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              案  案   Ⅱ               案  Ⅰ 
はじめに 

 

 

 

 

 

 

 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 基本計画改定にあたっての現状認識 

 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

その結果生じた地球規模の温暖化、都市部の温暖化のヒートア

イランド現象、ごみ問題、自動車公害問題、みどりの減少、有害

化学物質の問題などは、多くの人々が発生に係わり、同時に被害

はじめに 

 中野区環境基本計画（以下「基本計画」という。）は、平成１３（２

００１）年１０月に策定され、概ね１０年間とされる計画期間の半ば

が過ぎました。その間に地球温暖化の問題や都市部のヒートアイラン

ド現象＊の進行など、私たちの生活そのものを脅かす環境問題の解決へ

向けた取組みを、どのように具体化し実行するかが大きな課題となっ

てきました。 

 また、区政の動きを見ると、平成１７（２００５）年３月に新たな

基本構想が制定され、さらに、平成１８（２００６）年１月には基本

構想を受けて「新しい中野をつくる１０か年計画」が策定されました。

この計画の中では、「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ています。

              

（省略） 

 

Ⅰ 基本計画改定にあたっての現状認識 

 

私たちは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムの

もとで、みどりを減らしコンクリートやアスファルトで覆われたまち

を築き、多量のエネルギーや資源を消費して、便利で快適な生活を送

ってきました。特に、中野のような大都市で生活や事業を営む者は、

多くの利便性を追求する一方で、多量のエネルギーや資源を消費して

きました。そして、大量の温室効果ガス＊や排熱＊、汚染物質や廃棄

物等を排出し、環境に対して多くの負荷を与えています。 

その結果生じた地球規模の温暖化、都市部の温暖化のヒートアイラ

ンド現象、ごみ問題、自動車公害問題、みどりの減少、有害化学物質

の問題などは、多くの人々が発生に係わり、同時に被害を受ける問題

はじめに 

 中野区環境基本計画（以下「基本計画」という。）は、平成１３（２

００１）年１０月に策定され、概ね１０年間とされる計画期間の半

ばが過ぎました。その間に地球温暖化の問題や都市部のヒートアイ

ランド現象＊の進行など、私たちの生活そのものを脅かす環境問題の

解決へ向けた取組みが大きな課題となってきました。 

 また、区政の動きを見ると、平成１７（２００５）年３月に新た

な基本構想が制定され、さらに、平成１８（２００６）年１月には

基本構想を受けて「新しい中野をつくる１０か年計画」が策定され

ました。この計画の中では、「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

ととしています。 

  

（省略） 

 

Ⅰ 基本計画改定にあたっての現状認識 

 

私たちは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システ

ムのもとで、多量のエネルギーや資源を消費し、豊かな生活を送

ってきました。特に、中野のような大都市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、みどりが少なくコンクリー

トやアスファルトで覆われたまちの中で、多量のエネルギーや資

源を消費し、大量の温室効果ガス＊や排熱＊、汚染物質や廃棄物等

を排出し、環境に対して多くの負荷を与えています。 

その結果生じた地球規模の温暖化、都市部の温暖化のヒートア

イランド現象、ごみ問題、自動車公害問題、みどりの減少、有害

化学物質の問題などは、多くの人々が発生に係わり、同時に被害
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              案  案   Ⅱ               案  Ⅰ 
を受ける問題であり、私たちの主体的な取組みが求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 基本計画改定にあたっての基本的考え方 

 

 

（省略） 

 

ということができ、私たちのさらなる取組みが求められています。 

特に地球温暖化の問題は、平成１７（２００５）年２月に京都議定

書＊が発効し、わが国では６％の温室効果ガス削減の約束を達成する

ため、国をあげた取組みが行われています。さらに本年２月には「気

候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）＊」の第４次評価報告書（第

１作業部会報告書）が公表され、その報告書の中でＩＰＣＣは、人間

の活動に伴う温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定しまし

た。報告書では、化石燃料の利用を重視し高い経済成長を実現する社

会では、２１世紀末には世界の平均気温が２.４℃～６.４℃の幅で上

昇すると予測しています。それに対し、環境の保全と経済の発展が地

球規模で両立する社会では、１.１℃～２.９℃の幅の上昇にとどまる

と予測しています。 

 

