
建貝杳料

品川区環境基本計画等について平成30年4月16日
都市環境部環境課

1新計画の概要

現行の第二次環境計画で環境対策を進め、一定の成果を得たが、昨今、注目を集めている

地球温暖化対策については更に強化する必要がある,このため、新たな環境基本計画では、

区民や事業者に対して、具体的に日常の行動例を挙げるなどわかりやすい計画とすることで、

意識啓発を重視し、5つの基本目標と共通目標を定め、計画を推進する,

【現行】 【新計画】

〔区全体〕

■第二次品川区環境計画

(平成25～34年度)

■品川区地球温暖化対策地域推進計画

(平成22～32年度)※2

〔区役所〕

■品川区地球温暖化防止対策実行計画

(平成25～29年度)※3

品川区環境基本計画

平成30(2018)～2027年度

計画期間10年間※1・※2

目指す将来像

「みんなで創り育てる環境都市」

品川区職員環境行動計画

(愛称)「しながわ職員エコアクト」

平成30(2018)～2022年度

計画期間5年間※3

※1環境基本法に倣って策定

※2地球温暖化対策の推進に関する法律により地方公!L,団体実†」計画(区域施策編)として策定

※3地球温暖化対策の推進に関する法律により地方公共団体天行計画帥務宰業編)として策定

2.品川区環境基本計画について

(D基本目標・共通目標

基本目標1

基本目標2

基本目標3

基本目標4

基本目標5

共通目標

(別冊1、2)

「低炭素なくらし・仕事・まち」を実現する(地球温暖化対策)

「持続可能な循環型都市」を実現する(資源循環)

「水とみどりがつなぐまち」を実現する(自然環境)

「すこやかで快適なくらし」を実現する(生活環境)

「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する(文化環境)

「日常的に実践するひと」を育てる(環境教育・環境コミュニケーション)

(2)温室効果ガス排出削減目標

温室効果ガス腓出量

?,346

度

年

口
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・基準/平成25年度(2013年度)

・将来の目標/2030年度までに40%削減

を目指す。

・計画の目標/2027年度までに10年間で

33%削減を目指す。

※基準年は国の計画策定マニュアルに基

づくもので、国・都も同じであり、各区

も最近の計画では同様に設定している。



(3)パブリックコメント

・期間/平成30年2月1日から3月2日まで

・告知/広報しながわ2月1日号・区ホームページ

・実施方法/区施設で閲覧(環境課・区政資料コサー・地域センター13ヶ所・文化センター5ヶ所・

品川図書館)、区ホームページに電子データを掲載

・受付方法/環境課に持参・郵送・FAX、区ホームページに記入

・回答/3名・11件(以下σ)表では、同趣旨の意見をまとめています。)

意見

コージェネレーションについては、国の「エ

ネルギー基本計画」や都の「東京都環境基本

計画」に記載があるとおり、「コージェネレ

ーションシステム等の自立分散型エネルギ

ーは平常時以外に、非常時にも有効である」

ことについて追記することを提案します,

再生可能エネルギーに特化した取り組みと

解釈される可能性が高いため、基本目標1「低

炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する(地

球温暖化対策)のp65「目指す方向性③エネ

ルギーの低炭素化を図る」の中に「エネルギ

ー利用の高効率化・最適化」について追記す

ることを提案します。

各家庭における環境への取り組みとして、

日々の生活に欠かせない食生活の中で「買い

物」「料理」「食事」「片づけ」の一連の流れ

を通して、環境に優しい食生活を送ることが

重要と考えます。この計画の目標や、取り組

み内容にも合致することだと思います。

羽田飛行ルート変更に伴い、日常的に大井町

周辺を飛行機が行き来することになるが、そ

れらに正面から向き合い、環境を少しでも良

くしようとする考えが読み取れませんでし

た。「羽田」「飛行機」に関して、一切触れら

れていないのが残念です。

区の考え方

「自立分散型エネルギー」については、

国・都の各計画にも重要性が明記され

ており、本計画においても表現をわか

りやすくするため、例示を増やし、p129

とp130に追記します。

「コージェネレーションシステム」が

「自立分散型エネルギー」の例である

ことについても、p67のコラム(「コー

ジェネレーションシステム」・「創エネ

ルギー・蓄エネルギー」)に追記します。

「エネルギー利用の高効率化・最適化」

については、同じ基本目標1の中でp63

「目指す方向性②エネルギーの使用を

削減する」の説明文で「家庭や事業所、

区施設において、省エネ行動の更なる

定着と省エネ型設備等への積極的な転

換に取り組みます。」と表現しておりま

す。

ご意見を踏まえて、区もこれまで以上

に区民や事業者のみなさまに、環境に

対する関心・意識を持って行動を実践

していただけるよう、啓発に努めてい

きたいと考えております。

羽田空港機能強化において示された新

ルート案につきましては、まだ確定し

たものではありません。現在、区では、

国に対して区民のみなさまの不安など

のご意見を伝えて、具体的な説明と丁

寧な対応を求めているところです。



(4)パブリックコメント以降の主な修正点

No.修正箇所修正内容

1P13図2-4区・国・都の主な役割分担を示す図を追加

2P67コラム環境配慮型自動車の説明を追加

3P127-・p135一環境保全行動チェックリスト(区民版)・同(事業者版)を追加

4P137区民向けのPDCAサイクルの例示を追加

5資料編を添付し、P9に地区別の環境データとして、騒音について「要請限度」(騒音規制法による自動車騒音の上限)を基準に達成状況を記載

3.品川区職員環境行動計画(しながわ職員エコアクト)について(別冊3)

(1)概要

品川区役所が一事業者として、温室効果ガス

計画である。

(二酸化炭素=CO2)の排出削減に取り組む

(2)二酸化炭素削減目標の設定
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・基準/平成25年度(2013年度)

・将来の目標/2030年度までに40%削減

を目指す.

・計画の目標/2022年度までに5年間で

16%削減を目指すft

※基準年は国の計画策定マニュアルに基

づくもので、国・都も同じであり、各区

も最近の計画では同様に設定している。

※排出量の合計とあわせて、単位床面積

(1㎡)当たりの排出量も確認する。

(3)16°/o削減の見込み

2022年度までに削減を見込んでいるもの

①街路灯・公園灯のLED化(2019年度まで)

②区有施設のLED化(2022年度まで)

③省エネ診断による運用の見直し

④大規模改修・改築の実施

合計16%削減
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はじめに

品川区では、平成25(2013)年に「第二次品川

寒鵬麓麟鰯叢搬愈
・一詞

保全に寄与する様々な取り組みを区民・事業者の皆さ

まと手を取り合いながら着実に取り組んでまいりま

した。

その結果、区内の大気や水質は改善され、魅力的な

水辺空間やみどりが増え、区の基本構想で掲げる「次

代につなぐ環境都市」の実現に向かって着実に前進し

ています。

一方で、地球全体の環境に目を向けると、地球温暖化は進行し、その影響は

集中豪雨や夏の暑さ等の形で、私たちの生活にも影響しています。平成27

(20/5)年には、フランスのパリにおいて京都議定書以来18年ぶりとなる、

法的拘束力のある「パリ協定」が採択され、世界の国々が連携し、地球温暖化

への取り組みを強化していくことが決まっています。

品川区においては、このような背景を踏まえ、環境施策を総合的かつ計画的

に推進するため、今までの計画を全面的に見直し、新たに「品川区環境基本計

画」を策定しました。

本計画では、区内の様々な場所で芽生えた取り組みや想いを大きく育て、や

がて地球全体の環境を守り支える大樹となることを目指し、これまでより一歩

進んだ「みんなで創り育てる環境都市しながわ」を将来像としました。区民の

方々・事業者の方々・区が一体となって、省エネルギーや省資源等の取り組み

を行えるよう、区は率先して行動していく所存です。そして多くの区民の方々

がこれからも住み続けたいと思えるよう、持続可能な環境施策を推進してまい

ります。

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました品川区環境計画等改

訂協議会の各委員をはじめ、パブリックコメントへのご意見等、計画の策定に

ご協力いただいた多くの区民の皆さまに心からお礼を申し上げます。

平成30年3月

品川区長濱野健
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第1章計画の基本的事項

第「童計画の基本的事項

■翻区難基鰍⑳叢・・あた・て
'1策定の背景

区では、平成15(2003)年度に環境施策の基本方針を定めた「品川区環境計画」

を策定し、平成25(2013)年度には「第二次品川区環境計画〔平成25(2013)年

度～平成34(2022)年度〕」(以下、「第二次環境計画」とする)を策定しました。

第二次環境計画は、中間年〔平成29(2017)年度〕に見直しを図ることが定めら

れていましたが、下記の背景1～3に示すとおり、社会的な変化に対応しながら、更

に環境保全を促進するためには、計画全体の刷新が必要と判断しました。

そのため、第二次環境計画の中間見直しではなく、「品川区環境基本計画」として

新たな計画を策定することとしました。

田■地球温暖化対策の重要度の高まりに対応することが必要
地球温暖化による影響が年々顕著になる中で、地球温暖化対策は世界共通の切迫

した課題として更なる対策の強化が求められています。

区においても、地球温暖化対策を環境計画の基本目標の一つに位置付けるととも

に、平成22(2010)年度に「品川区地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、区内

の温室効果ガスの排出削減に取り組んできました。

しかし、人口・世帯数の増加、事業所の床面積の増加等により、日々の生活や仕

事の中で排出される温室効果ガスを削減しにくい特性も相まって、一層の削減努力

が必要となっています。このため、地球温暖化対策をこれまで以上に充実させ、区

民一人ひとりの実践を促し、実効的な対策の展開が必要となっています。

また、わが国全体のエネルギー政策の転換も踏まえた、新たな温室効果ガスの削

減目標を掲げ、区内の現状に応じた進行管理への見直しも必要となっています。

匪■国・東京都の環境施策の動向への対応が必要
東京都は、「東京都環境基本計画」を平成28(2016)年3月に策定しました。ま

た、国は「地球温暖化対策計画」を平成28(2016)年5月に策定しました。

区の環境施策は、国・都の施策や方向性と緊密に連携しながら進めることでより

効果が発揮されるため、それぞれの新たな計画と整合を図り、一体的に環境保全対

策を推進することが必要です。

園区民・ の 運の成が必

環境保全の取り組みは、区民一人ひとりの実践が必要不可欠です.環境基本計画

は、区民・事業者・区が取り組むべき施策・事業を明らかにするとともに、区民や

事業者と将来像・目標を共有し、日々の取り組みの指針を示すものでもあります。

1



第1章計画の基本的事項

そこで、より区民・事業者にわかりやすい計画への刷新が必要であり、そのため

に「第二次環境計画」と「品川区地球温暖化対策地域推進計画」を一体化し「品川

区環境基本計画」とすることとしました。

新たに生まれ変わった「品川区環境基本計画」を中心に、これまで以上に区内の

環境保全に対する取り組みの機運を高めていきます。

、211計画の目的

「品川区環境基本計画」とは、区の環境行政に関わる基本方針を定める計画とし

て、環境の視点から目指す将来像と指針を示すものです。

また、各取り組みの方向性や具体的な内容を示し、区民・事業者・区が一体とな

って取り組むための手引きとしても位置付けられるものです。

更に、優先的に取り組む重点プロジェクトを設定し、より具体的で効果的な取り

組みを推進していきます。
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第1章計画の基本的事項
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平成25(2013)年度に策定した第二次環境計画は、平成29(2017)年度が計画

期間の中間年であり、計画策定からの5年間で、各種の環境保全施策を推進してき

ました,ほとんどの施策・事業について計画に準じて取り組みを進め、多くの指標・

目標を達成できましたが、地球温暖化対策を中心に、取り組む余地を残した分野も

ありました。

、り施策・事業の実施状況

第二次環境計画では、環境の分野ごとに5つの基本目標を定め、各種の施策・事

業を遂行するとともに、代表的な事業を対象に指標・目標を設定して、その進捗管

理を行ってきました。

以下に、第二次環境計画の基本目標ごとに、施策・事業の実施状況を以下に示し

ます。

基本目標1持続可能な地域社会を実現する(地球環境)

低炭素社会を実現する

■区民・事業者に対する地球温暖化対策の重要性は浸透・定着

環境学習講座による意識啓発や、区による区施設への太陽光発電の率先導入等

により、地球温暖化対策の重要性は区民・事業者に浸透・定着しつつあります。

また、東日本大震災直後の緊急節電等を通して、エネルギー問題がより切実なも

のとなり、多くの区民・事業者が省エネ行動を心がけています。

■区内からの温室効果ガス排出量は、大幅な削減には至らず

人口や世帯数、事業所の床面積の増加に代表されるまちの発展や、東日本大震

災以降の発電所の稼働状況の変化等により、地球温暖化の原因となる温室効果ガ

ス注)の大幅な削減には至っていません。

また、エネルギー消費量は平成23(2011)年の東日本大震災を機に減少傾向

が続いています。

注)温室効果ガスの9割以上を占める酸化炭素(以下CO:という)を指標としていまナ

【第二次環境計画のCO2に関する目標】

区のCO2排出量;目標1β24千t-GO2

実績〔平成26(2014)年〕2,084千t-CO2

一世帯当たりの区の家庭部門CO2排出量;

目標1.7t-CO2/世帯

実績〔平成26(2014)年〕2.7t-CO2/世帯

■周辺自治体や事業者との連携による効果的な対策の実施が必要

第二次環境計画で掲げた42事業のうち、他自治体・事業者と連携を要する事

業を除いて概ね実施しています。

事業者の技術・資金等を活用しながら、他自治体との連携に基づく区外での取

り組みも視野に入れ、区内の温室効果ガス排出量の削減に寄与する施策・事業に

引き続き取り組んでいく必要があります。
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第1章計画の基本的事項

循環型社会を実現する

■環境学習等の効果によりごみ量は毎年減少し、資源化の取り組みも定着

ごみ量の毎年の減少や資源化率の維持、スケルトン車両を使った環境学習の継

続実施等、事業の実施による効果は認められます。ただし、第二次環境計画は計

画期間を2022年度までとしており、平成29(2017)年度時点では設定した目標

には至っていないことから、分別や適切な排出の取り組みを強化し、引き続き発

生抑制・資源リサイクル・適正処理の取り組みを推進していく必要があります。

■「きれいなまち」を目指した美化促進の強化が必要

第二次環境計画では、まちの清潔さに対する区民満足度の向上を指標として、

美化活動等に取り組んでいましたが、アンケート(p43～参照)による満足度は

横ばいとなっており、更なる取り組みの強化が必要です。

基本目標2水とみどりがつなぐまちを実現する(自然環境)

■水辺の環境保全や親しめる空間づくりは計画どおりに進行中

目黒川と立会川の水質の環境基準は達成されており、今後も継続して水質の向

上に努めていきます。また、水辺に親しむことができる空間整備も計画どおりに

進められており、より魅力的な空間となりつつあります。

■区内のみどりは増えており、長期的な視点で今後も継続

区内の緑化が進んでみどり率は徐々に増加しており、今後も長期的な視点に立

って継続的に取り組みます。

基本目標3健全でやすらぎのある生活環境を実現する(生活環境)

■各施策・事業は着実に実施

大気・騒音・振動・悪臭等、すこやかな生活環境を保全するために必要な施策・

事業については、計画どおりに実施してきました。

■更なる改善を目指した継続的な取り組みが必要

大気汚染や道路騒音等、区だけでは改善が困難なものについては、引き続き、

国・都と連携して改善に取り組むことが必要です。

基本目標4快適で豊かなまちをみんなで伝え創り育てる(快適環境)

■人にやさしい地域づくりが着実に進行中

放置自転車が年々減少傾向にある等、だれもが安心して生活できる、人にやさ

しい地域を目指した施策・事業を実施しています。

■魅力ある街並みづくりが着実に進行中

歴史・文化を伝える景観の保全・形成を計画的に進めており、品川の歴史・文

化を伝える街並みづくりに取り組んでいます。
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第1章計画の基本的事項

共通目標環境教育・環境コミュニケーションを充実する(共通)

■環境学習の機会が充実

区では、拠点施設等を最大限活用しながら、体験型の環境学習の機会を新たに

設ける等、機会づくりに取り組んでおり、第二次環境計画で予定した事業につい

て着実に遂行してきました。今後も、更なる参加拡大を目指して、継続して充実

させるよう取り組むことが必要です。

■環境保全活動に取り組む事業者は年々増加

第二次環境計画に基づき、エコパワーカンパニー(区の環境認証制度平成28

(2016)年度終了)やSHINAGAWA"もったいない"推進店の認定等、事業者と

の連携による活動を実施してきました。認定事業者数は年々増加しており、環境

保全活動に参加する事業者のすそ野が広がりつつあります。

今後も、事業者との連携を深めながら、主体的な取り組みを促していくことが

必要です。

2:1重点プロジェクトの実施状況

第二次環境計画では、5つの重点プロジェクトを定め、優先して取り組んできま

した。いずれのプロジェクトも概ね計画どおりに取り組むことができ、一定の成果

が得られました。

各プロジェクトの実施状況を以下に示します。

団■民間活力を活用した再生可能エネルギー※1の入推進プロジェクト
家庭・事業者を対象とした太陽光発電設備の設置助成により、区内の太陽光発

電の導入を着実に進めることができました。

また、民間事業者による区内小学校等への太陽光発電設備の設置(10kW)を実

施し、民間活力導入の新たな実例となりました。

團水質改善による水辺の魅カアッププロジェクト
勝島運河の水質改善のため、雨水貯留施設の整備等を行い、運河の水質改善を

図りました。

團電気自動車等の有効活用プロジェクト
地域センター等の区内の拠点施設において、庁用車としての電気自動車の導入

に取り組みました。この電気自動車は、非常時のエネルギー源とし活用すること

も想定しています。

※1
エネルギー源として永続的に利用できると認められているもので、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気

中の熱・その他自然界に存在する熱・バイオマスが規定されている。
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区民による「身近な大切な環境」の発見を支援する取り組みとして、エコライ

フ・アイデアコンテスト等の事業を行い、区民への意識啓発を図りました。

また、環境記者による提供記事をホームページ等で発信することにより、環境

情報の共有化を図っています。

小・中学生や地域を対象に、環境に関する「現場」を体感できる体験型環境学

習を実施し、区民の環境に関する理解の向上を図りました。

環境学習
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第1章計画の基本的事項

国咀言陶嚇・
本計画の策定方針は、以下の4点とします。

■囲置■品川区基本想と品川区期基本計画で掲げた「5つの都市像の実現に環境
の側面から寄与する

環境は分野横断的な取り組みであり、区が掲げる5つの都市像の全ての実現に寄

与します。

特に「4.次代につなぐ環境都市」は関係が深く、環境基本計画がけん引すべき都市

像となっています。

なお、新たな品川区長期基本計画は平成32(2020)年度に向けて策定中であり、

本計画もその内容に合わせ、必要に応じて見直しを行います。

〈都市像〉 1.だれもが輝くにぎわい都市

2.未来を創る子育て・教育都市

3.みんなで築く健康・福祉都市

4.次代につなぐ環境都市

5.暮らしを守る安全・安心都市

囲たな社会的向や術的向踏まえて、勢に合った計画とる
環境に対する社会の認識は年々変化しており、それに合わせて、技術や市場の動

向も変化しています。気候変動問題では、パリで開催された国連気候変動枠組条約

第21回締約国会議(GOP21)において、途上国も含めた全ての国が温室効果ガスの

排出削減に参加する新たな枠組みの「パリ協定」が採択されました。これらの最新

の動向と今後の見通しを踏まえた、時勢に見合った計画とします。(詳細はp25へ)

囲玉・のたな昌面との整△図り基治にされる1た
国は平成28(2016)年5月に新たな「地球温暖化対策計画」を策定し、平成25(2013)

年度比で平成42(2030)年度までに温室効果ガス26%削減という目標を掲げています。

東京都においても、平成28(2016)年3月に「東京都環境基本計画」が策定さ

れ、温室効果ガスを平成12(2000)年度比で平成42(2030)年度までに30%削

減、平成25(2013)年度比で38%削減という目標を掲げています。

これらの計画との整合を図るとともに、区は基礎自治体としての役割を果たして

いきます。(詳細はp61へ)

囲区内外の働めよしで的なネットワーク築る
高度に都市化された区における環境に関する取り組みは、区内だけでは制約条件

が厳しく、実施できない取り組みも多くあります。そこで、区外とも協働を強め、

取り組みの幅・質を高めていきます。
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国1計脚)鑓郷
本計画は、区全体の計画である「品川区長期基本計画」と整合を図りつつ、「まち

づくりマスタープラン」、「水とみどりの基本計画・行動計画」、「一般廃棄物処理基

本計画」等の個別計画と相互に連携を図りながら、環境保全・創出に関する施策を

総合的かつ計画的に推進することにより、区が掲げる将来像を環境の側面から実現

を目指すものです。また、国の環境基本計画法に倣って作成しています。

〔平成20(2008)年4月〕

〈将来像〉輝く笑顔住み続けたいまちしながわ

く基本理念〉暮らしが息づく国際都市、品川区をつくる

伝統と文化を育み活かす品川区をつくる

区民と区との協働で、『私たちのまち』品川区をつくる

〈計画期間〉

〈都市像〉

〔平成21(2009)年4月〕

平成21(2009)年度～平成30(2018)年度

1.だれもが輝くにぎわい都市2.未来を創る子育て・教育都市

3,みんなで築く健康・福祉都市4.次代につなぐ環境都市
5.暮らしを守る安全・安心都市

本計画

晶川区環境基本計画粥

国の計画

環境基本計画

区全体の温室効果ガス排出削減計画

(p58の基本目標1に対応)※2 都の計画

東京都環境基本計画

品川区 境行計画※3

(しながわ職員エコアクト)

(区が一事業者として取り組む温室効果ガス排出削減計画)

〔計画の策定根拠〕

※1「環境基本法」に倣って策定

※2「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「地方公共団体実行計画(地域施策編)」として策定

※3「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「地方公共団体実行計画(事務事業編)」として策定

図1-1計画の位置付け
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駆き腰縮
平成30(2018)年度から平成39(2027)年度とします。

または必要に応じて見直しを行います。)

(原則として中間年、

国1計画の対雛蝋
:'i計画の対象地域

本計画の対象は、区全域とします。

1.211,対象とする計画の範囲

本計画の対象とする範囲は、 以下のとおりとします。

2MdS ヨ組厨臼

心理鮒ヒ

里薗口竈 翠し億舶

環境教育・環境コミュニケーション

図1-2本計画の対象範囲のイメージ

表1-1本計画の対象範囲

地球温暖化地球温暖化対策、気候変動への適応、エネルギー等

資源環境資源の循環利用、廃棄物減量等

自然環境植物・動物等からなる生態系保全、河川・運河・公園等の水やみどりの保全・活用等

生活環境大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・悪臭・騒音・振動・地盤沈下・化学物質による汚染の防止、建築物の環境配慮、人にやさしい地域づくり等
文化環境地域の歴史・文化等の特性を活かしたまちづくりと、良好な景観の保全等

環境教育・環境コミュニケーション区内で暮らし学び働く全ての人を対象とした環境教育・環境学習と、区民・事業者・区の連携による環境活動や情報発信等
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第2章地球環境に関する最近の状況

第2量地球環境に関する近年の状況

㌧'撃'二

'1国の環境基本計画

国は、平成24(2012)年4月に「第四次環境基本計画」を策定しました。この

計画は、「目指すべき持続可能な社会の姿」に向けて、今後の環境政策の基本的な方

針を示す「持続可能な社会を実現する上で重視すべき方向」と、方針に基づく具体

的な展開である「9つの優先的に取り組む重点分野」等によって構成されています。

なお、平成30(2018)年2月には「第五次環境基本計画(案)」が公表され、環

境・経済・社会それぞれが抱える課題の同時解決に取り組む方針を維持しつつ、よ

り具体的な行動につなげていく内容となっています。また、同じく平成30(2018)

年2月には「気候変動適応法案」が閣議決定され、気候変動による被害への対応が

強化される見通しです。

低炭素・循環・

自然共生の各分野

を統合的に達成 循環型社会

低炭素社会

自然共生社会

その基盤として、

「安全」を確保

安全が確保される社会

図2-1第四次環境基本計画の「目指すべき持続可能な社会の姿」

表2-1持続可能な社会を実現する上で重視すべき方向

政策領域の統合による持続可能な社会の構築(環境的側面・経済的側面・社会的側面

の統合的な向上、環境政策分野間の連携)

国際情勢に的確に対応した戦略をもった取り組みの強化(国益と地球益の双方の視点)

持続可能な社会の基盤となる国土・自然の維持・形成

地域をはじめ様々な場における多様な主体による行動と参画・協働の推進

iliiPt:「第四次環境基木計画」(環境省、平成24年度)をもとに作成
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第2章地球環境に関する最近の状況

表2-29つの優先的に取り組む重点分野

経済・社会のグリーン化とグワーン・イノベーションの推進
国際情勢に的確に対応した戦略的取り組みの推進
持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進
地球温暖化に関する取り組み

生物多様性の保全および持続可能な利用に関する取り組み
物質循環の確保と循環型社会の構築

甑水環境保全に関する取り組み
大気環境保全に関する取り組み
包括的な化学物質対策の確立と推進のための取り組み

出典:「第四次環境某本計画」(環境省、平成24年度)をもとに作成

東京都は、平成26(2014)年12月に「東京都長期ビジョン～『世界一の都市・

東京』の実現を目指して～」を策定し、東京都の将来像や、環境分野を含む幅広い

政策の展開を示しています。

平成28(2016)年3月に新たに策定した「東京都環境基本計画2016」では、こ

の長期ビジョンの考え方や政策展開を踏まえながら、「世界一の環境先進都市・東京」

の実現を目指し、「最高水準の都市環境の実現」・「サステナビリティ」・「連携とリー

ダーシップ」の視点を踏まえ、5つの政策を展開しています。

政策展開の視点目標年次

◆蝦高水準の郡雨環境の実現◆サステナピリティ◆i勇携とリーダーシッフ2020E2030年

「
世

界
の

環
境

先
進

都
市

・
東

京
」

の
実

現

政
策
の
柱

スマートエネルギー都市の実現

●2030年までに渥至幼塁ガス排出里を30%自.渡[2000耳L禦

●2030年よでに購生可龍工ネ」レギーによる南力利用匿合]〔1%樫腰

●2030年までに撚料、1ゴ胆自勲[1,,20/h台.水署蓼テーン5コ50か所

》巾小1∫1」鯉講計等への臨1泣渉

)):主宅の省工孕注零.」1⊥

》i三1生:11酒ぎ・「窪ヨ1龍工ネ1Lキー晋入の譲大

》水串工ネルヰーの湛屋:・・

■20ヨOff農の一醍座疋甥リサイク1レ率3ア聡
●2010午壇に眼留処分遣を25%門1麟虐012年慶1:ゆ

》麗【.甚」ス.';11凝必1ヒ進

》事黒:㍉'≒、瑞き掬のし1ウイ7/LO',LiE

夢鼎+蕾慰1}と丹一ゐたモデル'」1.髪の害竃

》新たなスタイルによる公興畢1昌1の柔侵.

自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

02a3a年塵に県到由瑚碧で停自羅木躾温蜘罫酬老魏軒べ5万ノ」

●目然公園の潜在y・]な魅刀のキ辱…D起し

》.』Eと緑による荊〒i.イ.壕σ:・L二

夢藍物豹醐三にil!1・II'iした陥脚h劇離'

》k.様な⊥囑の誉墨:11こよる[.識覆境の塚∫f

》翼riた"「、・tlこ1〔百1さわしtV:P.t・こ.季のMtD方F灘7

02030年壌まC'1」tt'この屓・/S]ご局におけ筍光化7オギシダント

;農度をoコ7叩rr以下

●臭豊に人々の1聾じる暑さちヨ軽ユ1走されるエリアの増測

)t『孟N口・・覧(-〕塀舅〒韓潭撃トF槻器の:㌧渥顎L大

》片らしに三が獄∫境VOO両己σ,il:「

》クー,11Jスポットなと鴇鮭澤礁の己躯『

O多様隊主体との淫携、1」弄の読都市との騨ITIII孟i力等の準遊

●環境ネ習、瑠:皇盾報α『黄:1螢化

》t:弄の謡都而とのii空蟄11望携鼓i†鵡力

}都」-t二、NのO・N[O、全.望等との逢携

}次世代の人凪繕i蒔≒の売.ヌ.・i薫化

図2-2東京都環境基本計画2016の将来像

出典:東京都環境基本計画より作成
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第2章地球環境に関する最近の状況

持続可能な開発目標(SustainableDevelopmentGoals:SDGs)は、平成27(2015)

年の国連総会で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに掲げられた、

平成28(2016)年から2030年までの国際目標で、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ています。SDGsでは、発展途上国への開発協力だけ

でなく、先進国も自らの国内における課題への取り組みを強化し、国際社会全体と

して、将来にわたって持続可能な発展ができるよう、取り組んでいくことが必要と

されています。

SVSveeNA親LE〆㌔轡ム錬、ii,野ξ・
臓v鉦LO酬E腕丁冤製㌦」芋㌔、、一箒

一

團囲団圖圖
囲驚圖欝

圏圏圓圖圖懸
図2-3持続可能な開発目標(SDGs)17ゴール

出げ「い「平成29年版環境・循環型仕会・生物多様性自書」(環境省)

日本の現状を踏まえ、国は、SDGsの実施指針を平成28(2016)年12月に決定

し、2030アジェンダに掲げられている5つのP〔People(人間)・Planet(地球)・

Prosperity(繁栄)・PeaGe(平和)・Partnership(パートナーシップ)〕に対応する日

本の8つの優先課題を掲げました。

環境面においては、省エネルギー・再生可能エネルギー・気候変動対策・循環型

社会・生物多様性・森林・海洋等の環境の保全が優先課題となっており、区におい

ても優先して取り組むべき課題といえます。

People

Prosperity

Planet

Peace

Partnership

表2-3日本の8つの優先課題

1あらゆる人々の活躍の推進

2健康・長寿の達成

3成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

4持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備

5省エネルギー・再生可能エネルギー・気候変動対策・循環型社会

6生物多様性・森林・海洋等の環境の保全

7平和と安全・安心社会の実現

8SDGs実施推進の体制と手段

12



第2章地球環境に関する最近の状況

14:1基礎自治体としての区の役割

環境保全に関する取り組みは、幅広い分野において、様々な主体がそれぞれの立

場に応じて取り組みを展開しています。

その中で、基礎自治体が果たすべき役割注)

のように整理することができます。

、期待される役割注)については、以下

…○区民や事業者に最も近い基礎自治体として、一人ひとりへのきめ細やかなアi

…ブローチを通じて、環境保全の取り組み意識を高め、区全体としての取り組i

…み機運を醸成する。1

…○区民や事業者のニーズに合わせて、情報提供や取り組み支援、教育講座やイi

…ベント等の開催により、正しい知識や効果的な取り組み方法の周知に努め、1

…自発的な実践を促す。i

…○区民・事業者の取り組みをけん引する立場として、率先した環境保全に取りi

…組み、その効果等を発信・共有する。1

…○各種の申請や規制の窓口として、事業者等に関係法令を遵守させ、公害等をi

…未然に防ぐとともに、より快適で魅力的なまちづくりを促すel

…○生活の中で生じる環境に関する問題の解決に向けた支援や指導を行う。i

…○国や都が示している環境保全に関連する事業方針の中で、地域と一体的に取i

…り組む必要がある事業の実現において、地域の巻き込みや取りまとめを担i

…い、国・都と連携して事業の実現に取り組む。i
…注)1記の役割は、国の環境某木言Ir由ix-'地球温暖化刻策推進言「1由1、東京都の環境某木言「1由1で示された地1

2方公共団体の役割を集約したものです、1

これを踏まえ、区・国・都の具体的な役割分担のイメージを下図に示します。

区の役割〔区民や事業者に身近

茎皇禦惹論塁禦馨野'
口常的な省エネ行動等の実

践の促進

中小企業者の温室効果ガス

削減対策への各種支援

家庭や事業所からのごみの

発生抑制

⊥場・作業場等への規制指導

学校や企業における環境教

育の支援竺

国の役割〔国全体の環境対策の方針を示すととも

に、法律や制度等を整備する〕

覧
ダ
覧
ダ
"
〆
臥
〆
転
ダ

将来的な予測に基づくエネルギー源の確保

各種新技術開発の促進

製品製造段階からの環境配慮設計の推進

環境負荷の小さい交通システムの検討・整備

地城間交流や都市間ネットワークの構築等

t

、

都の役割〔広域にわたる環境対策を進めるため、

仕組みつくりや区市町村の施策の支援等を行う〕

》エネルギー効率のよいまちづくりの推進

》各種の制度運用による大規模事業者の温室効

果ガス削減

》廃棄物処理事業者の監督

》周辺自治体との広域連携

〉環境影響評仙制度等の充実等

図2-4区・国・都の主な役割分担(イメージ)
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第2章地球環境に関する最近の状況

■東京管区気象台のデータ注)によると、昭和初期に約14℃であった年平均気温は

上昇傾向にあり、最近では16℃を超えるようになっています。

■年間降水量は年によって変動がありますが、明確な増減傾向はみられません。

一方で、短時間で強い雨が降る等の極端な気象現象は年々増加の傾向がありま

す。

tt編三∴凝(対応する施策ページ:p68～p69)

■気候の変動により、熱中症の発症や台風の大型化等による浸水の発生等への対

策の重要性が増しています。暑さ対策の強化や健全な水循環の確保等の取り組

みを引き続き推進していく必要があります。

〔mm/年)

2,500

年間降水量 年平均気温 一一年平均気温の線形近似(℃)
ユ8

2,000

年1,500間
降

水1,000
量

500

0

17

,,ノ!'年
,一ノー-16平

〆!ノノ碧
,.,一一'15ヌL

温

i召昭,召昭昭',召昭昭昭昭1竜昭昭昭昭平平平平平平平
和和和和和和和和和和禾口和和和和成成成成成成成

610141822263034384246505458623711「5192328

14

13

12

(年)

注〉観測地点:東京(東京都)緯度:北緯35度4t.4分/経度:東経t39度45,0分

図2-5年平均気温と年間降水量の推移(東京管区気象台)(昭和6年～平成28年)

出典:気象庁HP「気象統計梢報」より作成

/

地球温暖化と温室効果ガス

地球温暖化は、温室効果ガスと呼ばれるCO2や窒素等のガスが、太陽から地球に届く

熱を吸収することによって起こります。

温室効果ガスは地球の気温を保つために必要なものですが、産業革命以降の大量の温

室効果ガスの排出により、気温が上昇を続けており、問題になっています。

⇒詳しくはp25へ
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2)温室効果ガス排出量

平成26(2014)年度の区の温室効果ガス排出量は約2,232千t-CO2(トン・

GO2/CO2換算した排出量)で、20年前の平成7(1995)年度と比較すると約

18%増加しています。近年の傾向では、平成24(2012)年度をピークに直近2

年間は減少傾向にあります。(排出量の算出方法は下の参考1を参照)

温室効果ガス排出量の約9割を占めるGO2の部門別割合では、平成26(2014)

年度で事業所・官公庁等の業務部門が最も大きく約48%、次いで家庭部門が約

27%を占めています。(部門は下の参考2を参照)

(対応する施策ページ:p62～p70)

地球温暖化の進行を防ぐためには、温室効果ガス排出量の大幅な削減が必要で

す。

温室効果ガス排出量を削減するためには、エネルギーの消費量を減らすことと、

再生可能エネルギー等CO2排出量のより少ないエネルギーに転換することが重

要です。

「一■■一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一1

1【参考1】温室効果ガス排出量の算出方法1

1温室効果ガス排出量は以下の式で算出します。l

1エネルギー消費量:電気、ガス、燃料等の消費量1

1エネルギー種別の排出係数:電気やガス等のエネルギーを使用した際に排出される1

1温室効果ガス量1

1(例)家庭部門の電力使用による温室効果ガス排出量(t-CO2)1

1=家庭部門の電力消費量(kWh)×電力の温室効果ガス排出係数(t-CO2/kWh)l

1【参考2】CO2の部門別排出量とは1

lCO2は以下の5部門に分けられています。l

巳■■_■■■■■■■■■■■■■■■_■■■■■■■■■■■■一■■■■■_■■■■■■__■■■■■■■■■■■■■■__■■■■■■■■■■■■■
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閏co.⊆廃棄物)

COi〔業務/事務所・官公庁等)

CO:〔産業/第一次・第二次産業)
.:レ..9・;1:,.'.L」^・'卜1]

20.60

その他ガス

ーco。{運輸〕

co2像庭)

一〇一電力排出係数

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

電力
排

出

係数

8941■Zr231■1lll■

1十:一⊂./一.h

1,400

2,200

2,000ユ.

