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市の取り組み
ここまでは「市民・事業者の活動」にスポットを当てて紹介してきましたが、ここでは「環
境にやさしい生活」の普及・推進を目的に実施している市の取り組みについて、紹介させて
いただきます。それぞれの事業は主に平成２４年度に実施した内容について紹介しています。

夏期の節電対策
事業の担当部署：環境対策課
事業の開始時期：平成２３年度

事業の概要：
国は、東京電力管内における平成 24 年夏の電力需給対策について、7 月 2 日（月）
から 9 月 28 日（金）の平日（8 月 13 日～15 日除く）９：00～20：00 におい
て、「数値目標を伴わない節電」を要請しました。
立川市においては、平成 23 年に引き続き、9 月 9 日の電力使用制限令の解除以
降も、市民サービスに影響を与えないよう、無理のない範囲の節電を継続して行っ
ており、平成 24 年夏についても、市民の健康等に配慮しながら、継続して行われ
ている節電対策を基本とし、改めて市民・事業者に対して節電意識の啓発を行うと
ともに、無駄な電力使用を可能な限り削減する、効果的な節電を目標に取り組みま
した。
① 執務時間の短縮等
・ 現行の週 1 日（水）のノー残業デーを継続実施
② 照明
・ 平日午後 5 時 45 分に一斉強制消灯を行う
・ 本庁舎職員側通路・階段等およびトイレを昼間全消灯
・ 通路・階段等、市民の安全を確保できる範囲内で消灯可能な照明は消す
・ 本庁舎地下駐車場の照明 50％消灯
・ 執務スペースについても 50％の削減を目標に、労働安全衛生上の照度等
に配慮しながら間引き点灯とする
・ 昼休み消灯の徹底（窓口業務中は除く）。
・ ライトアップの消灯
・ 白熱電球の原則使用停止
③ 空調
・ 室温設定 28℃の徹底
・ 本庁舎においては、平日午後 5 時 15 分以降原則運転停止
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・ その他施設については、市民利用スペースを除き、定時執務時間終了時に
運転停止
・ サーバ室等、個別空調機器の適切な温度設定
・ ブラインドの適切な調整やグリーンカーテンの育成
④ ＯＡ機器
・ パソコンディスプレイ（液晶パネル等）の輝度を４０％に下げる
・ 「省エネモード」機能を活用する
・ 離席時や長時間未使用の場合はシャットダウンする
⑤ エレベーター
・ 職員は極力階段を利用し、昇降回数を減らす
⑥ ト イ レ
・ 未使用時の消灯徹底（本庁舎以外。本庁舎はすでに使用時のみの点灯）
・ 温水便座、エアータオルの電源ＯＦＦ
⑦ その他の家電機器等
・ 電気ポット、コーヒーメーカー等の原則使用禁止
・ 給湯器の一部使用制限

