は４.３％となっています。 

（5）平成１８（２００６）年 7月に実施した「区民・区内事業者環境行動・意識調査」

（以下「アンケート調査」といいます）では、区民の８５.２％、区内事業者の９

１.２％の人が「節電」を行ってきたと回答していますが、中野区の平成１６（２

００４）年度の二酸化炭素の排出量は基準年である平成２(１９９０)年から１１.

２％増加しています。 

（6）日常生活や事業活動で、省エネルギーの取組みがまだ不十分です。 

（7）省エネルギー機器への切り替えや、自然エネルギーの利用が遅れており、エネル

ギー消費の抑制や化石燃料への依存を減らす取組みが十分に進んでいません。 

 

２  環境負荷の少ない交通体系 

（1）中野区は、区道の約５割が幅員４ｍ未満の狭あいな道路です。全体的に、都市計

画道路の整備が遅れているなど、都市基盤が脆弱で、防災上の問題や交通渋滞、

生活道路の抜け道利用などの問題が生じています。 

（2）主要幹線道路沿道の自動車騒音については、特に夜間はほとんどの道路で５～１

０デシベル環境基準を超えています。 

（3）区内では、交通量の多さにもかかわらず、自動車排出ガスによる大気汚染は、着 

  実な改善が見られ、多くの物質で環境基準を達成しつつありますが、今後さらに 

  自動車交通量の増加が進むことにより、大気への悪影響がもたらされることが懸  

 念されます。 

（4）中野区では、南北方向の交通はバス路線に依存していますが、バス路線は、区を

縦断して運行する路線がなく、交通渋滞の影響を受け、定時制の確保が難しいで

す。また、バス停まで距離があり、バス利用に不便な地域もあります。 

（5）自動車利用の抑制やハイブリット車などの低公害車の普及策が不足しています。 

（6）アイドリング・ストップや低公害車の導入推進などは、バスや運送事業者などの

一部事業者で取組みが進んでいますが、個人の自動車利用などでは、自動車排出

ガスなどの抑制を促す取組みが進んでいません。 
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３ ごみの発生・排出の抑制 

（1）第２次一般廃棄物処理基本計画（なかの ごみゼロプラン０６）が平成１８（２

００６）年２月に策定されました。 

（2）不用物総量が年間１２万トンを超える状況が続いています。また、資源化率もこ

こ数年は２０％弱で推移しています。 

（3）ごみの中には、資源化可能物が平均して５割も混入しています。 

（4）アンケート調査では、資源回収への協力を行ってきたと回答した区民は８０．４％

でした。 

（5）区内にはごみの中間処理施設や最終処分場がなく、２３区の一員としてごみ減量

に向けた取組みが求められています。 

（6）中野区では容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の回収が、一

部地域で開始されましたが、ごみの分別や資源化に関する今までの取組みを踏ま

えたさらなる区の対応が求められています。 

（7）区民や区内事業者には、暮らしや事業活動でごみの発生を減そうという意識があ  

  っても、行動に結びつかず、取組みが十分でない状況です。 

（8）生ごみの減量化・資源化の取組みがまだ十分ではありません。 

（9）リユース・リターナブル容器普及の取組みがまだ十分ではありません。 

（10）単身者向けアパートやワンルームマンションなど、管理人が常駐していない建

物の中には、集積所の管理に問題があり、ごみの排出ルールが徹底されていない

ところがあります。 

（11）ごみ処理に多くの税金が投入されています。ごみの資源化や減量に努めている

区民も、努めていない区民もいる中で、負担の公平化についての議論が求められ

ています。 

 

４  都市環境の快適性 

《みどり》 

（1）緑被率は、１６％（平成１６（２００４）年６月調査）で、そのほとんどが樹木

です。地域別には、相対的に区北西部及び北東部で緑被率が高く、南部は低くな

っています。 

（2）中野区の人口一人あたりの公園面積は１.１７㎡／人（平成１７（２００５）年

４月現在・児童遊園含む）で、都内平均の４.４５㎡／人（財団法人特別区協議会

資料）に比べ、公園面積がかなり少ない区となっています。 

（3）平和の森公園や哲学堂公園などを除き、１５８か所ある公園の多くが１,０００

㎡以下の小規模公園です。まとまった面積が確保されている区内のみどりはわず

かで、大半は各地に点在しています。 

（4）アンケート調査では、みどりの豊かさに関して「満足・やや満足」と回答した区

民が３１.１％であるのに対し、「不満・やや不満」と回答した区民は４３.３％で

した。 

（5）中野区は、アスファルトやコンクリートに覆われた面積が多いため、熱負荷が高

く、ヒートアイランド化が進みやすい環境にあります。とくに区の中央部から南
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部にかけて、ヒートアイランドの発生要因となる熱負荷が大きい地域となってい