1,soo

1,600
ヒ.:、).t

排工'4DO
出1,200

塁1,Qoo

8co

500

400

200

0

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平

成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成

フB9ユOユエ12ユヨ141516171819202ユZ2232耳2525
卿=

図2-6区における温室効果ガス排出量の推移

出典: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」資料より作成
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3)エネルギー消費量

区のエネルギー消費量注)は約20,832TJ(テラジュール/熱量換算した単位)で、

平成7(1995)年度と比較すると約13%減少しています。近年の傾向では、平

成23(2011)年度の東日本大震災を機に減少傾向が続いています。

部門別では、平成26(2014)年度で事業所・官公庁等の業務部門が最も大き

く約43%、次いで家庭部門が約29%を占めています。

(対応する施策ページ:p62～p70)

家庭・業務部門のエネルギー消費量が特に多いため、削減する必要があります。

エネルギー消費量の削減は、地球温暖化対策だけでなく、国のエネルギーの自

給率の向上や、光熱水費の削減による家計や経営の安定等の面でも重要です。

区内で暮らし働く全ての人が省エネ型の行動(節電、公共交通機関の利用等)

を実践するとともに、再生可能エネルギーを増すことが必要となります。

(コ〉■運輸業務(事務所・官公庁等)家庭産業(第一次・第二次産業)
3D,㎜

::in1111111iliiiiliiror
15,㎜

10,㎜

5,㎜

0

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平

成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成

78910111213141516171819202122232斗2526(年度)

注〉コニネルギー消費量には、電気、ガス、灯汕、車両燃料等が含まれます、,

図2-7区におけるエネルギー消費量の推移

出典: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」資料より作成

▼区におけるエネルギー消費量の原油換算
区内で消費されているエネルギー量を「原油」に

換算すると、平成26(2014)年度の実績で、

537,466klとなります。

これは、2リットルのペットボトル約2億6,873

万本に相当し、このペットボトルを並べると、地球

約2周分の長さに相当します。

匝ゆ・約・…,873万本
(地球約2周分に相当)
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《家庭》

■家庭部門のエネルギー消費量の増減の要因である、区の人口・世帯数注りは増加

傾向にあり、平成29(2017)年は平成7(1995)年比でそれぞれ約20%、約

41%の増加となっています。1世帯当たり人員注2)は減少傾向にあり、平成29

(2017)年は、1.8人/世帯と、2人/世帯を下回っています。

■品川区人ロビジョンによると総人口は今後も緩やかに増加していくことが予想

され、平成39(2027)年から平成45(2033)年頃にピークに達すると予測さ

れます。長期的には人口は減少傾向に転じると予測されます。

(対応する施策ページ.p62～p70)

人口・世帯数の増加により生産・消費活動も増加することから、引き続き、区

民一人ひとりにエネルギー消費量の排出抑制等、環境に配慮した生活を促すこ

とが重要です。

長期的には外国人の増加や世帯の高齢化等、居住者の多様化も進むことが想定

されることから、全ての区民が取り組むことができるよう、具体的な取り組み

や行動の手法等に関する情報提供や啓発を図っていくことが重要です。

世帯数人口■世帯数(世帯)[1月1日現在1
(万世帯・万人)

人口(人)[1月1日現在1--1世帯当たり人員

452.12

40

3531.9

30

25

…i『llllllllllllll
平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平

成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成
789101112131415161718192021222324252627

(人ノ世帯)

2.15

38.32.10
2.〔〕5

2.00

ユ.95

2ユ.2ユ.90

ユ.85

ユ.80

0ユ.75
ユ.7〔〕

ユ.65

・ユ.60

平平

成成

2829〔年〕

注1)人コ.世帯数の統計は答年1月1日現在の数宇.
注2)「lLU.帯当たり人員」は「人口」を「LU帯数」で除Lた値。

図2-8区の人ロ・世帯数の推移(平成7～29年)
出典:区HP「品川区の統計」より作成
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図2-9区の人ロ総数の将来推計値(日本人)
出典:「品川区人コビジョン」 ('ピ成28年3月)
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《業務・産業》

区の主な産業は、卸売・小売業・情報通信業・サービス業等、業務部門(事務

所・官公庁等)に当たる業種が大きな割合を占めています。

区内の事業所数は減少傾向にある一方で、従業員数注〕は増加傾向にあります。

産業部門のエネルギー消費量と関係の深い製造品出荷額は、産業構造の変化に

伴い、平成26(2014)年時点では、平成7(1995)年比の約17%と著しく減

少しています。

(対応する施策ページ:p62～p70)

製造業等の産業部門は縮小傾向にあります。一方、区内で働く人口は増加傾向

にあり、事業活動による温室効果ガス排出等の環境への影響を引き続き注視し

ていく必要があります。

事業者による適切な環境管理や環境配慮の促進等により、環境負荷を低減する

取り組みを行いつつ、区内産業の活性化を図っていきます。

20.60/o

4.7%

4.ew/o

6.2%

21.1%
25.ge/o

21.〔P/o

魎
18.1%

6殉.〔P/。8.ge/。

東京23区g.EPU/0
6.働

4.ew/067%

丘σ途%…4・/・

卸売業、小売業

情報通信業

製造業

サービス業

宿泊業、飲食サービス業

運輸業、郵便業

建設業

医療、福祉

その他

図2-10産業分類別就業者割合(平成26年)

出典'「経済センサスー基礎調査」 (平成26年)より作成
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25,000

20、000

15,000

10,000

5,000

0
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成成成成成成

38131S2126(年)

注〉'1城18年までは「事業所・企業統計調査」、'1!成21年からは「経済センサス」として実.施されてお

り、調査方法が異なるため、データの比較には留意が必要.

図2-11産業に係る事業所数および従業員数の推移(平成3～26年)

出典:「事業所・企業統計調査」「経済センサスー基礎調査」より作成
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図2-12製造品出荷額(平成7～26年)

出典:経済産業省「工業統計調査」 より作成
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《運輸》

区内の自動車保有台数は減少しており、

少傾向にあります。

そのうち大部分を占める乗用車数も減

(対応する施策ページ'p62～p70,p92)

自動車交通の利用による騒音・振動・大気汚染等の減少の観点から、今後も自

動車交通への過度な依存を軽減していくと同時に、環境に配慮した車両の選択

や運転を推進することが必要です。
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エコドライブ10のすすめ

環境省では環境にやさしい運転「エコドライブ」を推進しています。

今日からでもはじめられる、エコドライブ10のすすめを紹介します。

①ふんわりアクセルreスタート」

②車間距離にゆとりをもって、加速。減速の

少ない運転

③減速時は早めにアクセルを離そう

④エアコンの使用は適切に

⑤ムダなアイドリングはやめよう

⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう

⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備

⑧不要な荷物はおろそう

◎走行の妨げとなる駐車はやめよう

⑩自分の燃費を把握しよう

また、区では中小事業者に対して「低公害車買換え支援事業」・

旋制度環境対策資金」として低公害車の導入を支援しています。

「品川区融資あっ
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4)再生可能エネルギー

区内に導入されている再生可能エネルギーは、導入件数の約95%、導入容量の

約33%が10kW未満の小規模な太陽光発電で占められています。

バイオマス発電※1には、品川清掃工場でごみを燃やす発電が該当しています。

(対応する施策ページ'p65～p67)

区内では、再生可能エネルギーの導入場所は限られており、利用可能なエネル

ギーにも偏りがあるため、今後の量的な拡大には限界があります。これまで同

様、小型の太陽光発電を中心とした量的な拡大に取り組みつつ、都市部の再生

可能エネルギーの導入可能性についても検討が必要です。

、瀦パ蓄

魎

94.6%

(1,183件}

太陽光

(10kW未満)

太陽光

(10kW以上)

バイオマス

{導入件数は新規と移行の台計)

瓢隅
バイオマス:19件

風力.2件

座至困・版・

太陽光

⊂10kW未満)

太陽光

⊂10kW以上)

バイオマス

94.2%

(45,43B件)

四風力

水力

〔導入件数は新規と移行の台計)

図2-14再生可能エネルギー導入件数(平成29年3月末時点)

出典:資源エネルギー庁「岡定価格買取制度情帳公表用ウェブサイト」 より作成

33.1%

太陽光

(10kW未満〉

,。、%匝團(屯欄灘以上,
(8.10GkW)フ.1%

(956kW)バイオマス

〔導入容量は新規と移行の合計〕

細麟,
匡区至困47.・%

39.0%

(140,609kW)

12.7%

(45,99SkW)

注)バイオマス発電の容量は「バイオマス比率考慮あり」の数値を採凧,

太陽光

(10kW未満〉

太陽光

(1DkW以上1

バイオマス

(170、044kW〕
魍風力

水力

{導入容量は新規と移行の合計1

図2-15再生可能エネルギーの種別導入容量主)(平成29年3月末時点)

出典:資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公表川ウ・Lブサイト」より作成

※1
動植物等から生まれた生物由来の資源を「直接燃焼」や「ガス化して燃焼」する発電のこと。
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区内に導入されている再生可能エネルギー施設

一固定価格買取制度

「固定価格買取制度」とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が

一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

電力会社が買い取る費用の一部を、「再工ネ賦課金」として電気利用者から集め、

今はまだコストの高い再生可能工ネルギーの導入を支えています。

対象となるエネルギーは「太陽光」・「風力」・「水力」・「地熱」・「バイオマス」の

5つです。

癖委奪
太隈光発電嵐力発電水力発電

～～～、

算蕪
地軌発電ハイ才マス発電

発電された電気電力会社の送電線に
つないで送ります

嫌軌・購

璽奪喪
買取費用の支払い

轟
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【参考】地球温暖化に関わる動向

地球の気温は

これからどうなるの?

」醐、

最大

4・・灘離認難翻鶴繋1粥測'4.8°

噛・

■世界の動向

20502100
[年」

出典,全国地球温暖化防止括動推進センター

2100年の世界の平均気温は、現在と比較して0.3～4.8℃上昇すると予測されて

おり、地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さからみて、最も重

要な環境問題の一つとされています。既に世界的にも平均気温の上昇・雪氷の融

解・海面水位の上昇等が観測されており、熱帯・亜熱帯にある島国への高潮による

浸水被害や、農業・牧畜への影響による食糧難、生態系への深刻な影響等が予想さ

れています。

このような背景から、平成27(2015)年にフランスのパリにおいて、国連気候

変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)が開催され、京都議定書以来18年ぶ

りの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。

パリ協定は、55か国かつ世界の温室効果ガス排出量の55%以上の批准という二つ
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の要件を満たし、平成28(2016)年11月4日に発効し、日本も同年11月8日

に批准しました。平成29(2017)年11月に、ドイツのボンにおいて開催された

国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)では、平成32(2020)年か

らのパリ協定の実施指針を前に、平成30(2018)年から開始されるタラノア対話

(各国に世界全体の排出削減の状況を把握し意欲を向上させるための促進的対話)

を実施すること等が提示されました。一部途上国で、先進国との排出削減に対する

責任の差異を強く主張する動きがありましたが、平成30(2018)年に開催予定の

国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)でのパリ協定の指針採択に向

けて議論が引き続き行われています。

〈パリ協定の主な内容〉

◇世界の平均気温上昇を、産業革命前に比べて2℃より十分低く保つととも

に、1.5℃に抑える努力を追及することについても言及

◇主要排出国を含む全ての国が温室効果ガスの削減目標を5年ごとに提出・

更新し、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受ける

◇森林等のCO2吸収源の保全・強化の重要性について言及

◇途上国における森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組みを構築する

◇先進国が引き続き資金を提供し、途上国も自主的に資金を提供する

◇5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組みを構築する

■国・都の動向

日本では、地球温暖化の傾向を把握するため、気象庁が長期間に渡って均質な

データを確保でき、都市化の影響が比較的少ないとみられる15観測地点におい

て、気温の変化傾向を調べています。それによると、日本の年平均気温は、100

年あたり1.16℃の割合で上昇しており、地球全体の傾向を上回っています。東京

はこの15観測地点には含まれていませんが、ヒートアイランド現象の影響も加わ

り100年あたり2.4℃の割合で上昇しています(気候変化レポート2015一関東甲

信・北陸・東海地方一)。平成27(2015)年3月の環境省の中央環境審議会では、

今後社会に与える影響が特に大きく、緊急性・確信度も高いと評価された事項と

して「水稲」・「果樹」・「病虫害・雑草」・「洪水」・「高潮・高波」・「熱中症」等の9

項目が挙げられました。

このような評価を背景に、国は平成27(2015)年11月、「気候変動の影響への

適応計画」をまとめました。この計画では、適応策を推進することで、気候変動

の影響による被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持

続可能な社会の構築を目指しています。この計画には、農林水産業、水環境・水

資源、自然災害、生態系、健康等の分野での施策が盛り込まれています。

また、国は、平成27(2015)年7月、国連気候変動枠組条約事務局に「日本の約
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束草案」を提出しており、パリ協定に基づく日本の削減目標として、温室効果ガスを

平成42(2030)年度に平成25(2013)年度比で26%削減するという目標を定め

ています。

この流れを受け、国は平成28(2016)年5月に、日本で唯一の地球温暖化に関

する総合的な計画となる「地球温暖化対策計画」を策定しました。この計画は、

温室効果ガスの排出抑制および吸収量の目標や、国・地方公共団体・事業者およ

び国民が取り組むべき基本的事項や施策を示すものとなっています。

また、東京都では平成28(2016)年に策定された「東京都環境基本計画」にお

いて、平成42(2030)年までに温室効果ガス排出量を平成12(2000)年比で30%

削減・平成25(2013)年比で38%削減する目標を定めています。

〈気候変動による影響への適応とは〉

気候変動の影響に対し自然・人間社会を調整することにより、被害を防

止・軽減し、あるいはその便益の機会を活用することです。

具体例としては、沿岸防護のための堤防や防波堤の構築・改善、水資源の

効率的な利用や、農作物の高温障害への対応としての高温に強い品種への転

換、熱中症等への対応としての高齢者見守りや救急搬送体制強化等が挙げら

れます。
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.2:1資源循環

Dごみ収集・資源回収

3R※1(リデュース・リユース・リサイクル)の推進等により、ごみ減量の取り

組みが進められており、ごみ収集量は総量・区民一人当たりのごみ収集量注1)

ともに減少傾向にあります。

資源収集量は総量・区民一人当たりの資源収集量注2)も減少傾向で推移していま

す。

(対応する施策ページ:p73～p79)

今後、人口注3)・一人世帯の増加等が、ごみ量増加の原因となることが予想され

ます。

人口増加や世帯構成の変化等に対応しつつ、更なるごみの減量に取り組んでい

くため、家庭・事業所に対するごみ減量・分別の情報提供・啓発を続けていく

ことが必要です。

食品ロスの削減や使用済携帯電話・パソコン等に使用されているレアメタル(希

少金属)の回収等、現代社会が抱えるごみの課題へ積極的な対策を講じていく

ことが必要です。

注1>「一人当たりのごみ収集量」は「ごみ収集量」を「人[」で除した値,

注2)「一人当たりの資源収集量」は「資源収集量」を「人口」で除した値、

注3)「人コ」は区「住民基.本台帳」(各年1月1日時点)より参照c

燃やすごみ陶器・ガラス・金属ごみ一粗大ごみ+区民一人当たりのごみの量
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図2-17資源収集量・一人当たりの資源収集量の推移(平成15～28年度)

II「lr典;区HP「品川区資源・ごみ量推移」より作成

`『-7湯「もったいない!
「食品ロス」を減らそう

日本のごみ収集量では、燃やすごみの割合が最も多くを占めています。燃やすごみの

中には、まだ食べられるのに捨てられている食べもの、いわゆる「食品ロス」が含まれ

ています。

食品ロスは、食品メーカー・小売店・飲食店等様々な場所で発生しますが、平成26

(2014)年度では約621万トン(環境省資料より)の食品ロスに対し、家庭ではそ

の半数の年間約282万トンが捨てられています。

食材を「買い過ぎず」・r使い切る」・「食べ切る」、残った食材は別の料理に活用する

等して工夫することで環境にも家計にもプラスになるよう工夫しましょう。

また、区では食品ロスの削減に向けて取り組む区内店

舗を、『SHINAGAWA"もったいない"推進店』とし

て、ホームページで紹介しています。推進店となった店

舗にはステッカーを配布し食品ロス削減の意識向上を

促しています。
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【参考】資源循環に関わる国・都の動向

経済成長と人口増加に伴い、世界における廃棄物の発生量は増大しており、2050

年には平成22(2010)年の2倍以上になる見通しとされています(平成28年版「環

境・循環型社会・生物多様性白書」)。このような資源の大量生産、大量消費、大量

廃棄型の社会システムの構築によって、天然資源の枯渇、資源採取に伴う自然破壊、

埋立処分場の問題等、環境に対する様々な悪影響が生じており、今後経済活動への

制約や規模縮小の要因になりかねない状況にあります。

このような現状から脱却し持続的に発展していくためには、3Rの適切な推進を図

り、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」

を形成していくことが求められています。

このような背景から、国は、平成15(2003)年に、循環型社会の形成に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「循環型社会形成推進基本計

画」を策定しました。

平成25(2013)年に策定された「第3次循環型社会形成推進基本計画」では、

最終処分場の削減等、これまで進展した廃棄物の量に着目した施策に加え循環の質

にも着目し、リサイクルに比べ取り組みが遅れているリデュース・リユースの取り

組み強化や、「都市鉱山」といわれる使用済み小型家電に含まれる有用金属の回収等

を、新たな政策の柱としています。

東京都では、平成28(2016)年に策定された「東京都環境基本計画」で掲げて

いる「世界一の環境先進都市・東京」の理念を踏まえ、同年に「東京都資源循環・

廃棄物処理計画」を策定しました。

計画では、今後東京が直面する超高齢化・人口減社会の到来によるごみの分別・

排出の困難や、首都直下地震等の災害廃棄物の処理の課題を受け、下記5つの基本

目標を定めています。

〈東京都資源循環・廃棄物処理計画の5つの基本目標〉

基本目標1

基本目標2

基本目標3

基本目標4

基本目標5

資源ロスの削減

「持続可能な調達」の普及

循環的利用の推進と最終処分量の削減

適正かつ効率的な処理の推進

災害廃棄物の処理
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■区の地形は、東京都の約1/3を占める武蔵野台地の東南部の一部と、その東側

に位置する低地および埋立地からなっています。

■区は目黒川をはさんで、芝白金台と荏原目黒台に二分され、更に立会川によっ

て、一部が目黒台と荏原台に分かれています。

■低地は目黒川に沿った大崎や五反田、海岸に近い品川や大井あたりに広がって

います。

(対応する施策ページ:p95～p96)

■区の特徴の一つである地形を活かしつつ、区民にとって利便性が高まるような

区施設や駅のバリアフリー化や、がけに隣接する地域の安全を確保し、まちづ

くりに継続して取り組んでいくことが重要です。濟
軽

雰
曇

》
牽 区円標高図陣易版{品川区全蟻}

　
ノ

　

、
《

「
∵
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旦」「驚臼

図2-18区内標高図
出典,区HP

立
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川il
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図2-19区の地質層の模式断面図
出典・区[IP
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■区には、目黒川・立会川のほか、京浜運河・勝島運河・天王洲運河等の運河が

存在し、更に東京湾に接しています。

■立会川は下水道幹線として、河口付近を除き蓋架けされ、上部は道路・緑道や

児童遊園等に姿を変えています。

■
■

(対応する施策ページ:p82～p89)

区内の水辺には、親水空間としてだけでなくヒートアイランド現象の緩和や災

害時のライフラインとしての防災機能等多くの機能が存在しているため、その

活用や保全に継続して取り組む必要があります。

水辺は、区民や来訪者のレクリエーション空間として貴重であり、区を特徴づ

ける空間でもあることから、区民が親しめる水辺を適切に活用・保全していく

ことが必要です。

しながわ区民公園 五反田ふれあい水辺広場

薩
＼
＼
、

黛
＼
＼

立会道路
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3)動物・植物

公園緑地や河川・運河の一部では貴重な生き物(環境省レッドリスト※1や東京都

レッドデータブック※2等に記載されている生き物:アズマヒキガエル、ニホント

カゲ、メダカ、エビネ、カワセミ等)の生息・成育が確認されており、都市化

が進んだ区においては、貴重な自然とのふれあいの場となっています。

都立大井ふ頭中央海浜公園には干潟保全地区があり、水辺に集まる鳥たちを観

察できます。冬にはシベリア等から渡ってきたカモ類等の渡り鳥の姿も観察さ

れます。

外来生物の侵入等による生態系の変化が顕在化しており、区では、アライグマ・

ハクビシンの捕獲、およびアルゼンチンアリの防除を実施しています。

区内では新たにピアリ・アカカミアリ等の外来種が確認されており、人体への

危害等が懸念されています。

(対応する施策ページ'p82～p89,p92)

公園等は、区内における生き物の重要な生息空間となっており、引き続き保全

していく必要があります。

人体への危害等が懸念される危険な外来生物には駆除や区民への情報提供・啓

発の取り組みを拡大し注意していく必要があります、

都市生活の潤いとなる水やみどりの保全の取り組み方について、国内外の動向

を踏まえた取り組みの展開が必要となっています。

※1
環境省が公表している絶滅のおそれのある野生生物の種のリストのこと。

※2
東京都を対象範囲とした絶滅のおそれのある野生生物のリストのことで、より地域の実情に応じた保全対策

の実施を後押ししている。
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図2-20区内の生き物の生息環境の状況

出典;品川区生物多様性基礎調査報告書(平成24年)
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4)みどり

区では、公園の整備、建物の壁面や屋上の緑化、民有地の緑化等を推進してき

ました。その結果、身近なみどりが着実に増え続けています。

(対応する施策ページ:p82～p89)

都市環境の維持、防災・減災、レクリエーション、観光・交流・景観等、様々

な観点から、公園・緑地の整備と保全が求められています。

今後も公園や区施設をはじめ、街中の街路樹や民有地のみどりの保全や創出の

ほか、区民一人ひとりによるみどりつくり等にも取り組んでいくことが必要で

す。

表2-4区内のみどり率、緑被率の変化

平成16(2004)年度平成21(2009)年度平成26(2014)年度増減〔平成16(2004)年度からの変化〕
みどり面積(みどり率※1)458.4ha(19.6%)497.1ha(21.2%)502.9ha(21.4%)約1.8%増加

緑被地(緑被率※2)316.3ha(13.9%)357.9ha(15.8%)358.8ha(15.8%)約1.9%増加

出山:「品川区みどりの実態調杳報告書」(平成27年3刀)より作成

(%}

35%

30%

25%21.7%22.3%

20%

15%

平成21平成26

30.5%30.3』

23_1%23.7%

品川区の平均(H26)

17.2%17.4%
21.4%

13.2%13.3%

1e%

5%

O%

品川地区大崎地区大井地区荏原地区八潮地区

図2-21区の地区別みどり率の比較(平成26年度)

出典1品川区みどりの実態調査報告書」いド成27年3月)より作成

戸越公園

※1
ある地域の「緑被地」に「公園内のみどりで覆われていない面積の割合」と「河川等の水面が占める割合」

を加えた面積が、その地域全体の面積に占める害1」合。
※2

ある地域の緑被地(樹林地、草地、宅地内のみどり、街路樹)の面積が、その地域全体の面積に占める割合.
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14:1生活環境

D大気汚染

大気環境については、環境基準を達成している測定局が増え、改善が進んでい

ます。

二酸化窒素※1等一部の物質では、3つの測定局のうち、環境基準を超えている

のは残り1局となっています。

(対応する施策ページp92)

自動車の走行による大気汚染への対策として、大気汚染物質の排出が少ない電

気自動車やハイブリッド自動車等の低公害車への転換が効果的です。

大気汚染は区内のみの対策では対応が難しいため、国や東京都、周辺他区や道

路管理者と連携した広域的な視点での対策を、継続して実施することが重要で

す。

(1:弼11)
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図2-22二酸化窒素の測定結果(達成状況)推移(平成13～28年度)
出典:区HP「環境調査」より作成

※1
工場・事業場、自動車、家庭等における燃料の燃焼によって生じる窒素酸化物の一種で、高濃度で呼吸器に

影響を及ぼすほか、酸性雨および光化学オキシダントの原因物質になるといわれている。
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図2-23 浮遊粒子状物質※1の測定結果(達成状況)推移(平成13～28年度)

出典:区[[P「環境調査」より作成

※1

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が10μm以下のものをいう.,
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2)水質汚濁

河川水質については、平成13(2001)年度から継続してBOD※1の環境基準を

達成しています。

河川水質について、環境基準を達成している一方で、白濁化やスカム※2・臭気

の発生等水質が一時的に悪化することがあります。

運河・海域では、COD※3は改善傾向にあります。

(対応する施策ページ.p82～p89,p92)

水質汚濁は区内のみの対策では対応が難しいため、国や東京都の関係各局と連

携した広域的な視点での対策を、継続して実施することが重要です。

立会川・勝島運河等での清掃活動に積極的に参加することや、事業所での排水

基準の遵守に努める必要があります。

市場鶴
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図2-24河川のBODの測定結果(達成状況)推移(平成13～28年度)
出典:区HP「環境調査」より作成

※1
BOD(生物化学的酸素要求量)水中の有機汚濁物質を分解するために微生物が必要とする酸素の量。値が大き

いほど水質汚濁は著しい。
※2

排水口または排水溝にできた汚水の汚泥等が厚い層状になったものをいう。

※3
00D(化学的酸素要求量)水中の有機汚濁物質を酸化剤で分解する際に消費される酸化斉1】の量を酸素量に換算

したもの。値が大きいほど水質汚濁は著しい。
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■区では、災害時に避難所とする学校施設等を示す防災地図を作成し、公表して

います。浸水や津波対策としては、河川等の水があふれた場合の浸水予測結果

に基づいた浸水ハザードマップや津波自主避難マップを作成し、公表していま

す、

■非常時の電源として、自家発電設備や電気自動車の導入を進めています。

、・(対応する施策ページ:p65～p67)

■首都直下地震等の大規模な災害に備え、家庭・事業所・区施設等における緊急

時のエネルギー確保の在り方について、再生可能エネルギーや蓄電池(電気自

動車や燃料電池車も含む)、自立分散型エネルギーの導入推進も含めて検討する

必要があります。

津波自主避難マップの作成

津波自主避難マップを{成しましょう!

区では、東日本大震災を教訓とし想定外に対応する

ことを目的に、独自の津波ハザードマップ「津波自主

避難マッブ」の取り組みを進めています。

ホームページに掲載している区内17地域に分けら

れた地図に、自分で考え書き込んで作成するマイマッ

プになっています。ぜひご活用ください。

一

髄韮獅
賠弧
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■区の歴史は縄文時代早期にさかのぼり、区内には考古学発祥の地として全国的

に知られる大森貝塚をはじめ、多くの遺跡が存在しています。

■江戸時代には品川宿が東海道第一番目の宿場として栄え、明治時代にはいち早

く鉄道が敷設され、官営品川硝子製造所が設立される等、近代工業の先がけと

して発展を遂げました。

■各地域のまつりは長い歴史を持ち、神社・仏閣では、季節の移り変わりごとに

多彩な行事が行われ、昔からの伝統が今でも息づいています。

■長い歴史の中で継承されてきた旧東海道品川宿の街並みや、神社・仏閣・品川

浦の水辺空間等の伝統・歴史が残っているほか、国および東京都の指定文化財・

国登録文化財等、貴重な史跡や資料等も保存されています、

(対応する施策ページ:p98～p99)

■地域の文化や歴史等も、水やみどりの形成等の自然環境と同様に重要な要素と

なっています。

■歴史的・文化的資源の保全を通じて、歴史的な位置付けや受け継がれてきた伝

統への理解を深め、特徴を活かした環境保全の取り組みにつなげていくことが

必要です。

品川歴史館(桁船模型)

.',錨議
大森貝塚

写真提供しながわWEB写真館(品川区)
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■区は、平成22(2010)年に景観行政団体になり、平成23(2011)年より「品

川区景観計画」が運用開始されました。これにより一定規模以上の建築工事等

を行う場合は、景観法の規定により事前に届出が必要となり、その開発計画に

関しても「自然」・「生活」・「歴史・文化」・「新たなまちづくり」の4つの視点

が求められるようになりました。

■区政70周年を機に、区民投票による「しながわ百景」をリニューアルする等、

まちの「生活」・「歴史」・「風土」を伝えていく取り組みが行われています。

(対応する施策ページ:p98～p99)

■景観の保全を進めるためには、区民が身近な生活空間において「大切」と思え

る環境を発見・創造し、愛着を深めるための取り組みが必要です。

■景観の保全は、まちの魅力を高めるとともに、区民や観光客の快適性を高める

ことにもつながります。今後、東京オリンピック・パラリンピックの開催も見

据えた優れた景観の保全・創出・活用が必要です。
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騒

』耀
1而

しながわ宿場まつり(しながわ百景)

目黒川の桜(しながわ百景)

出典・区[IP
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、61,環境に関するアンケート

D実施の目的

品川区環境基本計画の策定にあたり、前計画である第二次品川区環境計画の進捗

状況や効果を確認し、今後の将来像の実現や具体的な施策の検討に役立てるため、

平成28(2016)年度に区民・事業者の意識意向等を把握する区民・事業者アンケー

ト調査を実施しました。

結果の分析にあたり、平成24(2012)年度の第二次環境計画策定時に同様のアン

ケートを行った項目に対しては、今回の結果と比較分析を行いました。

2)実施の概要

実施の概要を以下に示します。

表2-5区民・事業者アンケート調査概要

区民アンケート事業者アンケート

対象住民基本台帳登録者1,500名(住民基本台帳から無作為抽出)事業所500社

発送・回収方法調査票の郵送回収による回答

実施時期平成29(2017)年1月5日～平成29(2017)年2月3日平成29(2017)年1月12日～平成29(2017)年2月3日

回収率回答合計:466/1,500回収率:31.1%回答合計:132/500回収率:26.4%

43



第2章地球環境に関する最近の状況

3)区民アンケートの分析結果

1,回答者の属性

【結果】・年代は、10代・20代が約8%と若年層が少なく、その他は30代から70代

以上まで、概ね満遍なく回答が得られました。

居住年数は、10～20年未満が約18%、20年以上が約43%と、居住年数が

長い回答者が多くなっています。

住宅状況は、集合住宅が約68%を占めています。

世帯あたり人数は、1人世帯および2人世帯がそれぞれ29%を占め、全体

の半数以上となっています。

2.環境保全に関する区民の考え方

A:経済コストがかかっても、地球環境に負荷(負担)の少ない生活スタイルを選ぶ

B:地球環境の大切さはわかるが、便利さ・安さを優先させる

【結果】

【考察】

・環境保全と利便性や経済性の優先度については、「Aに近い」「どちらかとい

えばAに近い」を合わせた『Aに近い』と答えた人が半数を超えました。

一方、rBに近い」「どちらかといえばBに近い」を合わせた『Bに近い』と

答えた人が4割を占めています。

・環境保全を重んじる区民が多い一方、利便性や経済性を重んじる区民も一定

割合存在することから、環境保全の取り組みによる経済的なメリット等の効

果を啓発する等、環境の課題や解決のための取り組みに関する区民の理解を

促す工夫が必要と考えられます。

〈環境保全に関する区民の考え方〉

■へこ近い

口臼こ近い

■どちらかといえばAこ近い口どちらかといえばH:近い

圃わからない國無回答・無効
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3,環境に対する区民の満足度・重要度

【結果】

【考察】

・大気・水について(下図の①～③)は、満足度が比較的低く(4割以下)、

重要度が高く(8割以上)なっています。

・まちづくりについて(下図の⑫)は、歩道・自転車道整備状況の重要度が高

く(8割以上)なっています。

・平成24(2012)年度に実施したアンケート結果と比較して、全体的に満足

度が高くなる傾向が見られましたが、項目ごとの重要度・満足度の高低の傾

向には目立った変化はありませんでした。

・大気・水については継続して改善に取り組む必要があります。

・自転車の活用は環境負荷の低減に寄与しますが、交通対策や放置自転車対策

等と連携して取り組む必要があります。

〈各環境項目の重要度と満足度の関係〉

低←満足度→高

②⑯⑯⑬②

⑫⑲⑮⑭
07ε1

⑫

④①⑤「車要度」と

「重要度」が高く、「満足度」が低い項目→0⑦④⑧「満是度」がいずれも高い項日高↑
優先的に取り組むべき項目礪鴇

重

05と.要 度

⑨
↓

⑨魅低

o㌶1⑰⑰

◎

●平成24年度

⑤⑥○平成28年度
⑤Ci5

一」3-0101〔〕E.〕5

凡例

①空気のさわやかさ、きれいさ⑩史跡や遺跡、神社、寺等の文化財の保存状態

②におい(悪臭がしないこと)⑪街並みの美しさ

③水と水辺のきれいさ⑫歩道、自転車道の整備状況

④まわりの静けさ⑬公共交通機関の利用のしやすさ

⑤星の見やすさ⑭ゆとりのある空間(公園、広場)の多さ

⑥生き物の豊かさ⑮地域内の清潔さ

⑦自然のみどりの豊かさ⑯ごみの収集、処理の状況

⑧公園、街路樹、生垣、屋敷林等のみどりの整備状況⑰環境学習の場の整備状況
⑨自然との親しみやすさ
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4,環境保全・創出への取り組み状況について

【結果】 ・詰め替え商品の利用、ごみの分別、節電・節水等、日常生活における身近な

省エネルギーや省資源の取り組みは、既に多くの区民が取り組んでいます。

(8割以上)

・再エネ機器の導入、省エネルギーのための住宅改修、クリーンエネルギー自

動車への買換え等は、費用面の負担が大きいこともあり、取り組み率が低く

なっています。(1割以下)