・ 自動販売機の消灯要請

・ 必要のない電化製品はコンセントを抜く
⑧ 職員の服装
・ クールビズの実施期間の拡大（5 月 1 日から 10 月 31 日まで）
⑨ 取り組み状況のチェック体制
・ 市役所全施設の電力使用量の状況を把握し、著しい電力使用が認められた
場合は、抑制を図る
⑩ 市民、事業者への支援や啓発について
・ 緑のカーテンのためのゴーヤ苗配布や普及啓発
・ 環境学習講座や節電講座の開催支援
・ 市報、ホームページ等での節電情報の発信
・ 節電の取り組みについてパンフレットの配布やポスター掲示
大口需要施設は 6 月から 8 月において、電力制限令が発令された前年度比では、
2％の増加でしたが、震災前の平成 22 年度比では、9％の削減となりました。また、
小口需要施設では、前年度比 4％の増加でしたが、平成 22 年度比では、16％の削
減となり、震災以降継続して行っている節電対策が、定着してきている結果となって
います。
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たちかわエコパートナー講座
たちかわエコパートナー講座
事業の担当部署：環境対策課
事業の開始時期：平成 19 年度
事業の概要： 快適な環境を守り、育てていくためには、一人ひとりの環境を大切に思う意
識と主体的な行動が必要と言われています。しかし、多くの人は、様々な問題
が複雑に絡み合う今日の環境問題を目の当たりにすると、自分一人では何も変
わらないような無力感に襲われてしまい、なかなか具体的な行動に結びついて
いないのが現状です。
そこで、市では、環境に配慮した生活を自ら実践するとともに、家族や友人、
地域の方々を巻きこんで、環境の大切さと環境にやさしい生活を広めていただ
ける方の養成を目指し、平成 19 年度より｢たちかわエコパートナー講座｣
｢たちかわエコパートナー講座｣を実
｢たちかわエコパートナー講座｣
施しています。
平成 24 年度は、14 回の連続講座で行ないました。はじめは、身近な自然
に目を向け、感性や観察力を養うことからスタートします。その後、徐々に様々
な知識を身につけながら、周囲の人に問題意識を投げかけ、行動を促すような
プログラムづくりを行うなど、環境の大切さや環境にやさしい生活を周囲の人
に伝え、広めていくための方法やスキルを身につけていきます。
講座を修了した方は「たちかわエコパートナー」
「たちかわエコパートナー」として認定されます。修了
「たちかわエコパートナー」
後は、それぞれの地域の中で様々な環境への取り組みを実践したり、修了生が
設立した、市民団体「たちかわエコパートナー」で、子ども達への環境学習の
講師や市民交流大学での環境講座の企画参画などの活動をしています。
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エコオフィスプラン 21
事業の担当部署：環境対策課
事業の開始時期：平成 12 年度より
事業の概要： 市役所は営利活動を行う一般的な企業ではありませんが、1,000 人を越え
る職員を抱える大規模な事業所であり、多くのエネルギーを使用している大規
模エネルギー消費者でもあります。本市の目指すべき環境像「人と自然を調和
させるまち」の実現に向けては、市民・事業者の環境行動の推進と合わせ、そ
れに先立って市が自ら率先して規範となる行動をとる必要があります。
そこで立川市では、平成 12 年度より本庁舎を中心とした各職場において、
独自の環境マネジメントシステム「エコオフィスプラン
「エコオフィスプラン 21」
21」のもと、環境負
荷削減の推進を図っています。
「エコオフィスプラン 21」では、職場(各業務フロア)ごとに「省資源」
、
「省
エネルギー」、
「ごみ減量・リサイクル」についてそれぞれ推進担当者を配置し、
各推進担当者を中心に、次のような環境配慮行動に職員一人ひとりが取り組ん
でいます。
○省資源（用紙類の使用量削減）
・コピーの際は、なるべく両面コピーを使います。
・各職場に設置してある裏紙用リサイクルスタン
プ、ストック用ボックスを活用し、裏紙利用を 裏紙用リサイクルスタンプ
裏紙ストック用ボックス
推進しています。
○省エネ（電力の使用量削減）
・温湿度計を用いて室内温度を適正に管理し、冷房運転時 28℃、
暖房運転時 20℃設定を徹底しています。
・始業前、退庁時、昼休みの基本消灯をしています。
・電気ポット、コーヒーメーカー類の使用を自粛しています。
・OA 機器類は使っていないときは、電源を OFF にします。
○ごみ減量･リサイクル（ごみの減量・発生抑制）

温湿度計

・ごみの分別（６分別）を徹底しています。
※

平成 22 年 5 月の庁舎移転に伴い、新庁舎では３分別に変
更しました。業務では発生しにくいビン、缶、ペットボト
ルのごみ箱を廃止し、個人ごみは持ち帰りとしました。

・古紙分別用ポケット等を活用し、古紙の分別、
リサイクルを徹底しています。
６種類に分けられたごみ箱

古紙分別用ポケット

ごみ排出量 H12→
H12→H19
新庁舎では、３種類に。

33.1％減
33.1％減

透明ごみ箱で分別意識の向上を目指しています。
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多摩川由来の崖線の緑を保全する協議会
事業の担当部署：都市計画課

景観係

事業の開始時期：平成２２年度
事業の協働・共催団体等：調布市・府中市・国立市・昭島市・福生市・羽村市・青梅市
東京都
事業の概要： 多摩川が台地を侵食してできた、約 40ｋｍの段丘崖の連なりは東京を東西
に横断しており、崖線と呼ばれています。崖線がもつ豊かな緑や湧水は市民の
憩いの場や生物の生息拠点として非常に有用な空間となっています。
「多摩川由来の崖線の緑を保全する協議会
摩川由来の崖線の緑を保全する協議会」は、緑が減少しつつある今日
において、市街地に残る崖線の緑や湧水は、保全を優先すべきものの一つであ
ることから、多摩川を由来とする崖線を囲む 8 市と東京都が協働して、皆さ
んに崖線に興味を持っていただき、緑の保全などについての意識の向上と協働
の充実を図って崖線を保全する活動を実施しています。