（省略） 

 

 

私たちが身近な家庭やオフィスでの取組みをはじめとして、社会全

体で何の対策も講じず、従来の大量生産・大量消費を基調とした経済

優先の流れを続けていった場合、温暖化の問題は、将来の社会経済シ

ステムそのものを揺るがしかねない事態を引き起こす原因になると

考えられます。 

 

 

（省略） 

Ⅱ 基本計画改定にあたっての基本的考え方 

 

（省略） 

を受ける問題ということができ、私たちのさらなる取組みが求め

られています。 

特に地球温暖化の問題は、平成１７（２００５）年２月に京都

議定書＊が発効し、そこに定められた６％のわが国の温室効果ガス

削減の約束を達成するため、国をあげた取組みが行われています。

さらに本年２月には「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

＊」の第４次評価報告書（第１作業部会報告書）が公表され、その

報告書の中でＩＰＣＣは、人間の活動に伴う温室効果ガスの増加

が温暖化の原因とほぼ断定しました。報告書では、化石燃料の利

用を重視し高い経済成長を実現する社会では、２１世紀末には世

界の平均気温が２.４℃～６.４℃の幅で上昇すると予測していま

す。とどまると予測しています。 

 

 

（省略） 

 

私たちが身近な家庭やオフィスでの取組みをはじめとして、社

会全体で何の対策も講じず、従来の大量生産・大量消費を基調と

した経済優先の流れを続けていった場合、温暖化の問題は、将来、

社会経済システムそのものを揺るがしかねない事態になると考え

られます。 

 

 

 

Ⅱ 基本計画改定にあたっての基本的考え方 

 

（省略） 

修正箇所比較表 小委員会資料３  



 3

              案  案   Ⅱ               案  Ⅰ 
区は、従来の公害対策や緑化推進といった個別の取組みにと

どまらず、人々の生活から都市のあり方までを視野に入れて、

持続可能な活力あるまちを創る社会システムを構築する政策を

展開する必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

Ⅲ 計画に盛り込むべき内容 

１ 環境像 

 

 

 

 

 

 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

区は、従来の公害対策や緑化推進といった個別の取組みにとどま

らず、人々の生活から都市のあり方までを視野に入れて、持続可能

な活力あるまちづくりに取組むことが必要です。 

 

（省略） 

 

 さらに、区は基本計画を環境部門の計画として単に位置づけるの

ではなく、環境に最大限配慮した区政を運営していくための部門横

断的な指針とすべきと考えます。 

あわせて新たな基本計画では、目標達成までの進捗状況を把握する

ためのわかりやすい指標を設定し、区民、事業者とともに適切な点

検・評価・見直しを行うことが必要であると考えます。 

 

Ⅲ 計画に盛り込むべき内容 

１ 環境像 

 （省略） 

 

◎  地球環境を守るため、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。 

◎  経済優先ではなく、環境と経済が調和し、誰もが安心して暮ら

せる、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。 

◎  日常の生活や事業活動で、一人ひとりの環境に配慮した取組み

が根付いていること。 

◎  安全で安心して暮らすことのできる生活環境が確保されている

こと。 

 

 

区の政策は、従来の公害対策や緑化推進といった個別の取組み

にとどまらず、人々の生活から都市のあり方までを視野に入れて、

持続可能な活力あるまちを創る社会システムを構築する政策を展

開していく必要があります。 

  （省略） 

 さらに、区は基本計画を環境部門の計画として単に位置づける

のではなく、環境に最大限配慮した区政運営を行っていくための

指針とすべきと考えます。 

あわせて新たな基本計画では、目標達成までの進捗状況を把握

するためのわかりやすい指標を設定し、区民、事業者とともに適

切な点検・評価・見直しを行うことが必要であると考えます。 

 

Ⅲ 計画に盛り込むべき内容 

１ 環境像 

 （省略） 

 

◎  地球環境を守るため、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。 

◎  経済優先ではなく、環境と経済が調和し、心が安らぎ誰もが

安心して暮らせる、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。 

◎  日常の生活や事業活動で、一人ひとりの環境に配慮した取組

みが根付いていること。 

◎  安全で安心して暮らすことのできる生活環境が確保されてい

ること。 
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              案  案   Ⅱ               案  Ⅰ 
２ 基本目標 