【考察】・再エネ機器等のハード面において、今後も普及支援策の検討が必要です。

・節電に取り組んでいる人の割合は比較的高い状態を維持しており、取り組み

は定着していると考えられます。

〈区民による環境保全・創出への取り組み状況〉

詰め替え用の洗剤やシャンプーなどを積極的

に使用する

ごみ・資源の分別を徹底し、古紙・紙パック・

缶・びん・ペットボトルなどをリサイクルに出す

太陽光発電システムなどの再生可能エネル

ギーを利用する機器を導入する

太陽光発電を導入する

太陽熱温水器を導入する

平成28

平成24

平成28

平成24

平成24

平成28

省エネのための住宅改修を行う(省エネ住宅を

新築する)平成24

クリーンエネルギー自動車に買い替える

環境教育や環境学習に関わる活動へ積極的

に参加し、環境への関心、理解を深める

平成28

平成24

■行っている(行った)

■行っていないが、今後行いたい

口行っていないし、今後も行わない〔行えない}

口無回答・無効

46



第2章地球環境に関する最近の状況

5,区民が感じる品川らしさについて

【結果】

【考察】

「やすらぎとにぎわいが同居するまち」を選択した区民が最も多い(134人)

結果となりました。

「健康で安全な生活環境のまち」(81人)と、「歴史と文化が調和した快適な

まち」(77人)が多く見られました。

区民にとって、都市としての発展と住みやすさの両立が重要であることがわ

かりました。

6区民が大切と感じる環境

【結果】 目黒川と回答した区民が最も多くなっています(67人)。

次いで、林試の森公園(46人)、戸越公園(38人)が多くなっています。

〈後世に残したい環境〉

項目回答者数

目黒川67人

林試の森公園46人

戸越公園38人

旧東海道28人

しながわ区民公園14人

7環境行政に望む取り組み

【結果】

【考察】

街並みや道路沿道の緑化の推進(124人)と回答した区民が最も多く、次い

で、身近なみどり(公園・樹木)の保全(119人)、公園緑地の整備(82人)

も多く見られました。

その他では、地球温暖化への取り組み(73人)、健全な水循環の確保(70

人)への取り組みを望む声も多く見られました。

平成24(2012)年度のアンケート結果と比較して、「再生可能エネルギー

の導入」が平成24(2012)年度は約15%であったものが、平成28(2016)

年度には約9%と減少傾向が見られました。

・重要度・満足度の結果と合わせて、都市のみどりに対する関心の高さが表れ

ています。
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第2章地球環境に関する最近の状況

4)事業者アンケートの分析結果

1回答者の属性

【結果】 業種は、卸・小売業と飲食店(約28%)、サービス業(約26%)が合わ

せて5割以上を占め、次いで製造業(約11%)が多くなっています。

事業所の種類は、事務所が約52%、店舗が32%で8割以上を占めてい

ます。

従業員数は、5人以下の事業所が45%と最も多く、次いで、10～49人

(約30%)、6～9人(約18%)となっています。

2,事業者の環境保全活動への取り組み状況

【結果】 lSO14001による環境マネジメントシステムの構築、環境保全のための

指針・環境ガイドライン策定、環境会計の導入や環境報告書の作成等に

取り組んでいる事業所は、いずれも1割程度またはそれ以下となってお

り、取り組み状況は低いことがわかりました。

社員への環境教育等を含む環境管理については、積極的に取り組んでい

る事業所が少ない(1割以下)ことがわかりました。

環境保全活動に対する意識向上について取り組む余地が大きいと考えら

れます。

環境管理に関しては、事業者のニーズを確認しながら取り組みを拡大す

る必要があります。

〈環境管理の実施状況〉

ISQ140Q1による環境マネジメントシステムの構

築

]SO14001以外による環境マネジメントシステム

の構築

環境問題に関する情報収集ならびに社内への

†青幸艮提f共
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第2章地球環境に関する最近の状況

【結果】

【考察】

・地球温暖化対策については、「省エネ機器・設備等の導入に取り組んでい

る」または「今後取り組んでいきたい」と回答した事業所が半数近くあ

った一方、当事業所とはあまり関係がないと回答した事業所が約42%あ

りました。

平成24(2012)年度のアンケート結果と比較して、冷暖房の温度調節

やクールビズ・ウォームビズ等は、取り組み率に若干の減少が見られま

した。

省エネ機器・設備等の導入ば、事業の種別を問わず取り組むことが可能

な項目であるため、普及促進の余地があると考えられます。

〈地球温暖化対策への取り組み状況〉

設問

CO2排出量削減の目標設定

省エネルギー機器・設備等の導入

再生可能エネルギー等の導入

クリーンエネルギー自動車の導入

エコドライブの実践

従業員に対するマイカー以外の通勤手段の奨

励や、ノーマイカーデーへの参加・協力の呼び

掛け

冷暖房の温度を冷房28℃、暖房20℃に設定

クールビズ・ウォームビズの実践

アンケート結果

平成圏

平戎Z4

平成圏

平成Z4

平成圏

平成Z4

平成圏

平成Z4

平成圏

平成Z4

平成圏

平成Z4

平成圏

平成Z4

平成圏

平成Z4

o"z3Plol〔P'z20"zコ)"z40"zw'z60"z7v'zso"zgo"zlw'z

.脚1皿も澱酬

脚1脇も鰍42賑5賑

・.1脚12σ沁403鋤

1qb4qb

249も鰍1鰍

瀦〕1鴉b5鋤

oo沁

・匡脚Iz論も別野鰍

1勘困b賑

40

'°脚1撒妬鰍

.・脚1畑も405鰍「

脚1119も鰍酬鰍

.1脚1119も鰍酬

ノ:lz論も乃b0

・・』3脚12靴鰍妬

2賑

`z脚11靴25賑

・脚11鈴も2鰍

2qb2qb
●積極的に取り組んでいる

■取リ組んでいるが、今まで以上に取り組めると思う

口今後取り組んでいきたい

ロ今後も取り組むことは考えていない

闘当事業所とはあまり関係がない

口無回答・無効

3,事業者が区に望む取り組み

【結果】 ・最も多い意見が、「環境にやさしい具体的な行動の事例や新技術等環境に

関する情報の提供」(57事業所)、次いで、「資源リサイクルの推進のた

めのシステムの整備・支援」(55事業所)となっています。

その他に、「環境問題へ取り組むための事業者向け指針、ガイドラインの

作成」(34事業所)や、「環境保全のための公的融資や補助金制度の充実」

(31事業所)、「国や東京都による補助金等の獲得支援」(30事業所)等

を求める事業所が多く見られます。
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第2章地球環境に関する最近の状況

5)アンケート結果のまとめ

○地球温暖化対策

区民が身近な省エネルギーには既に取り組んでいることがわかりましたが、再

エネ機器の導入や住宅の省エネ改修等の費用負担が大きい取り組みはあまり進ん

でいないことが伺えます。家庭や事業所での省エネルギーや温暖化対策の浸透・

定着を図るとともに、地球温暖化対策による副次的な効果(光熱費の削減、健康

や快適性の維持等)への理解を深め、更なる取り組みを促していくことが必要で

す。

○ごみの減量やリサイクル(資源循環)

区民がごみの分別やリサイクルに積極的に取り組み、関心や取り組み意欲も高

いことが伺えます。区のごみ量は減少傾向で推移しており、今後も人口増加や世

帯構成の変化等に適切に対応しながら、更なるごみの減量に取り組むことが必要

です。そのためには、区民・事業者・区がそれぞれの役割を果たし、より一層ご

みの発生抑制や資源の有効利用に取り組んでいくことが重要となります。

○自然環境の保全

区内の水やみどりは、レクリエーションの場として利用されるとともに、生き

物の生息空間としての機能を果たしています。アンケート結果からも、環境行政

に対する希望として、緑化や身近なみどりの保全、公園緑地の整備等を重視する

声が多くみられました。区内に存在する河川・運河、公園・緑地等の貴重な水と

みどりを守り、育み、活かす取り組みを進め、区民が住み続けたい、観光客が訪

れたい、水やみどりを活かしたまちをつくることが必要です。

○大気や水質、騒音等の生活環境の保全

区内の大気・河川環境は、環境基準を達成している測定地点が増え、改善が進

んでいますが、環境基準を超過している物質もあります。空気のさわやかさや水

のきれいさを重要と感じる区民が多い一方で、満足度は比較的低いことがわかり

ました。今後も国・東京都等と連携した広域的な対策を継続し、区民にとってす

こやかで快適な住環境を実現し、維持していくことが必要です。

○文化環境の保全

区には、長い歴史の中で継承されてきた旧東海道品川宿の街並み等、歴史・文

化・景観資源が多数存在しています。品川の特徴を表す言葉として、「やすらぎと

にぎわいの同居」や「歴史と文化の調和」が多くの区民から支持されており、歴

史や文化を大切にし、魅力あるまちを形成するため、区の地域特性と個性を活か

し、歴史・自然・文化的景観を後世に伝えつつ、まちの魅力を高めていくことが

必要です。
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第2章地球環境に関する最近の状況

○環境教育・環境コミュニケーション

日常における身近な省エネルギーや省資源に多くの区民が取り組んでいるもの

の、環境に関わる課題への対応を進めていくためには、自ら行動する主体を育成

することが不可欠です。日常的に環境の保全・向上の対策を実践する人を育成す

るため、環境の課題に関する理解を促進するとともに、環境を通して地域や世代

を超えた新たなコミュニケーションを創出させ、環境保全に関する取り組みをよ

り身近なものとして浸透させることが必要です。

●全体総括

多くの区民や事業者の日常に、環境への配慮行動が当たり前のものとして定着

しつつあります。しかし、投資を伴う取り組みや生活スタイルの変更が必要な取

り組み等については、取り組み意向に改善の余地があります。

区民や事業者の生活に我慢を強いたり押しつけたりするような取り組みには限

界があることから、一人ひとりの環境保全行動が、生活の豊かさや事業の発展に

つながることを認識し、前向きに、主体的に取り組むことができる環境づくりの

重要性を再度確認しました。
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第3章計画の目標

第3堂計画の目標

来

「9

ピ
ヨ

=
=

本計画では、目指す将来像を以下のように定めます。

〈将来像〉

みんなで創り育てる環境都市

区全体の将来像として、『輝く笑顔住み続けたいまちしながわ』を掲げて

います。また、この将来像を実現するための「5つの都市像」を定めており、環

境分野に関連する都市像は「次代につなぐ環境都市」としています。

これを踏まえ、「第二次品川区環境計画」[計画期間:平成25(2013)年度～

平成34(2022年)度]では「みんなで創る環境都市しながわ」を環境面の将

来像として掲げ、「環境都市」の実現に向けて、区民、事業者と連携を図りなが

ら取り組んできました。その成果として、区民や事業者における環境意識が定

着しつつあり、環境都市としての基盤が整いつつあります。

しかし、地球温暖化の影響が年々顕著になる中でその対策の重要性は高まり、

国や東京都が新たな環境施策を打ち出す中で、更に環境保全への機運を高め、

区民・事業者が実践的な行動に踏み出すことが必要となっています。このよう

な背景を受け、前計画の中間年ではありますが、計画全体を刷新し、新たに「品

川区環境基本計画」を策定しました。

本計画では、「住み続けたいまち」を次の世代にしっかりとつなぐため、多く

の可能性が芽生え始めた環境都市の基盤に、実践という水や肥料を与え、更に

豊かで実り多い環境都市に育てていくことを目指し、『みんなで創り育てる環境

都市』を将来像として掲げることとします。
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品川区環境基本計画では、将来像を達成するために区民・事業者・区が連携して

取り組む基本目標を、以下のように定めました。

地球温暖化が世界共通の切迫した課題となっていることから、区内で暮らし働く

全ての人が「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現するよう基本目標として定めま

す。

快適で健康な生活につながる、積極的な地球温暖化対策の定着を目指します。

私たちの暮らしには、生活していく上で必要な限りある資源を無駄なく効率的に

利用する必要があるため、「持続可能な循環型都市」の実現を基本目標として定めま

す。

ごみの発生抑制に努め、ごみの減量化と資源化に取り組んでいきます。

水とみどりの存在は、まちの魅力を高め生活を豊かにすることから、「水とみどり

がつなぐまち」の実現を基本目標として定めます。

水とみどりを守り、育み、活かすことで、魅力あふれるまちを目指します。

心身を健全に保つ潤いのある暮らしのために、水や空気をきれいにする等、「すこ

やかで快適な暮らし」の実現を基本目標として定めます。

大気や騒音、水質等を改善し、全ての人が安心して暮らせるまちを目指します。

長い歴史と新しいまちづくりが交錯する状況では、歴史を尊重しつつ新しいにぎ

わいを生み出していくことが重要であることから、「やすらぎとにぎわいの都市景観」

の形成を基本目標として定めます。

歴史・自然・文化的景観を後世まで伝えるとともに、地域の特性と個性を活か

し、やすらぎとにぎわいが共存する活気あるまちづくりに取り組みます。
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2:1全ての基本目標の土台となる共通目標

基本目標1～5の実現は、それを実践する人の存在が不可欠であり、その育成は分

野横断的に取り組む必要があります。そこで、全ての基本目標の土台となる共通目

標を以下のとおり定めます。

環境都市としての機能や役割を充実させるために、区民一人ひとりが「日常的に

実践する」ことが必要不可欠であることから、その育成を共通目標として定めます。

区民・事業者・区がそれぞれの役割を理解し、環境保全に関する取り組みをよ

り身近なものとして実践するとともに、地域や世代を超えた新たなコミュニケ

ーションの創出により、実践の輪の拡大を目指します、
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第4章取り組みの内容

～
…

第

■

國

章取り組みの内容

施策体系

①地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する

②エネルギーの使用を削減する

基本目標1

「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する

(地球温暖化対策) ③エネルギーの低炭素化を図る

④気候変動に適応する取り組みを推進する

⑤地球温暖化対策に関する情報を共有する

①ごみの発生抑制を推進する

み
ん
な
で
創
り
育
て
る
環
境
都
市

基本目標2

「持続可能な循環型都市」を実現する

(資源循環)

②資源リサイクルを推進する

③情報提供と区民参加を推進する

④適正処理を推進する

基本目標3

「水とみどりがつなぐまち」を実現する

(自然環境)

①水とみどりを守り育てる

②水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる

③品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす

④みんなで水とみどりを育む

基本目標4

「すごやかで快適な暮らし」を実現する

(生活環境)

①すごやかな暮らしを守る

②建物の環境配慮を推進する

③人にやさしい地域づくりを目指す

基本目標5

「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する
(文化環境)

①歴史や文化を大切にし、魅力ある街並みをつくる

①環境情報を発信する

共通目標

「日常的に実践する人」を育てる

(環境教育・環境コミュニケーション)

②環境学習・体験を推進する

③協働により環境活動を推進する
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第4章取り組みの内容

■計画の策定・進行管理・見直し

■家庭における省エネルギーの推進

■区施設における省工ネルギーの推進

■事業所における省エネルギーの推進

■家庭への低炭素なエネルギーの導入促進

■区施設への低炭素なエネルギーの導入促進

■事業所への低炭素なエネルギーの導入促進

■暑さ対策

■Il青報の収集・発信の充実

■家庭ごみの発生抑制

■再使用の推進

■事業系ごみの発生抑制

■区民の自主的な活動の支援

■事業系リサイクルの推進

■区の資源回収事業の推進

■子どもを対象とした環境教育

■環境情報の積極的な発信

■区民・事業者を対象とした環境教育

■区民参加の推進

■家庭ごみの適正な排出の推進

■地域における適正排出の推進

■事業系ごみの適正な排出の推進

■効率的で環境負荷の少ない収集体制

■水とみどりの骨格形成

■河川・運河の水質改善

■自然環境を意識した施設の設置・管理

■健全な水循環の確保

■生物生息空間の保全・再生

■継続的な生物生息状況の把握

■区内の水とみどりのネットワークの充実

■水辺空間の整備・活用

■魅力ある公園づくり

■地域緑化の推進

■小スペースを活かしたみどりづくり

■歴史・文化を伝える資源の保全・活用

■水とみどりを活かしたにぎわいづくり

■特色ある公園づくり

■普及啓発活動の推進

■水とみどりの人材の育成

■水とみどりの活動表彰

■区民との協働

■大気、水質、土壌等の保全および騒音・振動等への対応■鳥獣等による被害への対策

■建築物の建設、解体に関する環境指導の実施

■ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

■安全な歩行者・自転車の空間整備

■利便性の高い公共交通網の整備

■多様な品川らしさを踏まえたまちづくりへの活用

■生活に密着した住宅景観の保全と誘導

■新たなまちの景観の整備と誘導

■歴史あるまちの景観の再生と活用

■活力に満ちたにぎわいや調和の取れた景観の創出

■環境に関するFI青報の整理と効果的な発信

■区民や事業者等の環境学習。体験の機会づくり ■区役所職員の環境学習・行動の推進

■環境活動・環境教育を行う団体・事業所や人材との協働

■環境に配慮した事業活動の支援 ■他地域での環境活動の促進
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第4章取り組みの内容

施策の方向性指繰

1地域浬暖乞を防ぐ…山亘を竃轟.
晶1.1区浬室叢果ガス警国量

翼毎する

竃暇缶"『'ノ、ヨF;りo;1:葺…詐詣量

営エネルギーの使用を嚢2[.冠する

莫穫5門卑位冠画境島たりcc.排」ゴ量

区簗輩か60堂駿鼓厘噴当たりc.・,二排出量

塁二阜ル薯一仰蛭炭素七を区呑蕊腹証への再竺可能ニネルギー榎入量

シニア「ナ〆クル配距含豊

百気燵変勤に適毒する窯り糧みを這垂
葺ち敦穴作転夢㌻口音輩

する

窓地球暑覇七幻策に張する塙耗看弛球濫顎化聴」二に開する環喧諸盛の赴続幻な

詰有す愚閣催

1.当.嚥;{1-1認;.意:.:烹.煽、、
施痢の方向性指漂

工二爵め鑓生獄暫..を唯進する匡星丁人1ヨ為たり収隻二爵量

諺貞源ljサイクルを筐彗する資潭覧垂

λ憐レトン車廼芒匝.⊇た環境掌習

婁情韓握儀と匡箋養厘を唯進する
宣品oス削減の紐耀盲

茎適正髭埋を確違す看t竺論爽責「:よる耳t竜;蔑足實

施策の方向性指擦

↓氷と弗どりを守り百てる甦全な水璋造◎枢撰・同よ卦

磐嵩どり揃1請豊か嘘」槽二醐蟹確満・彬・・.
毒品」IIらLん㌔7トしとみどりを避承しき三ち

づくりに渚かす

歪みんなでネとみどりを司智

施策の方向性

1す二やかな暮らしを亨る

言謹窃〔つ環蝿配憲を症進亨壱

宴.":や吝しい培壇づくLJ'を量指す

;ll.聴.1.罫.・1.・/111/.1/1.・・.険議、.
施貫の方向性

工歴量や有化をτ切に:,.魑力畜.る

i…;並轟1つくる

施貧の方向性

工璋境情報を黛信する

Σ塀境学習・倖腰を提迄する

塁凄働に5り遷境善動誉控進する

鑑点

、
げ

⊃

〆

重点

二

重点

みどり謀増加至≡

指揮重点

大翼潭..足駐=畜1ず6衰這基崖医遥「寛菰兜

菰置巳亜三車.放置爪イク撫丑台数

各地匪バ1,.アプリー計互oウ特定事婁計至1二岳つく

整宿撫晃

指朦璽点

景観計三「重直地区1推竃鉱

指睡重点

レなが乃EOOフ;スティパル均展匡体菰

体題型環境学習の確会握1共.:;

二=アワシ亘ン21認証筆得事黄所監

5Hr呂飢'Aギ響った」、な」、.圏1進店款./:,

F王1)基準ほ年度記載のあるものを陽き、計画輩定時点の最斬子一タ〔平戚認〔2L)ユ6)年劇

注言]開連計画等で平威怨〔客印㌶)年廣目醸査設定
注鋤基‡巨標3は、4っの施黄の方向性と横断的に闘運する3っの指漂を設定
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第4章取り組みの内容

回鎌と馴鋤

三罫:『≡1醇

「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する(地球温暖化対策)d

地球温暖化対策は世界共通の課題であり、エネルギー資源に乏しい日本にとって

は、エネルギー対策としての一面も含め、重要度および優先度が高い環境施策です。

そのため、国は高い温室効果ガス削減目標を設定し、あらゆる分野での対策を講じ

ており、都も同様に目標と対策の強化を図っています。

この地球温暖化対策には、温室効果ガスの排出量を抑制する「緩和策」と、気候

変化により生じる影響を軽減する「適応策」があります。省エネルギーや再生可能

エネルギーの導入等の「緩和策」を今まで以上に充実させるとともに、暑さ対策や

浸水対策といった「適応策」についても真剣に取り組む必要があります。

しかし、厳しすぎる省エネルギーや節電の取り組みは定着しづらく、長続きもし

ません。本計画では、地球温暖化対策による様々な効果にも着目しながら、生活の

質の向上にもつながる「低炭素な暮らし・仕事・まち」の実現を目指します。

、「)指標・目標値

指標基準注D目標
平成39(2027)年度

品川区温室効果ガス排出量注2)2,346千t-CO2〔平成25(2013)年度〕1,573千t-CO2
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

家庭部門1人当たりGO2排出量1.617t-CO2/人〔平成25(2013)年度〕1.046t-GO2/人
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

業務部門単位床面積当たりCO2排出量0.135t-CO2/m2〔平成25(2013)年度〕0.082t-GO2/m2
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

区施設からの単位床面積当たりGO2排出量0.0474千t-CO2/m2〔平成25(2013)年度〕0.0327千t-CO2/m2
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

区施設への再生可能エネルギー導入量33施設新築・改築施設に導入
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

シェアサイクル配置台数200台〔平成29(2017)年度〕増加を目指す
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

打ち水大作戦参加者数4,795名7,000名
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

地球温暖化防止に関する環境講座の継続的な開催年4回年10回
注1)基準は年度記載のあるものを除き、言「画策定日.11』点の最新データ〔'ド成28(2016>年度〕

注2)区全体の指標は温室効果ガス排出量とし、部門別・区施設はi,/gbの実績を表す('(1とする、,
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第4章取り組みの内容

2:1目指す方向性

『基本目標1「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する』では、以下に示す5

つの目指す方向性を定め、区民・事業者・区のそれぞれの行動により、その実現に

取り組みます(具体的な行動内容はp119からの環境保全行動指針を参照)。

0地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する(p62)

区民の

役割
本計画で示された区民の役割を認識し、取り組みを実践します。

事業者の
役割

本計画で示された事業者の役割を認識し、取り組みを実践します。

圖 地球温暖化に関する計画を確実に運用し、進捗を管理していきます。

②エネルギーの使用を削減する(p63～p65)

区民の

役割
日常的な省エネ行動や省エネ型の製品やサービスの選択等により、家庭にお

けるエネルギーの使用を削減します。

事業者の

役割
エネルギー効率の良い業務活動や省エネ型の設備・機器の選択等により、事

業におけるエネルギーの使用を削減します。

圖 区民や事業者の取り組みを支援するとともに、区の事業においても率先して

省エネルギーに取り組みます。

③エネルギーの低炭素化を図る(p65～p67)

区民の

役割

家庭で使うエネルギーに関心を持ち、再生可能エネルギー等の低炭素なエネ

ルギーを取り入れていきます。

事業者の
役割

事業所において、再生可能エネルギー等の導入やエネルギーの調達方法にお

ける配慮等により、低炭素なエネルギーを取り入れていきます。

團 区民や事業者の取り組みを支援するとともに、区施設等に率先して再エネ設

備の導入を進め、購入するエネルギーも含めた低炭素化に取り組みます。

④気候変動に適応する取り組みを推進する(p68～p69)

区民の

役割
正しい知識に基づき熱中症等の健康被害の予防に努め、イベントへの参加等

を通じて、楽しみながら快適で健康な生活を実現します。

事業者の

役割

社員や来訪者等の熱中症対策や快適性の確保に努め、過ごしやすい事業環境

と地域づくりに取り組みます。

團 街中の暑さを軽減できるインフラ整備等に取り組むとともに、適応策に関す

る情報発信を行い、区民・事業者の取り組みを支援します。
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第4章取り組みの内容

⑤地球温暖化対策に関する情報を共有する(p69～p70)

区民の

役割
区等が発信する情報を積極的に収集し、日常生活で実践します。

事業者の

役割
区等が発信する情報を積極的に収集し、事業の中で実践します。

團 多様な手段により、実践的な対策やその効果等最新情報を発信します。

il311温室効果ガスの削減目標

D区内から排出される温室効果ガスの現状と将来の動向

平成26(2014)年度の区の温室効果ガス排出量はCO2換算で約2,232千t-GO2

で、20年前の平成7(1995)年度と比較すると約18%増加しています。近年の傾向

では、平成24(2012)年度をピークに直近2年間で減少傾向にあります。

温室効果ガス排出量の約9割を占めるGO2の部門別割合では、平成26(2014)年度

で業務部門が最も大きく約48%、次いで家庭部門が約27%を占めています。

このまま対策を実施せずに現状の活動を継続した場合、平成42(2030)年度の温

室効果ガス排出量の将来推計は2β89千t-CO2となり、平成25(2013)年度比で約

2%増と推計されました。

(干t-GPi)

3,(XX)
将来推計値

2,5CX)

2,(XX)

1,5CX)

1,(XX)

㎜

0

置首備ii筐i ■その他ガス

■廃棄物部門

■運輸部門

業務部門

家庭部門

■■■■_■___■産業部門
200620102Q11201220132Q142〔迎02〔272〔BO

(年度)
平成18平成22平成B平成M平成ゐ平成る平成王平成勇平成Q

図4-1温室効果ガス排出量の将来推計
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第4章取り組みの内容

2)温室効果ガス削減目標

①設定の考え方

本計画においては、国の地球温暖化対策計画との整合を図るため平成25(2013)

年度を基準年度としました。また、区の主体的な取り組みと国や都等との積極的な

連携により、到達可能と見込まれる削減量を踏まえて目標を設定します。

②目標値

■目標

本計画の最終年度平成39(2027)年度に33%削減注)する。

〔平成42(2030)年度における温室効果ガス排出量を、平成25(2013)年

度比で40%削減する。〕

注)都は'ド成25(2013)年1{から'lbJk,12(2030)年1斐虫での削減目標を一38%としています、

都市部にある区は積極的に削減を推進することとし、その立地の責務として同期間の削減口標を一40?,と

し、本計画はその過程であるため、削減目標を一33是設定します。

(:一[一ヒ.co,)

～L)、K}

温室効果ガス排出量

～L〕1.匡}

/㌧L}〔、

1LIけ:/

荘1

2013年度 2027年度2030年度

唖

図4-2温室効果ガス排出削減目標の設定
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第4章取り組みの内容

11・111施策と取り組み

地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する

区内で暮らし働く全ての人が、地球温暖化対策の意識を持って、着実に自らの役

割を果たすことが重要です。

そのため、本計画に定められた目標を区民・事業者・区が共有し、具体的な取り

組みを実行することにより、地球温暖化の防止に取り組みます。

区の施策

ロ計画の策定・進行管理・見直し

区では、本計画の中で、区全体の温室効果ガスの削減目標を定めています。計画

を確実に運用し、進捗を管理していきます。

主な取り組み

■区民

麗本計画を通じ、自分の役割とそれに応じた取り組みを理解し、実践します。

■事業者

W本計画を通じ、事業者としての役割とそれに応じた取り組みを理解し、実践します。

■区

本計画等、環境に関する計画の策定・進行管理・見直しを実施します。
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第4章取り組みの内容

エネルギーの使用を削減する

地球温暖化対策の基本は、エネルギー使用の削減により温室効果ガスの排出を抑

制することです。

家庭や事業所、区施設において、省エネ行動の更なる定着と省エネ型設備等への

積極的な転換に取り組みます。

区の施策

ロ家庭における省エネルギーの推進

今後しばらくは、人口や世帯が増加すると予測されている中で、CO2排出量を削

減するためには、区民一人ひとりによる実践が不可欠です。日々の節電をはじめ、

移動手段の省エネ化や家庭内でのエネルギーを効率的に無駄なく使う等、日常生活

の様々な場面における省エネルギーへの取り組みを促進していきます。

ロ事業所における省エネルギーの推進

区内で働く人口が増加し、オフィスビル等の業務部門のエネルギー消費量の増加

が見込まれる中で、事業所におけるCO2排出量を削減する必要があります。日々の

業務における省エネ型の働き方を促すとともに、事業所の設備・機器の更新や施設

の改修の際に、省エネ型の設備や建物への転換を支援します。

ロ区施設における省エネルギーの推進

区は、区民・事業者の取り組みを牽引する立場として、率先して施設の省エネ化

や日常業務における省エネ行動の徹底に取り組みます。

また、その取り組みの内容や効果等を積極的に発信し、区民・事業者の取り組み

を促します。

主な取り組み

■区民

糖こまめな節電等、日常生活における省エネ行動に取り組みます。

"m省エネ住宅・HEMS等の設備・省エネ型家電(空調・照明・給湯等)等を取り入

れていきます。

軸公共交通機関を利用し、自家用車の利用抑制に取り組みます。

kMエコドライブ(省エネ運転)を心がけます。
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第4章取り組みの内容

■事業者

鞭サマールック・ウォームビズやエコドライブ等の日常的な行動に取り組みます。

MBEMS・OEMSの導入や、空調・照明・給湯等の設備を省エネ型に転換する、コー

ジェネレーションシステムを導入する等、エネルギー効率の良い事業所を目指し

ます。

■区

住宅・事業所の省エネ化を支援します。

区施設の省エネ化(建屋・空調・照明・車両・OA機器等)を推進します。

サマールック・ウォームビズキャンペーンを実施します。(服装調節で空調使用

削減)

LED型街路灯・公園灯等への転換を推進します。

BEMS・CEMS等効率的なエネルギー管理システムの区施設への導入を推進しま

す。

▼しながわ家庭エコチャレンジ

環境意識の向上と家庭での環境負荷の軽減を目的に、区内小学生を対象に夏休み期間中家庭

で取り組むためのチャレンジシートを配布し、提出すると認定証を交付します。

▼暮らしの中の電カシェイプ作戦

家庭での省エネ意識の向上のため、区がエコワット(簡易型電気量表示器)を貸し出します。

家庭の消費電力やCO2肖1」減量が分かります。

▼照明設備のLED化

区施設・区立学校は、照明設備のLED化を進めており、平成34(2022)年度までに完了す

る予定です。(改築・大規模改修工事の予定がある場合は、その時点で実施します。)

街路灯・公園灯は、水銀灯ランプのLED化を進めており、平成31(2019)年度までに完了

する予定です。

▼エコ&バリアフリー住宅改修

区民、マンション管理組合または賃貸住宅個人オーナーの方が既存住宅について区内施工業

者を利用して、環境やバリアフリーに配慮したリフォームエ事を行う場合に、工事費用の一

部を助成します。

▼事業所用LED照明設置助成

中小企業者等が、区内事業所等に区内施行業者を利用してLED照明を設置する経費の一部

を助成します,
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フ∴「省工ネルギー住宅」って何だろう?

省工ネルギー住宅とは、r`1央適さ」・「経済性」・「健康的」。「耐久ll生」の4つを備え

た住宅のことです。

日本の家庭では、エネルギー消費量のうち約30%を冷暖房が占めます。省エネル

ギー住宅では、夏に熱を侵入さぜない「日射遮蔽」と冬に熱を逃がさない「断熱」

の性能が優れているため、エネルギー消費量を抑えて週こしやすく、光熱水費の節

約ができます。

また、結露によるカビやダニの発生の抑制や、構造材の腐食を防ぎ、急激な温度

変化から身体を守ることもできる健康的な住宅でもあります。

「HEMS」・rBEMS」・rCEMS」って何だろう?