平成 24 年度には下記のイベントを実施しました
日 時：平成 24 年 11 月 17 日（土）
テーマ：「多摩川由来の崖線の緑を考える」
・シンポジウム AM10：00～正午
昭島市民会館・公民館 小ホール
安西英明氏（日本野鳥の会主席研究員）
を講演者として招待し、講演会を開催。
有識者や保全事業に関わりのあるパネリ
ストによる、パネルディスカッションも
実施しました。
・ウォーキングラリーの開催

PM1:00～4：00

昭島市立拝島会館⇒福生市立第五小学校
までのウォーキングラリー
参加者に実際に崖線を歩いていただき、
崖線の湧水や緑を直接体感してもらう。
ゴールをした際には参加賞として、ブル
ーベリーの苗木や巣箱などの緑保全に関
するグッズを配布しました。
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消費生活関連事業の実施
事業の担当部署：生活安全課消費生活センター係
事業の概要：

「生活安全課消費生活センター係」
活安全課消費生活センター係」では市民（一般消費者）を対象に、環

境問題の啓発のための講座やフリーマーケットなどの事業を実施しています。
「消費生活」の切り口から、日々のくらしの中で環境にやさしい行動を起こし、
周囲にも広められる賢い消費者を目指します。毎日のくらしの中から環境にや
さしい生活を進める取り組みを、様々な事業を通じて行っています。ここでは、
平成２４年度に実施した事業について紹介します。
①環境に関する消費生活講座を実施しました。
②不用品交換情報を掲示しました。
資源の再利用とごみの減量を目的として実施し、41 件受付けました（譲ります情
報のみを掲示）。立川市女性総合センター、総合リサイクルセンター、市ホームペー
ジにおいて随時情報を掲示しました。
③おもちゃの病院を開催しました。
子どもの頃から物を大切にする心を育てるとともに、ごみの減量を目的に実施して
います。平成 24 年度は 8 回（4 月、6 月、8 月、10 月、11 月、12 月、１月、2
月）実施しました。受付件数は２００件。
会場は立川市女性総合センター（４月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月）と西
砂学習館（11 月）、柴崎学習館（１月）で実施しました。
参加者や来場者の環境問題への意識が変わることで、個人の行動を見直すだけでなく
家庭や地域に影響を及ぼしていくと思われます。生活安全課消費生活センター係では、
参加者が講座などで身につけた知識や技術を、地域の集まりなどで広めていくことを期
待しています。
また、消費者団体がより積極的に活動をできるよう、支援していきたいと考えていま
す。
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環境関連講座の実施
事業の名称：環境関連講座

（生涯学習推進センター）

事業の開始時期：平成 3 年度
事業の協働・共催団体等：東京都環境学習リーダー、たちかわエコパートナー
事業の概要：
「生涯学習推進センター」
涯学習推進センター」では、様々な環境問題を身近な問題として認識して
もらうとともに、
「環境にやさしい生活」へと生活スタイルを見直すきっかけと
して、環境問題をテーマにした講座等を実施しています。ここでは、平成２４
年度に実施した事業について一部ご紹介します。

①『水から考える環境問題と対策』

会場：いずれも柴崎学習館

平成 23 年 3 月 11 日に発生した巨大地震と大津波は原子力発電所の事故によ
る放射能汚染以外にも水インフラに壊滅的な打撃を与えました。
私たちが身の回りで考えるべき「水」に対する色々な対策の方法について、東
京学芸大学准教授橋本淳司さんから 3 回シリーズで学びました。
第1回

6 月 23 日

「水」から考える放射能汚染

参加者：19 人

第2回

6 月 30 日

「水」から考える現在の環境問題

参加者：20 人

第3回

7 月 14 日

「水」から考える私たちの生活

参加者：18 人

②『癒しのハーブ講座』

会場：いずれも錦学習館

私たちは、自然からたくさんの恩恵を受けています。今年度はハーブを取りあ
げ、自然と私たちのつながりや、自然の大切さを見つめなおす学習を立川市生涯
学習市民リーダーの中川清美さんから 3 回シリーズで学びました。
第1回