ます。 

（6）区内の保護樹林・樹木は、相続に伴う土地の売却等で減少する傾向にあります。

生産緑地も現在２.７４ｈａ（１４か所）となり、平成５年度に比べると面積がほ

ぼ半減しています。 

（7）身近なみどりや水辺空間のビオトープの整備が不足しています。 

（8）区の屋上・壁面緑化を促進するための取組みが遅れているにもかかわらず、屋上

緑地による緑被率は全体の０.１％で、増加傾向にあります。 

 

《水環境》 

（1）アンケート調査では、水辺の親しみやすさに関して「満足・やや満足」と回答し

た区民が８.９％であるのに対し、「不満・やや不満」と回答した区民は５０.９％

でした。 

（2）アンケート調査では、川のきれいさに関して「満足・やや満足」と回答した区民

が１６.１％であるのに対し、「不満・やや不満」と回答した区民は４３.５％でし

た。 

（3）神田川・妙正寺川の水質調査や地下水の概況調査によると、環境基準を満たして

います。 

（4）雨水利用や、雨水浸透枡など、水資源の涵養を進める取組みが不十分です。 

（5）現在、区内の土地はコンクリートやアスファルトの被覆面が多いため、透水性の

確保が困難です。 

（6）中野区を流れる河川では、治水対策とともに、親水性のある空間としての整備が

期待されています。 

 

《景観形成》 

（1）区は平成６年に、「都市景観ガイドプラン」をまとめましたが、まちのなかで、

景観への配慮の取組みが進んでいません。 

（2）良好な景観形成のための区内部の横断的な取組みが不足しています。 

（3）歴史・文化的遺産の保全について、体系的な対応ができていません。 

 

５  身近な生活環境 

《中野区の地域の特徴》 

（1）中野区は、面積１５.５９ｋ㎡で、人口密度は１９,７７４人／ｋ㎡（平成１８（２

００６）年１月現在・外国人登録含む）と、全国でもトップクラスです。アパー

ト、マンションなどの民間賃貸住宅（４９.４％（平成１５（２００３）年））が

多い過密な住宅都市です。土地の細分化が進み、低層木造住宅が密集しています

が、最近は、土地を高度利用した大規模マンションが幹線道路沿いに建設される

一方、近隣商業地区に小規模なマンションが増え、ごみ出しルールなどの問題で

近隣住民とのトラブルや、商店街の振興を阻害する要因となるケースが見られま

す。 

（2）平成１８年１月現在の人口は３０８,２８４人で、近年は都心回帰の影響などか
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らか、人口増加の傾向も見られます。 

（3）アンケート調査では、住まい周辺の環境について、４６.２％の区民が「良好・

やや良好である」と回答し、「良好でない・あまり良好でない」との回答は３１.

５％でした。 

 

《光化学スモッグ》 

（1）光化学スモッグの注意報発令日数は平成１３（２００１）年から１７（２００５）

年の平均で１２.４日となっており、その発生原因となる光化学オキシダント（Ｏ

ｘ）について、環境基準を達成できない状況が続いています。光化学オキシダン

トの原因物質は、自動車排出ガスからだけでなく、事業活動などで使用される揮

発性有機化合物（ＶＯＣ）の影響もあります。 

 

《有害化学物質（固定汚染源）問題》 

（1）アンケート調査で、環境を良くするための区の取組みとして「化学物質による汚

染防止」が「重要」と回答した区民が８４.３％と最も多くなっています。 

（2）アスベストや化学物質による環境や人体への影響が懸念されており、中野区でも

建築物の解体工事等に伴うアスベスト対策や、事業所の化学物質対策などを行っ

ていますが、自治体における一層の対応が求められています。 

 