 （省略） 

 

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用  

   （省略） 

 

(2) 環境負荷の少ない交通体系 

   公共交通や自転車、徒歩で移動する人が増える一方で、安

全で環境負荷の少ない自動車とエコドライブ＊が普及するな

ど環境負荷の少ない交通体系が整備されています。 

 

(3) ごみの発生抑制と資源化 

 

（省略） 

(4) 都市環境の快適性の創造 

（省略） 

 

 (5) 身近な生活環境の改善 

   お互いに挨拶を交わすなど、地域の人々の交流が盛んに行

われ、お互いを尊重して近隣や他人に配慮するルールやマナ

ーが浸透した、安全・清潔で健康的な暮らしが営まれていま

す。 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

  （省略） 

 

３ 重点的に取り組むテーマと目標 

◎目標  

 

 

２ 基本目標 

 （省略） 

 

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用  

   （省略） 

 

(2) 環境負荷の少ない交通体系 

   公共交通や自転車、徒歩で移動する人が増える一方で、安全で

環境負荷の少ない自動車とエコドライブ＊が普及する環境負荷の

少ない交通体系が整備されています。 

 

(3) ごみの発生抑制と資源化 

   ごみの発生を抑え、資源化が徹底した暮らしや事業活動が定着

しています。 

(4) 都市環境の快適性の創造 

（省略） 

 

 (5) 身近な生活環境の改善 

   地域の人々の交流が盛んに行われ、お互いを尊重して近隣や他

人に配慮するルールやマナーが浸透した、安全・清潔で健康的な

暮らしが営まれています。 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

  （省略） 

 

３ 重点的に取り組むテーマと目標 

◎目標  

温室効果ガスの削減とヒートアイランド現象の緩和をめざす、も

２ 基本目標 

           （省略） 

 

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用  

   （省略） 

 

(2) 環境負荷の少ない交通体系 

   安全で環境負荷の少ない自動車とエコドライブ＊が普及する

一方で、自動車より公共交通や自転車、徒歩で移動する人が増

える環境負荷の少ない交通体系が整備されています。 

 

(3) ごみの発生抑制と資源化 

   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日当たりのごみ量が半減しています。 

(4) 都市環境の快適性の創造 

（省略） 

 

 (5) 身近な生活環境の改善 

   地域社会が醸成され、お互いを尊重し近隣や他人に配慮する

ルールやマナーが浸透し、安全・清潔で健康的な暮らしが営ま

れています。 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

  （省略） 

 

３ 重点的に取り組むテーマと目標 

◎目標  

温室効果ガスの削減とヒートアイランド現象の緩和されたもっ

修正箇所比較表 小委員会資料３  



 5

              案  案   Ⅱ               案  Ⅰ 
（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

４ 分野別の取組みの方向 

 基本目標を設定した６つの分野ごとの取組みの方向を示しま

す。 

 (1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用 

 （省略） 
 

っとも先進的取組みが行われている脱温暖化のまちを実現します。 

 

平成１７（２００５）年２月に地球温暖化防止のための「京都議定

書」が発効しました。日本は温室効果ガスの排出量を平成２０（２０

０８）年から平成２４(２０１２)年の間に、平成２（１９９０）年対

比で６％削減することが義務づけられました。 

本年４月に公表された「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」

の第４次評価報告書（第２作業部会報告書）では、地球温暖化が動植

物の生息域の高緯度、高地への移動や、熱波による死亡の危険性など、

自然環境や人間に影響を及ぼしていると報告しています。報告書では、

地球温暖化がさらに進むと、多くの生態系の復元力が気候の変化に対

応できなる可能性が高いとも指摘しています。このように地球環境に

大きな影響を及ぼす温室効果ガスの削減は、地球規模で緊急に取り組

む必要がある課題となっています。 

 

（省略） 

 

地球規模の、そして都市部の温暖化対策は、日常的な省資源・省エ

ネルギーの取組みや自然エネルギーの利用ばかりでなく、ごみの発生

抑制や資源化、交通対策、都市の緑化や土地利用のあり方など、まち

づくりを視野に入れて各分野での具体的な取組みを総合的に進めるこ

とが重要です。 

 