9 月 13 日

ハーブの基礎知識

参加者：19 人

第2回

9 月 20 日

実践！ハーブの寄せ植え

参加者：20 人

第3回

9 月 27 日

まとめ

参加者：17 人

③『南極・北極ってどんなところ？』

育てたハーブの活用法
会場：国立極地研究所

国立極地研究所の協力のもと、小学生 3 年生以上の親子を対象に南極や北極の
自然環境について学びました。講義はスライドを見ながらクイズ形式で行いまし
た。講義のあと、南極・北極科学館を見学しました。講師は、実際に南極観測隊
員として活躍された川久保さん、櫻庭さんにお願いしました。
3 月 26 日

参加者：子ども 20 人

保護者 15 人

生涯学習推進センターでは、今後も企画段階から東京都環境リーダーやたちかわ
エコパートナーの方々と意見交換し、市民感覚に合致した講座の実施に努めていき
たいと考えています。
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環境関連講座（子どもグリーンクラブ）
環境関連講座（子どもグリーンクラブ）の実施
（子どもグリーンクラブ）の実施
事業の名称：子どもグリーンクラブ
事業の開始時期：平成 3 年度
事業の協働・共催団体等：東京都環境学習リーダー
事業の概要：

「生涯学習推進センター」
生涯学習推進センター」では、小学３年生から６年生を対象として、自

然観察・体験などを通して、人と自然の関わりを楽しみながら学習し、環境保
護の大切さを学んでもらおうと｢子どもグリーンクラブ｣を実施しています。
年間 8 回開催。講師は、東京都環境学習リーダーです。
平成２４年度に実施した事業について紹介します。

第1回

5 月 12 日 楽しく学ぼう こどもグリーンクラブ
～ 柏餅作りとお茶を飲もう ～

第2回

6 月 16 日 壁新聞作り

第3回

7 月 7 日 じゃがいもの収穫体験と落花生の花観察

第4回

8 月 4 日 野山北公園でザリガニ釣りをしよう！

第 5 回 10 月 20 日 落花生とサツマイモの収穫体験と自然観察
第 6 回 11 月 17 日 身近な防災を考えよう
第7回

1 月 19 日 お正月遊びと行事食作り

第8回

2 月 16 日 ふりかえり

＊上記開催日程はいずれも土曜日

身近な自然に接することで、子どものうちから環境に対する意識が芽生えて
いきます。毎回必ず「ふりかえり」を行い、学習の成果を確認するとともに、
各自に発見する力・考える力・表現する力をつけています。また、学年・学校
の違う子どもが集まることで、異なる学校や学年の子どもたちが集うことで、
コミュニケーション力を身に着けていくこともできます。卒業生を募ってジュ
ニアサポーターとして参加してもらい、運営の補佐をしてもらっています。
子どもたちの環境や自然への興味の幅を広げられるような内容で、講座を展
開していきます。
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喫煙対策事業
事業の担当部署：環境対策課
事業の開始時期：平成 1６年度

事業の概要：

タバコを吸う人と吸わない人の共存を目指す「立川市安全で快適な

生活環境を確保するための喫煙制限条例」を多くの方に知ってもらうた
めの啓発活動を実施しました。具体的には、次のようなことに取り組み
ました。
１．キャンペーンの実施…関係団体や事業者などで組織する喫煙マナ
ーアップ実行委員会を中心に実施（市内各駅周辺にて）
２．路面表示など掲示物による啓発…市内全域で歩きタバコとポイ捨
てが禁止であることを示す路面表示シートの設置
（立川駅・立川北駅・立川南駅を除く市内各駅周辺）
３．喫煙マナー啓発のために立川駅周辺特定地区や市内の各駅に指導
員を配置

立川市喫煙マナーアップ実行委員
会のキャンペーン（立川駅北口）
立川駅周辺の特定地区内に
おける歩行喫煙率は、平成 19
年 12 月（条例施行前）が
2.68%（喫煙者 582 人／通
行者 21,741 人）であったの
に対して、平成 24 年８月に
は 0.04%（喫煙者６人／通
行者 17,101 人）にまで減少
しました。
（土曜日・日曜日の
2 時間定点調査）
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中小企業 CO2 排出量削減事業
事業の担当部署：環境対策課
事業の開始時期：平成２１年度