EMSと呼ばれるEnergyManagementSystem(エネルギーマネジメントシス

テム)に、HはHome(家庭)、BはBuilding(ビル・事業所)、CはCommunity

(地域)の頭文字が付いた言葉で、エネルギーを管理するシステムをいいます。

家庭、ビル・事務所において、使用している電力をモニター等で「見える化」す

るシステムのことで、節電効果が期待できます。国は平成42(2030)年までに全

世帯(5,000万世帯)でHEMSを普及させる目標を掲げています。

エネルギーの低炭素化を図る

私たちの生活では、電気やガス、燃料等のエネルギーは必要不可欠であり、ゼロ

にすることはできません。しかし、再生可能エネルギー等の環境に与える影響が小

さいエネルギーを積極的に活用することにより、よりゼロに近づけていくことが可

能です。

家庭や事業所、そして区施設において、再生可能エネルギー等の導入を推進し、

地球温暖化の原因であるCO2の排出をできるだけ抑えたエネルギーの低炭素化を図

ります。

区の施策

ロ家庭への低炭素なエネルギーの導入促進

住宅に設置される太陽光発電システムや、省エネ設備等の費用を補助し、導入を

支援します。

また、日常生活でのシェアサイクルの利用推進等新しい取り組みを推進します。
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ロ事業所への低炭素なエネルギーの導入促進

事業所に設置される太陽光発電システムや、設備を省エネ型に転換する費用を補

助し、導入を支援します。また、事業者による再生可能エネルギーを活用した様々

な取り組みを促進していきます。

ロ区施設への低炭素なエネルギーの導入促進

区施設においては、エネルギーの低炭素化に加え、災害時等のエネルギー確保の

観点からも、多様なエネルギー源を活用する工夫が必要です。再生可能エネルギ

ー・蓄電池・ごみ焼却による排熱等これまであまり利用されていなかったエネルギ

ーの活用、エネルギーを創り、蓄え、効率的に利用する仕組みづくりや導入の可能

性について検討を進めます。

主な取り組み

■区民

家庭で使う電気・ガス・燃料・自動車等について情報を収集し低炭素なエネルギ

ーや交通手段を選んでいきます。

太陽光発電システム・家庭用燃料電池等を住宅に導入していきます。

■事業者

事業所へ太陽光発電システム等の再生可能エネルギーの導入や地域エネルギーを

有効活用していきます。

電気・ガス・燃料・自動車等を調達する際には、低炭素なエネルギーや交通手段

を選択していきます。

■区

区民・事業者に対して、低炭素なエネルギーを選択するために必要な情報発信に

取り組みます。

太陽光発電システム等の設置費用を助成し、住宅・事業所への導入を促進します。

区施設に対して、太陽光発電システム等の積極的な導入を推進します。

エネルギーを創りだす創エネルギー・エネルギーを蓄える蓄エネルギーの導入を

検討します。

他自治体との再エネ開発やカーボンオフセットを検討します。

環境配慮型自動車の普及を推進します。

シェアサイクル※1を実施します。

※1
シェアサイクル(コミュニティサイクル)とは、相互利用可能な複数のサイクルポート(自転車の貸出、

返却を行う場所)が設置された、面的な都市交通に供されるシステムのこと。
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「コージェネレーションシステム」

コージェネレーションとは、天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エンジン、

タービン、燃料電池等により発電した際に生じた廃熱も同時に回収するシステムのこ

とで、「コージェネ」あるいは「熱電供給」と呼ばれています。

このシステムでは回収した廃熱を、蒸気や温水として、工場の冷暖房・給湯等に無

駄なく利用することで、燃料の本来持っているエネルギーを最大限利用することがで

きます。コージェネレーションを導入することで、電源の多重化と防災性の向上を図

ることができます。

「地域工ネルギー・地域冷暖房」

地域冷暖房は、冷水や温水等を一箇所でまとめて製造し、複数の建物に供給する地

域単位でエネルギーを利用するシステムです。まとめて製造・供給することによって、

省工ネルギーやCO2排出量の削減等のメリットがあります。清掃工場の排熱・河川

水・下水等の水温と大気温との差から得られる温度差エネルギー等の未利用エネルギ

ーや再生可能エネルギーの活用手段としても全国で広まりつつあります。

「創エネルギー・蓄工ネルギー」「グリーン電力証書」

エルーは倉1って蓄える時へ

創工ネルギーとは、太陽光発電等の再生可能工ネルギーを活用して、エネルギーを

創りだすことをいいます。また、蓄工ネルギーとは蓄電池等にエネルギーを蓄えるこ

とをいいます。どちらも災害時や停電時等にも利用できる自立分散型エネルギーであ

り、上記の「コージェネレーションシステム」は両方にあてはまります。

一

グリーン電力証書とは、風力や太陽光等の再生可能工ネルギーで発電された電気が

持つ「環境価値」を「証書」化して取引することで、再生可能工ネルギーの普及・拡

大を応援する仕組みです。

証書を購入する企業・自治体等は、発電設備を持たなくても、再生可能エネルギー

の普及に貢献し、グリーン電力を利用したとみなされるため、地球温暖化防止につな

がる仕組みとして関心が高まっています。

「環境配慮型自動車」

環境配慮型自動車とは、低燃費・低公害車やハイブリッド自動車、電気自動車、燃

料電池車等、化石燃料の使用を抑え、環境負荷の小さい自動車のことをいいます。

電気自動車や燃料電池車については、国や都の後押しにより、充電スタンドや水素

充填スタンド必要なインフラ整備も進められており、より身近で使いやすい存在にな

りつつあります。
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気候変動に適応する取り組みを推進する

地球温暖化の影響は、気温上昇による熱中症の発生や台風の大型化等、私たちの

生活にも影響を及ぼしつつあります。このような気候変動に適応しながら、健康で

快適な暮らしを維持する取り組みを推進します。

区の施策

ロ暑さ対策

気候変動による気温の上昇等によって熱中症等の健康影響が懸念されます。道路

等のハード面において温度を下げる工夫を取り入れるとともに、一時的な暑さの回

避や涼しさの創出等、暑さをしのぐ取り組みを進めます。

主な取り組み

■区民

"di熱中症予防の意識を持ち、夏場の適切な空調の使用・帽子等の着用、塩分・水分

の摂取等により、体調を管理します。

va"区の避暑シェルターを活用し、日中の電力使用を抑制します。

脚「打ち水」(しながわ打ち水大作戦)等に参加します。

■事業者

肺多くの人が行き交う空間(商店街・再開発地オープンスペース等)は、来訪者が

涼しさを感じられる対策(ドライミスト設置・木陰創出等)をしていきます。

柳夏場の現場作業等において、適度な休憩・帽子等の着用・塩分・水分の摂取等に

より、熱中症予防に取り組みます。

■区

広報誌・区HP・SNS等で、適切な空調使用を呼びかけます。

再開発時における気温を下げる工夫(緑化の整備等)の導入を推進します。

街中の暑さ対策を検討・実施します。(遮熱性舗装・ドライミスト設置等)

区内の団体等に暑さ対策に関わる取り組みへの助成・支援を実施します。
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品川区の暑さ対策

1盲夏の気温を2℃下げよう～しながわ打ち水大作戦～

打ち水大作戦は、江戸時代の庶民の知恵である「打ち水」で涼を取り、私たち一

人ひとりが節電や低炭素化社会の実現について考えようと、平成18(2006)年か

ら区が主体となり実施しています。

区では区民の自主的な取り組みを支援するため、打ち水を実施する団体には、木

製桶・ひしゃく・バケツ・のぼりの貸し出しを行っています。家庭や施設等での打

ち水には、お風呂の残り湯等の再利用水を使いましょう。

避暑シェルターで涼しさひとと

区では、シルバーセンター・児童センター・地域セン

ター・文化センター・保健センター等の施設を「避暑シ

ェルター」として活用しています。「避暑シェルターで

涼しさひととき」ののぼり旗が目印です。各施設では

冷たい飲みもの等を用意していますので、どうぞご利用

ください。

地球温暖化対策に関する情報を共有する

地球温暖化対策には、家庭や職場での節電や省エネルギー等で日常的に無理なく、

快適に取り組むことができるものがたくさんあります。いつもの暮らしが地球にや

さしい暮らしになるように、事業や制度に関する一方向の情報発信だけでなく、取

り組みの工夫や効果等体験に基づく活きた情報の発信・共有を図り、実践につなげ

ます。

区の施策

ロ情報の収集・発信の充実

国や東京都、区が実施する再生可能エネルギーや省エネ設備の導入支援制度等、

地球温暖化対策に取り組む際に参考となる情報を発信します。

主な取り組み

■区民

轍区等が発信する環境情報に興味を持ち、各種のツールや助成制度等を活用しなが

ら地球温暖化対策に取り組みます。
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■事業者

服区等が発信する環境情報を把握し、各種の支援事業や助成・融資制度等を活用し

ながら、地球温暖化対策に取り組みます。

■区

省エネ診断・省エネ機器・再エネ機器・エコ住宅等に関する情報発信を実施しま

す。

補助金制度・固定価格買取制度等の制度情報を発信します。

広報誌・区HP・SNS等による最新の情報発信を実施します。

COOLCHOICE

～未来のために、いま選ぽう～

rCOOLCHOICE(クールチョイス)」とは、環境省が2030年度の温室効果ガス

の排出量を平成25(2013)年度比で26%削減するという目標達成のために、日本

が世界に誇る省工ネルギー・低炭素型の製品・サービス・行動等、温暖化対策に資する

あらゆる「賢い選択(クールチョイス)」を促す国民運動です。

例えば、低公害車を買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にするという「選択」、高効

率な照明に替える、公共交通機関を利用するという「選択」、クールビズをはじめ、低

炭素なアクションを実践するというライフスタイルの「選択」があります。

みんなが一丸となって温暖化防止に資する選択を行ってもらうため、統一ロゴマーク

を設定し、政府・産業界・労働界・自治体・NPO等が連携して、呼びかけを行ってい

ます。

区でも電力需用の増加する夏季・冬季期,i

間において、サマールック・ウォームビズー〕

で室温を調整し、節電・省工ネルギーに取

り組んでいます。
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壽…〔⊃r≡1縛

ク 「持続可能な循環型都市」を実現する(資源循環)

資源を無駄なく有効に利用できる循環型都市の構築は、環境都市の基礎基盤とな

る重要な取り組みです。区は、国や都とともに、法令に基づく事業者への指導等に

より、ごみの発生抑制や循環利用を推進していきます。

区民・事業者・区がそれぞれの役割と責任をあらためて認識し、家庭で、職場で、

事業活動で、あらゆる場面でごみの発生抑制に努め、ごみの減量化と資源化に取り

組むことにより、更なる循環型都市の実現を目指します。

弓㌔指標・目標値

指標基準注1)目標平成39(2027)年度
区民1人1日あたり収集ごみ量567g4409注2)

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

資源化率(ごみの排出量のうち資源化できた割合)26%31%注2)
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

スケルトン車両を使った環境学習44箇所継続
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

食品ロス削減の認知度イベント・アンケート等で確認100%
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

世論調査による環境満足度35%45%

注1)基準は年度記載のあるものを除き、計「山1策定時点の最新データ〔平成28(2016)年度〕

注2)関連計画等で2〔}22年度目標を設定」

、2'1目指す方向性

『基本目標2「持続可能な循環型都市」を実現する』では、以下に示す4つの目

指す方向性を定め、区民・事業者・区のそれぞれの行動により、その実現に取り組

みます(具体的な行動内容はp119からの環境保全行動指針を参照)。

0ごみの発生抑制を推進する(p73～p74)

区民の

役割

ごみの減量をはじめ、無駄な買い物はしない、不用品を再使用する等、ごみ

を出さない暮らしに取り組みます。

事業者の

役割

事業活動において、ごみの発生抑制や生産・販売する製品等の購入者・利用者の

ごみが少なくなるように配慮します。

團 区民、事業者の取り組みを支援するとともに、区を代表する事業者として率

先してごみの発生抑制に取り組みます。
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②資源リサイクルを推進する(p74～p76)

区民の

役割
リサイクルの仕組みや方法を正しく理解し、資源をリサイクルします。

事業者の

役割

自らが排出する事業系ごみのリサイクルや、生産販売する製品やサービス

においてリサイクルが可能となる仕組みを検討・運用します。

團 地域や団体と協力し、家庭におけるリサイクルを促進するとともに、事業系リサ

イクルシステムの運用等により、事業者のリサイクルを促進します。

③情報提供と区民参加を推進する(p76～p77)

区民の

役割
学習講座や地域活動等に参加し、正しい知識に基づき資源循環型のライフス

タイルに取り組みます。

事業者の

役割
ごみ処理に関連する情報を注視するとともに、地域活動等への協力により、

区全域の資源循環型社会の実現に貢献します。

圖 子どもや区民、事業者を対象に環境教育の機会を積極的に提供するとともに、

イベント等を通じてごみの減量やリサイクルについて啓発します。

④適正処理を推進する(p78～p79)

区民の

役割
正しい分別やごみ出しに取り組みます。

事業者の
役割

事業活動に伴って生じたごみを責任をもって適正区分し処理します。

團 効率的で環境負荷の小さいごみの収集運搬体制を整えるとともに、区民や事

業者にわかりやすく情報を発信し、家庭や事業所での取り組みを支援します,
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3施策と取り組み

ごみの発生抑制を推進する

ごみの発生抑制を推進することは、省資源・省エネルギー・大気等への環境負荷

の低減等、その効果は多岐にわたります。区のごみ量は近年減少傾向にありますが、

引き続きこの傾向を維持するため、更なる発生抑制に取り組みます。

区の施策

ロ家庭ごみの発生抑制

ごみの発生源である区民一人ひとりがごみ減量の意識を高め、日常生活で実践す

ることが重要です。ごみの減量をはじめ、無駄のない買い物や使い捨て製品の使用

抑制等、ごみを出さない暮らしへの支援や意識啓発を図ります。

ロ事業系ごみの発生抑制

事業者は自らが排出するごみを必要以上に発生させないよう努めるとともに、区

民のごみの排出を抑制する支援を行う役割を担っています。事業活動から生じるご

みの減量に積極的に取り組むよう働きかけるとともに、事業系生ごみ処理機の費用

の一部を補助し、導入を支援します。また、区も一事業者として発生抑制に積極的

に取り組んでいきます。

ロ再使用の推進

ごみを減量するためには、使い捨て型のライフスタイルを見直し、ものを長く大

切にすることが重要です。リサイクルショップやフリーマーケット等の活動を支援

し、再使用に関する情報提供や情報交換の促進を図ります。また、修理や部品交換

を行い、愛着をもって長く使用するよう普及啓発していきます。

主な取り組み

■区民

耀生ごみの水切りに取り組みます。

轍食材の使いきりと必要な分だけ購入します。

Wマイバッグ・マイはし・マイボトルを携行します。

}詰め替え製品の購入により、容器等のごみを抑制して

いきます。

岬リサイクルショップ・フリーマーケット・情報誌等を

活用し、不用品を再使用していきます。

▼リサイクルショップリボン

NPO法人「エコタウンしな

がわ」が運営しているリサイ

クルショップで、『ものを大
切に使おう』をテーマに家庭

にある不用品を委託預かり

し、販売しています。
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■事業者

蝉商品の簡易包装を推進します。

贈消費者への買い物袋持参の呼びかけ等により、レジ袋の使用を削減します。

噛'生ごみの水切りの徹底や、ごみ処理機の導入等により、発生抑制します。

■区

生ごみ処理機(家庭用・事業所用)の購入費用助成を実施します。

製造事業者や販売業者へごみの発生抑制の働きかけを実施します。

リサイクルショップ運営・フリーマーケット実施・情報誌発行等で不用品再使用

を促進します。

区の事務事業により発生するごみを抑制します。

資源リサイクルを推進する

資源のリサイクルを行うことは、ごみの減量や環境負荷の低減にも貢献します。

区民・事業者・区が一体となって、限りある資源の有効な利用を図り、循環型都市

づくりを進めます。

区の施策

ロ区民の自主的な活動の支援

集団回収を行う団体への支援を行い、集合住宅の集団回収への加入促進を図りま

す。また、地域の取り組みを積極的に支援し、区民やリサイクル団体との協働作業

を通して資源の循環利用を推進していきます。

ロ区の資源回収事業の推進

資源回収ステーションでの資源(古紙・飲食用びん・飲食用缶・ペットボトル・

乾電池・プラスチック製容器包装・蛍光灯・水銀体温計・水銀血圧計)の回収や拠

点での資源(古着・廃食用油・不用園芸土)回収を推進していきます。(p76のコラ

ム参照)また、資源の持ち去り行為に対するパトロールを実施し、適切に対応を行

っていきます。

ロ事業系リサイクルの推進

生産者による、インクカートリッジ・携帯電話・オートバイ等の回収・リサイク

ルシステムについて、区民に情報提供し、事業者の自主回収を促進します。また、

独自のリサイクルシステムがない小規模な事業所から排出される資源を回収する事

業系リサイクルシステムを推進します。
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主な取り組み

■区民
▼事業系リサイクルシス

"Me区HP・情報誌からリサイクルの仕組み等を把握します。テム
区内の事業者が対象で

w資源ステーション回収'拠点回収'集団回収等に協力します。す。
事業系有料ごみ処理券を

■事業者

襯事業上で発生したごみについて、適切に分別を行い、リサイ

クルにつなげていきます。

轍可能な限り、自社でリサイクルシステムを構築していきます。

M事業系リサイクルシステムを活用していきます。

使用してごみを排出するの

に比べ、このシステムでは

区内の事業所を専門にごみ

を回収するため、回収経費

を抑えることができます。

また、各事業所まで直接回

収に来るため、資源回収ス

テーションまでごみを運ぶ

必要がありません。

.ノ

■区

資源ステーション回収・拠点回収・集団回収等により、資源リサイクル品目を充

実させていきます。

資源持ち去り対策を推進します。

3R(スリーアール)

3R(スリーアール)とは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイ

クル(Recycle)の3つのR(アール)の総称です。

一つめのR(リデュース)とは、ものを大切に使い、ごみを減らすことです。

例[1]:必要ないものは買わない、もらわない

例[2]:買い物にはマイバッグを持参する

二つめのR(リユース)とは、使えるものは、繰り返し使うことです。

例[1]:詰め替え用の製品を選び、容器を繰り返し使う

例[2]:いらなくなったものを譲り合う

三つめのR(リサイクル)とは、ごみを資源として再生利用することです。

例[1]:ごみと資源を正しく分別して資源回収に出す

例[2]:資源を再生して作られた製品を利用する
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資源回収

区では、資源の有効活用とごみ減量を図るため、以下のような方法で資源回収を行

っています。

資源回収ステーションでの資源回収

区内約10,000箇所の資源回収ステーションで、古紙・飲食用ビン・ペットボトル

等8品目12種類を資源回収しています。回収頻度は週1回です。

一

小学校等31箇所で、古着・廃食用油・不用園芸土・小型家電を回収しています。

回収頻度は、毎月第二・第四土曜日の2回です。

区施設での資源回収

新聞、雑誌、段ボール、ペットボトル等を回収しています。回収頻度は月1回です。

情報提供と区民参加を推進する

循環型都市の形成は、区民一人ひとりの、「ものを大事にする」、「資源を循環利用

する」という習慣によって実現するものです。

資源循環型のライフスタイルが自然と身につくよう、学習の機会づくりを進め、

適切な情報を随時発信し、区民参加による取り組みを推進します。

区の施策

ロ子どもを対象とした環境教育

循環型社会を実現するためには、子どもの頃からの習慣づけや子どもを通じた家

庭への普及啓発が重要です。子どもたちが興味を持って学べるように、体験型や参

加型の環境教育の充実を図ります。

ロ区民・事業者を対象とした環境教育

各種イベントでの啓発や、体験型の環境学習等を実施し、区民や事業者への普及

啓発活動に努めます。また、町会・自治会やPTA等の団体の会合等においてごみの

分別等に関する出前講座を実施する等、環境教育の機会を広げていきます。
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ロ環境情報の積極的な発信

区のホームページや各種パンフレット等様々な媒体を通して環境やごみ・リサイ

クルに関する情報を積極的に発信していきます。その際、具体的なごみ・資源の分

け方や出し方の説明等、実践的情報を提供します。

ロ区民参加の推進

区民が清掃・リサイクル事業に参画し、区と協働した活動を行えるよう、廃棄物

減量等推進審議会との協働や、廃棄物減量等推進員制度を推進します。

主な取り組み

■区民

小学生ポスター展への参加や、小学生用啓発冊子の活

用により、環境に関する知識を習得します。

各種イベントに参加します。

「ごみ・資源追っかけ隊」に参加します。

「ごみ・リサイクルカレンダー」等を活用し、正しい

ごみ出しを行います。

▼スケルトン車による環境教育

区では平成14(2002)年から、

区内の保育園・幼稚園・小学校を

対象に、清掃車の仕組みがわかる

ように改造した「スケルトン車」

等を活用し、子どものころから環

境に対する意識の啓発を行って

います。

■事業者

区HPや情報誌等で、情報を確認します。

地域のイベント等に参加し、区民等への啓発に協力して

いきます。

▼廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の発生の抑制、再利

用の促進および廃棄物の適正な処

理等を審議する会議であり、学識

経験者・公募の区民等で構成され

ています,

■区

適切な分別とごみ出しの情報を提供します。

施設見学会等の実施により、ごみ処理に関する関心を高

める機会をつくります。

スケルトン清掃車による環境学習や出前講座を実施し

ます。

廃棄物減量等推進審議会の運営を実施します。

廃棄物減量等推進員制度を実施します。

▼廃棄物減量等推進員制度

廃棄物減量と適正処理に関し

区の施策への協力、その他必要な

活動を行う制度のことです。

熱意と識見を有する方々から、

任期2年で約500人を委嘱してい
ます。

推進員は、自ら発生抑制と分別

の徹底を実践するほか、地域にお

けるごみ減量およびリサイクル活

動の推進と相談に応じる等の活動

を行っています。
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適正処理を推進する

循環資源を有効に利用し、ごみ処理を効率的に行うためには、分別や収集運搬体

制等を構築し、適正に排出することが必要です。また、ごみの適正処理はまちの清

潔感の向上につながり、まちを訪れる人も住む人も気持ちの良い時間を過ごすこと

ができ、ひいては観光客や居住者の増加にもつながります。

そこで、ごみと資源の分別に関する知識を深め、排出マナーの向上や分別を守っ

た適正な排出に取り組むとともに、より効率的な収集運搬体制の構築を推進してい

きます。

区の施策

ロ家庭ごみの適正な排出の推進

区民に対して適正な処理を促進するための助言・指導を行います。また、各戸収

集・早朝収集や高齢者ふれあい収集等、適正な排出を促す取り組みを進めます。

ロ事業系ごみの適正な排出の推進

事業者に対して適正な処理を促進するための助言・指導を行います。また、事業

の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上の大規模建築物については、立

ち入り調査を実施して適切な助言や指導を行います。

ロ地域における適正排出の推進

ごみの散乱や不法投棄等を防止し、まちの衛生や美観を保全することが必要です。

廃棄物減量等推進員や町会・自治会・事業者等と連携し、ごみの適正排出、資源回

収ステーションの維持管理や、カラス対策等の取り組みを進めます。

ロ効率的で環境負荷の少ない収集体制

生活環境を保全するため、ごみ量やごみの性質等を踏まえた効率的な収集運搬体

制の構築に努めます。また、ごみ収集時や走行時の環境負荷が少ない車両を使用し

ます。

主な取り組み

■区民

ごみ出しルールを守って適正に分別するとともに、カラス対策等近隣に迷惑のか

からない適切なごみ出しを行います。
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■事業者

騨適切な廃棄物処理業者に委託します。

輔量が少ない場合は、区の分別や資源リサイクルシステムのルールに従います。

W事業用大規模建築物に係る規制を守ります。

■区

区HP・情報誌等で、区民・事業者に分かりやすく

情報を提供します。

事業用大規模建築物に係る立ち入り調査を実施

します。

効率的な収集運搬体制の構築を推進します。

環境負荷の少ない車両の使用を推進します。

▼事業用大規模建築物に係る規制

事業用大規模建築物(延床面

積3,000平方メートル以上)の

所有者は、廃棄物管理責任者の

選任届や廃棄物減量のための計

画書等を区に提出する必要があ

ります。
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二舜〔コrF]1.UD

つ

o

「水とみどりがつなぐまち」を実現する(自然環境)

水とみどりは、私たち人間の豊かな生活と多様な生き物の暮らしにとって欠かす

ことのできない大切な存在です。

また、水とみどりが織りなす景観や風情は、まちの魅力と価値を更に高めるとと

もに、舟運の復活による新たな魅力創出や、夏の暑さを和らげてくれる効果も期待

でき、歩きたくなるまちとして、健康増進にも期待ができます。国・都と連携して、

多様な担い手が携わりながら、次代につながる「水とみどりがつなぐまち」の実現

を目指します。

り指標・目標値

指標基準注1〕目標
平成39(2027)年度

環境基準達成環境基準達成継続
健全な水環境の維持・向上

(目黒川・立会川)(目黒川・立会川)
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

水辺に親しめる空間の整備・開放4箇所5箇所注2>
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

みどり率増加21.2%22.6%注2)

1†1)某準は午度記載のあるものを除き、言「画策定時点の最新データE'ド成28(2016)年度〕。

注2)関連計「山「等で平成34(2022)年度目標を設定

、211目指す方向性

『基本目標3「水とみどりがつなぐまち」を実現する』では、以下に示す4つの

目指す方向性を定め、区民・事業者・区のそれぞれの行動により、その実現に取り

組みます(具体的な行動内容はp119からの環境保全行動指針を参照)。

0水とみどりを守り育てる(p82～p84)

区民の

役割
家庭から出る排水による環境負荷の低減や、家庭において木や草花を育てる

等、自然環境の保全に取り組みます。

事業者の

役割

事業活動に伴う排水による環境負荷を低減するとともに、自然環境の保全に

取り組みます。

團 水環境(河川水質、水循環等)

みどりの保全に取り組みます。

の健全な状態を維持するとともに、公園等の
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②水とみどりが身近にある豊かな暮らしをっくる(p84～p85)

区民の

役割
身近なみどりを守り育てる活動に取り組みます。

事業者の

役割
地域と連携しながら緑化等に取り組みます。

團 区民・事業者を支援しながら、身近な水辺やみどりの整備に取り組みます。

③品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす(p86～p87)

区民の

役割
イベント等に積極的に参加し、水とみどりのまちづくりを盛り上げます。

事業者の

役割

水辺をイベントに活用する等により、水とみどりのまちづくりを盛り上げま

す。

團 みどりや水辺の保全に取り組むとともに、水辺の拠点整備や活用を通じて、

まちのにぎわいづくりに取り組みます。

④みんなで水とみどりを育む(p88～p89)

区民の

役割
各種講座の活用や地域活動への参加等により、区内の水とみどりを育むこと

に貢献します.

事業者の

役割
地域の一員として美化運動等に参加し、水とみどりを育むことに貢献します。

團 情報発信や体験・学習機会の提供、顕彰制度の運用等を通じ、人材の育成や

取り組み意欲の向上に取り組みます。
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:3)施策と取り組み

水とみどりを守り育てる

水とみどりは、生き物とふれあう場の提供等、私たちの生活に潤いを与えるだけ

でなく、温室効果ガスの吸収やヒートアイランド現象の緩和といった都市の環境負

荷を軽減する効果があります。

川・運河・海といった豊かな水と、昔ながらのまとまりのあるみどりに恵まれた

区では、その恩恵を引き続き享受し、豊かな生活を送ることができるよう、家庭や

事業所、区施設等あらゆる空間を活用しながら、水とみどりの保全と創出、生き物

が健全に生息できる環境の確保に努めます。

区の施策

ロ水とみどりの骨格形成

河川や運河の護岸の緑化や街路樹の整備を進めるとともに、斜面にあるみどり等

を、まとまりのあるみどりとして保全を進めます。

ロ健全な水循環の確保

多くの土地はアスファルト等で覆われており、地面に降った雨水のほとんどが河

川や下水等に直接流れ込み、増水や浸水等都市特有の水害につながる恐れもあるこ

とから、地下への雨水浸透を促進する取り組みを進めます。

ロ河川・運河の水質改善

区民が安全に水とふれあえる環境づくりを目指し、河川や運河の水質改善を進め

ます。

ロ生物生息空間の保全・再生

公園等のまとまりのあるみどりは、生き物の貴重な生息空間として区内の公園・

緑地等の保全・再生を進め、生物多様性の保全に取り組みます。(詳細はp84のコラ

ム参照)

ロ自然環境を意識した施設の設置・管理

区施設は、多くの人が訪れ利用する拠点施設です。区施設の設置や運営管理にお

いては、身近な生き物とのふれあいの場やエコロジカルネットワーク(生き物の生

息・生育空間のつながりや適切な配置を確保する生態系ネットワーク)を区内に広

げていくために、区民や事業者とも連携しながら、多様な生き物の生息できる緑地

等の空間づくりを進めます。
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ロ継続的な生物生息状況の把握

生物生息空間の保全・再生に役立つ基礎情報を得るとともに、身近な水やみどり

の環境について知る場を提供することを目的として、生き物調査を継続的に実施し

ます。

主な取り組み

■区民

食器洗浄時には、汚れをふき取り適量の洗剤を使用することにより、生活排水を

減量させ水質の改善に取り組みます。

庭・プランター等、家庭での緑化を積極的に推進します。

■事業者

事業所からの排水は水質基準を厳守し、水質の改善に協力します。

事業所の外構や屋上等でみどりを育む際は、様々な生き物が訪れ、住むことがで

きるように配慮します。

■区

緑化事業(河川護岸・区施設屋上・壁面等)を推進します。

川・運河の水質改善を推進します。

生物生息空間としてのみどりの保全を推進し、潤いのある生活や生物多様性保全

の取り組みを推進します。

区での水質浄化の取り組み

地下トンネルのこ水を立会川へ

区ではJR東日本と協力し、平成14(2002)年からJR東京駅の地下トンネルで

の湧水を立会川へ送水することにより、水質が改善されました。

勝河のフ暫善工

勝島運河では、大雨時に雨水が下水道から直接放流されているため、運河内の水質

悪化が問題となっていました。

区では、雨水を貯留する施設を下水道管とともに建設することにより、水質浄化の

取り組みを行っています。
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私たちの暮らしを支える

生物多様性

生物多様性とは、生き物たちの豊かな個性とつながりのことをいいます。地球上には

3,000EilEともいわれる多様な生き物が存在しており、水や空気はもちろん、食べも

のや着るものの材料・木材・薬の原料等、いろいろな生き物がつながりあって私たちは

生きています。

生物多様性の恵みをこれからも受け続けられるように、まずは暮らしの中で、生き物

とのつながりを感じ、行動に移すことが重要です。

平成23(2011)年から平成32(2020)年までの10年間は、国連の定めた「国

連生物多様性の10年」となっており、日本では、一人ひとりが以下に示す5つの行

動から、自ら取り組む行動を選択し、MY行動宣言として取り組みを推進しています。

①地元でとれたものを食べ、旬のものを味わいます。

②自然の中へ出かけ、動物園、水族館や植物園等を訪ね、自然や生き物にふれます。

③自然の素晴らしさや季節の移ろいを感じて、写真や絵、文章等で伝えます。

④生き物や自然、人と文化の「つながり」を守るため、地域や全国の活動に参加します。

⑤エコラベル等が付いた環境に優しい商品を選んで買います。

水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる

川のせせらぎや生い茂る木々、美しい草花といった自然の存在は、私たちの疲れ

た体と心を癒してくれる大切な存在です。

そのため、水辺やみどりと親しめる空間が、日常生活の身近なところに存在する

ことは、豊かな気持ちで生活するために重要です。区民・事業者・区の連携により、

身近な水やみどりの整備を進めるとともに、有効な活用を図っていきます。

区の施策

ロ区内の水とみどりのネットワークの充実

区内に張り巡らされた幹線道路のみどりや緑道、水辺の散歩道の整備を通して、

沿道の景観向上や、快適な歩行空間の形成、避難路の確保や安全性の向上等、「みど

りのみち」としての機能強化を図るとともに、「水のみち」との間で連続性の確保や

連携強化を推進し、区内の水とみどりのネットワークの充実を進めます。
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第4章取り組みの内容

ロ地域緑化の推進

区全域を緑化重点地区に指定するとと毛に、建築に伴い事業者に緑化を義務付け

る等、公有地・民有地問わず、街中の様々なスペースを利用し、地域をあげて緑化

推進に取り組みます。また、道路や河川等の沿線のみどりを組み合わせ、水とみど

りがまちをつなぐ都市空間ネットワークの形成を進めます。

ロ水辺空間の整備・活用

区内に存在する河川等の水際を活かし、区民が暮らしの中で豊かな水辺を実感で

きるよう、水や生き物とのふれあいの場・カヌーやボート等の活動拠点・防災拠点

等、多様な視点から水辺空間の整備・活用を進めます。

ロ小スペースを活かしたみどりづくり

住宅密集地等緑化するための空間の余地が少ない地域においては、遊休地や路地

裏、街角の花壇等の限られたスペースを活用したみどりづくりを推進します。

ロ魅力ある公園づくり

子どもからお年寄りまで、地域の人に愛され、利用される魅力ある公園づくりを

進めるため、地域住民のライフスタイルに応じた公園の機能の充実を進めます。ま

た、子どもを含めた住民のニーズを公園づくりに的確に反映していくため、区民参

加による公園づくりに取り組みます。

主な取り組み

■区民

生垣設置・屋上緑化等、住宅の周りにみどりを増やして

いきます。

マイガーデンの利用・街角花壇の維持管理への参加等に

より、地域のみどりづくりへ協力します。

▼マイガーデン

マイガーデンとは区

民農園のことで、区が

整備した農地を区民に

有料で貸し出す制度で

す。南大井にあり、毎

年秋には収穫祭が行わ

れています。

、

■事業者

地域と連携しながら、屋上緑化・壁面緑化・外構植栽等、事業所内の緑化に取り

組みます。

■区

沿道の街路樹の整備・管理を実施します。

みどり豊かな街並みづくり助成・屋上緑化等助成事業を実施します。

再開発時における地域緑化への配慮を推進します。

水辺を活かした街並み形成を推進します。
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品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす

区内には、残された森や、寺社の境内にある大木、御殿山・島津山・池田山等に

残された大名屋敷に由来する住宅地のみどり等、区の歴史を伝えるみどりが存在し

ます。また、河川や運河、公園等もまちを特徴づける重要な要素です。

これらの保存・活用そして魅力向上に取り組み、歴史・文化とにぎわいが調和し

たまちづくりに取り組みます。

区の施策

ロ歴史・文化を伝える資源の保全・活用

保存樹木の指定や、緑化指導時における既存樹木の保全等により、区が所有者の

理解と協力を得ながら、寺社等が所有する区内に残された歴史あるみどりの保全を

進めます。

ロ特色ある公園づくり

公園は多くの人が集い利用する場所であり、地域のシンボルとしての役割を果た

すこともある等、まちの印象を特徴づける存在でもあります。公園の立地や周辺環

境、地域が求めている目的に応じた、特色ある公園づくりに取り組みます。

ロ水とみどりを活かしたにぎわいづくり

歴史にゆかりのある名所旧跡や公園緑地、水辺の空間等魅力的な資源をつなぎ、

まちあるきや舟運ネットワークの充実を進めるとともに、水辺やみどり空間を活用

したイベントの充実や、運河ルネサンス(地域が主体となって取り組む水域利用や

その周辺のまちづくり)等と連携した水辺活用の取り組みを推進することで、まち

のにぎわいづくりを進めます。

主な取り組み

■区民

婦家族や友人とともに、散歩やレクリエーション等

により日常的に水辺やみどりに親しみます。

軸水辺で開催されるイベント等に積極的に参加し、

まちのにぎわいづくりに協力します。

▼五反田ふれあい水辺広場の
活用

区では、河川を拠点とした

にぎわいの創出を目指して、

目黒川沿いにある五反田ふれ

あい水辺広場での、地域活性

化や交流につながる事業を支

援しています。
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■事業者

区内の水辺やみどりを活かした社内行事や福利厚生等を企画し、事業所ぐるみで

水辺やみどりに親しみます。

桟橋のイベント活用等により、まちのにぎわいづくりに協力します。

■区

保存樹木の指定を実施します.

水辺の拠点を整備します。

水やみどりのイベントを開催します。

「「フ.∠.
目黒川のイルミネーション

五反田ふれあい水辺広場を中心に、「みんなのイルミネーション」を実施していま

す。

このイルミネーションでは、地域関係者がまちのにぎわい創出を目的に、目黒川

沿いの桜並木を「冬の桜o」として桜色のLED照明で装飾しています。照明の電力

は、近隣から廃食油を集めてリサイクルしたバイオディーゼル燃料で自家発電して

います。

写真提供:しながわWEB写真館(品川区)

87



第4章取り組みの内容

みんなで水とみどりを育む

区内の水やみどりをより魅力的なものに育てていくためには、多くの担い手と継

続的な取り組みが欠かせません。

区民・事業者・区がみんなで取り組む様々な活動や体験を通じて、水やみどりの

大切さを共有し、これらを守り育てていく機運を高めていきます。

区の施策

ロ普及啓発活動の推進

区民が水やみどりに関わる活動に参加するきっかけづくりの第一歩として、身近

な水とみどりについて知り、興味や関心を持ち、理解を深めるため、水やみどりに

関する情報発信や活動の紹介、園芸講座の実施等の普及啓発活動を進めます。

ロ水とみどりの活動表彰

水やみどりに関する区民や事業者の活動意欲を更に高め、主体的な取り組みの輪

を広げるために、優れた活動や緑化に対し、表彰を行うとともに、優れた事例とし

て広く区民に周知していきます。

ロ水とみどりの人材の育成

水とみどりの保全や創出・活動には、正しい知識や技術を有することで活動の幅

が大きく広がることから、学習講座の開催等により率先して取り組む人材を育成し

ます。

ロ区民との協働

水やみどりの活動に関わる区民ボランティアや活動団体、企業等との協働体制を

強化するとともに、区民同±の連携促進や、活動拠点の充実を進めます。また、協

働の体制として、区民のアイデアを実践活動につなげる仕組みを検討します。

主な取り組み

■区民

各種講座・美化運動等への参加を通して、家族や地域の人たち等と一緒に地域の

水とみどりを守り育てていきます。

みどりと花のボランティアに参加します。

■事業者

水とみどりに関する研修を実施し、美化運動等に参加します。
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■区

各種講座を実施し、学習機会を提供します。

区HP・情報誌等による情報発信を実施します。

みどりの顕彰制度等を推進します。

みどりと花のボランティア等、区民・事業者との協働を推進します。

一
/

川の日の美化運動に参加しよう!