４ 分野別の取組みの方向 

 基本目標を設定した６つの分野ごとの取組みの方向を示します。 

  

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用 

 （省略） 

とも先進的取組みが行われている脱温暖化のまちをめざします。

 

平成１７（２００５）年２月に地球温暖化防止のための「京都議

定書」が発効されました。日本は温室効果ガスの排出量を平成２０

（２００８）年から平成２４(２０１２)年の間に、平成２（１９９０）

年対比で６％削減することが義務づけられました。地球温暖化は気

候の変動や海面上昇をもたらし、その結果、私たちの子孫に大きな

影響を及ぼすことが指摘されています。そのため温室効果ガスの削

減は、地球規模で緊急に取り組む必要のある課題となっています。 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

 

地球規模の、そして都市部の温暖化対策は、日常的な省資源・省

エネルギーの取組みや自然エネルギーの利用ばかりでなく、ごみの

発生抑制や資源化、交通対策、都市の緑化など、まちづくりを視野

に入れて各分野での具体的な取組みを総合的に進めることが重要で

す。 

 

４ 分野別の取組みの方向 

 基本目標を設定した６つの分野ごとの取組みの方向を示します。 

  

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用 

  （省略） 
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（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 環境負荷の少ない交通体系 

 

 

 

 

（省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今までの区のエネルギー対策は、日々の省エネルギーなどエネル

ギーの需要者（消費者）側への働きかけに片寄ってきた面があると

考えます。日常的なエネルギーの削減に向けた区民・事業者の行動

を促す工夫は欠かせませんが、それだけでは地球温暖化を防ぐ取組

みとしては限界があります。今後の区の施策としては、建物の構造

や設備の省エネルギー化、排（廃）熱利用などを促すことが必要で

す。あわせて、私たち自らが化石燃料に頼らず、太陽光・熱などの

自然エネルギーの利用を拡大していくためのしくみを整えることも

重要です。例えば区民等の出資によるファンド＊の活用やグリーン電

力＊の普及など、需要者（消費者）とエネルギーの供給者が協働して

自然エネルギーの利用を促す取組みも必要だと考えます。 

 

これらの取組みを進めるためには、区民・事業者・区が連携・協

働するしくみを設けることが必要であると考えます。 

 

  (2) 環境負荷の少ない交通体系 

（省略） 

 

区のこれからの道路整備や交通施策は、自動車優先から、安全

で楽しく歩くことができ、かつ、自転車が利用できるまちをめざ

すことが必要です。また、公共交通の利便性を向上させ、公共交

通の利用へ人々をシフトさせることで、過度な自動車利用を抑制

する必要があります。あわせて、低公害車の利用、エコドライブ

実践を区民や事業者に浸透させるなど、「環境的に持続可能な交

通（ＥＳＴ）」の考え方を基本にして体系的に交通施策を行ってい

くべきものと考えます。 

 

 

  今までの区のエネルギー対策は、日々の省エネルギーなどエネ

ルギーの需要者（消費者）側への働きかけに片寄ってきた面があ

ると考えます。日常的なエネルギーの削減に向けた区民・事業者

の行動を促す工夫は欠かせませんが、それだけでは地球温暖化を

防ぐ取組みとしては限界があります。今後の区の施策としては、

建物の構造や設備の省エネルギー化、排（廃）熱利用などを促す

ことが必要です。あわせて、私たち自らが化石燃料に頼らず、太

陽光・熱などの自然エネルギーの利用を拡大していくためのしく

みを整えることも重要です。例えば区民等の出資によるファンド＊

の活用やグリーン電力＊の普及など、需要者（消費者）側から供給

者側に自然エネルギーを利用した発電を促す取組みも必要だと考

えます。 

これらの取組みを進めるためには、区民・事業者・区が連携・

協働するしくみを設けることが必要であると考えます。 

 

  (2) 環境負荷の少ない交通体系 

（省略） 

 

区のこれからの道路整備や交通施策は、自動車優先から、安

全で楽しく歩くことができ、かつ、自転車が利用できるまちを

めざすことが必要です。また、公共交通の利便性を向上させ、

公共交通の利用へ人々をシフトさせることで、過度な自動車利

用を抑制する必要があります。あわせて、低公害車の利用、エ

コドライブ実践を区民や事業者に浸透させるなど、「環境的に

持続可能な交通（ＥＳＴ）」の考え方を基本にして体系的に行っ

ていくべきものと考えます。 
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(3) ごみの発生抑制と資源化の推進 