《その他の生活環境問題》 

（1）住宅密集地での生活騒音、公園や駐車場などでマナー違反の利用に伴う騒音や建 

  設工事に伴う騒音など、近隣での騒音苦情が公害苦情の半数近くを占めています。 

（2）ポイ捨て・歩行喫煙防止などの地域での取組みが、さらに求められています。 

（3）年間２００件を超えるカラスの巣の撤去等の相談が区に寄せられています。 

 

６  環境を考え行動する人づくり 

（1）アンケート調査で、環境を良くするための区の取組みとして「環境情報の整備な

ど」が「重要」と回答した区民は５１.７％、「区民の環境保全活動の推進」が重

要と回答した区民は３０.４％でした。 

（2）区内の人口構成は、コミュニティとの関わりが薄くなりがちな２０代３０代の単 

  身世帯が多く、また、人口流動性も高いため、「環境を大切にする」意識が育ちに 

  くい状況です。 

（3）学校で受けた環境教育を子どもたちが地域や家庭で実践する取組みが十分であり

ません。 

（4）環境に対する区民の関心を高めるための、積極的な情報発信や環境保全のアピー 

  ルが不足しています。 

（5）環境学習や環境保全活動の取組みや、地域に対する情報発信が不足しています。 

（6）地域における環境保全活動のリーダーとなる人材の育成が求められています。 

（7）環境保全団体・グループのネットワーク化が不十分であり、また、それらの団体・  

 グループと区との連携も不足しています。 

（8）区内の事業所の８割以上を占めている小規模事業所の環境に配慮した取組みが求 
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  められています。 

 

７  計画の実効性を高める方策 

（1）再開発などのまちづくりにおいて、緑地の確保や省エネルギー設備、地域エネル

ギー供給システムの導入など、環境に配慮した取組みが求められています。 

（2）区民・区内事業者・区各主体の取り組むべき事項や相互の連携・協働のしくみが

整っていません。 

（3）環境基本計画の位置付けが環境部門の計画に限定され、区政全体を通じての環境

配慮の考え方が不十分です。 

（4）計画の達成状況の客観的な評価・点検が不十分であり、継続的に点検・評価す 

るしくみが整備されていません 

 

Ⅲ 基本計画改定にあたっての基本的な考え方 

１ 中野のような都会で生活や事業を営む者は、多くの利便性を享受する一方で、

多量のエネルギーや資源を消費するなど、環境に対して多くの負荷を与えていま

す。私たちはそのことを自覚し、自主的・主体的な自治の精神に基づき、次世代

の人々に、よりよい環境を引き継いでいくため、地域で連帯して環境に配慮した

生活や事業活動を行い、環境負荷の低減を一層進める必要があります。 

２ 「基本構想」の中野のまちの理念、将来の姿、「あたらしい中野をつくる１０

か年計画」を踏まえて、実現すべき望ましい環境像を掲げ、区民(区民団体を含

みます。以下同じです。)、区内事業者（区内事業者団体を含みます。以下同じ

です。）、区がそれぞれの役割のもと、主体的に、また連携・協働して取り組む目

標や事項を示す必要があります。 

３ 環境負荷の少ない持続可能な活力あるまちづくりには、環境の改善の取組が地

域経済の活性化につながり、地域経済の活性化がさらに環境の改善につながる、

環境と経済の好循環を生みだす政策の展開も重要になっています。 

４ 今日の環境問題の解決は、地球温暖化問題やヒートアイランド現象にみられる

ように、従来の公害対策や緑化の推進といった個別分野の取組みにとどまらず、

都市や人々の生活のあり方までを視野に入れた総合的な対応が求められていま 

５ 新たな課題に的確に対応するため、計画を大幅に見直すことが必要です。 

６ 環境負荷の低減や、環境の質の向上に資するために、区役所として何をなすべ

きかという視点を環境部門だけではなく、区政全体で持つ必要があります。 

７ 現行計画では、計画の進捗状況を把握するための適切な指標がないため、施策

の実施状況を客観的に評価することができません。計画の改定に当たっては、進

捗状況を把握するための目標とわかりやすい指標を導入すべきです。 

８ 計画を区民、区内事業者とともに実現性を高めるためには、適切な点検・評価

を行いうしくみも大切です。 
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Ⅳ 基本計画の枠組 

 