立会川・勝運河皿境ヒ運動

平成7(1995)年から毎年7月7日のr川

の日」に合わせて、立会川。勝島運河で環境美

化運動を行っています。平成29(2017)年

には、地元の町会や商店会、NPO法人や子ど

もたぢ等地元関係者が約300人集まり、環境

美化の呼びかけを行いながら沿道の清掃をし

ました。
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第4章取り組みの内容

二舜〔コrF]1.UD

/
i

hr

「すこやかで快適な暮らし」を実現する(生活環境)

清らかな水や空気、そして穏やかな住環境は、「すこやかで快適な暮らし」を実現

するうえで欠かせません。

生活環境の維持・向上のため、国道や都道、河川や港湾等を管理している国およ

び都との連携を図りながら、大気汚染や悪臭、騒音等の環境汚染を防止する、地域・

近隣への日常的な配慮に取り組み、全ての人が心安らかに暮らせる地域づくりに取

り組みます。

1「)指標・目標値

指標基準注D目標
平成39(2027)年度

大気測定局における環境基準達成状況2局全3局達成
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

放置自転車・放置バイク撤去台数12166台削減を継続
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

各地区バリアフリー計画の特定事業計画に基づく整備状況各特定事業計画注2〕計画どおりの整備実施
注1)基準は年度ll己載のあるものを除き、計画策定日～点の最新データ〔半成28(2016>年度〕。

注2)各地区の貝体的な事業の実施刮画を定めたもの。

、21,目指す方向性

『基本目標4「すこやかで快適な暮らし」を実現する』では、以下に示す3つの

目指す方向性を定め、区民・事業者・区のそれぞれの行動により、その実現に取り

組みます(具体的な行動内容はp119からの環境保全行動指針を参照)。

0すこやかな暮らしを守る(p92)

区民の

役割

日常生活において、近隣に対する騒音等の配慮や、エコドライブ等による大

気汚染の防止に取り組みます。

事業者の

役割
各種法令等を守り、環境への負荷の小さい事業活動に取り組みます。

團 環境基準の達成のため、事業者等に対する法令を守るよう指導します。また、

外来生物等に適切に対処し、生活の安全を守ります。
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第4章取り組みの内容

②建物の環境配慮を推進する(p93～94)

区民の

役割
新たな住宅の建築や改修・解体等において、近隣への環境影響に配慮します。

事業者の

役割

新たな建築物の建設や解体等において、周辺環境への影響低減に取り組みま

す。

團野建設'解体'翻靴関騰蜘適切な環線促し
③人にやさしい地域づくりを目指す(p95～p96)

区民の

役割
自転車・自動車を利用の際には交通ルールを守ります。

事業者の

役割
事業所等にユニバーサルデザインを導入します。また、自転車・自動車の交

通ルールを守るとともに、来訪者等のマナーを呼びかけます。

團 区施設や公共交通機関の拠点においてユニバーサルデザインを導入するとと

もに、安全な歩行者・自転車の空間整備に取り組みます。
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すこやかな暮らしを守る

区の大気環境は、改善傾向にあるものの、一部では環境基準を超過しています。

また、近年では外来種による生物多様性への影響のほか、健康や建物への被害も懸

念され、対策が必要となっています。

これら大気環境や外来種をはじめ、水質・土壌・騒音・振動等を含む生活環境の

保全には、広域的かつ継続的な取り組みが必要なため、特に民間事業者・国・都・

近隣区との継続的な連携により、生活環境の保全に取り組みます。

区の施策

ロ大気・水質・土壌等の保全および騒音・振動等への対応

環境保全対策全般に関して、継続的に取り組みを進め、良好な生活環境を維持す

ることが必要です。大気や水質、騒音等の環境基準の達成に努め、公害等を防止す

るとともに、有害物質の適正管理等に関する指導や情報提供を行います。また、カ

ラスや外来種等による被害への対策を行います。

主な取り組み

■区民

楽器や家電製品を使用する時間帯を考慮する等、日常生活における騒音等につい

て、近隣への配慮を心がけます。

低公害車の利用やエコドライブの実施により自動車排出ガスを低減していきます。

■事業者

各種の法令等に基づく環境への負荷抑制に取り組み、地域のすこやかな暮らしや従

業員の健康確保に取り組みます。

運送車両等の低公害車への転換や、エコドライブの徹底により自動車排出ガスの低

減に取り組みます。

■区

有害物質等の使用管理・土壌汚染に関する、法令等に基づく指導・監督・情報提

供を実施します。

カラス対策・外来種対策を実施します。
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建物の環境配慮を推進する

建築物の省エネ性能の向上や、周辺環境や景観への配慮は、地球温暖化対策や地

域の住環境の快適性の確保につながります。

市街地の再開発、建築物の建設や解体等において、適切な環境配慮を実施します。

区の施策

ロ建築物の建設・解体に関する環境指導の実施

建築物の建設・解体は周辺環境への影響に充分な配慮が必要であり、建築等に関

する法令に基づく適切な開発・管理を行っていくことが必要です。建築物の建設・

解体、省エネ等に関する各種指導を行います。

主な取り組み

■区民

住宅の新築・改修・解体時に、近隣への音や振動・ほこり等による環境影響の低

減に取り組みます。

■事業者

各種の法令等に準拠し、地域への環境負荷の低減や、建物の省エネ化等に取り組

みます。

■区

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等に基づく指導を実施します。
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建築等に関わる法規制

区では、建物の建築・解体に際し、以下のような法規制で指導を行っています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省工ネ法)

建築物のエネルギー消費1生能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物

におけるエネルギーの消費量について、一定の基準と規制を設け、日本のエネルギ

ー}肖費量の削減を図るための法律です。該当する建築物は、エネルギー}肖費1生能の

確保のための構造および設備に関する計画を所管行政庁に提出する必要がありま

す。

ロ)1区古層 のに、 のとき・に

中高層建築物の建築に伴って、日照阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害、

建築工事の騒音・振動等周辺環境への影響がもたらされ、近隣住民と建築主との間

に建築紛争が生じることがあります。この条例の対象となる建築物を建築しようと

する場合には、計画概要を標識により事前に公開し、更に近隣住民に対し、建築計

画の概要の説明を行うことを定めています。

品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱

ワンルーム形式等集合建築物の計画および管理に関し、必要な事項を定め、建築

主等の協力を求める要綱です。集合建築物の建築に伴う近隣関係住民との紛争を未

然に防止し、良好な生活環境および地域社会の形成に資することを目的としていま

す。

品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱

床面積が80平方メートル以上の解体工事を行う際に、近隣に事前周矢ロするため

の標識の設置と近隣住民(周辺10メートルまたは解体を行う建築物の高さの範囲)

への説明を求める要綱です。

ロ川区葬慰の設置にる里境旨

葬祭場等の設置の計画および管理運営に関し、必要な指導内容を定め、葬祭場等

を設置する事業主に対し協力を求める要綱です。葬祭場等の設置に伴う近隣関係住

民等との紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成に資することを目的とし

ています。
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人にやさしい地域づくりを目指す

様々な人々が暮らす区において、全ての人が暮らしやすい、安心・安全な地域づ

くりがより一層必要とされています。

年齢・性別・国籍や障害の有無等に関わらずたくさんの人が使いやすいユニバー

サルデザインの導入、公共交通の充実や、歩行者・自転車に配慮した地域づくりを

進めます。

区の施策

ロユニバーサルデザインのまちづくりの推進

全ての人が、年齢・性別・個人の能力に関わらず、快適に移動できる環境整備が

必要となっています.公共交通施設や歩道へのスロープの設置等のバリアフリー化、

駅・バス施設へのユニバーサルデザインの導入を進めます。

ロ利便性の高い公共交通網の整備

鉄道網が発達した区内において、バス等で鉄道網を補完しながら、鉄道を中心と

した交通の利便性を向上していくことが必要です。利用者ニーズに応じた交通網の

整備を事業者に求めていきます。

ロ安全な歩行者・自転車の空間整備

歩行者・自転車が安全で快適に通行できる環境づくりが必要となっています。歩

行者・自転車空間の整備、放置自転車対策等の取り組みを進めます。

主な取り組み

■区民

自転車・自動車の利用に際して、交通ルールを守り安全運転を心がけ、定められ

た場所に駐車します。

■事業者

再開発や建物の新築・改修に際しては、スロープの勾配の改善、だれでもトイレ

の整備、多様な利用者に配慮した案内表示の設置等を導入していきます。

店舗・事業所への来訪者による自転車駐輪・自動車駐車が、他の交通の妨げにな

らないよう定められた場所に駐車します。
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■区

区施設のユニバーサルデザインの導入を促進します。

安心して通行できる歩行者・自転車空間の整備を推進します。

自転車等の放置禁止対策を実施します。

「ユニバーサルデザイン」

ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインとは、「年齢・性別・人種・個人の能力にかかわらず、はじめ

から全ての人ができる限り利用可能なように製品・建物・環境をデザインする」という

利用者本位の考え方に基づくデザインのことです。

エレベーターや多目的トイレ等、ハード面での施設の整備から、視覚や聴覚の障害が

あっても必要な情報がすぐに理解できること等、ソフト面での対策も含む概念です。

品川区に広がる

「人にやさしい地域づくり」

区では、高齢者や障害者を含む全ての人に優しい地域づくりを進めています。ここで

は、取り組みの一部を紹介します。

区内鉄'首での可動式ホーム設置の整をしていま

区内鉄道駅で、だれでも乗り換えが円滑に行えるよう、区と鉄道事業者が協力し転落

事故防止のための可動式ホーム柵やエレベーター・点字ブロック等の整備を進めていま

す。

大・のム吉辺地区でバ1アフリー計画をめてい

活発な都市活動を担う拠点として、大井町駅・旗の台駅でバリアフリー化を進めてい

ます。

だれでもトイレを整備中です

高齢者や車いす利用者、子ども連れ等できるだけ多くの人が利用できるよう設計され

た「だれでもトイレ」を平成32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピックに

向けて整備中です。
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壽…〔⊃r≡1縛

5 「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する(文化環境)

区では、歴史や文化が醸し出すやすらぎと、変化・発展し続けるまちと人が生み

出すにぎわいが同居する都市景観が形成されています。

この魅力的で特徴的な景観に着目し、今に息づく文化環境を大切にしつつ、新し

い価値を生み出す「やすらぎとにぎわいの都市景観」の形成に取り組みます。

また、国や都と連携を図りながら、景観行政団体として区の特色を打ち出し、国

内外への魅力発信に取り組みます。

弓㌔指標・目標値

指標基準注1)目標平成39(2027)年度
景観計画「重点地区」指定数2地区9地区

注1)某準は年度記載のあるものを除き、言1画策定時点の最新デt一タ〔'ド成28(2〔}16}年度〕

1.2',目指す方向性

『基本目標5「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する』では、以下の目指

す方向性を定め、区民・事業者・区のそれぞれの行動により、その実現に取り組み

ます(具体的な行動内容はp119からの環境保全行動指針を参照)。

0歴史や文化を大切にし、魅力ある街並みをつくる(p98～p99)

区民の

役割
まちの魅力について考え、まちづくりに参加・協力します。

事業者の

役割

事業所や店舗、屋外広告物等の周辺景観との調和や、舟運ルートの開拓等に

より、魅力ある街並みづくりに貢献します。

圖 まちづくりに必要なルールの整備・運用に取り組むとともに、地域の景観資

源の活用や重点地区の設定等により、魅力ある街並みづくりを推進します。
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:3)施策と取り組み

歴史や文化を大切にし、魅力ある街並みをつくる

地域の文化や歴史と調和した街並みの保全・創出は、住民にとっても来訪者にと

っても魅力あるまちづくりにつながります。

区の歴史的な位置付けや受け継がれてきた伝統への理解を深め、区民が「大切」

と思うことができる魅力ある街並みの保全と創出に取り組みます。

区の施策

ロ多様な品川らしさを踏まえたまちづくりへの活用

歴史のある街並み、新しく洗練された街並み、そしてそれをつなぐみどりや川、

これらの個性を活かしつつ、調和のとれた景観づくりが必要となっています。デザ

インに配慮した屋外広告物の配置や集約化、舟運ルートの開拓・運用を進めます。

ロ歴史あるまちの景観の再生と活用

地域で蓄積してきた地域固有の歴史・伝統・文化を景観まちづくりに反映してい

くため、旧街道等歴史を伝える街並みの形成が重要です。街並み修景や、区の歴史

を伝える寺社や武家屋敷跡地の緑化、協調性のある建築物等のデザインや伝統色の

採用等、歴史的な雰囲気を伝える街並みづくりを進めます。

ロ生活に密着した住宅景観の保全と誘導

住宅地においては、地域固有の資源や個性を活かし、みどりの保全や創出により、

親しみのある街並みや潤いのある景観を形成する必要があります。良好な住宅地景

観の保全と育成、景観「重点地区」の指定、住宅地の緑化等を進めます。

ロ活力に満ちたにぎわいや調和の取れた景観の創出

多様な人々が暮らし、働き、活動する区においては、地域それぞれの特性に合っ

た景観の創出が必要となっています。商業・業務・文化・行政等の施設が集積する

商業地や、日常生活に必要な買い物の場としての商店街では、にぎわいと個性のあ

る街並みを形成していきます。暮らしや活動する場には、寺社・公園・樹木・建造

物等の地区の個性を創り出す景観資源を活かした景観形成を進めます。

ロ新たなまちの景観の整備と誘導

区内には、規模の大きな開発によるまちづくりが進められている地区と、日常生

活における商店街等が中心となる地区があり、それぞれの特性を活かした景観形成

が必要となっています。
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主な取り組み

■区民

地域特性に応じたルールづくりによる住環境の保全・創出に協力します。

■事業者

建築物デザイン・広告掲示・緑化等において、まちの美観

やにぎわい創出等に協力します。

五反田～天王洲等の新たな舟運ルートを開拓し、利用者へ

定着させていきます。

■区

歴史・文化を伝える街並み整備を促進します。

景観「重点地区」の追加・拡大を推進します。

▼「重点地区」

品川区景観計画では、地域

固有の資源や個性を活かして

良好な景観形成を図るべき地

区「重点地区」として位置づ

けられています。重点地区で

建築工事等を計画する際は、

品川区景観アドバイザーが事

前相談を行います。

7-一.つ 歴史あるまち1日東海道品川宿地区

旧東海道品川宿地区は、明治に入るまで東海道第一番目の宿場として栄えた地区で、

品川区景観計画では、地域固有の資源や個性を活かして良好な景観形成を図るべき地区

「重点地区」として位置づけられています。

このような街並み景観の保全・創出のために、昭和63(1988)年、品川宿周辺の

町会、商店街、商店会が協力し「旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会」が設立されま

した。協議会ではこれまで20年以上にわたって地域の歴史や文化を現代に伝える活動

譲療藤鞭灘;謝
ドバイザーとして、当該区域の建築予定者に景観まちづくりの

アドバイスを行っています。
蓼二,/バ
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共遼

目:1票

「日常的に実践する人」を育てる

(環境教育・環境コミュニケーション)

環境保全の全ての取り組みは、一人ひとりの実践から始まります。

国を挙げて省エネ型・低炭素型ライフスタイルへの転換に取り組む「クールチョ

イス」を始め、国・都が実施する各種の普及啓発事業等と連携を図りながら、自ら

のできること・すべきことを理解し、主体的に取り組むことができる「日常的に実

践する人」を目指し、学び・体験・実践、そして活動の輪を広げることに取り組み

ます。

1「)指標・目標値

指標基準注1)目標
平成39(2027)年度

しながわEGOフェスティバル出展団体数93団体120団体
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

体験型環境学習の機会提供1回5回
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

エコアクション21認証取得事業所数35社70社
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

150店舗

SHINAGAWA"もったいない"推進店数48店舗〔平成32(2020)年度〕
注D基準は年度記載のあるものを除き、計画策定時点の最新データ〔平成28(2016>年度〕。

、21,目指す方向性

『共通目標「日常的に実践する人」を育てる』では、以下の目指す方向性を定め、

区民・事業者・区のそれぞれの行動により、その実現に取り組みます(具体的な行

動内容はp119からの環境保全行動指針を参照)。

0環境情報を発信する(plo2～plo3)

区民の

役割
区等が発信する環境情報を収集し、周囲に伝え活用します。

事業者の

役割
区等が発信する環境情報を収集し、社内等で共有・活用します。

團 わかりやすく役立つ環境情報を発信していきます。また、区内における環境

の現状や取り組み状況を区民や事業者と共有します。
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②環境学習・体験を推進する(p103～plO4)

区民の

役割

学習講座やイベント等に積極的に参加し、得られた知識や経験を日常生活に

おける実践に活かします。

事業者の

役割

区が実施する研修やイベント等について、地域の一員としての参加や運営の

支援に取り組みます。

團
区民や事業者に対して環境学習・体験の機会を提供し、実践を促すとともに、

区職員の一人ひとりが環境配慮行動を実践し、区民や事業者の行動を促しま

す。

③協働により環境活動を推進する(plO5～p106)

区民の

役割

知識や経験を積み重ねながら、地域で率先して活動する人材を目指すととも

に、区や事業者の環境活動に興味を持ち、その活動を応援します。

事業者の

役割

事業活動による環境影響の低減に取り組むとともに、環境負荷の小さいサー

ビスや製品を提供する等、区民や区と協働して環境活動に取り組みます。

團
区民・事業者・区の協働の機会を増やし、積極的に取り組む区民や事業者と

の相互連携を深めるとともに、他自治体との連携等により、環境活動の輪を

広げていきます。
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第4章取り組みの内容

環境情報を発信する

今後、一人世帯や高齢人口の増加等が見込まれる中、環境に関する情報をよりき

め細やかに提供し、それを受け取った区民・事業者が主体的な実践に移行すること

が望まれます。

区のホームページ等を含め、各種媒体を通じて情報を効果的に発信し、年齢や国

籍、使用言語の違いに合わせた啓発を行っていきます。また、会議や環境活動顕彰

の場等を通じて、区民・事業者・区が情報を共有し、取り組みへの意欲向上を図り

ます。

区の施策

ロ環境に関する情報の整理と効果的な発信

環境に関する様々な情報をわかりやすく提供することは、区民の意識向上や取り

組みの実践につながります。区のホームページやパンフレット等を通じて、区民が

環境を身近に感じ、興味・関心を持つきっかけをつくり、行動を促すような情報を

発信します。

主な取り組み

■区民

区が発信する様々な環境情報を、HP等で入手し、活用していきます。

環境活動推進会議(学識経験者・区民・事業者の委員で構成)に委員として参加

します。

■事業者

区が発信する環境情報を区HP等で収集し、研修等で活用していきます。

環境活動推進会議(学識経験者・区民・事業者の委員で構成)に委員として参加

します。
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第4章取り組みの内容

■区

区のHP・各種パンフレット・手引き等で情報を発信し、区民・事業者への有効活

用を促進します。

環境情報活動センターの運営を実施します。

環境活動推進会議(学識経験者・区民・事業者の委員で構成)を主催します。

環境活動顕彰(優れた環境活動を実施している個人や団体を顕彰)を実施する。

▼品川区環境情報活動センター

品川区環境情報活動センターでは、環境学習講座の開催、環境情報の収集・発信、環境活

動の場の提供を行っています。

所在地品川区八潮5-9-11(こみゅにていぶらざ八潮2階)

開館時間午前9時30分～午後5時

休館日土曜日・日曜日・祝日・年末年始(講座実施日を除く)

環境学習・体験を推進する

地域の貴重な環境を保全し、継続して維持・活用していくためには、環境に関す

る学びや理解を促進し、自ら行動する人材の育成が必要です。

区民・事業者・区の連携により、学校におけるイベントや、環境教育等の体験学

習の場の充実を図ります。

区の施策

ロ区民や事業者等の環境学習・体験の機会づくり

良好な環境を維持・保全していくためには、環境について学ぶだけでなく、実際

に環境保全活動に参加することや、日常において環境保全行動を実践することが必

要です、環境に関するイベントや体験型学習講座、学校と連携した環境学習の実施

等、区民や事業者の取り組み意欲の向上につながる機会を提供します。

ロ区役所職員の環境学習・行動の推進

区役所が率先して業務から生じる環境負荷を減らし、職員一人ひとりが環境配慮

行動を実践することにより、区民や事業者の行動を牽引する必要があります。公共

事業等における環境保全を推進するとともに、区の職員が日常業務の中で環境保全

行動を実践できるよう、各種研修等を実施します。
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第4章取り組みの内容

主な取り組み

■区民

しながわECOフェスティバルをはじめ、各種のイベントや学習講座に参加し、知

識の取得と活動を実践します。

■事業者

しながわECOフェスティバルをはじめ、各種のイベントや学習講座に参加・支援

し、経験や技術等を活用した社会貢献活動に取り組みます。

■区

しながわEOOフェスティバルを開催します。

環境学習講座を開催します。

環境意識を高める機会を持ち、事業全般で環境負荷の低減を意識します。

フ三ムしながわECOフェスティバル

「しながわECOフェスティバル」は毎年3万

人近くが来場する、区内でも最大規模のイベントで

す。楽しみながら環境問題に対する関心を高め、学

び、行動につなげる契機とすることを目的に、学識

経験者・区民・事業者等で構成する「環境活動推進

会議」が主体となり企画・運営されています。

髪鋸
藏

織響騰
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第4章取り組みの内容

協働により環境活動を推進する

区民・事業者・団体等、環境活動を行う様々な主体が連携することで、取り組み

の更なる拡大や発展につなげることができます。

環境活動を行う事業者・団体等への支援や情報の共有を図るとともに、周辺自治

体・交流提携自治体等との連携を推進し、協働による取り組みを進めます。

区の施策

ロ環境活動・環境教育を行う団体・事業所や人材との協働

多岐にわたる環境の課題に対応し、良好な環境を維持・保全していくためには、

区民・団体・事業者等、様々な主体と協働し、行動の輪を広げていくことが必要で

す。企業による環境活動や、環境学習講座を運営するボランティアの登録・活用促

進を行います。

ロ環境に配慮した事業活動の支援

事業活動において、様々な側面で環境への配慮を実施することにより、環境への

負荷を低減していくことが必要です。事業者による食品ロス削減等、環境に配慮し

た事業活動を支援します。

ロ他地域での環境活動の促進

環境の課題は区内のみにとどまらず、周辺地域との関連性が深い場合が多いため、

地域での取り組みが不可欠です。周辺自治体との連携を促進するとともに、交流提

携自治体等における環境活動を推進します。
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第4章取り組みの内容

主な取り組み

■区民

脚環境学習やイベントの運営支援を行う等、地域で率先して行動します。

mtip食品ロス肖1」減等に取り組む店を積極的に利用します。

■事業者

婦区等が実施するセミナーや支援制度を活用し、環境に配慮した経営を行います。

"evSHINAGAWA"もったいない"プロジェクト(食品ロス肖1」減の協力店の募集・広報)

等に協力します。

■区

SHINAGAWA"もったいない"プロジェクト(食品ロス削減の協力店の募集・広報)

等を推進します。

他自治体における環境活動(産品利用・森林整備等)を推進します。

ノ 「エコアクション21」

エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステ

ム(EMS)です。一般に、「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続

的に改善する手法を基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に

行うための方法を定めています。

国際標準化機構のISO14001規格を参考としていますが、中小事業者にとっ

ても取り組みやすいようにするため、ISO/4001より容易なものとなっていま

す。

この環境経営システムを構築、運用、維持することにより、環境への取り組み

の推進だけでなく、経費の削減や生産1生・歩留まりの向上等、経営面でも効果が

あります。
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第5章区の重点取り組み内容

第δ堂区の重点取り組み内容
区の地域特性や環境の課題等を踏まえ設定した品川区環境基本計画の5つの基本

目標と一つの共通目標を達成する上で、重点的かつ計画的な展開を図っていく必要

のある主要なテーマを『重点プロジェクト』に位置付け、推進します。

囮鮪刀ジ・外礫膳
重点プロジェクトは、以下の方針に則り選定しました。

〈重点プロジェクトの選定方針〉

①基本目標と共通目標を強力に牽引するものであること。

②区民・事業者が参加可能であり効果が実感できること。

③普及啓発・教育等の主体的な行動を促すものであること。

前述の方針に則り、計五つの重点プロジェクトを選定しました。

プロジェクト名称

重点プロジェクト1快適と省エネルギーを両立する暮らし・仕事の実現

重,プロジェクト2低炭素なエネルギーの活用

重点プロジェクト3食品ロスの削減

重,プロジェクト4身近な水辺の利活用

重点プロジェクト5学びと体験の機会の充実

…〈重点プロジェクトのロードマップの目安〉

…各重点プロジェクトには、取り組みの手順と工程を3段階で整理し、ロー
…ドマップとして示しています。
…各段階の取り組み目安は、以下に示すとおりです。
…【第一段階】概ね2年程度
…【第二段階】概ね3年程度
…【第三段階】概ね5年甑
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第5章区の重点取り組み内容

1国麟ワ砺ク・
重点プロジェクト1快適と省エネルギーを両立する暮らし・仕事の実現

目的

地球温暖化対策を強力に推進するためには、温室効果ガスの排出要因の大部分を占め

る、エネルギーの使用を削減することが必須となります。区のエネルギー使用量の約7

割は家庭や事業所が占めていますが、当面は人口や世帯数、業務系施設の延床面積の増

加により、エネルギー使用量が減りにくい状況が続くことが想定されます。そのため、

特に家庭や事業所の省エネルギーに重点的に取り組む必要があります。

中でも、家電や設備機器等の省エネ型機器への転換は、長期的な光熱費の削減につな

がるだけでなく、これまでどおり使用した場合でも十分な省エネ効果が得られるため、

快適な空間の維持、ひいては健康維持にもつながります。

以上を踏まえ『快適と省エネを両立する暮らし・仕事の実現』に取り組みます。

内容

家庭・事業所・区施設等において、省エネ型の設備等への更新(古い家電製品や自動

車、産業用の各種設備等の省エネ化・白熱電球や蛍光灯等のLED照明への交換・建物の

高断熱化や自然光・自然風の活用等)を推進します。

実施にあたっては、省エネ診断や区等が発信する情報、各種助成・融資等を適切に活

用するとともに、省エネルギーによる生活の質向上や健康維持といった副次的効果にも

目を向け、前向きに率先して取り組みます。

春家庭の電気・ガス等の使用実態の

把握(エネルギー事業者の見える

化サービスや省エネ診断の活用

等)

奪家電・自動車等の購入・買換え時

の省エネ型製品の選択

鼻照明や空調の仕様を削減する高機

能な住宅の購入・改築

峰事業所の電気、ガス、燃料等の

使用実態の把握(省エネ診断の

活用やデマンド管理等)

嶽設備機器の導入・更新時の省エ

ネ型製品の選択

鼻生産工程等の効率化

鼻エネルギー効率が良い事業所等

の新設・改修

省エネ診断受診の促進、情報の提供、助成・融資等

一
奪省エネ診断と助成・融資の連動による省エネ設備の導入強化の検討

奪省エネルギーの副次的効果(光熱費削減、健康や快適性の維持)に着目した

他分野と連携した情報発信(HP・パンフレット・イベント・SNS等)

φ区民・事業者に対する助成・融資(省エネ型設備・照明・次世代自動車等)

燦省エネ設備展示施設の見学

O率先的な行動(職員の実践、区施設へのLED照明導入等の省エネ化)
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第5章区の重点取り組み内容

ロードマツプ

〔=
◆支援制度の拡充方針

の検討

◆関係機関等との協議

第三段階

◆検討・協議のまとめ

◆新支援制度の開始

関連施策

基本目標1「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する(地球温暖化対策)

施策の方向性①エネルギーの使用を削減する

施策家庭における省エネルギーの推進

施策事業所における省エネルギーの推進

施策区施設における省エネルギーの推進
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第5章区の重点取り組み内容

重点プロジェクト2低炭素なエネルギーの活用

目的

地球温暖化対策を推進するためには、重点プロジェクト1で示したエネルギー使用量

の削減に加え、普段使用しているエネルギーを低炭素なものに転換していくことも重要

です。しかし、高度に都市化された現状では、大規模な発電施設はもちろんのこと、住

宅や事業所等への再生可能エネルギー等の設備導入(自家消費型の太陽光発電システム

等)も、設置空間やコスト面に制約があり、導入量を増やしていくことに限界がありま

す。

そのため、再開発等の機会を適切に捉えたまちづくりと一体となった取り組みや、区

外に目を向けた事業展開等、これまでにない新たなアプローチが必要です。また、区民

や事業者が、自らが使用しているエネルギーに興味を持ち、エネルギー選択の着眼点と

して、低炭素なものにも目を向けることも重要です。

従来の再生可能エネルギー等の導入推進・促進を着実に継続するとともに、更に大き

な効果が見込まれる新たな事業について、民間事業者や他自治体との連携も視野に入れ

た多様な角度から検討し、取り組んでいきます。

内容

具体的に検討を進める事業については、今後の詳細な調査等により抽出・選定して

いきます。検討内容の例を以下に示します。

(例1)新たなまちづくりと連動した多様なエネルギー導入

区内における再開発や建物の建て替え等の機会を捉え、開発事業者・エネルギー

供給事業者・区・都等の連携のもと、効率的なエネルギー需給システムの構築(面

的なエネルギー利用、地域全体のエネルギー需給の統合管理)や、再生可能エネ

ルギー等(太陽光発電・地中熱・下水熱・水素エネルギー等)の積極的な導入に

取り組みます。

緊急時の自立分散型エネルギーの確保や、エネルギーの管理も含めた新たなタウ

ンマネジメント手法(まちの管理の中に、エネルギー供給や需給管理等も含めた

マネジメント手法)等にも着目します。

事業の主体は開発を担う民間事業者となりますが、区が果たすべき役割(検討支

援・情報提供等)のあり方も含め検討します。

=■まちづくり(再開発、大規模な建替え等)
鼻効率の良い低炭素なエネルギーシステムの検討(地域熱供給、再生可能エネルギーの導入等燦自立分散型エネルギーの確保鼻エネルギーシステムの検討支援φ区民・事業者との連携奪情報提供(技術・法令・国・都等の助成等)国入居・利用等
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第5章区の重点取り組み内容

例2自治体や民間との連携による温室効果ガス排出削減

区外における再生可能エネルギー等による発電事業(太陽光発電事業等)の実施

について、関連自治体や民間事業者等と連携して事業実施の可能性について検討

します。

区にとっては低炭素なエネルギーを調達可能となるとともに、事業の立地自治体

にとっては雇用創出や土地の有効活用につながる等、双方に好影響があるような

事業を検討していきます。また、このプロジェクトをきっかけとして、当該自治

体と区の新たな人の往来が生まれることも期待されます。

鷹■⇒一
区外における再エネ事業 事業者の検討支援

他自治体
等の実施検討 当該自治体との調整

鷺瞭撫潔ギ国驚無犠窪匿
プロジェクト

検討
への参加

例3区民事者のエネルギーへの関心行動を一歩深める

エネルギーの自由化に伴い、区民・事業者が自らの生活スタイルや価値観に合わ

せて、自由に電気やガスを選択することが可能となっています。これに伴い、価

格だけでなく、省エネルギーにつながるサービスの提供(エネルギー使用量の見

える化サービス等)や環境性能の高い商品展開(再生可能エネルギー等に由来す

る電力の販売等)等により、選択の幅も広がっています。

区民・事業者が自らの使っているエネルギーに対して、より一層の関心と正しい

知識を持ち、地球温暖化対策への貢献も視野に入れたエネルギーの選択を推進し

ます。区は、その選択を支援するための情報発信等の支援の在り方について、検

討を行います。

国
鼻自らの使用しているエネルギーに対する理解

鼻低炭素なエネルギーの選択を検討

情報提供・取り組み支援

一
奪エネルギーの選択等に関する情報発信の検討

奪低炭素なエネルギーの選択に対する支援策の検討
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第5章区の重点取り組み内容

ロードマツプ

第一段階 第二段階 第三段階

◆検討すべき事◆事業実施方法

業の抽出・選定の検討

関連施策

基本目標1「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する(地球温暖化対策)

施策の方向性②エネルギーの低炭素化を図る

施策家庭への低炭素なエネルギーの導入促進

施策事業所への低炭素なエネルギーの導入促進

施策区施設への低炭素なエネルギーの導入推進
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第5章区の重点取り組み内容

重点プロジェクト3食品ロスの削減

目的

食品ロスは、全国で年間600万トン以上〔1人当たりに換算すると、毎日お茶碗約

1杯分(約136g)のご飯の量に相当〕にのぼります。多くの食品を海外に依存する日

本の重要な食料問題であるとともに、捨てられた食品は「ごみ」として処理する必要

があるため、身近な地域の問題でもあります。

食品ロスの約半分は家庭から発生しており、残りの半分はメーカーや小売店、飲食

店で発生していることから、区民・事業者が食品ロスの問題を充分に理解して、連携

して解決に取り組むべき課題です。

この課題は、一人ひとりの意識が変わることで、大きな効果が期待できることから、

まだ食べられる食料が捨てられている現状を正しく認識し、区民・事業者・区が一体

となって食品ロスの削減に取り組みます。

内容

『SHINAGAWA"もったいない"プロジェクト』の一環として、家庭・飲食店・小売

店等の様々な場面で発生している食品ロスについて、区民・事業者による主体的な実践

と、それを支える区による情報発信や学習・体験の機会提供により削減に取り組みます。

また、生産における環境負荷の発生抑制にも目を向けて、ごみの発生抑制と連携した

取り組みを進めます。

食材を「買い過ぎず」・「使い切

る」・「食べ切る」

外食時は食べ残しをしない

フードドライブ(家庭で余ってい

る食品を集めて寄付する活動)へ

の参加

食品を余計に発注しない

食べ残し削減を啓発

量り売り・小盛り対応の実施等

食品ロスの意識向上

レ

幅広い年代を対象とした食品ロス削減の啓発

食品ロスの実態や取り組みの工夫等の情報発信、学習・体験の機会提供

事業者や区民と連携したSHINAGAWA"もったいない"プロジェクトの推進

教育現場における取り組みの促進
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第5章区の重点取り組み内容

ロードマツプ

◆意識啓発等に関す

る新たな仕組みの

検討

◆学習・体験機会の

充実を検討

第三段階

◆イベント等で新たな

意識啓発の実施

◆学習・体験機会の充実

関連施策

基本目標2「持続可能な循環型都市」を実現する

施策の方向性①ごみの発生抑制を推進する

施策家庭ごみの発生抑制

施策事業系ごみの発生抑制

共通目標「日常的に実践する人」を育てる(環境教育・環境コミュニケーション)