    

（省略） 
 

 

(4) 都市環境の快適性の創造 

区は快適な都市環境を創造していくために、減少している

既存の保護樹木・樹林、生産緑地などを保全する積極的な取

組みを進める必要があると考えます。あわせて、公園、街路

樹、河川緑地、学校などの公共施設を整備し統廃合等する際

には、防災やヒートアイランド現象の緩和など、みどりの持

つ多様な機能を考慮した質の高いみどり＊の空間の整備を進

めることが必要です。さらに、地域のみどりを区民・事業者・

区が連携・協働して保全するしくみをつくることも必要であ

ると考えます。 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

(5) 身近な生活環境の改善 

住宅が密集した地域の中で起こる、騒音、振動や悪臭など

の問題やごみ出しのマナー違反、ポイ捨て、歩行喫煙などの

問題を解決して安全清潔で健康的なまちを実現するには、お

互いがルールやマナーを守るという意識を高めることが必要

です。近所付き合いが希薄となった都市の中では、ルールや

(3) ごみの発生抑制と資源化の推進 

    

（省略） 

 

(4) 都市環境の快適性の創造 

区は快適な都市環境を創造していくために、減少している既存

の保護樹木・樹林、生産緑地などを保全する積極的な取組みを進

める必要があると考えます。あわせて、公園、街路樹、河川緑地

などの公共施設を整備する際には、防災やヒートアイランド現象

の緩和など、みどりの持つ多様な機能を考慮した質の高いみどり＊

の空間の整備を進めることが必要です。さらに、地域のみどりを

区民・事業者・区が連携・協働して保全するしくみをつくること

も必要であると考えます。 

 

（省略） 

 

中野のまちを安全なより良い環境のまちにしていくためには、

個人個人の防災や環境に対する配慮とともに、まちづくり・再開

発事業を行うに当たって、計画段階から防災や環境への配慮を促

すしくみ（戦略的環境アセスメント＊など）が必要であると考えま

す。 

 

(5) 身近な生活環境の改善 

住宅が密集した地域の中で起こる、騒音、振動や悪臭などの問

題やごみ出しのマナー違反、ポイ捨て、歩行喫煙などの問題を解

決して安全清潔で健康的なまちを実現するには、お互いがルール

やマナーを守るという意識を高めることが必要です。近所付き合

いが希薄となった都市の中では、ルールやマナーを守るために条

(3) ごみの発生抑制と資源化の推進 

  

 （省略） 

 

(4) 都市環境の快適性の創造 

区は快適な都市環境を創造していくために、減少傾向にある

既存の樹木・樹林、生産緑地などの保全のために、積極的な取

組みを進める必要があると考えます。あわせて、公園、街路樹、

河川緑地や公共の建物などを整備する際には、防災やヒートア

イランド現象の緩和など、みどりの持つ多様な機能を考慮した

質の高いみどり＊の空間の整備を進めることが必要です。さら

に、地域のみどりを区民・事業者・区が連携・協働して保全す

るしくみをつくることも必要であると考えます。 

（省略） 

 

 

中野のまちを安全なより良い環境のまちにしていくために

は、個人個人の防災や環境に対する配慮とともに、まちづくり・

再開発事業を行うに当たって、計画段階から防災や環境への配

慮を促すしくみ（戦略的環境アセスメント＊など）の導入なども

検討する必要があると考えます。 

 

(5) 身近な生活環境の改善 

（省略） 
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マナーを守るために条例を活用することも必要ですが、同じ

地域に住む者同士がつながりを強め、近隣や他人に対する気

遣い、配慮の大切さを再認識するような啓発を、区が区民や

事業者と連携・協働してさらに進めていくことも重要である

と考えます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 計画の実効性を高める方策 

基本計画を着実に推進し、良好な環境を次の世代に引き継いで

いくためには、区民・事業者・区それぞれが自らの責務や役割を

例を活用することも必要ですが、近隣や他人に対する気遣い、配

慮の大切さを再認識するような啓発を、区が区民や事業者と連

携・協働してさらに進めていくことも重要であると考えます。 

 