１ 計画の対象期間 

平成１９（２００７）年度から概ね１０年間程度を想定します。 

 
２ 計画の対象範囲 

「中野区環境基本条例」の考え方を踏まえ、改定基本計画の対象範囲もこれを基

本に、身近な環境問題から地球規模の環境問題まで幅広い視野を持って捉えるべき

だと考えます。 

① 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関すること。 

② みどり、水、土壌、大気、動植物等からなる自然環境の保全に関すること。 

③ 人と自然との豊かなふれあいの確保に関すること。 

④ 資源循環環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。 

⑤ 公害の防止に関すること 

⑥ まちの美化、良好な景観の保全に関すること。 

⑦ 前に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。 

 

Ⅴ 計画に定めるべき事項 

 

１ 環境像 

環境に関する区民・区内事業者・区の認識の共有を促し、計画の狙いを明確にす

るために、中野区として環境面から目指すべき望ましい将来（概ね２０～３０年先）

の姿を示す必要があります。 

 

２ 基本目標 

（1）環境像の実現を目指すために、概ね１０年後（改定基本計画の対象期間内）に到

達すべき目標を、環境問題の分野別に明確にすべきです。 

（2）目標は、わかりやすい表現で設定することが大切です。 

 

３ 重点的に取り組むテーマ及び目標とその取組みの方向 

改定基本計画では、計画の期間内において緊急に対策を進めるべき重要な環境の

課題を重点テーマと位置付け、分野を横断して施策展開を図り、到達すべき目標と、

区民・区内事業者・区が一体となって、特に力を入れるべき取組みの方向を示すこ

とが重要と考えます。 

 

４ 分野別の取組みの方向性 

（1）改定基本計画では、目標や取組みの方向の前提となる環境の現状と課題を適切に

捉え、各分野の取組みの方向を明らかにし、環境関連施策が総合的に進められる
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よう、施策を体系的にまとめる必要があります。 

（2）取組みの方向には、基本目標を支えるような目標を設定する必要があります。 

 

５ 計画の実効性を高める方策 

改定基本計画では、その実効性を高めるため、各取組主体の役割やしくみについ

て明らかにしておく必要があります。 

Ⅵ 計画に盛り込むべき内容 

 

１ 環境像 

  

環境面から目指すべき望ましい将来の姿には、次のような内容が表現されるべきで

す。 

(1)一人ひとりが地球的視野に立って、考え行動していること。 

(2) 環境と経済が両立し、真に豊かで持続可能な活力ある社会が次世代に引き継がれ

ていること。 

(3）エネルギーや資源が有効に使われ、ごみゼロをめざした取組みが区民や事業者に

根付き、日常の生活や事業活動が地球環境の保全につながっていること。 

(4) 安全で安心して暮らせる生活環境が確保されていること。 

 

２ 重点的に取り組むテーマ及び目標とその取組みの方向 

 

  【基本目標の例示】 

  ◎温室効果ガスが削減され、ヒートアイランド現象が緩和されています。 

 

（1）  重点的に取組むテーマは、他のさまざまな環境課題に深くかかわっている点や、

課題としての重要性、緊急性を考慮し、地球温暖化対策とヒートアイランド対策

とすべきです。 

（2） 温室効果ガスの削減やヒートアイランド現象を緩和させるための取組みの方向

としては、例えば省エネルギーの取組みと自然エネルギーの利用や温熱利用を進

める「環境エネルギー政策」などと、そして「それらを支える組織や人づくり」

の設定などが考えられます。 

（3） 具体的な取組みとしては、区民・区内事業者・区がそれぞれ主体性を持ちなが

ら連携し参加することができ、他地域のモデルとなるような先進的なプロジェク

トに取組むべきです。 

 

３ 分野別の取組みの方向 

  

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用 

 

 【基本目標の例示】 
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◎省エネルギーの徹底した暮らしや事業活動が行われています。 

◎自然エネルギーの利用が進んでいます。 

 