事業の概要：

立川市は、税収に占める法人市民税の割合が約 13％（多摩 26 市

平均 6％）と非常に高いという特徴があります。このことより、事業所
の経済活動を通じて使用されるエネルギーの割合が、他の都市に比べ高
いということになります。また、立川市内の事業所の大多数が、中小企
業という産業構造上の特徴があることから、中小企業所からの CO2 削
減対策は、大きな課題となっています。
こうした背景があるなか、地球温暖化対策を地域から推進するため、
市内事業所の多くを占める中小企業の CO2 排出量削減と省エネ改修
により削減された CO2 の「都内中小クレジット」化を促進する各種事
業を行っています。
具体的には次のような事業に取り組んでいます。
１．商工会議所と連携して中小企業の CO2 排出量削減に関する普及啓
発や情報提供、セミナーや研修会等を実施し、中小企業の CO2 削減
及び経費削減を推進しています。
２．中小企業が CO2 削減に取り組むきっかけとして、原油換算１５kL
以下の事業所に対して無料省エネ診断を行い、事業所の現在のエネル
ギー使用状況等から、運用改善による CO2 削減対策や、設備の導入
による CO2 削減の提案を行っています。また、原油換算１５kL 以
上の事業所については、公益財団法人東京都環境公社（クール・ネッ
ト東京）が行う無料省エネ診断へ誘導を行っています。
平成 2４年度無料省エネ診断事業所（原油換算１５kL 以下）10 件
クール・ネット東京への誘導 11 件
３．省エネルギー診断の設備改善提案及び都内中小クレジット算定ガイ
ドラインに基づいて、中小企業が実施する施設の省エネ改修に対する
補助を行っています。（補助対象については、都内中小クレジットが
創出できるものに限ります）
省エネ改修により、削減した CO2 については、市が公募をし、決
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定をした支援事業者が買い取り、都内中小クレジットを創出します。
平成 2４年度補助件数 8 件

都内中小クレジット創出 47t-CO2

誘導灯（LED）

照明（LED）

省エネ型空調機

温度設定の奨励

蓄電システム

デマンドシステム

中小企業の
CO2 削減
優良
取り組み例
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大町森林保全隊
事業の担当部署：環境対策課
事業の開始時期：平成２２年度

事業の概要： 平成22年度より始まった、姉妹都市交流事業です。姉妹都市の長野
県大町市において森林保全をテーマに、「立川の森」の下草刈りや枝
打ち等、森林資源などの自然を生かしたメニューを実施しました。大
町市ならではの自然体験ができる事業です。
＜平成 24 年度実施内容＞
実施日：平成 24 年 8 月 17 日（金）18 日（土）
参加者：44 名
内

容：①マイはし作り

②森林保全作業（下草刈り）

③立川の森

④大町市伝統芸能流鏑馬太鼓

（大町市の市有林の一部に名前をつけてもらいました）

⑤居谷里湿原の散策

⑥木崎湖でカヌー体験
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女性総合センターや地域の学習館が主催する講座の他、平成 19 年度より市民の皆さまの
企画・運営による講座が「市民交流大学」において、様々なテーマで実施されています。こ
れらの講座は、随時「広報たちかわ」の紙面や立川市ホームページを通じて参加者募集のお
知らせをしています。
環境問題は意識しているけれど、何をしたらいいのかわからないという方、是非一度これ
らの講座に参加してみてください。講座の中には、きっとあなたにもできる「環境にやさし
い生活」のヒントが隠されているはずです。

「広報たちかわ」は毎月 10 日と 25 日に発行、各ご家庭のポストに届きます。
立川市ホームページは、
http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/normal_top.jsp
よりご覧いただけます。
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立川市地域省エネルギービジョンについて
立川市地域省エネルギービジョンについて
市では、平成１９年２月に①地球温暖化防止への貢献、②持続可能な地域社会の形
成、③市民・事業者が主体的に行動するまちづくり、の３点を目的に立川市地域省エ
ネルギービジョン（以下「ビジョン」）を策定しました。ビジョンの計画期間は、平
成１９年度から平成２４年度の６年間です。
第１章では、ビジョン策定の背景と目的、第２章では省エネルギー対策に係る立川
市の動向、第３章では、立川市の省エネルギー可能性量を記載しています。
第４章においては、省エネルギーの取組の方向性とビジョンの目標を明記しており、
２０５０年に向けた長期目標と２０１２年における短期目標を定めています。