施策の方向性②環境学習・体験を推進する

施策区民や事業者等の環境学習・体験の機会づくり

フードドライブ

食品持込み者69人から223件、合計

72kgのお米や乾麺、缶詰、お菓子、調味料

等の食品類が集まり、品川区社会福祉協議会

とNPO団体に寄付をし、区内の子ども食堂

の運営等に役立ててもらいました。

フードドライブとは各家庭で眠っている消費しきれない食品を持ち寄ってもら

い、それを必要とする人々にフードバンク等を通じて寄付する活動です。

環境課では、このフードドライブの目的を「資源を無駄なく循環させ、持続可能

な循環型社会を実現し、また製造段階や輸送段階、処分段階における温室効果ガス

削減にむけて、食品ロスを削減すること」としています。

平成30(2018)年2月24日、環境課の事業の一つである「環境表彰式・環

境講演会」の会場にてフードドライブを実施しました。

}町一h.二一　-T『一■・「一一一

114



第5章区の重点取り組み内容

重点プロジェクト4身近な水辺の利活用

目的

区の環境を構成する重要な要素の一つに「水辺」があります。これまで、都等と連

携した事業を進め、水質の改善等一定の成果が得られてきました。

また、並行して五反田ふれあい水辺広場等、水辺のふれあいスポットにも取り組む

とともに、区民や事業者による水辺のイベント利用や舟運の復活に取り組んでいま

す。これにより、水辺の魅力や重要性が再認識されつつありますが、区内外に更に浸

透・定着を図る必要があります。

本プロジェクトは、これまでの基盤整備の成果と機運の高まりを受け、今後も積極

的に水辺の利活用を進め、区の環境を発信し、まちの新たな魅力として定着させるこ

とを目的とします。

内容

前計画の重点プロジェクトにおいて、勝島運河雨水貯留施設の建設等を行い、勝島

運河の水質改善に取り組んできました。本プロジェクトでは、引き続き水辺(目黒川・

立会川・勝島運河等)における水質改善に取り組み、水辺の魅力向上に寄与していき

ます。

また、民間事業者等と連携しながら「水辺の魅力向上」や「水辺のにぎわい創出」

に取り組むとともに、水辺の利活用のための、桟橋の整備・活用、舟運の活性化に取

り組んでいきます。

本プロジェクトの実施は、まち全体の魅力向上にもつながることから、定住するま

ちとして、観光に訪れるまちとしての更なる魅力向上が期待されます。

家庭排水への配慮

水辺の美化運動等に参加

水に親しむ意識の醸成

水辺のイベントへの参加

∠

φ事業所排水への配慮

春桟橋利用(イベント活用、舟運ル

ート開発)

燦水辺のイベント利用

一
◇桟橋整備・活用・貸出、国・都・

区民・事業者との連絡調整

〉

▼
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第5章区の重点取り組み内容

ロードマツプ

第一段階 第二段階 第三段階

一

◆桟橋の整備・改修◆桟橋の整備・改修

◆舟運の社会実験◆舟運の活性化活用

関連施策

基本目標3「水とみどりがつなぐまち」を実現する(自然環境)

施策の方向性①水とみどりを守り育てる

施策河川・運河の水質改善

施策の方向性③品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす

施策水とみどりを活かしたにぎわいづくり

(関連計画)品川区都市型観光プラン

水を汚さないための工夫

川や海の水をきれいに保つためには、日常生活や事業活動においてできるだけ汚

れた水を流さないことが重要です。

水を汚さないためのちょっとした工夫に普段から取り組んでいきましょう。

家庭では…

食器の油汚れは、紙で油分をふき取ってから洗う

食器洗いや洗濯の洗剤、シャンプー等を使いすぎない

排水口には水切りネットをつけて野菜のくず等を流さない

食べ残し、飲み残しを減らす

事業所では・・。

事業者に定められた排水基準を順守する

発生する汚水量の減少に努める

区では…

区民や事業者へ生活排水をできるだけ汚さず流す取り組みを呼びかける
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第5章区の重点取り組み内容

重点プロジェクト5学びと体験の機会の充実

目的

地球温暖化対策の取り組みをこれまで以上に強化していくためには、生活スタイル

の変化を強いる我慢型の取り組みだけでぱ限界があります。区民・事業者の主体的な

実践行動につなげるためには、区も含めた連携の推進と、取り組みの輪を広げるとと

もに、環境保全の必要性を「実感」することでより効果が高まります。

また、環境保全の取り組みが特に若い世代への広がりに課題があることから、年代

や立場を問わず、これまで環境保全に積極的ではなかった区民・事業者も含め、気軽

に参加できる環境を整えることが、取り組みの裾野を広げるために必要です。

以上を踏まえ、体験型の学習機会の充実に取り組みます。

内容

環境情報活動センターで開催される魅力的な環境学習講座やセミナー等を引き続

き実施します。また、地球規模の温暖化を背景に、環境に対して学びへの需要が高ま

っていることから、現在のセンター機能を包括した新たな環境学習施設の設置につい

て検討を進めていきます。

この施設は「未来をつくる担い手である子どもたち」や「子どもを支える人たち」

をターゲットとし、体験学習機能を軸に、情報発信機能、交流・連携機能の3つの機

能で構成し、分かりやすく楽しみながら学ぶ施設としていく予定です。

更に、アプリの活用等情報発信の多様化・活性化を検討し区全体の環境意識の向上

に取り組みます。

「学習」・「体験」への参加から日

常生活における「実践」

地域で率先して活動

セミナーへの参加等による実践

運営の協力(場所・機会の提供)

講師の派遣

学習や活動の場・機会の提供

拠点の継続的な運営

立地を活かした体験型環境学習講座の充実

新たな環境学習の拠点の検討

講座参加者の年齢層の拡大

アプリ等を活用した情報発信活性化の検討
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第5章区の重点取り組み内容

ロードマツプ

第一段階 第二段階 第三段階

◆施設の運用

◆学びと体験の充実◆事業の実施

方法の検討

関連施策

共通目標「日常的に実践する人」を育てる(環境教育・環境コミュニケーション)

施策の方向性①環境情報を発信する

施策環境に関する情報の整理と効果的な発信

施策の方向性②環境学習・体験を推進する

施策区民や事業者等の環境学習・体験の機会づくり
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第6章環境保全行動指針

第6童環境保全行動指針

■屠民の行勲

日常生活における環境保全行動

区民の皆さんの日頃の心がけ次第で、環境へ与える影響を軽減し、より暮らしやす

い生活環境の確保に貢献することができます。ここに示す例に加えて、皆さんが生活

の中で気づいたことにも積極的に取り組んでみましょう。

自宅でできること

省工ネに配慮した行動を心がける

照明・空≡。・自電

家電製品を使用しないときば、主電源を切るか、コンセントを抜く。

自然の風や光を取り入れ、空調や照明の使用を抑える。

カーテン・ひさし等を活用し、冷暖房の効果を高める。

季節・天候に合わせてエアコンの設定温度を調整する。

エアコンや換気口のフィルターを定期的に清掃する。

照明をLEDに交換する。

キッチンづ面・お風・トイレ

冷蔵庫を開けている時間を短くする。

季節に合わせて冷蔵庫の設定温度を調整する

キッチン、洗面所、トイレ等で使うお湯の温度を低めに設定する。

お風呂のふたを閉める。

電気便座の設定温度を低くする.

その他の省エネルギー

◇家庭の電気・ガス等の使用量を把握し、省エネルギー・節電に努める。

O電力会社を選ぶときは、CO2排出係数等環境の観点にも考慮する。

奪太陽光発電設備や太陽熱温水器等を設置する。
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第6章環境保全行動指針

地球温暖化への適応を進める

打ち水等を行い、暑さを和らげる。

よしずやすだれ等、涼しく過ごす工夫をする。

熱中症を予防するため、適切に空調を使用する。

ごみを減らす工夫を心がける

燈

食べきれる量を調理し、食べ残しをなくす。

生ごみの水切りをする。

生ごみを堆肥化する。

エネルギー使用量を考慮しながら、家電・家具等は修理する等し、

できるだけ長く使う。

排出ルールに従ってごみの分別を行い、資源リサイクルに協力する。

小型家電等の資源回収に協力する.

水やみどりを大切にする

風呂の残り湯を洗濯に利用する。

蛇口はこまめに閉め、流しっぱなしにしない。

節水型のシャワーヘッドや水栓を利用する.

雨水利用タンクを設置する等し、雨水の利用を進める。

生垣・みどりのカーテン・庭木・花壇等、身近なみどりを育てる。

近隣の住環境に配慮した生活をする

食器等に付着した油汚れは拭き取ってから洗う。

殺虫剤や農薬等は、適切使用し、有害化学物質の放出・漏出を防ぐ。

騒音・悪臭・振動等による近隣への影響を発生させないようにする。

自宅周辺の美化に取り組む。

たばこの吸い殻やごみをポイ捨てしない。
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第6章環境保全行動指針

【区の支援策等】

地球温暖化対策を進める

奪簡易型電力量表示器の貸し出しを行う。(暮らしの中の電力シェイプ

作戦)

φ「しながわ家庭エコチャレンジ」等、学校における省エネルギーの普

及啓発を行う。

燦打ち水・避暑シェルター等、街中の暑さ対策を実施する。

奪省エネ診断・省エネ機器・再エネ機器・エコ住宅等に関する情報を発

信する。

循環型の都市づくりをすすめる

春小型家電・古着・廃食用油・不要園芸土の拠点回収を行う。

奪小学生ポスター展・スケルトン清掃車の環境学習等、子どもへの環境

教育を行う。

奪「ごみ・リサイクルカレンダー」・「ごみ・リサイクル通信」等の配布

をし、情報発信を行う。

鼻分別に関する指導を行い、家庭ごみの適切な排出を促す。

買い物等消費するときにできること

買うものを選んで省工ネルギーにつなげる

嶽家電製品等は、省エネ性能の高いものを選択する。

奪なるべく近くで生産された食品を購入する。

消費に伴うごみを減らす

奪買い物の際はマイバッグを持参し、過剰な包装を断る。

嶽詰め替え可能な商品や長持ちする商品を優先的に選択する。

奪食材を無駄にしないよう、食料品の買い方を工夫する、

◇環境負荷のより少ない商品を選ぶ。

鼻再生紙や再生原材料を使った商品を選ぶ。

嶽フリーマーケットやリサイクル店等を活用する。
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第6章環境保全行動指針

【区の支援策等】

省エネ機器に関する情報発信を行う。

マイバッグ・マイはし・マイボトル、詰め替え製品の利用等の啓発を

行う。

「リサイクルショップリボン」の運営を行う。

フリーマーケットの実施・支援を行う。

不要な衣類・玩具等の交換を支援・実施する。

本のリサイクル市を実施する。

食品ロス削減の啓発を実施する。

外出するときにできること

奪徒歩・自転車・公共交通機関等を利用する。

爆アイドリングストップ等、エコドライブに努める。

奪電気自動車やハイブリッド自動車等、低公害車を利用する。

【区の支援策等】

鼻公共交通機関の利用や低公害車、エコドライブに関する啓発を行う。
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第6章環境保全行動指針

住宅を建築・改築・購入するときにできること

住宅の省工ネ化を進める

奪太陽光発電システムや太陽熱温水器等、環境にやさしいエネルギーを

取り入れる。

嶽省エネ性能が高く、環境負荷の少ない建築材や空調・熱源機器・照明

器具等を導入する。

ウHEMS(家でのエネルギーを管理するシステム)・家庭用燃料電池・蓄電

池等を導入し、エネルギーを効率的に創り、蓄え、使う工夫を取り入

れる,

水やみどりを活かす

資雨水を地中に浸透させるための施設(「雨水浸透ます」・「雨水浸透管」)

を設置する。

奪屋上緑化や壁面緑化を取り入れる。

嶽生垣を設け、維持する。

◇住宅の新築や改築の際は、みどりを取り入れる等、自然環境に配慮す

る。

【区の支援策等】

鼻太陽光発電システム・家庭用電気式生ごみ処理機・雨水利用タンク・

宅地内雨水浸透施設等の設置を助成する。

奪エコ&バリアフリー住宅改修・屋上緑化・生垣造成等への助成を行う。
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余暇を楽しむときにできること

鼻自然観察会への参加等、動植物や身近な自然にふれあう機会をつくり、

自然保護についての知識を得る。

嶽野外や旅行先で、川・海・山等の自然を汚さないように親しむ。

【区の支援策等】

奪環境学習と体験の機会を提供する。

鼻交流自治体で自然に触れる機会を補助する。

その他日常の中でできること

奪環境に関する記事や本等を読む。

◇学校や地域の美化活動や自然環境の保全活動等に積極的に参加・協力

する。

鼻地域の環境イベント等に積極的に参加する。

奪その場所の生態系を乱す外来生物を持ち込まないようにする。

◇ペットは責任を持って飼う。

鼻街路樹や公園のみどりを大切にする。

奪民間企業が行っているカーボンオフセットの取り組みに参加する。

【区の支援策等】

奪しながわECOフェスティバル等のイベントや講演会を開催する。

奪環境情報活動センターを運営し、情報発信と活動の場の提供を行う。

奪HP等において、環境情報を発信する。
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行動による取り組み効果

奪工アコンの使用時間

を1日1時間減らす490円9.2kg

φテレビをつけている

時間を1日1時間減440円8.2kg
らす

鼻冷蔵庫は無駄な開

閉をしない※扉を12分ごとに25回、1Q秒間開放270円5.1kg
した場合とその2倍の回数を行った場

合との比較

奪冷蔵庫は季節に合わせ

て設定温度を調節する1,600円302kg
※周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」

にした場合

奪食器を洗うときは低温

に設定する※65Lの水道水(水温20℃〉を使い、給湯機940円18.9kg
の設定温度を40.Cから38℃にし手洗いし

た場合(使用回数1日1回)

◇お風呂は間隔をあけずにぞ「r
)H

続けて入る※外気温25℃、200Lの浴槽の水を4Q℃に沸か1,430円28.6kg
し、2時間後に1.5℃下がったお湯を追い炊き

しない場合

奪お風呂のふたを閉める

※外気温25℃、200Lの浴槽の水を40℃に沸かし、4時間後に40℃まで追い炊きした場1,910円38.2kg
合、4時間後の温度低下は蓋有り3℃、蓋無

し5℃、、

嶽お風呂の残り湯

で洗濯する7,900円22.7kg
※お風呂の残り湯90Lを洗濯に使

う場合

嶽電気便座の設定温

度を低くする690円12.9kg
※便座の温度設定を中から弱にした場

合(貯湯式)
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買換えで省工ネルギー

LED

照明器具への交換も簡単

白熱電球に比べて省エネ+長

寿命となり、消費電力が1/4

～1/6、寿命が40倍(4万時間)になります。

※白熱電球(54W)が4個ついた照明器具を、LED電球(9W)

に交換し、1日8時間使用した場合

年間消費
電力量

526

kWh

省エネ

年間
電気代

13,600

円

おトク

冷蔵庫
24時間365日冷蔵庫、買換えで大

年間消費
電力量

きな省工ネルー

断熱性能の向上やインバーター制

御により省エネ性能が大きく向上

しています。

※10年前の平均的な性能の機種から買換える場合

年間
電気代

3007,800

～370～9,600

kWh

省エネ

円

おトク

テレビ

部屋1こあったサイズを選ぼう

最近の液晶テレビは、LEDバ

ックライトを使う等して消費

電力を削減しています。

※10年前の平均的な性能の機種から買換える場合

年間消費
電力量

128

kWh

省エネ

年間
電気代

3,300

円

おトク

エアコン

APFの値をチェックしよう

エアコンの省エネ性能は、APF(通年エネルギー

消費効率)で示されています。APFの値が大きい

ほど省エネルギーです。

※10年前の平均的な性能の機種から買換える場合

年間消費
電力量

238

kWh

省エネ

年間

電気代

6200

円

おトク

出典,東京都地晒鄙劃団坊止活動侑聾センター「家庭の省工7v・ンドブック2〔)17」「家庭の省エネスタートガイド」
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環境保全行動チエツクリスト(区民版)

日常生活における環境保全行動のうち、家庭や外出時に一人ひとりが簡単に取り組

みやすい行動をチェックリストにまとめました。

いつもできている項目には○、たまにできているものは△、できていないものは×

を記入して、自分がどのくらい環境保全行動に取り組めているのかチェックしてみま

しよう。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

家電製品を使用しないときは、主電源を切るか、コンセントを抜く

カーテン・ひさし等を活用し、冷暖房の効果を高める

エアコンや換気ロのフィルターを定期的に清掃する

季節。天候に合わぜてエアコン・冷蔵庫の設定温度を調整する

冷蔵庫を開けている時間を短くする

季節に合わせて冷蔵庫の設定温度を調整する

キッチン、洗面所、トイレ等で使うお湯の温度を低めに設定する

電気便座の設定温度を低くする

生ごみの水切りをする

排出ルールに従ってごみの分別を行い、資源リサイクルに協力する

買い物の際はマイバッグを持参し、過剰な包装を断る

食材を無駄にしないよう、食料品の買い方を工夫する

徒歩・自転車・公共交通機関等を利用する

アイドリングストッフ等、エコドライブに努める

学校や地域の美化活動や自然環境の保全活動等に積極的に参加・協力する

蛇ロはこまめに閉め、流しっぱなしにしない。

LED照明への交換や省エネ機器の買換えにもチャレンジ!

照明をLEDに交換する

家電製品等は、省工ネ性能の高いものを選択する

はい。いいえ

はい・いいえ
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回事麺の石動

事業活動における環境保全行動

日常業務の心がけ次第で、環境への負荷を軽減することができます.ここに示す例に加え

て、業務を行う中で気づいたことにも積極的に取り組んでみましょう.

■■■■

ココ　　コロゆロコロサロサ　ロコロゆコサゆロロロゆロサ　サコロゆコロゆ　コロサロロロ　コロゆサコササロコゆサコロサロサロサコロサロサロサコロ　コロ　サコ　ゆロロ　ゆコ

''"事業活動の中でエネルギーを使うときにできること

省工ネルギーに配慮した行動を心がける

冷暖房の温度を適正に設定し、サマールック・ウォームビズを実施する。

適切な換気を行い、冷暖房負荷を低減する。

エレベーターの使用を控え、階段を積極的に利用する。

事業所内のエネルギー使用量を把握し、省エネルギー、節電に努める。

グリーン電力証書やカーボンオフセット等の制度を活用し、温室効果ガ

ス排出量を削減する。

設備・機器の省工ネ化を行い、適切に利用する

オフィス機器は、省エネタイプのものを導入する。

OA機器を省エネモードに設定する。

照明の間引きを行い、照明が不要な時間・場所では消灯する。

LED照明を導入し、利用する。

空調機器のフィルターを定期的に清掃する。

設備機器を適切に維持管理する。

地球温暖化への適応を進める

燦打ち水等、身近な暑さ対策を行う。

奪防災機能向上に役立つ再生可能エネルギーや蓄電池、自立分散型エネル

ギーを導入する。

【区の支援策等】

奪中小事業所におけるLED照明設置への助成を行う。

φサマールック・ウォームビズキャンペーンを実施する。

奪省エネオフィスに関する啓発を行う。

129



第6章環境保全行動指針

〒
≡

≡≡・・着事業所の設置、増改築を行うときにできること
■■■■■

事業所施設・設備の省工ネ化を進める

奪太陽光発電システム、太陽熱利用機器等、再生可能エネルギーや自立分散型

エネルギーを導入する。

奪建築材や空調・熱源機器・照明器具等は、省エネ性能の高いものや、環

境負荷の少ないものを導入する。

奪BEMSを導入し、エネルギーの適切な管理を行う。

地域住民や周辺環境への配慮を進める

奪周辺地域のみどりの状況を考慮し、様々な生き物が生息できる環境に配

慮したみどりの保全・創出に努める。

奪屋上・壁面緑化、生垣設置等、事業所内の身近な緑化を進める。

鼻騒音・振動・悪臭を発生させない構造、配置等を採用する。

奪ネオンや照明等は、近隣地域や居住者に配慮して使用する。

春建設工事における廃棄物の発生を抑制する。

【区の支援策等】

春太陽光発電システム設置・屋上緑化・生垣造成への助成を行う。

OBEMS・GEMS等効率的なエネルギー管理システムの導入を促進する。圃
■●●●■●●●●o●●●●●●●●●●●,●●o●●●●■●●●●o,■●●■■●●■●●●■o●■o●■●o●■●●●●●●●●●●●●●■●●●●o●●

事業活動に必要な物品を購入するときにできること
●●●り■●●●●●●●●●o●●●●●●oo●,o●●o●●●o●o●■●●●■●●■●●●■●●■●●●●●●■●●り●●●●●●り●●●■●●●●●●o

奪長持ちする、部品交換や詰め替えが可能、リサイクルしやすい、環境負

荷の少ない製品を購入する。

奪梱包材、容器包装等の減量化に努める。

燦環境に配慮した事業活動を行っている事業者から購入する。

【区の支援策等】

φごみの減量について事業者への啓発を行う。
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Ce。。..。,..。..。。。.。..。,。。。。.。。.。。...。。.。。.。。。.。,。。。..。。。。。.。。。.。..。。。..。。..。..。,。。。

&商品・サービスを製造、販売・提供するときにできること
o●・・●o.●●・・●o.・●●・●●・・○・.●o●・○●・・●..●●.・○・.●o.・○・.●・.・○・.●…Oo.●o・・●・.●●・・●●.・o.

ごみを減らし資源を有効活用する

◇ペーパーレス化を進める等、資源の消費を抑える。

燦調達・調理を工夫し、食品ロスの削減に努める。

資流通時の梱包材を必要最小限にし、製品の販売時は簡易な包装にする。

奪買い物客のマイバッグ持参を支援する。

奪必要な量だけ買うことができるよう、ばら売りや量り売りを進める。

嶽製品、容器等の再利用の方法について情報提供し、再利用を促進する。

大気・水・土壌等環境の保全に努める

◇節水機器の導入や、水の使い方の工夫等を行い、事業所内での節水に

努める。

◇雨水利用タンクを設置する等し、雨水の利用を進める。

燦揮発性有機化合物(VOC)排出の少ない材料等を利用し、大気汚染の

発生を抑制する、

◇化学物質を適正に管理し、排出削減を図る。

奪環境負荷の少ない燃料使用、熱源システムへの転換を進める。

燦環境マネジメントシステムの取得および適切な運用に努める。

【区の支援策等】

奪雨水利用タンクの設置を助成する。

O「エコアクション21」認証取得を支援する。

奪ごみの発生抑制のための啓発を行う。

春環境保全に関する各種法令等に基づく指導や情報提供を行う。
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移動するときにできること

燦徒歩・自転車・公共交通機関等を利用する。

◇アイドリングストップ等、エコドライブに努める。

燦効率の良い配送や運送に努める。

資バイオ燃料等を活用し、石油燃料の使用を低減する。

奪社有車の買換えの際は、環境負荷の少ない自動車を選択する。

【区の支援策等】

奪低公害車への買換えに対する支援を行う。

奪エコドライブの普及啓発を行う。
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岨川　廃棄物を処理するときにできること

廃棄物の保管場所を設置し、適正に管理する。

分別を徹底し、3Rを実践する。

産業廃棄物の適正処理を遂行する。

事業から発生する生ごみを堆肥化する。

【区の支援策等】

鼻事業系生ごみ処理機の導入を助成する。

φごみの減量について事業者への啓発を行う。

奪適正な排出に関する指導を行う。
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国

●oo●●oo●■o●ooooooo●ooooo,●■oo●oo●ooo■■o●■o●o■●o■o●oo●●●o●●o●●●o●●oo●ooo●■●oooo●

その他事業活動の中でできること
・o.・・.o・・o・.oo・・o・・oo.・o.・・o・・.o・・.…o・・o●・・●・・o・・oo●・o●・oo・・o●・o.・o.o・・o・ooo・

燦事業活動に伴う環境負荷の状況や、環境保全活動等の実施状況等につ

いて、積極的に情報公開する。

燦従業員への環境教育を進める。

資従業員研修や社会貢献活動の一環として、環境学習の機会を提供する。

奪地域の環境保全活動や環境イベント等に積極的に参加する。

奪地域の環境学習・環境教育の活動を支援する。

【区の支援策等】

奪事業者向けの環境セミナー等を開催する。

春しながわECOフェスティバル等のイベントや講演会を開催する。

φ環境情報活動センターを運営し、情報発信と活動の場の提供を行う。

OHP等において、環境情報を発信する。
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環境保全行動チエツクリスト(事業者版)

事業活動における環境保全行動のうち、会社や従業員が個人でも簡単に取り組みや

すい行動をチェックリストにまとめました。

いつもできている項目には○、たまにできているものは△、できていないものは×

を記入して、自分がどのくらい環境保全行動に取り組めているのかチェックしてみま

しよう。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

1
1
1
1

冷暖房の温度を適正に設定し、サマールック・ウォームビズを実施する

エレベーターの使用を控え、階段を積極的に利用する

QA機器を省工ネモードに設定する

照明の間引きを行い、照明が不要な時間・場所では消灯する

空調機器のフィルターを定期的に清掃する

打ち水等、身近な暑さ対策を行う

長持ちする、部品交換や詰め替えが可能、リサイクルしやすい、環境負荷の少ない製品を購入する

梱包材、容器包装等の減量化に努める

調達・調理を工夫し、食品ロスの削減に努める

買い物客のマイバッグ持参を支援する

徒歩・自転車・公共交通機関等を利用する

アイドリングストップ等、エコドライブに努める

分別を徹底し、3Rを実施する

少し難易度が高い行動にもチャレンジ!

オフィス機器は、省エネタイプのものを導入する

LED照明を導入し、利用する

屋上・壁面緑化、生垣設置等、事業所内の身近な緑化を進める

エコアクション21等の環境認証を取得する

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
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環境に配慮した行動を継続して実践するためには、ご自分の生活スタイルや自社の

業種や経営スタイルに合わせて、効果が実感できる行動を計画的に、無理なく実践す

ることがポイントです。

合言葉はrPDCA」です。

Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)の頭文字をとったもので、

この一連の行動を連続して実施することをPDCAサイクルといいます。

個人で、ご家庭で、職場で、環境配慮行動を実践に移す前に、下記の図を参考に自分

なりのPDCAサイクルを回してみてはいかがでしょうか。

省
エ

ネ
ル

ギ
ー
行

動
節

水
行
動
【

例
】

Plan(計画)・生活や仕事のスタイルを見廼し、異体的な行動と実施目標を定める。Do(実行)・継続して実践する。Check(評価)・目標どおり実践できたかを振り返る。Act(改善)・評価を踏まえ、改善点を洗い出す。

D、1直

1一1

P・雨水をためて、水やりに使う。1…・大きめのバケツを外に置いておき、溜まっている水を使った。C・雨水だけでは足りず、水道水も頻繁に利用した。A・災害時利用も考慮し、雨水タンクの設置を考えることにした。
※本格的にPDCAサイクルに取り組みたい事業者の方は、ISOやエコアクション

等の認証取得に取り組んでみてください。
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第7章計画の推進体制・進行管理

第ア童計画の推進体制・進行管理

■惟進鰍
区では、品川区環境基本計画を推進していくために、庁内組織である「環境対策

推進会議」・「環境対策庁内会議」により全庁的な推進調整を図り、施策・事業の総

合的・計画的な取り組みを進めます。

また、有識者や区民・事業者・団体の代表で構成される「環境活動推進会議」は、

区民の立場および専門的な見地から計画の達成、進捗状況を点検・評価し、計画の

見直し、区に対して助言・提言を行います。

〈区民(区民団体を含む)〉

團
O日常生活における環境配慮

○区民団体等による保全活動

O行政への協力

覆騨↑
〈品川区環境情報活動センター〉

團

○環境学習の実施

○情報発信、普及啓発

運営委託

連携

連携

〈事業者(団体を含む)〉

團
○事業活動における環境配慮

○環境保全技術、環境保全製品

等の研究、開発、普及

○地域の環境保全への貢献

連携

〈環境活動推進会議〉

團

○指標の目標達成状況の確認

○重点プロジェクトの進捗確認

○取り組み内容への意見提出

OECOフェス等の企画・運営

〈区〉

一團○事務事業の推進○区民・事業者の取り組みをサポート○区民・事業者への普及啓発報告助言等

コ　

1環境対策推進会議(部長級)1
　ロ

ー一一一一一一一一一一一一一土一一一一一一一一一一一一一一
1、

1環境対策庁内会議(課長級)l
I,
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第7章計画の推進体制・進行管理

回進行鯉

区は、行政評価等により、環境関連施策の取り組み状況の把握、評価および次年

度の取り組みへの反映を行っています。

これまで行っている計画の進行管理に加え、多くの区民が参加できるように、計

画の進捗状況をホームページ等で公開します.

⑤事業の見直し
①計画(施策)の立案

⑥次年度の計画
(施策)の立案

③進捗状況、実績の
調査・集計

④集計結果公表

(HP等)

②計画(施策)の実施

区民意見

事業者意見等
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資料編

資料1品川区環境計画等改訂協議会の開催概要

資料2主な環境関連法律・条例、計画

資料3地区別の環境データ
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資料編

資料1品川区環境計画等改訂協議会の開催概要

(1)品川区環境計画等改訂協議会委員名簿

氏名(敬称略、順不同)区分所属

会長後藤真太郎学識経験者立正大学大学院教授
副会長山本達也清泉女子大学准教授

委員千葉雅雄区内関係団体品川区町会連合会委員土屋智英子品川区消費者の会

委員伊東堅東京商工会議所品川支部

委員榎田陽子品川区商店街連合会

委員城健人品川区環境活動推進会議

委員篠木孝夫区内事業所日本ペイント・オートモーティブコーティングｽ株式会社委員内田秀勝株式会社学研ホールディングｽ

委員菊本哲雄東京急行電鉄株式会社

委員大前淳次株式会社ローソン

委員小野文義東京サラヤ株式会社

委員糸井康博東京電力パワーグリッド株式会社

委員小畑俊満東京ガｽ株式会社

委員岩城英規区民公募区民委員河野公彦公募区民

委員切石義和公募区民

委員藤田修一区職員都市環境部部長

2



資料編

(2)策定の経緯

環境計画等環境対策推進会議区民参力口
改訂協議会環境対策庁内会議

平成29年1月区民・事業者

アンケート

(区民1/5～2/3、

2月事業者1/12～2/3)

3月

4月第1回改訂協議会第1回環境対策庁内会議

5月第2回環境対策庁内会議

第1回環境対策推進会議

6月第2回改訂協議会

7月第3回環境対策庁内会議

8月第3回改訂協議会

9月

10月

11月第4回環境対策庁内会議

12月第5回環境対策庁内会議

平成30年1月第4回改訂協議会

2月パブリックコメント

(2/1～3/2)
3月第5回改訂協議会第6回環境対策庁内会議

第2回環境対策推進会議

3
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資料2主な環境関連法律・条例、計画

(1)主な環境関連法律・条例

分類法令公布日及び最終改正

環境全般環境基本法平成5年11月19日公布平成26年5月30日最終改正

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法平成25年6月21日公布平成29年4月14日最終改正

公害特定工場における公害防止組織の整備に関する法律昭和46年6月10日公布平成27年6月19日最終改正

平成29年6月2日最終改正

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)平成4年6月3日公布
平成23年8月30日最終改正

ダイオキシン類対策特別措置法平成11年7月16日公布
平成26年6月18日最終改正

特定特殊自動車排出ガｽの規制等に関する法律平成17年5月25日公布
平成29年5月31日最終改正

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律昭和64年1月4日公布平成26年6月13日最終改正

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)平成13年6月22日公布平成25年6月12日最終改正

水環境水質汚濁防止法昭和45年12月25日公布
平成29年6月2日最終改正

河川法昭和39年7月10日公布
平成29年6月2日最終改正

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律平成21年7月15日公布平成23年6月15日最終改正

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律昭和45年12月25日
平成29年6月2日最終改正

化学物質化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和48年10月16日

4
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分類法令公布日及び最終改正

平成29年6月7日最終改正

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR法)平成11年7月13日公布平成14年12月13日最終改正

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)平成13年6月22日公布平成28年5月2日最終改正

騒音騒音規制法昭和43年6月10日公布
平成26年6月18日最終改正

振動振動規制法昭和51年6月10日公布
平成26年6月18日最終改正

地盤沈下工業用水法昭和31年6月11日公布平成26年6月13日最終改正

建築物用地下水の採取の規制に関する法律昭和37年5月1日公布
平成12年5月31日最終改正

悪臭悪臭防止法昭和46年6月1日公布
平成23年8月30日最終改正

エネルギ」省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)昭和54年6月22日公布
平成27年9月9日最終改正

エネルギー政策基本法平成14年6月14日公布

バイオマス活用推進基本法平成21年6月12日公布

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律平成21年7月8日公布平成26年6月18日最終改正

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法平成23年8月30日公布平成28年6月3日最終改正

廃棄物・リサイクル循環型社会形成推進基本法平成12年6月2日公布
平成24年6月27日最終改正

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)昭和45年12月25日公布平成29年6月16日最終改正

容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)平成7年6月16日公布平成23年8月30日最終改正

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)平成10年6月5日公布
平成29年6月16日最終改正

5
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分類法令公布日及び最終改正

平成26年6月4日最終改正

食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)平成12年6月7日公布平成25年12月13日最終改正

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)平成14年7月12日公布平成29年6月16日最終改正

小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)平成24年8月10日公布

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法平成23年8月18日公布平成26年4月18日最終改正

資源の有効利用グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)平成12年5月31日公布平成27年9月11日最終改正

資源の有効な利用の促進に関する法律平成3年4月26日公布
平成26年6月13日最終改正

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律平成20年5月28日公布平成25年11月22日最終改正

温暖化地球温暖化対策の推進に関する法律平成10年10月9日公布平成28年5月27日最終改正

国等における温室効果ガｽ等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律平成19年5月23日公布平成28年5月27日最終改正

都市の低炭素化の促進に関する法律平成24年12月4日公布
平成29年5月12日最終改正

環境アセｽメント環境アセｽメント法(環境影響評価法)平成9年6月13日公布平成26年6月4日最終改正

自然環境自然環境保全法昭和47年6月22日公布
平成26年6月13日最終改正

自然公園法昭和32年6月1日公布
平成26年6月13日最終改正

都市緑地法昭和48年9月1日公布
平成29年5月12日最終改正

首都圏近郊緑地保全法昭和41年6月30日公布
平成29年5月12日最終改正

6
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分類法令公布日及び最終改正

平成29年6月2日最終改正

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律平成14年7月12日公布
平成27年3月31日最終改正

自然再生推進法平成14年12月11日公布

森林法昭和26年6月26日公布
平成29年6月2日最終改正

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律平成15年6月18日公布平成29年5月31日最終改正

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法平成20年5月16日公布
平成28年5月20日最終改正

生物多様性基本法平成20年6月6日公布

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成16年6月2日公布平成26年6月13日最終改正

土壌環境農用地の土壌の汚染防止等に関する法律昭和45年12月25日公布平成23年8月30日最終改正

土壌汚染対策法平成14年5月29日公布
平成29年6月2日最終改正

環境教育環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律平成15年7月25日公布平成23年6月15日最終改正

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律平成16年6月2日公布
平成17年7月26日最終改正

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律平成15年7月25日公布平成23年6月15日最終改正

工場立地工場立地法昭和34年3月20日公布
平成28年5月20日最終改正

7
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分類法令公布日及び最終改正

条例(東京都)東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)平成12年12月22日公布平成29年4月1日最終改正

東京都環境基本条例平成6年7月20日公布

品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例平成11年12月10日公布
平成28年12月8日最終改正

品川区みどりの条例平成6年3月30日公布
平成14年3月29日最終改正

品川区景観条例平成22年7月8日公布
平成24年3月26日最終改正

品川区対象区域における特定工場の緑地面積率等に関する条例平成24年12月10日公布平成29年3月29日最終改正

(2)主な環境関連計画

分類計画名策定年度

国第四次環境基本計画平成24年4月

東京都東京都環境基本計画2016平成28年3月

品川区品川区景観計画平成23年1月品川区一般廃棄物処理基本計画(第三次)平成25年3月

品川区地域防災計画平成28年度一部修正

水とみどりの基本計画・行動計画平成29年6月行動計画一部改訂
すべての人にやさしいまちづくり推進計画平成20年3月

8
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資料3地区別の環境データ

(1)品川地区

■地区の概要

特徴

・東海道第一の宿場「品川宿」として栄えた歴

史を踏まえて、まちおこしが進められていま

す。

・御殿山等大名下屋敷が設けられた場所は、み

どりが豊かな住環境となっています。

・羽田空港の国際化や品川駅付近のリニア中央

新幹線の始発駅選定等、交通結節機能の高ま

りに合わせ、都市基盤の整備や開発が進めら

れています。

地区内の人口分布

広町5t

ユ%

資料〉品川区の統計〔平成30年2月1日)より作成

地区の人口推移

IIIli鴇～.ltllli.り

圃へ1ぴ1

申上III帯.ンtt「Lt、」、II⊂八ρ

"::1一置一腫

.幕

..脅

呈

」口

H酒巨二9卜≧二同2臼

資料)住民基本台帳(各年1月1日)より作成

産業
:蔦;'即

く事案師数〉}、彊

'三勾、v」.ttFtl・;I

T1賜1肖写1t.