①啓発・キャンペーン事業、啓発用ツール開発とその利用など、区民・区内事業者・

による省エネルギー行動や自然エネルギーの利用を促す事業や工夫を進めるべ

きです。 

②高効率のエネルギー機器導入や建築物の省エネルギー化などを誘導するガイド

ラインを設けるべきです。 

③自然エネルギーの利用拡大のため、グリーン電力の普及や区民等の出資によるフ

ァンドの活用などのしくみを設けるべきです 

④建物の断熱化、廃熱や太陽熱利用を促す事業や工夫を進めるべきです。 

 

(2)環境負荷の少ない交通体系 

 

【基本目標の例示】 

  ◎安全で環境負荷の少ない自動車利用が進んでいます。 

  ◎便利で移動しやすく環境負荷の少ない公共交通の整備や、自転車等の利用が進

んでいます。 

 

①公共交通の利便性を向上させ、その利用を促進するため、公共交通事業者に対し、

例えば、新たなディマンドバスの運行などを働きかけるべきです。 

②自動車利用の効率的化を促すため、例えば、カーシェアリングや共同集配システ

ムの構築などを関係者・機関と協議して、実現の可能性を検討すべきです。 

③自転車を利用しやすい環境の整備のため、自転車駐車場とともに、例えば、レン

タサイクルシステムや自転車通行レーンの整備などを進めるべきです。また、歩

きやすく楽しい道の整備も進めるべきです。 

④交通渋滞の解消を図るため、都や警察等と連携して交差点やバス停の改良、駐車

違反の撲滅などを進めるべきです。 

⑤低公害車利用の拡大を進めるべきです。 

⑥アイドリング・ストップをはじめとするエコドライブの実践を区民や区内事業者

に浸透させる方策を進めるべきです。 

 

(3) ごみの発生・排出の抑制 

 

 【基本目標の例示】 

  ◎ごみを発生させない暮らしや事業活動が定着し、資源化が進んで区民一人 1 日

当たりのごみの排出量が半減しています。 

 

①ごみを発生させない暮らし方や事業系ごみの減量活動を促すため、情報の提供や

３Ｒ推進の活動などを進めるべきです。 

②区民が参加しやすく効率的な資源循環システムを構築するため、古紙、びん・缶、
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プラスチック製容器包装、ペットボトルなど、各種の資源物の分別回収システム 

 を整備すべきです。 

③生ごみなど、これまで減量化・資源化があまり進んでいない品目についても、減

量化・資源化に取り組むべきです。 

④区民や区内事業者による主体的な資源化の取組みを促すための支援策を講じる

べきです。 

⑤ごみ集積所における排出・管理ルールの徹底を図るべきです。 

⑥ごみの減量化・資源化につながる、ごみ処理・リサイクル費用の公平化を図るべ

きです。 

 

(4) 都市環境の快適性 

 

 【基本目標の例示】 

  ◎水やみどりが積極的に守り育てられ、快適で安全な都市環境が整備されていま

す。 

 

①地域の貴重なみどりを保全するため、既存の樹木・樹林、生産緑地などの保全を

進めるべきです。 

②区内に動植物とのふれあい空間を確保していくため、学校ビオトープなどの親水

空間の整備を進めるべきです。 

③公園、街路樹、河川緑地などを整備するに当たっては、防災やヒートアイランド

の緩和など、みどりの多様な機能を考慮し、質の高いみどりの空間をめざすべき

です。 

④屋上・壁面緑化を推進すべきです。 

⑤貴重な水資源の涵養と有効活用のため雨水浸透、雨水利用、節水の取組などを促

進すべきです。 

⑥地域のみどりや水辺を、区民・区内事業者・区の協働で保全するしくみづくりを

進めるべきです。  

⑦良好な景観を保全・形成するために、景観法などの法令を活用し、必要なしくみ

づくりを進めるべきです。 

⑧地域の歴史・文化的遺産について、保全と活用を図るべきです。 

 

(5) 身近な生活環境 

 

 【基本目標の例示】 

  ◎安全・清潔で健康的な生活環境が保たれています。 

 