 

（省略） 

 

 

さらに、改善が見られない光化学スモッグの対策を、東京都と連携

して取組む必要があると考えます。 

 

 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

環境教育・学習を進めるには、日常的に省資源・省エネルギー

を実践し、環境に配慮した商品やサービスを選択する消費者（グ

リーンコンシューマー）を増やすことなどのような生活の中での

取組み、多種多様な生き物が生存している自然に親しむ取組み、

さらに社会のしくみを環境配慮型に変えていくことへの理解を広

げる社会的な取組みなどが必要だと考えます。 

環境を考え行動する人づくりを進めるには、これらの取組みを

総合的に組み合わせて環境教育・学習を進める必要があります。

 

（省略） 

 

Ⅳ 計画の実効性を高める方策 

基本計画を着実に推進し、良好な環境を次の世代に引き継いでいく

ためには、区民・事業者・区それぞれが自らの責務や役割を理解して

 

 

 

 

 

 

 

 

改善が見られない光化学スモッグの対策を、東京都と連携し

て取組む必要があると考えます。 

 

 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

環境教育・学習を進めるには、日常的に省資源・省エネルギ

ーを実践し、環境に配慮した商品やサービスを選択する消費者

（グリーンコンシューマー＊）を増やす取組み、多種多様な生き

物が生存している自然への理解を深める取組み、さらに社会の

しくみを環境配慮型に変えていくことへの理解を広げる取組み

などが必要だと考えます。 

環境を考え行動をする人をつくっていくためには、これらの

取組みを総合的に組み合わせて環境教育・学習を進める必要が

あります。 

（省略） 

 

Ⅳ 計画の実効性を高める方策 

 

（省略） 
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理解して一体となって取組みを進めていくことが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、区民・事業者・区の各主体の取組みの指針や計画を作る

ことや、相互にパートナーとして連携・協働して取組みを進めて

いくため、地域に根ざした組織をつくる必要があると考えます。 

取組みを進めていくことが必要です。 

（省略） 

 

事業者は、自らは環境マネジメントシステムを導入するなど環境に

配慮した事業活動を行うことが重要です。さらに、省資源・省エネル

ギーに資する製品やサービスを製造・販売し、消費者はそのような製

品・サービスを選択することが望まれます。そのため、事業者自らが

環境に配慮した製品やサービスの情報を積極的に提供していくことが

大切です。 

区は、良好な環境を確保し、さらにより良い環境を創っていくため

に、環境に最大限配慮した区政運営を行い、総合的な施策を展開する

必要があります。そのために、区の内部に組織横断的な推進体制が必

要と考えます。また、区は、区民・事業者がそれぞれの責務や役割を

果たしていくための情報提供や取組みの支援を行うことが大切です。

また、区政を運営するに当たっては、率先して省資源・省エネルギー、

公共工事における環境配慮、グリーン購入などを行う必要があります。

さらに広域的な取組みが必要な施策は、役割分担を踏まえて国や都に

必要な対策や支援を求めるとともに、連携・協力していくことが必要

です。 

また、区民・事業者・区の各主体の取組みの指針や計画を作ること

や、相互にパートナーとして連携・協働して取組みを進めていくため

組織をつくる必要があると考えます。 

 

（省略） 

 

最後に、私たち一人ひとりが何か環境に良いことをしたいという、

積極的な参加意識を具体的な取組みとし、その取組みが継続できるよ

うな、中野モデルと呼ぶことのできる新たなしくみを、区民・事業者・

 

 

 

事業者は、自らは環境マネジメントシステムを導入するなど環境

に配慮した事業活動を行い、さらに、省資源・省エネルギーに資す

る製品やサービスを製造・販売し、消費者はそのような製品・サー

ビスを選択することが望まれ、そのため事業者自らが環境に配慮し

た製品やサービスの情報を積極的に提供していくことが大切です。 

区は、良好な環境を確保し、さらにより良い環境を創っていくた

めに、環境に最大限配慮した区政運営を行い、総合的な施策を展開

する必要があり、そのために区の内部に組織横断的な推進体制が必

要と考えます。また、区民・事業者がそれぞれの責務や役割を果た

していくための情報提供や取組みの支援を行うとともに、区政を運

営するに当たっては、率先して省資源・省エネルギー、公共工事に

おける環境配慮、グリーン購入などを行う必要があります。さらに

広域的な取組みが必要な施策は、役割分担を踏まえて国や都に必要

な対策や支援を求めるとともに、連携・協力していくことが必要で

す。 

 