19.szzes"a」k':摺II』..t

./-4・㌔飾。.網..
ヨきヨへ

らるねしエ　　

'『過一一:∴.
11.一.自.ド1耳'e.「髪1-'L.τ

資料)経済センサス(平成26年度)より作成

■環境の概要

みどり大気(二酸化窒素)

ロ川区ロ川区全・・11・.掴←二〔ヨ.II度差点一1鋸・終塁り魂∪.1卜
地区面積42Bh自z.27Zh"

緑被地面積緑被率59.6ha139匹口35B.5ha159㌔
みどりの面積IOI.3haI502.9ha

みどり率区立公園223㌔214㌔口.]'.1[.寧LII川o箇所数54箇所259箇所

面積154ha62.8h訥

都立公園1.:11イ「,1」F}II,」IiP5ト1'1戸1■,'ト1卍9〈北品川女露点潤定局の一醗化窒蛮〉箇所数0箇所8箇所

面積Oho72アho

資料)平成26年度品川区みどりの実態調査より作成

水質(BOD)騒音

※1

区内における自動車騒音または道路交通振動により、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めら

れたときに、公安委員会に対して対策を要請し、道路管理者に意見を述べることができる限度のこと、

9
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(2)大崎地区

■地区の概要

特徴

・大崎・五反田周辺は区の業務中心拠点であり、

鉄道沿線には市街地再開発事業等で人ロが増

加し、新たなまちづくりが広がっています。

・目黒川や周辺の沿岸域では、護岸の緑化や大

規模再開発事業により、水とみどりのネット

ワークが形成されています。

・目黒川の北側は、古くからの閑静な住宅地と

しての環境が守られています。

地区内の人口分布

資料)品川区の統計〔平成30年2月1日)より作成

地区の人口推移
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■…註・TI・b\

ロ聾量Y,i,品霞戸.Y

T百「1.v,即ylI'一一'\

資料)経済センサｽ(平成26年度)より作成

■環境の概要

みどり

大区ロ川区全

1地区面積341隠2.272ha

1緑被地面積52.Oh己358.8h己

罧搬翠15.3%15B㌔

1鄙どりの面砥[再ど嵯巨写.腫1礁鋤靴17.4㌔21.4㌔
区立公園

簾所数面積31箇所.259箇萌3.3ha628ha
都立公園

箇所数0箇所6箇所

面積..Oha727h趣.

資料)平成26年度品川区みどりの実態調査より作成

水質(BOD)

+巾暢措'日劉11+1重兀ドb

「1.e't一轟員基輩.奪1」II
1評

酵
㌧

ド1ヨト.レ1H1」囲L吻【1'卜II2.11.}同～層H]1同～,.r8凹1'1同「民}oefES,同紺

く市鴫橋、居本橋のBOD>

大気(二酸化窒素)

1;vm

7tlr..

[11

」∩・を

口

+示原口棄差点一藁璋璽準

一

1「nIlPltPlIIM1/?tII?f.II]疋門評轟

〈中原口交差点測定局の_骸化窒桑〉

騒音

・地区内の幹線道路3地点(平成28年

度は東五反田4-9、上大崎2-10、上

大崎3-5)において騒音振動要請限度

調査を実施しており、いずれも要請限

度を達成しています。
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資料編

(3)大井地区

■地区の概要

特徴

・大井町駅周辺で開発が進み、商業施設や業務

施設が建設され、区の中心核となっています。

・大森駅周辺では戦災復興土地区画整理事業に

より魅力的な複合施設が建設され、にぎわい

の拠点となっています。

・立会緑道や公園整備、河川の水質浄化が進め

られ、しながわ区民公園や寺社林等まとまっ

た緑被地も多く分布しています。

地区内の人口分布

勝島

5.5zz人

5.9%

資料〉品川区の統計(平成3Q年2月1日)より作成

地区の人口推移

}.1マ1卜加〔1'11'r旨}1.

一人[1しり

+ユIII℃.:}nnf.り人IIらい

1

㍉'L.「一一'

合L'一

世
帯

あ
た

り
人

口

≒三重トLD旨24H≧畢

資料)住民基本台帳(各年1月1日)より作成

産業

1」覧

6,s}{

〈事革所敷〉

」8%

LS.o%

:7496

建:養量

襲・三至

サ　

・1㌧鵬・蔽艦
「・主2%

217陥

1}暗

口漣聲翫,野由裳

叩ひ「∵'1・、+:華

■/f高1訊西〒

.疸

圏.「tl萱芭、福品置貸罪

.19E9,卸F骨一ヒ「豪

資料)経済センサス(平成26年度)より作成

■環境の概要

みどり大気(二酸化窒素)

大区ロ川区全1'地区内において大気の定常的な観測は実施していません。
地区面積4了Oha2,Z7Zha

緑被地面磧丁ア.7ha35臼.日hol

緑電率155㌔15.a%

.蚤どりの面積11旦.量幅502.9hai
魯どり畢237㌔21.4㌔

区立公園1

箇所数57箇所259箇所

面積27.Oha62.BhaI

都立公園

箇所敵o箇所ε箇所i

面横Oha727ha

資料)平成26年度品川区みどりの実態調査より作成

水質(BOD)騒音
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資料編

(4)荏原地区

■地区の概要

特徴

・明治ごろまで地区内のほとんどが農地や雑木

林として利用され、大正から昭和にかけて人

ロ流入や工業が発展しました。現在では区内

で最も人口が多い地区となっています。

・目黒線の地下化や駅前広場の整理が進み、災

害時の安全性の向上等、良好な街並みの形成

が進んでいます。

・武蔵小山駅や戸越銀座駅等を中心とした商店

街により、地区活性拠点としてまちづくりが

進められています。

地区内の人口分布

二葉11.718人

B.

豊町

14.44Z人

10.6%

小山台5,716人

4.2%

東中延

3.s25人平塚
9.s12」.

z.8%

7.o%

西中延7,35

5.4%旗の台15,596人
11.5%

資料〉品川区の統計〔平成30年2月1日)より作成

地区の人口推移

3己.℃

合・

1「}℃「「Li1}i11ヒ.iii
H==人II〔人}

一凸一⊥Ill.i冠〔「臨レ」IIエ・L)

世
帯

あ
た

り
人

目

㌦

Hユニ「一⊥!「2ユH2ヨ

資料)住民基本台帳(各年1月1日)より作成

産業

〈恋業所敷〉

1S,sS

一響一一

コ1ド
10馳

製・:望

』口艶

　コぽびはヨ　カ　ら　　　しヒね

曜鵜壺1離
11泥%io農

t'f-'『1P』.二、室』毫,亜昼菜
£自

ノ'
量E:・.」::軍

■圭醒・

田T勤産・V、蛇⊆≒鍋di;・・

屑・臼・Y,璽]'良'1-r.盟

資料)経済センサｽ(平成26年度)より作成

■環境の概要

みどり大気(二酸化窒素)

'r区ロ川区全、1、II・1一豆で7範基・三L31西縣9ヘー
地区面積一6フ痂一一Σ励藤

1緑被地面積6ア.8h召1358.寧h引

[緑被率.1みどりの面積11フ㌔[158㌔744haI502.9ha
[みどり率区立公園133㌧214㌔

箇所数..一.一..10噛所1259箇所一一一.[,TI邑㌧o嘔」.⊃じア.II」{㍉11iI1「.1.IIIIIrIIHI1」,旧II・1.11.り1,、・1,11イ..1・,1.1・η閤〈牛塚植立走点蘭定局の酵化'窪ご二畳ζ〉面積11.3hq62.5h輌

都立公園

簡所数1箇所13箇所

面積64ha727ha資料)平成26年度品川区みどりの実態調査より作成
水質(BOD)騒音

'地区内において河川等の水質の定常的な観測は実施していません。'地区内の幹線道路1地点(平成28年度は東中延2-5)において騒音振動要請限度調査を実施しており、いずれも要請限度を達成しています。
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資料編

(5)八潮地区

■地区の概要

特徴

・地区内の大半を占める地域が埋立地であり、

大井ふ頭を中心に国際物流機能が集積してい

ます,

・住宅団地に加え、教育施設や高齢者福祉施設

等が建設され、良好な住環境の形成と地域の

ニーズを反映した機能更新が進んでいます。

・首都高速等広域的な道路インフラが整備さ

れ、資源化センターを設置し、リサイクル活

動の拠点とされています。

地区内の人口分布

東八潮o人

o.o%..

資料〉品川区の統計〔平成30年2月1日)より作成

地区の人口推移

人
]

IIIくi.ゴt.vcI[','i"

梱巴雪六1、.、〕
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.
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資料)住民基本台帳(各年1月1日)より作成

産業

〈事韮所数>L隅

1).HSt
5,青

　　お

.イ"・.耽
1B1鴨 ズ

Fヒ.

93粍'1
-一一_I

l1再一..
'4鼠桝.

]L匙

LiVt?q曳/tt〆
"ヨ雅

建,アY

N1とy.

　　な　マ　　ロびいさ　ユロら　

・離譲評

『1重縣学.郵1更プ

丑雫

1モ掃・「『臨・トI

sT}」互累,:愉コ」遣角u

.ゴ⊇業一超サピ「牙

資料)経済センサス(平成26年度)より作成

■環境の概要

みどり大気(二酸化窒素)

八区ロ川区全→一'...邑≡旨.1.一ロ■'、一一・・...・・.笥..i'.・L'1「.一.1ヨ旭晃【堰`.畠1TIh
地区面積455需一一T-一乏爵2h。
1緑被地面積101.7h嗣13与8.5h謂

緑被率1みどりの面積223㌔[153㌔152.眉haI502,9h担

[.典ζ蠕303、[214㌔・.山}一塊へ導1-、～1::111111:}.1,.11昌.1.1'11{II1己II戸1111..11'F.1..口」1':響'」.ト'軋、「」y「IP巴・'八f焉購亘r局.錦植1甥卦「胴冗上.占の一ぬ鮒正卍～二・
区立公圏

箇所教3箇所1259箇所

.面績[都立公園15.7ha[628ho
箇所数7箇所18箇所

面積663hロ1フ27ha

資料)平成26年度品川区みどりの実態調査より作成

水質(BOD)騒音
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國

概要版
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品川区環境基本

平成30(2018)年3月

で
嵐

媛繕
計画

鑑 、、.へ

"、,、ド

wド、3亀
脅奥や

ら..、,忍梶

区では、平成「5(2003)年度に環境施策の基本方針を定めた「品川区環境計画」を策

定し、平成25(20「3)年度には「第二次品川区環境計画〔平成25(20「3)年度～平成

34(2022)年度〕」(以下、「第二次環境計画」とする)を策定しました。

第二次環境計画は、中間年〔平成29(20「7)年度〕に見直しを図ることが定められて

いましたが、下記の背景「～3に示すとおり、社会的な変化に対応しながら、更に環境保全

を促進するためには、計画全体の刷新が必要と判断しました。

そのため、第二次環境計画の中間見直しではなく、「品川区環境基本計画」として新た

な計画を策定することとしました。

・「品川区環境基本計画」とは、区の環境行政に関わる基本方針を定める計画として、環

境の視点から目指す将来像と指針を示すものです。

・各取り組みの方向性や具体的な内容を示し、区民・事業者・区が一体となって取り組む

ための手引きとしても位置付けられるものです。

・優先的に取り組む重点プロジェクトを設定し、より具体的で効果的な取り組みを推進し

ていきます。



回環境基本計画の策定方針・位置付け・計醐間
(1)策定方針

方針①

方針②

方針③

方針④

品川区基本構想と品川区長期基本計画で掲げた「5つの都市像」の実現に環境の

側面から寄与します。

新たな社会的動向や技術的動向を踏まえて、時勢に見合った計画とします。

国・都の新たな計画との整合を図り、基礎自治体に期待される役割を果たします。

区内外の協働を強め、より着実で効果的なネットワークを構築します。

(2)計画の位置付け

〔平成20(2008)年4月〕

〈将来像〉輝く笑顔住み続けたいまちしながわ
く基本理念〉暮らしが息づく国際都市、品川区をつくる

伝統と文化を育み活かす品川区をつくる
区民と区との協働で、『私たちのまち』品川区をつくる

〔平成21(2009)年4月〕

〈計画期間〉平成21(2009)年度～平成30(2018)年度

く都市像>1.だれもが輝くにぎわい都市2.未来を創る子育て・教育都市
3.みんなで築く健康・福祉都市4.次代につなぐ環境都市

5.暮らしを守る安全・安心都市

本計画
国の計画

環境基本計画

贔川区環境基本計画※1

区全体の温室効果ガｽ排出削減計画

(基本目標1に相当)※2
都の計画

東京都環境基本計画

品川区職員環境行動計画

(しながわ職員エコアクト)※3

(区が一事業者として取り組む温室効果ガｽ排出削減計画)

〔計画の策定根拠〕

※1「環境基本法」に倣って策定

※2「地球温援化対策の推進に関する法律」の「地方公共団体実行計画(地域施策編)」として策定

※3「地球温援化対策の推進に関する法律」の「地方公共団体実行計画(事務事業編)」として策定

(3)計画期間

平成30(20「8)年度から平成39(2027)年度とします。(原則として中間年、または

必要に応じて見直しを行います。)



回将来像
本計画では、「住み続けたいまち」を次の世代にしっかりとつなぐため、多くの可能性が

芽生え始めた環境都市の基盤に、実践という水や肥料を与え、更に豊かで実り多い環境都

市に育てていくことを目指し、以下の将来像として掲げることとします。

〈将来像〉

みんなで創り育てる環境都市

■基相標・共通目標

快適で健康な生活につながる、積極的な地球温暖化対策の定着を目指します。

ごみの発生抑制に努め、ごみの減量化と資源化に取り組んでいきます。

水とみどりを守り、育み、活かすことで、魅力あふれるまちを目指します。

大気や騒音、水質等を改善し、全ての人が安心して暮らせるまちを目指します。

歴史・自然・文化的景観を後世まで伝えるとともに、地域の特性と個性を活かし、

やすらぎとにぎわいが共存する活気あるまちづくりに取り組みます。

・・罷'"日常的に実践する人」を育てる(環境教育・環境コミュニケーション)

区民・事業者・区がそれぞれの役割を理解し、環境保全に関する取り組みをより身

近なものとして実践するとともに、地域や世代を超えた新たなコミュニケーションの

創出により、実践の輪の拡大を目指します。

回温室効果ガス削減目標
.-tcu) 温室効果ガス排出量

/L1「t't

1,u凱1

2013年度 2027年度2030年度

唖匪羅ヨ

品川区では、平成42(2030)年度におけ

る温室効果ガス排出量を、平成25(20「3)

年度比で40%削減することを目標とします。

本計画はその過程であるため、計画の最終

年度の平成39(2027)年度における温室効

果ガスを、平成25(20「3)年度比で33%削

減します。



み
ん
な
で
創
り
育
て
る
環
境
都
市

施策の体系

:冗:地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する

基本目標1

「低炭素な暮らし・仕事・まち」を実現する

(地球温暖化対策)

:2:エネルギーの使用を削減する

:3:エネルギーの低炭素化を図る

:i奎:気候変動に適応する取り組みを推進する

6:地球温暖化対策に関する情報を共有する

基本目標2

「持続可能な循環型都市」を実現する

(資源循環)

:工ごみの発生抑制を推進する

:2:資源リサイクルを推進する

:3:情報提供と区民参加を推進する

:乙:適正処理を推進する

基本目標3

「水とみどりがつなぐまち」を実現する

(自然環境)

:工水とみどりを守り育てる

:2:水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる

:3:品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす

:i奎:みんなで水とみどりを育む

基本目標4

「すごやかで快適な暮らし」を実現する

(生活環境)

:工すごやかな暮らしを守る

:2:建物の環境配慮を推進する

:3:人にやさしい地域づくりを目指す

基本目標5

「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する

(文化環境)

:工歴史や文化を大切にし、魅力ある街並みをつくる

共通目標

「日常的に実践する人」を育てる

(環境教育・環境コミュニケーション)

:冗:環境情報を発信する

:2:環境学習・体験を推進する

:3:協働により環境活動を推進する



■計画の策定・進行管理・見直し

■家庭における省エネルギーの推進

■区施設における省エネルギーの推進

■事業所における省エネルギーの推進

■家庭への低炭素なエネルギーの導入促進

■区施設への低炭素なエネルギーの導入促進

■事業所への低炭素なエネルギーの導入促進

■暑さ対策

■情報の収集・発信の充実

■家庭ごみの発生抑制

■再使用の推進

■事業系ごみの発生抑制

■区民の自主的な活動の支援

■事業系リサイクルの推進

■区の資源回収事業の推進

■子どもを対象とした環境教育

■環境情報の積極的な発信

■区民・事業者を対象とした環境教育

■区民参加の推進

■家庭ごみの適正な排出の推進

■地域における適正排出の推進

■事業系ごみの適正な排出の推進

■効率的で環境負荷の少ない収集体制

■水とみどりの骨格形成

■河川・運河の水質改善

■自然環境を意識した施設の設置・管理

■健全な水循環の確保

■生物生息空間の保全・再生

■継続的な生物生息状況の把握

■区内の水とみどりのネットワークの充実

■水辺空間の整備・活用

■魅力ある公園づくり

■地域緑化の推進

■小スペースを活かしたみどりづくり

■歴史。文化を伝える資源の保全。活用

■水とみどりを活かしたにぎわいづくり

■特色ある公園づくり

■普及啓発活動の推進

■水とみどりの人材の育成

■水とみどりの活動表彰

■区民との協働

■大気、水質、土壌等の保全および騒音・振動等への対応■鳥獣等による被害への対策

■建築物の建設、解体に関する環境指導の実施

■ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

■安全な歩行者。自転車の空間整備

■利便1生の高い公共交通網の整備

■多様な品川らしさを踏まえたまちづくりへの活用

■生活に密着した住宅景観の保全と誘導

■新たなまちの景観の整備と誘導

■歴史あるまちの景観の再生と活用

■活力に満ちたにぎわいや調和の取れた景観の創出

■環境に関する情報の整理と効果的な発信

■区民や事業者等の環境学習・体験の機会づくり ■区役所職員の環境学習。行動の推進

■環境活動。環境教育を行う団体。事業所や人材との協働

■環境に配慮した事業活動の支援 ■他地域での環境活動の促進



指標・目標

施策の方向性三.』≡…1.・,妻..≡.'"≡・,i↓・.=距「・・指標重点基準注1}目標w成39(2027)
①地球温暖化を防ぐ計画を定め、実行する品川区温室効果ガｽ排出量2.346r二:-GO,一:平成25〔2D13)年度〕'.573r二:-GO,一

②エネルギーの使月を判減する家庭部門'人当たりGO,排出量一o'.6'7t-GO,'人一:平成25〔2D13)年度〕'.046:-GOガ人一
業務部門単位床面積当たりGO,排出量一oO.'35:-GOガ㎡一〔平成25〔2D13声度〕O.082:-GOガ㎡一

◎エネルギーの低炭素化を図る区施設からの単位床面積当たりGO,排出量一O.0474r二:-GO,'㎡一:平成25〔2D13)年度〕O.0327r二:-GOメ㎡一区施設への再生可能エネルギー導入量o33施設新築・改築施設に導入

シェアサイクル配置台数200台:平成29〔2D1乃年度〕±勤[を巨指す

④気候変勤に適応する取り組みを推進する打ち水大作戦参力[者数4.795名7.OOO名

⑤地球温暖化苅策に関する情報を共有する地球温暖化防止に関する環境講座の継続的な開催年4コ年'oコ

三.』≡…、尋,.'"≡・,・≡施策の方向性:2指標重点基準注1}目標w成39(2027)

②水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる
○4筐所5筐所注2

◎品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活かす

重点2'.2竪基準削22.6竪注2目標w成39(2027)年度④みんなで水とみどりを育む三.』≡…・・尋置1・1・,妻施策の方向性
①すこやかな暮らしを守る大気測定局にaける環境基準達成状況2局全3局達成
②建物の環境配慮を推進する

◎人にやさしい地域づくりを巨指す三.』≡…・r施策の方向性放置自転車・放置バイク撤去台数'2.'66台判減を継続各地区バリア刀一計画の特定事業計画に基づく整備状況昌1≡…乙≡IF.・,'㌧≡指標重点各特定事業計画基準注1}計画どaりの整備実施目標w成39(2027)
①歴艮や文化を大切にし、魅力ある街並みをっくる景観計画「重点地区」指定数・・1≡…昌一1可'"`・,主,・≡診.主・≡施策の方向性指標重点2地区9地区基準注1}目標平成39(2027)年度
①環境情報を発信するしながわEGOフェｽティバル出展団体数93団体'20団体

②環境学習・体験を推進する体験型環境学習の機会提供o'コ5コ

◎協働により環境活勤を推進するエコアクション2'認証取得事業所数35社70社
SHINAGAWA'「もったいない'推進苫数o48苫辞'50苫辞:平成32〔2D2D)年度〕

注二〕基準は年璽記載のあるものを除き、計画策定時点の最新データ〔平戎28〔LtCilti)年璽:

注2〕関連計画等で平戎34〔2CI22〕年璽目漂を設定

注3〕基本目漂3は、4つの拒策の万向性L一横断的二関連する3つの指漂を鹸定



回重点プ・ジェクト
区の地域特性や環境の課題等を踏まえ設定した品川区環境基本計画の五つの基本目標

と一つの共通目標を達成する上で、重点的かつ計画的な展開を図っていく必要のある主要

なテーマを『重点プロジェクト』に位置付け、推進します。

重点プロジェクト1快適と省エネルギーを両立する暮らし・仕事の実現

温室効果ガスの排出要因の大部分を占めるエネルギー使用の削減について、家庭・事業所・

区施設等において、省エネ型の設備等への更新を推進します。実施にあたっては、省エネルギー

診断等を活用しつつ、省エネルギーによる生活の質向上や健康維持といった副次的効果にも目

を向け、前向きに主体的に取り組みます。

重点プロジェクト2低炭素なエネルギーの活用

地球温暖化対策を推進するためには、普段使用しているエネルギーを低炭素なものに転換す

ることも重要です。そのため、まちづくりと一体となった取り組みや区外に目を向けた事業展開とい

った新たなアプローチ方法の検討や、区民や事業者がエネルギーを選ぶ際、低炭素なものに目を

向ける取り組み等について、実施の可能性を検討し、順次取り組んでいきます。

重点プロジェクト3食品ロスの削減

食品ロスは、多くの食品を海外に依存する日本の重要な食料問題であるとともに、捨てられた食

品は「ごみ」になるため、身近な地域の問題でもあります。

『SHINAGAWA"もったいない"プロジェクト』の一環として、家庭・飲食店・小売店等の様々な場面

で発生している食品ロスについて、区民・事業者による主体的な実践と、それを支える区による情

報発信や学習・体験の機会提供により削減に取り組みます。また、ごみの発生抑制と連携した取り

組みを進めます。

重点プロジェクト4身近な水辺の利活用

区の環境を構成する重要な要素である「水辺」について、今後も積極的に利活用を進め、まち

の新たな魅力として定着させることが重要です。

本プロジェクトでは、引き続き水質改善に取り組むとともに、民間事業者等と連携しながら「水辺

の魅力向上」や「水辺のにぎわい創出」に取り組み、水辺の利活用のための、桟橋の整備・活用、

舟運の活性化に取り組んでいきます。

重点プロジェクト5学びと体験の機会の充実

地球温暖化対策をこれまで以上に強化していくためには、我慢型の取り組みだけでは限界があ

ります。また、環境保全の実践において、若い世代への広がりに課題があることから、年代や立場

を問わず気軽に参加できる環境を整え、取り組みの裾野を広げることが必要です。

環境学習講座やセミナー等で体験の機会を充実させ、区民・事業者へ日常生活における実践

を促進させていきます。また、アプリの活用等情報発信の多様化・活性化を検討し、区全体の環

境意識の向上に取り組みます。



本計画は、区民・事業者・区の連携により推進していきます。

〈区民(区民団体を含む)〉

囲
○日常生活における環境配慮

○区民団体等による保全活動

○行政への協力

連携

〈事業者(団体を含む)〉

活動・場・提供↑

運営委託

連携 連携

囲
○事業活動における環境配慮

○環境保全技術、環境保全製品等の

研究、開発、普及

○地域の環境保全への貢献

〈環境活動推進会議〉

囲
○指標の目標達成状況の確認

○重点プロジェクトの進捗確認

○取り組み内容への意見提出

OEGOフェｽ等の企画・運営

囲○事務事業の推進
○区民・事業者の取り組みをサポート

○区民・事業者への普及啓発

1-一環瑳斎策雍進套認蔀長級)一一一1
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本計画は、PDCAによる進行管理を行います。

⑤事業の見直し

⑥次年度の計画

(施策)の立案
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区民意見
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はじめに

品川区では、区が一事業者として地球温暖化対策への取

難蜥騨難黛寸醐繋愈
の一つである二酸化炭素の抑制に努めてまいりました。

東日本大震災を契機として、職員一人ひとりの環境に対

する意識や行動が着実に定着したこともあり、その成果が

しっかりと表れています。

一方で、地球全体の環境に目を向けると、地球温暖化は

進行し、その影響は集中豪雨や夏の暑さなどの形で、私た

ちの生活にも影響しています。平成27(2015)年には、

フランｽのパリにおいて京都議定書以来18年ぶりとなる、法的拘束力のある「パリ

協定」が採択され、世界の国々が連携し、地球温暖化への取り組みを強化していくこ

とが決まっています。

品lll区は、このような背景を踏まえ、区の環境施策の基本方針である「品川区環境

基本計画」を平成30(2018)年に策定し、区全体から排出される温室効果ガｽを

大幅に削減すべく、削減目標と具体的な施策・行動をとりまとめました。

そして、区としてもこの新たな計画をより強力に推進し、他事業者の模範となるよ

う、第三次計画に続く第四次計画として「品川区職員環境行動計画(しながわ職員工

コアクト)」をとりまとめました。本計画では、温室効果ガｽ排出量の新たな削減目

標を掲げるとともに、その達成に向けた取り組みの充実を図りました。

この新たな削減目標の達成には、職員の皆さんの取り組みの積み重ねと、全庁的な

連携による一体的な取組が欠かせまぜん。引き続き「次代につなぐ環境都市」を目指

した取組を着実に推進してまいります。

平成30年3月

品川区長濱野健
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第1章計画の基本的事項

1



1はじめに

(1)地球温暖化の動向

■世界の動向

2100年の世界の平均気温は、現在と比較してQ3～4.8℃上昇すると予測され

ており、地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さからみて、最も

重要な環境問題の一つとされています。既に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融

解、海面水位の上昇等が観測されており、熱帯・亜熱帯にある島国への高潮による

浸水被害や、農業や牧畜への影響による食糧難、生態系への深刻な影響等が予想さ

れています。

そのような状況の中、平成27(2015)年にフランスのパリにおいて、国連気

候変動枠組条約※1第21回締約国会議(COP21)が開催され、全ての国が長期的

な温室効果ガス排出削減に取り組む「パリ協定」が採択されました。パリ協定は、

平成9(1997)年に採択された「京都議定書※2」以来、18年ぶりの新たな法的

拘束力のある国際的な合意文書です。

パリ協定では、世界の平均気温上昇を、産業革命前に比べて2DCより十分低く保

つとともに、1.5℃に抑える努力の追及が掲げられました。これを達成するために

は、今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収を均衡さぜるよう、世界の排

出量を早急にこれ以上増加しないよう対策し、急激に削減していくことが世界的な

目標として設定されました。

この協定の採択により、全ての国が温室効果ガスの削減目標を5年ごとに提出・

更新し、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、評価と見直しを行うことが

決まりました。

〈パリ協定の主な内容〉

◇世界の平均気温上昇を、産業革命前に比べて2℃より十分低く保つとともに、

1.5℃に抑える努力を追及することについても言及

◇主要排出国を含む全ての国が温室効果ガスの削減目標を5年ごとに提出・更

新し、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レビューを受ける

◇森林等のCO2吸収源の保全・強化の重要性について言及

◇途上国における森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組みを構築する

◇先進国が引き続き資金を提供し、途上国も自主的に資金を提供する

※a国連気候変動枠組条約とは、1992年にブラジルの都市リオ・デ・ジャネイロにおいて開催さ

れた環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)において、採択された地球温暖化問題に関す

る国際的な枠組みを設定した環境条約です。

※2京都議定書とは、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)

において、先進国の拘束力のある削減目標(2008年～2012年の5年間で1990年に比べて

日本一6%、米国一7%、EU-8%等)を明確に規定した合意です。
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■国・都の動向

日本では、年平均気温は、100年あたり「.16℃の割合で上昇しており、東京

においてはヒートアイランド現象の影響も加わり100年あたり2.4℃の割合で上

昇しています。(気候変化レポート20/S一関東甲信・北陸・東海地方一)

これらの気候変動は、区民の健康(熱中症等)や安全(台風の大型化等)にも影

響を及ぼしつつあります。

地球温暖化の原因となる温室効果ガｽ※1の排出量は、わが国では削減の方向に

向かいつつあるものの、世界的には、発展途上国の急激な経済成長等で、依然とし

て増加の一途をたどっています。

このような中で、国はパリ協定に基づく日本の削減目標として、温室効果ガｽを

平成422030)年度に平成25(2013)年度比で26%削減するという目標

を定めました。

そしてこの目標の実現に向けた国の計画として、平成28(2016)年5月に、

「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。

また、東京都では平成28(2016)年に策定された「東京都環境基本計画」に

おいて、平成42(2030)年までに温室効果ガｽ排出量を平成/2(2000)年

比で30%削減・平成25(2013)年比で38%削減する目標を定めています。

(2)区が果たすべき責務

「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、地方公共団体が果たすべき責務

が示されており、区もこれに基づく取り組みが必要となっています。

〈地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)〉

(地方公共団体の責務)

第四条地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガｽ

の排出の抑制等のための施策を推進するものとする。

2

地方公共団体は、自らの事務および事業に関し温室効果ガｽの排出の

量の削減並びに吸収作用の保全および強化のための措置を講ずるとと

もに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガｽの排出の抑制等に関

して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関するII青報の

提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

※/温室効果ガｽとは、大気圏にあって地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温

室効果をもたらす気体の総称。地球温暖化対策の推進に関する法律では、=酸化炭素やメタンな

ど7種類の温室効果ガｽが対象となっています。
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■区のこれまでの取り組み

区内全域を対象とした地球温暖化対策の取り組み

区は、平成2(「990)年度に「地球環境問題への取組方針」を定め、区内全域を

対象とした地球温暖化対策の大きな一歩を踏み出しました。

平成22(20/0)年度には、地球温暖化対策の推進に関する法律第4条1に基づ

き、「品川区地球温暖化対策地t或推進計画」を策定し、区内から排出される温室効果

ガス排出量の削減目標を定め、その目標達成に向けた具体的な施策等を示しました。

平成30(2018)年度には、国や都の新たな地球温暖化対策の目標が定められた

ことなどを受け、区の目標設定を含む「品川区環境基本計画」を策定し、新たな削減

目標のもと、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。

区の業務を対象とした地球温暖化対策の取り組み

区の業務による温室効果ガスを削減するための取り組みとして、地球温暖化対策の

推進に関する法律第4条2に基づき、平成14(2002)年度に「品)11区環境配慮率

先実行計画」(第一次計画に相当)を策定しました。

その後、平成20(2008)年度には「品川区地球温暖化防止対策実行計画」(第

二次)を、平成25(2013)年度には「品川区地球温暖化防止対策実行計画(第三

次)」(以下、「前計画」とする)を策定し、一事業者として着実に温暖化対策に取り

組んできました。

(現行の各計画の位置付け・関係性については、P6を参照)

区の業務における環境マネジメントの取り組み

区は、地球温暖化対策をはじめ、環境保全の取り組みにおける事業者の規範となり、

率先して行動する立場であることから、平成13(200/)年度にISO14001※1の

認証を取得し、業務による環境負荷の低減に取り組んできました。これにより、全庁

的に環境配慮への認識が高まり、PDCAサイクルに基づく取り組みの考え方も定着

したことから、平成27(20/5)年度からは区独自の環境マネジメントシステム※2

である「しながわエコリンク」に移行し、地球温暖化対策を中心とした環境保全の取

り組みを、着実に進めています。

※11SO14001とは、国際的な標準規格の設定を行う機関rlSO(国際標準化機構)」が定めた、

企業や自治体などの自主的な環境配慮の推進のための国際規格のことをいいます。

※2環境マネジメントシステム(EnvironmentalManagementSystem、EMS)とは、企業な

ど事業組織が法令などの規制基準を遵守することにとどまらず、自主的かつ積極的に環境を保全

するために立案する計画と行動組織のことをいいます。
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〈しながわエコリンクの概要〉

温室効果ガｽの増加による地球温暖化が益々深刻化する一方、東日本大震災を

契機に、エネルギーに対する社会の関心も高まっています。

このような状況の中で、区が率先して環境保全・改善に取り組み、区民・事業

者等の環境行動の促進を図るため、品川区独自の環境マネジメントシｽテム(し

ながわエコリンク)を構築・運用していくこととしました。

●環境関連法令※・および行動計画※2に基づく省工ネ・省資源活動の推進

環境関連法令や行動計画に基づく省工ネ・省資源活動を着実に推進していく

ために、年度ごとの環境目標を定め、その進行管理を行います。

●環境法規制の遵守の徹底

環境法令管理の強化を図り、適用を受ける環境法規制の遵守の徹底を図ります。

■本計画の目的

「品川区職員環境行動計画」(以下、本計画とする)は、前計画の見直しを図った

第四次の計画に相当するものです。

これまでの社会変化や地球温暖化を取り巻く動向の変化に対応し、区民・事業者に

対して率先的な行動を展開するため、同時に策定した「品)11区環境基本計画」と連動

し、品川区基本構想の都市像4「次代につなぐ環境都市」を目指した取り組みを着実

に推進していきます。

※/環境関連法令とは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に

関する法律」および「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」をいいます。

※2行動計画とは、「品川区職員環境行動計画」を指します。



2計画の立置寸け

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく「地方公共団体実

行計画」として策定しました。

区の業務により排出される温室効果ガスについて、削減の目標とその達成に向けた

対策を定めるものです。

〈将来像〉

〈基本理念〉

〔平成20(2008)年4月〕

輝く笑顔住み続けたいまちしながわ

・暮らしが息づく国際都市、品川区をつくる

・伝統と文化を育み活かす品川区をつくる

・区民と区との協働で、『私たちのまち』品川区をつくる

〔平成21(2009)年4月〕

計画期間:平成21(2009)年度～平成30(2018)年度

く都市像>1.だれもが輝くにぎわい都市2.未来を創る子育て・教育都市

3.みんなで築く健康・福祉都市4.次代につなぐ環境都市

5.暮らしを守る安全・安心都市

晶川ヌ環境基本計画※」
国の計画

環境基本計画

区全体の温室効果ガス排出削減計画

(基本目標1に対応)※2 都の計画

東京都環境基本計画

本計画

品川区職員環境行動計画※3
(しながわ職員エコアクト)