①狭隘道路の拡幅の場合など、道路整備の際には、大気汚染防止、騒音・振動対策、

交通量対策などの観点から環境に配慮した道路整備を行うべきです。 

②光化学スモッグ等への対応として、東京都と連携し揮発性有機化合物（VOC）対

策を講じるべきです。 



 11

③有害化学物質への対策として、区による情報の収集と提供、使用者によるリスク

マネジメントの定着を図るべきです。 

④生活排水の環境負荷を抑える取組みを進めるべきです。 

⑤日常生活や事業活動における騒音や悪臭などの近隣配慮のルールを広めるべき

です。 

⑥ポイ捨てや歩行喫煙の防止の取組みを促進すべきです。 

⑦カラスの被害を少なくするため、ごみ出しマナーの改善や防鳥ネットの活用など

を促進すべきです。 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

 

 【基本目標の例示】 

  ◎環境学習が盛んに行われ、環境を考え行動する人の輪が広がっています。 

 

①環境教育に関するプログラムを一層充実し、学校と家庭と地域の連携を進めるべ

きです。 

②環境問題に関する学習、情報発信、啓発の取組みを積極的に展開すべきです。 

③環境活動のリーダーを育成するためのプログラムやシステムの整備を図るべき

です。 

④環境保全活動を支える地域の人材・グループを発掘し、そのネットワーク化を進

め、その活動を支援するしくみを作るべきです。 

⑤区民や区内事業所の自主的な環境活動に対する支援・誘導の取組みを強化すべき

です。 

⑥区はＩＳＯ１４００１の取組みを推進し、率先して環境に配慮した事業活動を行

うとともに、事業所に環境マネジメントシステムの導入を積極的に働きかけるべ

きです。その際、中小・零細企業が多い中野区の特性に配慮し、中小・零細企業

にも活用可能な環境マネジメントのシステムを普及することが求められます。 

 

Ⅶ 計画の実効性を高める方策 

 