 

 

（省略） 

 

 

 

最後に、私たち一人ひとりが何か環境に良いことをしたいという、

積極的な参加意識を具体的な取組みとし、その取組みが継続できる

ような、中野モデルと呼ぶことのできる新たなしくみを、区民・事
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区が連携・協働してつくり出す必要があると考えます。このような、

中野モデルに参加する区民・事業者が増えていくことは、基本計画の

実効性を高め、中野の新たな取組みが国全体を変えていくことにつな

がるものと考えます。 

 

おわりに 

 

「未来」という言葉は、どこか希望や輝きを連想させます。実際、

科学の進歩は、時とともに、快適な住居、病気の克服、移動時間の短

縮など、古来人間が求めてきた夢をつぎつぎとかなえてきました。私

たちの未来でも、現在不可能だと思われることだけではなく、考えも

及ばないすばらしいものが生まれているに違いありません。 

 しかし、わたしたちの未来は、こうした科学進歩の果実を得る一方

で、きわめて劣悪な地球環境に直面している可能性も大きいことが、

次第に明らかになってきています。未来は、希望よりも絶望、輝きよ

りも悲観に象徴されるものとなっているかもしれないのです。 

 遠い未来の人々は、歴史をひもとくとき、彼らが受け継いだ地球環

境をめぐって、２０世紀の終わりから重大な懸念がなされ始めたこと

を知るでしょう。そして、多くの国・自治体・市民が、未来の人々の

ために地球環境をめぐる真剣な取り組みを行い始めたことを、さらに

その取り組みが次第に地球上に拡がっていったことを確認するにちが

いありません。それは、人間の高い理性の表れでもあります。 

  

この答申は、東京の一自治体で、未来が少しでも希望と輝きに満ちた

ものとなることを願い、議論を重ねて作成したものです。地球環境保

全に対する高い志が育成されるとともに、区民が実行していくにあた

って、無理がなく、そして暮らしやすい、真に豊かなまちをつくって

いくことにつながるような、特徴ある仕組みが工夫されることを提言

業者・区が連携・協働してつくり出す必要があると考えます。この

ような、中野モデルに参加する区民・事業者が増えていくことは、

基本計画の実効性を高め、国全体を変えていくことにつながるもの

と考えます。 
 
 
おわりに 

 

「未来」という言葉は、どこか希望や輝きを連想させます。実際、

科学の進歩は、時とともに、生活設備、病気の克服、移動時間の短

縮など、古来人間が求めてきた夢をつぎつぎとかなえてきました。

私たちの未来でも、現在不可能だと思われることだけではなく、考

えも及ばないすばらしいものが生まれているに違いありません。 

 しかし、わたしたちの未来は、こうした科学進歩の果実を得る一

方で、きわめて劣悪な地球環境に直面している可能性が、次第に明

らかになってきています。未来は、希望よりも絶望、輝きよりも悲

観に象徴されるものとなっているかもしれないのです。 

 しかし、遠い未来の人々は、歴史をひもとくとき、彼らが受け継

いだ地球環境をめぐって、２０世紀の終わりから重大な懸念がなさ

れ始めたことを知るでしょう。そして、多くの国・自治体・市民が、

未来のひとびとのために地球環境をめぐる真剣な取り組みを行い始

めたことを、そしてその取り組みが野火のように地球上に拡がって

いったことを確認するにちがいありません。それは、人間の高い理

性の表れでもあります。 

 この答申は、東京の一自治体で、未来が少しでも希望と輝きに

満ちたものとなることを願い、議論を重ねて作成したものです。地

球環境保全に対する高い志が育成されるとともに、区民が実行して

いくにあたって、経済的・精神的負担を感じないような、そして暮

らしやすいまちをつくっていくことにつながるような、特徴ある仕
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しています。 

  

（省略） 

 

組みが工夫されることを提言しています。 

 

（省略） 

 

 1 
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