(区が一事業者として取り組む温室効果ガス排出

削減計画)

連携 しながわエコリンク

(品川区環境

マネジメントシステム)

〔計画の策定根拠〕

※1「環境基本法」に倣って策定

※2「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「地方公共団体実行計画(地域施策編)」として策定

※3「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「地方公共団体実行計画(事務事業編)」として策定

図1計画の位置付け
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3計画の犀

本計画の期間は、平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの5年

間とします。

4計画の対象物

対象となる温室効果ガｽは、地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に定

められた表1のとおりです。

区内の温室効果ガｽの排出量は、その約95%をCO2が占め、区の事業において

も同様です。そのため、特にCO2の削減に対して積極的な取り組みを行うこととし、

本計画における排出量の把握はCO2を対象とします。毎年の業務によるCO2排出量

は、環境情報管理シｽテム※1を使用し集計を行います。

また、公用車の使用等により発生するメタン・一酸化二窒素・ハイドロフルオロカ

ーボン類については、CO2と同様に削減行動に取り組みます。

パーフルオロカーボン類・三ふっ化窒素は区の事業では排出しておらず、六ふっ化

硫黄は排出量が極めて微量であるため、計画の対象外とします。

表1計画の対象物質一覧

温室効果ガｽ名記号地球温暖化係数※2業務における主な排出源削減の取り組み
1二酸化炭素CO21燃料の使用、電気の使用○

2メタンCH425燃料の使用、自動車の走行○

3一酸化二窒素N20298燃料の使用、自動車の走行○

4ハイドロフルオロカーボン類HFCs1,430等カーエアコンの使用・廃棄等○

5バーフルオロカーボン類PFCs7,390等排出していない一

6六ふっ化硫黄SF622800公共施設の受変電設備の使用。点検等により排出一(排出量が極めて微量であるため〉
7三ふっ化窒素NF3「7,200排出していない一

※1環境1青報管理シｽテムとは、所管する各課・各施設のエネルギー使用量等の実績を管理するシ

ｽテムです。電気使用量、ガｽ使用量、水道使用量、燃料使用量、コピー・プリント数、可燃廃

棄物排出量、不燃廃棄物排出量、用紙類購入量を運用担当者等が毎月入力します。

※2地球温暖化係数とは、温室効果ガｽそれぞれの温室効果の程度を示す値のことです。
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5計画の囲

本計画の対象範囲は、表2に示すとおりです。

国の「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(環境省、平成

29年3月策定)」に基づき、区が所有または管理し、事業に使用している全ての施

設・設備を対象としますが、住居に伴う部分(区営住宅・職員待機寮等)は対象外と

します。

なお本計画は、各種取り組みの浸透や進捗管理について、「しながわエコリンク」

と一体的に進めていくこととします。(施設リストは「しながわエコリンク運用マニ

ュアル」を参照)

表2計画の範囲

施設自動車

●区庁舎●保育園・区の事業(対象

●各課分室・出先機関●幼稚園施設に限る)で

●文化センター●小学校使用する車両

●地域センター●中学校

●区民センター●義務教育学校

●月童センター●保養施設

●シルバーセンター●区立公園・月童遊園・

■ゆうゆうプラザ特定月童遊園

晶●高齢者福祉施設●公衆便所・公園便所
●障害者福祉施設●区民活動交流施設

●保健施設●自転車等駐車場

●図書館●品川歴史館

●創業支援センター●清掃・リサイクル施設

※その他、区が所有または管理する施設(下記、対象外の施

設は除く)

・区営住宅・上記以外の全て

・借上型区民住宅の車両

・建設型区民住宅

藷・職員待機寮
※その他、区以外のものが所有し、区の事業以外の目的で使

用されている施設

※対象範囲の考え方については次のページを参照してください。
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表3計画の対象範囲の考え方※1

設置者※2所有または賃借権者※3施設・設備の形態本計画の対象範囲備考
区区・区庁舎や学校等の区施設○・都施設等に複合されて

・都施設等に複合されていいる区施設がある場合

る区施設は、区が所有・賃借し

ている部分のみが対象

区以外・区施設内に入居している○

他の団体の事務所や民間

テナント等

・PFI※4の事業方式の一種

であるrBOT方式※5」や

「BOO方式※6」によって

整備され、所有権がPFl

事業者に帰属する区施設

区以外区・民間施設等に複合されて○・区が所有または賃借し

いる区施設ている部分のみ対象

区以外・一般的な民間施設等×

※1国の「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(環境省、平成29年3

月策定)」に基づき、対象範囲を定めます。

※2設置者とは、施設の建築を決定したものを指します。

※3所有者とは、施設の所有権を有するものを指し、賃借権者とは所有者との賃貸契約により施設

を使用するものを指します。

※4PFIとは、民間資金等の活用により公共施設等の整備等を行う事業のことを指します。

※5BOT方式とは、上記PFIのうち、民間が施設を建設・維持管理・運営し、契約期間終了後に

公共へ所有権を移転する事業を指します。

※6BOO方式とは、上記PFIのうち、民間が施設を建設・維持管理・運営し、契約期間終了後も

民間が施設を所有し続ける事業を指します。
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第2章区役所の取り組み状況



1前計画の総括

(1)前計画期間qコに実施した省エネルギーの取り組みとその成果

区役所では、各部署で継続して以下のような省エネルギーの努力を行っています。

●しながわエコリンク

しながわエコリンクに基づき、省エネルギーに取り組む体制・基準を定め、各

部署の自主的な行動を促すとともに、環境監査を行うことで意識を高めています。

併ぜて、環境に関する優良な取り組みを行っている課および施設を表彰すること

により、意欲向上と取り組みの水平展開を図っています。

●サマールック・ウォームビズキャンベーンの取り組み

<サマールックキャンベーンの取り組み内容>

1省エネ対策を推進するため、庁舎等の室内温度を原則として28℃に設定します。

2.体感温度はまず服装で調整することとし、上着を脱ぎ、ネクタイを外し、軽装に

なって執務を行います。特に平成28(2016)年度からは大暑から処暑までの

期間をｽーパーサマールックキャンペーンとして、強化期間と位置付けていま

す。

3.区民および区内事業所に、区の省エネルギーの取り組みについてアピールし、積

極的な行動について協力を要請します。

〈ウォームビズキャンペーンの取り組み内容>

1省エネ対策を推進するため、庁舎等の室内温度を原則として19℃に設定します。

2.体感温度は重ね着等の服装で調整することとし、執務を行います。

3.区民および区内事業所に、区の省エネルギーの取り組みについてアビールすると

ともに、省エネルギーへの積極的な行動について協力を要請します。

●電力節減方針に基づく取り組み

電力消費量が増加する夏季(7月～9月)期間中は、節電への考え方をまとめ

た「電力節減方針」に基づき、照明の調節等、業務への影響を必要最小限としつ

つ取り組んできました。
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●ライトダウンキャンペーン

環境省では、地球温暖化対策を実施する契機となることを目的に、「夏至」から

「七タ」の期間、全国のライトアップ施設や各家庭の照明の一斉消灯を呼びかけ

るライトダウンキャンペーンを実施しています。

区においても、同期間に公共施設の夜間の不要な照明の消灯に取り組むととも

に、七タ(7月7日)には定時退庁後の一斉消灯や、区内施設(野球場・庭球場)

の夜間貸し出しを控える等、ライトダウンキャンペーンに積極的に参加していま

す。

●エコラ通信

環境課では、職員向けに庁内LANを通じて毎月、環境に関わる情報を発1言し、

矢口識の習得と意識の向上を図っています。
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(2)前計画期間中の目標達成状況

前計画では、平成21(2009)年度を基準年とし、対象施設の床面積1㎡当た

りのCO2排出量を、平成29(2017)年度までに5%削減することを目標として

取り組んできました。

その結果、平成28(20「6)年度時点において○.0395t-CO2/所であり、基

準年平成21(2009)年度の0.0443t-CO2/耐に対して108%の削減となり、

前計画の目標は達成できたと評価されます。

なお、平成27(2015)年度から平成28(2016)年度にかけて増加してい

ますが、これは、庁舎の熱源機器改修に伴う稼働時間増や業務量増加、冬季の気温

が例年に比べて低かったこと等に起因するものです。
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表4/m2あたりのCO2排出量の推移

表5CO2排出量の推移

年度単位床面積あたりのCO2排出量(t-CO2/m2)基準年度比
基準年平成21(2009)年度O.0443一

実績平成25(2013)年度○.0411一72%平成26(2014)年度O.0386一129%

平成27(2015)年度O.0384一13.3%

平成28(20「6)年度0.0395一108%

目標平成29(20「7)年度0.0421一5%

※排出量は四捨五入しています。そのため、合計値や基準年度比が合わない場合があります。
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(3)CO2の総排出量

CO2排出量は、エネルギー消費量とそれぞれの燃料別に定められたCO2排出係

数※「を乗じて算出するため、排出係数の変動により影響を受けます。そのため、

排出係数を固定とし、業務により排出されるCO2の総排出量を算出しました。

基準年の平成21(2009)年度から平成26(2014)年度までは、ほぼ横ば

いの傾向にありましたが、平成25(20/7)年度からは増加しており、平成26

(20/S)年度は基準年比7.O%の上昇となりました。

(co2排出量)Lコ電気_ガス燃料一G一対鍮面積(床面積)
30,00e1,00r),ooo

23,192
8cx),ooo

20,000

6COPOO

10,000

o

平成21年度 乎成28年度

400.oco

20r].oco

0

図2エネルギー種別CO2排出量

(4)エネルギー消費量

業務によるエネルギー消費量を算出した結果、平成23(2011)年の東日本大

震災直後の緊急的な節電対策等の効果により、エネルギー消費量は大きく減少した

後、近年はほぼ横ばいの傾向にあります。

基準年の平成21(2009)年度との比較では、平成28(20/6)年度は15.6%

の上昇となりました。

エネルギー消費量の伸びに対して、CO2排出量の伸びが少ない要因としては、

CO2排出係数の低い事業者からの電力供給が増えたことが挙げられます。

(Gj)[コ電気_ガス燃料_◎_対象面積(床面積)
400,000 1.OOO、OOO

300,0002呂1'784

200,000

100,000

0

鳳

平成21年腰

図3エネルギー種別エネルギー消費量

900,0[0

600,000

400,000

200、CDO

o

※/CO2排出係数とは、各エネルギーの使用量当たりのCO2排出量のことです。電気の場合では、

化石燃料を燃やす火力発電に比べ、太陽光や水力等を用いた発電の排出係数がより低い数値とな

っています。
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第3章計画の目標



1CO2の排出削減量に関る目亜

本計画におけるCO2の削減目標は、以下のとおりと定めます。

■区の業務により排出されるCO2の削減目標

計画期間qコの目標:平成34(2022)年度までに平成25(2013)年度比で

16%削減

削減目標:平成42(2030)年度までに平成25(2013)年度比で

40%削減

【目標設定の考え方】

①区では、これまで継続的にエネルギー消費量の削減に取り組んでおり、

今後も省工ネ行動の徹底や省工ネ型設備の更新、そして低炭素なエネ

ルギーの導入等に継続的に取り組んでいきます。

②「品川区環境基本計画」では、区全体から排出される温室効果ガス排

出量の削減目標を、「平成42(2030)年度までに平成25(2013)

年度比40%削減」としています。

③「政府がその事務および事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等の

ため実行すべき措置について定める計画(以下、政府実行計画)」で

は、「平成42(2030)年度までに平成25(20/3)年度比40%

削減(中間目標:平成32(2020)年度までに10%削減)」という

目標を掲げています。

④区を代表する事業者として、「品川区環境基本計画」と政府実行計画

との整合を図る目標とすることとしました。

⑤複合機の導入など、省工ネルギー・省資源などの地球温暖化対策や

経済的メリットと、業務効率向上が両立する取り組みを推進します。

以上を踏まえ、職員一人ひとりが率先して行動し、各種の取り組みを強力

に推進することで達成が可能となる標記の削減目標を定めました。

轟3°・54329・2°329・768S°・6`17・醐

劉8駕25'656[
馳麗ii
門Ll

平成25年平成26年平成27年平成28年平成34年

(2013年)(2014年)(2015年}(2016年}(2022年)

〈本計画における削減目標>

16

欄

18β26 [

lI
Il
L-1

平成42年

(2030年)



なお、co2排出量は区の施設数や床面積の増減に大きく左右されることから、「区

施設からの単位床面積当たりCO2排出量」について毎年把握し、取り組みの進捗状

況等を評価する指標として活用します。

この指標は、品川区環境基本計画における地球温暖化対策に関する指標の一つにも

位置付けられています。

i(指標)区鍛からの靴床面積当たりcO。排出量i
i計mUn.fi間中の指標・平成34(2022)鞭までにO.0398t-CO・痛i
l〔平成25(2013)年度比で16%削減に相当〕l

l削減の指標:平成42(2030)年度までにO.0285t-CO,/所1

1〔平成25(2013)年度比で40%削減に相当〕l
L-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一,

　　　ロ

δoo5GO罫

翼cO・04GO
珊皿1酬ミoo3GO

醤癖・。2G・
Kごoo1GO
単o.ODOD

0・04740.04540.04550.0464

平成25年平成26年平成2フ年平成28年

(2013年)(2014年:1(2015年)(2016年)

⊥60ri減

平成ヨ年
〔2022年)

〈本計画における削減の指標〉

畑頻減

慨璽
平成42年
(2030年}

※本計画の単位床面積当たりのCO2排出量は、前計画からの対象施設の変更および}非出係数を変

動して算出しているため、前計画の単位床面積当たりのCO2排出量とは数値が異なります。
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第4章率先行動計画



1温室効果ガｽ排出抑」のための取り組の系

(a)日常業務における取り組み

》空調の適切な運用による電気・燃料使用量の削減

》照明の適切な運用による電気使用量の削減

》エレベーターの適切な運用による電気使用量の削減

》電気機器の適切な運用による電気使用量の削減

》給湯機器の適切な運用による燃料使用量の削減

》公用車の適切な運用による車両用電気・燃料使用量の削減と走行距離の抑制

〉働き方の配慮による電気・燃料使用量の削減

》紙使用量の削減

》水使用量の削減

》廃棄物排出量の削減

》各種法令に従った適正な廃棄

〉環境に配慮したエネルギー調達の推進

〉イベント等における環境負荷に配慮

〉フロンガｽ使用等に係る適正管理

(2)施設・設備の更新

》「エネルギーの見える化」によるエネルギー使用量削減

》太陽光発電シｽテム・太陽熱利用等の再生可能工ネルギーの活用

〉コージェネレーションシｽテム・省エネ型ボイラーの導入

〉省工ネ診断の実施によるエネルギー使用量削減

〉施設の新設における省エネ化の検討

〉空調・照明・電気機器・給湯・公用車の更新によるエネルギー使用量の削減

〉水使用量の削減

》公共工事の環境配慮

(3)省工ネ協議

19



2温室効果ガス排出抑」のための具的な取り組

一事業者としての区が排出する温室効果ガス削減のためには、まず第一に職員一人

ひとりの日常業務における環境を意識した取り組みを徹底し、あわぜて施設・設備を

省工ネ型に更新していくことが必要です。

各取り組みの内容を十分に理解するとともに、所属する組織内で共有し、合わせ

て全庁的な連携により、確実に実践していきます。

(1)日常業務における取り組み

温室効果ガスを削減するためには、全ての職員が環境に対する意識を持ち、自身

の職務を遂行することが重要です。また、電力消費が多い夏季・冬季については、

区民サービスの質を維持しつつ、より省工ネルギーを推進する必要があります。

日常業務において、職員一人ひとりが、その職責や立場に応じて取り組むべき省

エネルギー・省資源の行動は、以下に示すとおりです。

区分取り組み項目具体的取り組み内容

環境に配慮したエネルギー調達の推進●エネルギーを調達する際、使用時の温室効果ガス排出量の少ない低炭素なエネルギーを優先して調達する

ことに配慮

エネルギー効率のよい施設管理の実施●エネルギーの使用の合理化に関する法律の対象施設については、「品川区エネルギー管理基準」(下記参照)にしたがって、エネルギー効率のよい施設管理を実施
働き方電気使用量の削減燃料使用量の削減○業務の見直しによる時間外勤務の抑制(しながわ～く)●一斉退庁・一斉消灯・ノー残業デーの徹底

照明電気使用量の削減○不要な照明の消灯(始業前・昼休み・残業時)※窓ロ等必要箇所を除く●支障の無い範囲で廊下・階段等の共用部の照明を減灯●可能な限り日中の窓側照明の消灯●不要な照明の間引き
※下線を引いている取り組み内容は、本計画で新たに記載されたもの。

1〈エネルギー管理基準の概要>1

1エネルギー管理基準とは、区の施設における省エネルギー活動を効果的に推進することを目l

l的として、「エネルギー使用の合理化に関する法律(第4条ほか)」に適合したエネルギー管理1

1における基準を文書化したものです。l

1この基準は、区の所管施設において消費される電力、化石燃料、ガス燃料、用水(上水・中1

1水)、地域熱源等すべてのエネルギーを対象として、施設維持管理業務に適用するものです。1

1※内容の詳細については、しながわエコリンクの品川区エネルギー管理基準を参照l

I

I

L-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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区分取り組み項目具体的取り組み内容

空調電気使用量の削減●適切な室温設定の徹底(サマールックキャンペーン

燃料使用量の削減冷房28度・ウォームビズキャンペーン暖房19度)

○使用していない部屋の個別空調の停止の徹底

○ブラインド・カーテン等の適切な利用による空調効率

の向上

●エアコンフィルター等の定期的な清掃や管理

●余冷・余熱によるエアコン等の運転時間の短縮

○冷暖房設備の維持・管理の徹底

○ボイラー等工ネルギー供給施設の適切な運転・維持管

理

電気機器電気使用量の削減●パソコン等OA機器の省工ネ設定

●電気ポットは原則使用しない

(ガｽ設備等がない施設を除く)

●暖房便座の蓋を閉める

●暖房便座を節電モードに設定

給湯燃料使用量の削減●必要最低限の給湯器使用

エレベーター電気使用量の削減●階段の利用

●支障のない範囲で一部の運転を休止

公用車電気使用量の削減●停車時のエンジン停止の徹底

燃料使用量の削減●エコドライブの徹底

走行距離の抑制(急発進・急加速・急停止等の抑制)

●自動車の使用回数の抑制

(徒歩移動・自転車の活用、相乗り等)

●カーエアコンの適切な使用(不要時はつけない)

●タイヤの溝・空気圧等の定期的な点検・整備

製品購入時の環境負荷の低減●グリーン購入の実施(詳細はP23参照)

●カーボンオフセット(下記参照)商品の購入の検討

i<カーボンオフセット>i
1カーボンオフセットとは、削減が困難な部分の温室効果ガｽ排出量について、他の場所で1

1実現した排出削減・吸収量等(クレジット)を購入することまたは他の場所で排出削減・吸1

1収を実現する活動を実施すること等により、その排出量の全部または一部を埋め合わせるこ1

1とをいいます。l

1事務用品や日用品の中にもカーボンオフセットの認証を受けているものがあります。l
L-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1
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区分取り組み項目具体的取り組み内容

紙使用量の削減●必要以上に個人資料を持たず、資料を共有化

●裏面用紙の活用徹底

●会議資料・内部文書等のコピー用紙使用量の削減

内(両面印刷・Nアップ・小冊子印刷の活用等)

●庁内の文書管理システム等の活用によるコピー用紙使

用量の削減

●必要最小限の部数印刷・発注

○メールや参考資料等の印刷削減

(画面確認・課内での回覧等)

●用紙類の購入量チェックによる使用量削減

水の使用●水の流し放しの防止

●配管等の水漏れ点検の実施

イベント等における環境負荷への●主催者・出演者・一般来場者の移動に伴う温室効果ガ

配慮ス排出量の削減

●設営時・匪催qコ・撤去時のエネルギー電力・燃料

使用の削減

●グリーン電力証書(下記参照)の利用やカーボンオフ

セットの実施

●配布する印刷物・ノベルティ・設営資材への環境配慮

●イベント開催に関わる廃棄物の削減

廃棄物排出量の削減●分別ボックス等による分別徹底と資源化

(分別の種類をわかりやすく表示)

●昼食の買い物時等でのノーレジ袋の推進による廃棄物

の削減

●割り箸使用量の削減(マイはし持参等)

●使用済み封筒の庁内メール便等での再利用

●不要な備品の情報提供による他部署での再使用

○裏面用紙・封筒回収ボックスの設置

●廃プラスチック・廃油等のリサイクル

各種法令に従った適正な廃棄●燃え殻・汚泥・建設廃材等の適正な廃棄

●水銀等の有害物質の適正な廃棄

フロンガス使用・廃棄等に係る適正●エアコン・冷蔵冷凍機器・テレビ・洗濯機・自動車等

管理については、フロン排出抑制法・家電リサイクル法・

自動車リサイクル法に従い適正に管理または処理

i<グリーン電力証書>1

1風力や太陽光等の再生可能エネルギーで発電された電気が持つ目に見えない「環境価値」i

lを「電気そのもの」と切り離して取引する制度があります。グリーン電力証書を購入するこ1

1とによって、「環境価値」のある電力を利用したとみなすことができます。l

I

L-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_
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1-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

1〈グリーン購入の概要>1

1しながわエコリンクでは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーl

1ン購入法)」を基準とするグリーン購入共通手順書に従って行動することとしています。I

I

1.目的

地球温暖化問題が深刻化するqコで、持続可能な社会を実現するため、区も事業者・

消費者として、環境に配慮した物品の優先購入(グリーン購入)を進めることにより、

環境負荷の軽減を図るとともに、循環型社会の構築を目指すことを目的とする。

2.基本方針

(1)区が物品を調達(購入およびリーｽ・レンタルをいう)するにあたって、次

の要件について考慮する。

④環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用および放出が削減されている

こと。

②製造時、流通段階、使用時ともに資源やエネルギーの消費が少ないこと。

③資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。

④長期間の使用ができること。

⑤再使用が可能であること。

⑤リサイクルが可能であること。

⑦再生された素材や再使用された部品を多く利用していること。

⑧廃棄されるときに、処理や処分が容易なこと。

(2)環境物品等に関する情報の信頼性、適切性、手続きの透明性に留意しつつ、

第三者機関による環境ラベル制度による環境配慮商品の活用を図るとともに、自ら排

出する温室効果ガｽの削減困難な部分においてはカーボンオフセットの活用やカーボ

ンフットプリントによるCO2排出量の見える化などの新たな取り組みも取り入れてい

く。

3.対象物品

次の商品に関しては、「4運用基準」のグリーン購入ガイドラインにより調達する

ものとする。

(1)用紙類・紙製事務用品類・印刷物類・衛生用紙類

(2)事務月ヨ品類

(3)作業服・防災服・エブロン、軍手、災害対策用毛布

(4)自動車、乗用車用タイヤ

(5)コピー機、プリンター、ファクシミリ、ｽキャナーおよびその複合機

(6)パソコン

(7)エアコン、照明器具、ランプ、移動電話

出典)グリーン購入共通手順書

※内容の詳細については、しながわエコリンクのグリーン購入共通手順書を参照
1-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」
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(2)施設・設備の更新

主に、各施設の責任者や空調や照明等の設備機器の管理者等が、設備・機器の更

新導入時に配慮すべき省エネルギーの行動は、以下に示すとおりです。

区分取り組み項目具体的取り組み内容

全般電気使用量の削減●「エネルギーの見える化」によるエネルギー使

燃料使用量の削減用量削減

●太陽光発電システム・太陽熱利用等の再生可能

エネルギーの活用

●コージェネレーションシステム(下記参照)・省

エネ型ボイラーの導入

●省エネ診断の実施によるエネルギー使用量削減

●施設の新設・改修における省工ネ化の検討

照明電気使用量の削減●LED照明機器の導入

●インバーター省工ネ照明機器の導入

●照明スイッチの細分化設計による省工ネルギー

の推進

空調電気使用量の削減●地qコ熱。太陽熱等の活用

燃料使用量の削減●高効率空調機の導入

●複層ガラス・建物の断熱型構造の強化

電気機器電気使用量の削減●節電型OA機器の導入

●省電力型モーター等を導入

●自動販売機の省工ネ型機種への変更

給湯i燃料使用量の削減●高効率給湯器の導入

公用車電気使用量の削減●次世代自動車の導入(プラグインハイブリッド

燃料使用量の削減車・電気自動車・燃料電池自動車・クリーンデ

イーゼル自動車等)

●ハイブリッド車・アイドリングストップ付低燃

費かつ低排出ガス車の導入

i〈コージェネレーションシステム>i
1コージェネレーションシステムとは、天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エン1

1ジン、タービン、燃料電池等により発電した際に生じた廃熱も回収し、給湯や空調などに1

1利用するシステムのことをいいます。1

1エネルギー効率が良く、また停電時も自立運転可能なシステムであることから、地球温I

1暖化対策として、また緊急時のエネルギー確保の手段としても有効です。l
I-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1
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区分取り組み項目具体的取り組み内容

水の使用●節水コマの取り付け

●トイレの流水擬音装置の取り付け

●貯留タンク等の雨水利用設備の導入により雨水

をトイレや散水等に中水として利用(雨水の適

切な利用が可能な場合)

●必要に応じて感知式の洗浄弁・自動水栓等の節

水に有効な器具を設置

その他の環境配慮●外気の活用・遮断が可能な建具の採用やひさ

し・窓ガラｽ等の開ロ部の構造を検討し整備

●省工ネ型の照明や空調機器の運転制御が行える

建築設備について、規模。用途に応じ検討し整

備

●透水性舗装・浸透升等を必要に応じて設置

●敷地への境木等の植栽や建物の屋上。壁面等の

緑化

●各種の施設整備等にあたっては、地域の自然環

境等との調和に配慮

●一般廃棄物・産業廃棄物の適正処理
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(3)省工ネ協議

各所管課が次年度の予算見積をする際、環境課と「省エネ協議」を実施すること

で、環境施策への反映を図るものです。

省工ネ協議では、省工ネルギーに資する工夫を施す予定の事業について、省工ネ

提案書にその工夫の内容や効果を記載し、環境課に提出することが必要です。省工

ネルギーにつながる工事の実施や備品の購入、再工ネ機器の導入等が対象となりま

す。

i〈省工ネ協議の具体例〉…

i●照明のLED化…

i蛍光灯や街路灯・体育館等の水銀灯などをLED化することにより、消費…

i電力を軽減でき、温室効果ガスの削減につながります。…

i蛍光灯のLED化では40%前後、街路灯の水銀灯のLED化では60～…

i70%程度の省エネ効果が期待できます。…

i●空調設備の更新…

iパッケージエアコンや集中式空調設備の熱源(ボイラーなど)を、最新の…

i高効率な設備に更新することにより、ガスや燃料などのエネルギー消費量を…

i軽減でき、温室効果ガスの削減につながります。…

iパッケージエアコンの場合、10年前の機器に比べると、10%以上の省工…

iネにつながると言われています。…

i●給湯設備の更新…

i給食室や福祉施設などの給湯設備を最新の高効率な設備に更新すること…

iにより、10%以上のガス消費量を削減できた事例もあります。…
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第5章推進体制
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1進」

本計画は、環境対策推進会議において推進します。

推進体制の詳細は、次頁の設置要綱に示すとおりです。

2eへの=識啓

(1)情報の提供・啓発

①区ホームページ等により、,1青報を提供します。

②地球温暖化に関する1青報の共有化を図ります。

内部:庁内LANによる職員向けインフォメーション等

外部:委託契約内容等

(2)教育・研修

地球温暖化に関する教育・研修を行っていきます。

3公表

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、本計画の内容および進捗・

達成状況を区ホームページ等を用いて広く公表します。

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
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環境対策推進会議設置要綱

制定平成19年2月28日

改正平成21年3月27日

要綱第148号

改正平成24年5月10日

要綱第123号

改正平成26年9月12日

要綱第113号

改正平成27年3月11日

要綱第265号

改正平成29年1月27日

要綱第7号

(設置)

第一条環境問題に対する、品川区の施策を総合的、効果的に推進するため、

環境対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

①品川区の環境施策全般に関する事項

②環境マネジメントシｽテムに関する事項

③その他前2号に関連し必要と認められる事項

(組織)

第三条推進会議は、別表に掲げる座長、副座長、委員で構成する。

2座長は、推進会議を招集し、会議を主催する。

3副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。

4座長は、第1項に定めるもののほか、必要と認める者を出席さぜるこ

とができる。

(庶務)

第四条推進会議に関する事務は、都市環境部環境課において処理する。

(委任)

第五条この要綱の実施について要綱の定めない事項については、別に都市環境

部長が定める。
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別表

璽

長
長

長
座
座
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員

座
副
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委

圏

副区長(都市環境部担任)

副区長

教育長

企画部長

総務部長

危機管理担当部長

地域振興部長

文化スポーツ振興部長

子ども未来部長

福祉部長

健康推進部長

品川区保健所長

都市環境部長

品川区清掃事務所長

防災まちづくり部長

災害対策担当部長

会計管理室長

教育委員会事務局教育次長

区議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長
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環境対策庁内会議設置要領

平成22年7月15日

平成24年5月10日

平成27年3月11日

平成27年7月15日

都市環境事業部長制定

都市環境事業部長改正

都市環境事業部長改正

都市環境部長改正

(設置)

第1条品川区において、環境対策に関する庁内の緊密且つ横断的な連携を図

り、もって環境政策を円滑に推進するため、環境対策庁内会議(以下「庁

内会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)環境対策関連計画に関すること

(ア)品川区環境計画

(イ)品川区地球温暖化防止対策実行計画

(ウ)品川区地球温暖化対策地域推進計画

(2)環境対策の施策に関すること

(3)環境対策の盾報交換に関すること

(4)その他環境対策に関すること

(構成)

第3条庁内会議は、次に掲げる者による委員によって構成する。

(1)都市環境部長

(2)企画調整課長

(3)財政課長

(4)施設整備課長

(5)総務課長

(6)経理課長

(7)地域活動課長

(8)文化観光課長

(9)子ども育成課
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(10)福祉計画課長

(11)健康課長

(12)都市計画課長

(13)環境課長

(14)品川区清掃事務所長

(15)土木管理課長

(16)会計管理室長

(17)区議会事務局長

(18)選挙管理委員会事務局長

(19)監査委員事務局長

(20)教育委員会事務局庶務課長

(座長)

第4条庁内会議には座長をおき、都市環境部長をもって充てる。

2座長は、会議の議事運営を行い、会務を総理する。

3座長に事故があるときは、環境課長がその職務を代理する。

(招集)

第5条庁内会議は、必要に応じて座長が招集する。

2座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を庁内会議に出席させ

ることができ、意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条庁内会議の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第7条この要領に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、都

市環境部長が別に定めるものとする。

附則この要領は、平成24年5月

附則この要領は、平成27年4月

附則この要領は、平成27年7月

11日から適用する。

1日から適用する。

15日から適用する。

32



参考資料
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資料一1施設類型別の電気使用量の年間推移

区の業務によるCO2排出量の約75%が、電気の使用によるものです。

電気の月別使用量について、施設類型別に整理した結果を下図に示します。

全体的に、暖房や冷房などの空調利用により、冬季や夏季の電気使用量が大きく

なる傾向にあります。ただし、冬季・夏季は徹底した省工ネ対策が実施されており、

空調にガスを使用している施設などもあることから、その季節変化は比較的なだら

かな施設も見られます。

また、過去3年間の実績を比較すると、月別の変化の傾向には大きな差はあり

まぜん。なお、高齢者福祉施設では平成28(2016)年度から、産業支援施設等

では平成27(20/5)年度から電気使用量が増加していますが、これは施設数の

増加によるものです。
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35



資料一2再生可能工ネルギー等導入状況

地区名施設名住所太陽光(太街陽路光灯)気簿ヨ太陽熱雨施水股利用備考
品川1総合庁舎(本庁舎・第3庁舎・議会棟)品川区広町2-1-36○

2第二庁舎(防災センター)品川区広町2-1-36○○

3品川学園(義務教育学校)品川区北品川3-9-30○○○地中熱利用設備あり

4品川保健センター・健康センター品川区北品川3-11-22○○

5御殿山小学校品川区北品川5-2-6○○○風力発電あり地中熱利用設備あり
6台場小学校品川区東品川1-8-30○○

7東品川高齢者施設(福栄会)品川区東品川3-1-8O○
8ファミーユ下神明品川区西品川1-20-16o

9しながわ中央公園(管理棟)品川区西品川1-27-14○○O

10中小企業センター品川区西品川1-28-3○

大崎11第三日野小学校(北棟・南棟)品川区上大崎1-19-19○○

12上大崎特別養護老人ホーム品川区上大崎3-10-7○

13日野学園(義務教育学校)・総合体育館品川区東五反田2-11-1○○

14西五反田複合施設(高齢者施設・住宅)品川区西五反田3-6-6○○

15ファミーユ西五反田(東館〉品川区西五反田3-6-38○○

16第一日野小・幼保一体施設・教育複合施設品川区西五反田6-5-32○○

荏原17荏原複合施設(保健センター・高齢者施設)品川区荏原2-9-6○○
18スクエア荏原品川区荏原4-5-28○○

19武蔵小山創業支援センター品川区小山3-27-5○

20小山小学校品川区小山5-10-6○O

21荏原第六中学校品川区小山5-20-19○○
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22戸越台複合施設(中学校・高齢者施設)品川区戸越1-15-23○○
23中延高齢者施設品川区中延6-8-8○○

24平塚橋複合施設(特養ホーム・ゆうゆうプラザ)品川区西中延1-2-8○○
25第二延山小学校品川区旗の台1-6-1○○

26旗台小学校品川区旗の台4-7-11○

27荏原第五中学校品川区旗の台5-11-13○

28荏原第三地域センター品川区平塚1-13-18O

29荏原平塚学園(義務教育学校)品川区平塚3-16-26○○

30豊葉の杜学園(義務教育学校)品川区二葉1-3-40○○○
31杜松高齢者施設品川区豊町4-24-15○

大井32大井三丁目高齢者憩いの場品川区大井3-17-16○

33伊藤学園(義務教育学校)品川区大井5-1-37○○

34大井認知症高齢者グループホーム品川区大井6-20-5○

35浜川中学校品川区東大井3-18-34○

36大井林町高齢者複合施設品川区東大井4-9-1○○○

37総合区民会館(きゅりあん〉品川区東大井5-18-1○

38冨士見台中学校品川区西大井5-5-14○

39伊藤小学校品川区西大井5-6-8○

40区立かがやき園品川区西大井6-2-14○

41浜川小学校品川区南大井4-3-27○

42南大井複合施設(高齢者施設・住宅)品川区南大井5-19-1○○
八潮43資源化センター品川区八潮1-4-1○
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44八潮南特別養護老人ホーム等高齢者福祉施設品川区八潮5-9-2O
45こみゅにていぶらざ八潮品川区八潮5-9-11O

区外46日光しながわ光林荘栃木県日光市細尾町676-1○○

47品川荘静岡県伊東市広野1-3-17○
更新口:平成30(2018)年1月300
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