１ まちづくり・再開発事業に関して、計画段階からの環境配慮を促すしくみ（戦略

的環境アセスメントなど）の導入を検討すべきです。 

２ 区民・区内事業者・区それぞれが果たすべき役割と、求められる連携・協働のし  

くみを明らかすべきです。 

３ 国や都との役割分担を踏まえて区の役割を明確にし、適用可能な法制度等を十分

活用して環境保全を進めるべきです。 

４ 区はＩＳＯ１４００１を中心とした環境マネジメントシステムの取組みを区政全

体に広め、環境に最大限配慮した区政運営を行うべきです。 

５ 計画の進み具合を着実に測るため、数値目標や数量的な管理指標を設けるなど、

目標達成状況を客観的に把握するための工夫を計画に盛り込むべきです。 



 12

６ 改定基本計画の成果や課題を定期的・継続的に点検・評価し、区民に公表するし

くみを構築すべきです。 

７ 点検・評価のしくみは、区民も参加し意見を述べることのできるものとすべきで

す。 
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中間のまとめ 用語集 

索引 用語 語義 

ＩＳＯ１４００１ 企業や自治体などによる自主的な環境配慮を進めるため、国際機関の ISO

（国際標準化機構）が定めた環境マジメントシステム（EMS）の国際規格のこと。

ISO の認証機関が審査し、規格に適合することが認められれば、ISO14001 認

証取得企業または自治体として登録される。 

アイドリングスト

ップ 

信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物などの駐停車の時に、自動車

のエンジンを停止させること。また、そうした行動を推奨する運動のこと。 

アスベスト 天然に存在する繊維状の鉱物のこと。いわゆる「石綿」であり、耐熱・耐火材、ビ

ニールタイルなどの製造原料として用いられてきた。繊維が肺に突き刺さったりす

ると、肺がんや中皮腫の原因になることが知られている。 

エコドライブ 二酸化炭素や大気汚染物質の排出量を抑制することを目的とした、環境に配

慮した自動車の使い方。具体的には、アイドリングストップの励行、急発進・急

停車を控えること、経済速度を守ることなどを指す。 

オゾン層 地球の大気はいくつかの層に分かれるが、その一つの「成層圏」にある、オゾン

（O3）の濃度が高い層のこと。おおよそ、地表から 20～40 ㎞の高さにある。 

 オゾン層は、有害な紫外線のほとんどを吸収し、生命を守っている。しかし、冷

蔵庫やクーラーなどの冷媒として使用されるフロンが大気に放出されると、オゾン

層を破壊（オゾン層破壊）してしまうため、全世界的に対応が必要となっている。

あ行 

温室効果ガス 大気中にあって、太陽からの熱を地球の外に逃がさない「温室効果」をもたらす

ガスのこと。人間や企業のエネルギー消費などによって排出される二酸化炭素や

メタンは、代表的な温室効果ガスである。 

カーシェアリング 1 台の車を複数の人が共同で保有し利用すること。個人で車を所有する場合に

比べ、適正な自動車利用や、公共交通など自動車以外の移動手段の活用を

促すと考えられている。 

か行 

環境基本計画 環境基本法（1993）の第１５条で、環境の保全に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために政府として定めることが義務づけられている計画。環境保

全に関する総合的・長期的な施策の大綱を定めることになっている。 

 また、同法第３６条では、地方公共団体（自治体）は、環境の保全のために必

要な施策を、総合的かつ計画的に推進することとされており、自治体でも環境

基本計画を策定することが欠かせなくなっている。 
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索引 用語 語義 

環境マネジメントシ

ステム 

企業や自治体などが、法令等の規制基準を遵守するだけでなく、自主

的、積極的に環境保全を進めるため、組織内部に設けるしくみのこと。具

体的には、（1）環境保全に関する方針、目標、計画等を定め（プラン＝

Plan）、（2）計画等を実行し（ドゥ＝Do）、（3）その実行状況を点検して

（チェック＝Check）、（4）計画等を見直し、再び取組みを進める（アクショ

ン＝Action）という一連の手続き（PDCA サイクル）を構築し、運営すること

が欠かせない。 

揮発性有機化合物

（ＶＯＣ） 

大気中で気体状になる有機化合物（トルエンやテトラクロロエチレンなど）

のこと。塗料や印刷インキ、ドライクリーニングなどに使用されており、光化

学スモッグなどの発生との因果関係が指摘されている。 

共同集配システム 複数の事業者（物流事業者など）が、共同事業体などの形で進める、一

元化した集配システムのこと。輸送の効率化とともに、交通混雑の緩和・

排気ガスの排出量抑制への波及効果が期待されている。 

グリーン電力 自然エネルギーを使って発電された電気のこと。「再生可能エネルギー」か

ら発電された電力を選択して購入するプログラム（例：「グリーン電力証

書」）についても、そう総称されている。 

景観法 平成１６（２００４）年１２月に、国が制定した景観形成に関連する３つの

法律（「景観緑三法」）のうちの一つ。 

 景観法では、景観形成を地方自治体が推進していくものと位置づけて

いる。また、景観形成に取組む主体として、都道府県、政令市・中核都

市、さらにあらかじめ都道府県の同意を得た市町村を基本的に掲げてい

る（景観行政団体）。景観法の制定によって、はじめて景観の意義やその

整備・保全の必要性が明確に位置付けられ、地方公共団体に対して一

定の強制力が付与されることになったといえる。 

か行 

光化学オキシダント 光化学スモッグの原因となる酸化性物質の総称。工場や自動車から排

出される窒素酸化物や揮発性有機化合物（下記参照）などの「一次汚

染物質」が、太陽光線（紫外線）を受けて光化学反応を起こすことにより

発生する。 

さ行 自然エネルギー 石油などの化石燃料に代表される一度使うと再生不可能な資源ではな

く、風力、太陽光、小規模水力など、自然環境の中で繰り返し起こる現

象から取り出せて、基本的に枯渇しない資源から取り出すエネルギーのこ

と。「再生可能エネルギー」とも呼ばれる。 
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索引 用語 語義 

3R（スリーアー

ル） 

「ごみの発生を抑える（リデュース＝Reduce）」「一度不要になった製品や部品を

再使用する（リユース＝Reuse）」「出てしまったごみを資源として再生利用する（リ

サイクル＝Recycle）」の 3 つを、リデュース＞リユース＞リサイクルの優先順位で対

応する廃棄物処理の考え方のこと。英語での単語の頭文字が、いずれも R で始

まることから、このように呼ばれる。 

さ行 

戦略的環境ア

セスメント 

通常の環境アセスメントは、事業の計画が決まった後に、「方法書（アセス調査

の手順を示す文書）」-「準備書（調査による評価結果の案）」の順で住民に縦

覧を行い、最終的な結果を「評価書」にまとめる。 

 このようなアセス調査の手順を、計画より上位の計画あるいは政策を決める段

階で取り入れ、意思決定を行うしくみが「戦略的環境アセスメント」である。いい

かえれば、上位計画や政策の段階で、社会・経済面での影響と環境面の影響

を比較し、意思決定に環境配慮を取り入れることをめざすしくみである。わが国

では、廃棄物処理施設のような迷惑施設の立地場所や、道路新設のコースを

複数案から一つに絞り込む過程で採用された例がある。 

ディマンドバ

ス 

（またはデマ

ンドバス） 

乗客の需要（＝デマンド demand）に応じて、基本路線の外に迂回路線やショー

トカット路線を設定し、運行するバスのこと。コミュニティバスや、公共交通機関の

利用が難しい身障者を自宅から医療機関・公共施設等に送迎する福祉バスな

どとして設定されることもある。 

た行 

都市景観ガイ

ドプラン 

平成６（１９９４）年に、中野区の良好な景観形成をめざしてまとめられたプラン。

この中では、水辺と坂道がもたらす風景の変化や区の北部にあるまとまったみど

り、数多く残る神社・仏閣、そして歴史的遺産や駅周辺などの地域の「顔」とい

った要素に着目し、「木漏れ陽のあるまち・中野」が基本目標として掲げられてい

る。 

なかの ごみ

ゼロプラン０

６ 

平成１７（２００５）年度に策定された「第２次中野区一般廃棄物処理基本計

画」のこと。 

 そのなかでは、平成２７（２０１５）年度までのごみ減量目標や今後の取り組み

の方針として、持込みごみを除いた可燃・不燃・粗大の合計排出量を現在から

ほぼ半減させ、区民一人１日あたりで３７１ｇ/日にするという目標値が示されて

いる。 

な行 

夏日 日中の最高気温が、25℃以上の日のこと。 
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索引 用語 語義 

な行 熱負荷 地面や建物などがコンクリートやアスファルトなどで覆われていることで、大

気に与えられる熱の影響のこと。どういったエリアで熱負荷が高いかを把握

すると、今後のヒートアイランド対策が必要なエリアなどを割り出すことがで

きる。 

ハイブリッド車 自動車の低公害性や省エネルギー効果を高めるため、複数の動力源を

組み合わせた低公害車のこと。一般には、エンジンとモーターの 2 つの動力

源を持つ自動車のこと。 

ヒートアイランド現象 都市部において、高密度にエネルギーが消費され、また、地面の大部分が

コンクリートやアスファルトで覆われているために水分の蒸発による気温の低

下が妨げられて、郊外部よりも気温が高くなっている現象をいう。気温分

布を描くと、温度の高い都市部が、周辺からは、浮かんだ島のように見える

ことからこう呼ばれる。 

ビオトープ 生物が互いにつながりを持ちながら生息している空間のこと。最近は、開

発事業などによって環境の損なわれた土地や都市内の空き地、校庭など

に造成された生物の生息・生育環境空間を、こう呼ぶことも少なくない。 

は行 

冬日 １日の最低気温が 0℃未満の日のこと。 

や行 容器包装リサイクル法 市町村のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を担うという従来

の考え方を改め、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は

再商品化という新たな役割分担の下でリサイクルを推進しようと、平成 7

（１９９５）年に制定された法律のこと。 

 平成１８（２００６）年度には、事業者に対する排出抑制を促進するため

の措置の導入、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設、再商

品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化等を内容とする法

改正が行われた。 

リスクマネジメント 環境リスク（人為活動によって生じた環境の汚染や変化が、環境の経路

を通じて、ある条件のもとで人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性）

を減らすために、必要な措置を確認・評価して選び出し、実施に移すプロ

セスのこと。 

ら行 

リターナブル容器 そのままの形で、繰り返し使われる容器のこと。繰り返しの使用によって、ご

みの発生抑制や製造にかかる環境負荷の低減に効果が上がることが期

待されている。代表的なリターナブル容器は一升びんやビールびんである。

 
 

 