＜２０５０年に向けた長期目標＞
２０５０年における二酸化炭素排出半減を目指して、継続的な省エネルギー対策を
推進する

＜２０１２年における短期目標＞

一人あたりのエネルギー消費量の１０％削減（現状として２００３年度比）を実現
し、予想される都市の発展が生じた場合においても、２０１２年度の立川市のエネル
ギー消費量を２００３年度レベルに抑制する。

ビジョンの第５章では、省エネルギー対策推進プランを掲載しています。ここでは、
推進プランの中から『重点施策』を抜粋して次頁に記載しています。
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重点施策
スタートアップ重点施策
～表彰制度を核とした協働型普及啓発の展開～
①「（仮称）たちかわ環境賞制度」の創設
②上記と連動した、多様な主体の参加による普及啓発イベントの開催

分野別重点施策

１ 公共施設の省エネルギー化推進
①省エネ診断及び ESCO 事業等の省エネ手法の導入推進
②省エネルギー等に配慮した新庁舎建設
③「エコオフィスプラン２１」に基づく率先行動の推進

２ 事業者の省エネルギー行動の推進
①事業者の ESCO 事業等の推進・普及啓発
②商店街等中小事業者の省エネ手法の普及啓発
③市・事業者の連携による省エネルギー情報の発信

３ 学校からはじめる省エネルギー対策
（市民への広がりを学校から）
①省エネルギー・環境教育の推進
②学校・家庭・地域協働による省エネルギー行動の推進
③学校給食の地産地消の推進

４ 効率的な自動車利用の啓発
①エコドライブの推進
②カーシェアリング制度の導入の検討
③パークアンドライド・サイクルアンドライドシステムの構築

５ 省エネルギー推進のためのインセンティブのしくみの導入
①商店街等でのエコポイント制度の検討
②公共施設でのフィフティ・フィフティ制度の導入検討
③公共施設の省エネルギー成果を活用するしくみづくり

６ 省エネルギー行動の連携強化
①市民・事業者・市の環境出前講座の推進
②環境指導者（省エネルギー推進リーダー）の養成・登録の推進
③市民・事業者・市の情報交換・連携の場／ネットワークの創設
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第６章ではビジョンの推進について記載されており、「立川市環境保全推進本部」
と「立川市環境審議会」において点検・評価を行い、環境報告書にて報告・公表する
こととなっています。
平成２４年度はビジョンの最終年度となっております。短期目標についての結果及
びこれまでの取組内容の実施状況等を報告いたします。
■省エネビジョン■

公共の率先的取組
市民の取組

立川市環境保全
施策の調整

推進本部
作成

取組
推進

取組
検討・支援

環境報告書

連携

（点検・評価結果）
立川市
環境審議会

報告・提言

事業者の取組

意見

公表

市民・事業者

図：市民・事業者・市の連携による進行管理の体制

立川市地域省エネルギービジョンの表紙
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最終報告
最終報告
１．立川市のエネルギー消費量
【立川市のエネルギー消費量】
［単位：TJ］

立川市のエネルギー消費量
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「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づき作成

立川市全体のエネルギー消費量は、2010 年度において 8,343ＴＪ＊
＊でした。
前年度から増加しましたが、基準年度（2003 年度）と比較すると、５％の削減
となっています。
基準年度から 2010 年度の期間には、リーマンショックによる急激な景気の後
退、市内店舗等の床面積の増加、気候の変動など様々な要因によるエネルギー消
費量の増減がありましたが、全体的には減少傾向にあったといえます。

＊「ＴＪ」
：テラ・ジュールの略号です。テラは 10 の 12 乗のことで、ジュールは熱量単位です。
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【部門別エネルギー消費量】
[単位：TJ]
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「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づき作成

部門別のエネルギー消費量では、それぞれ基準年度に対して、産業部門が 5.5％
減、家庭部門が 10.6％増、業務部門が 4.6％増、運輸部門が 34.9％減となって
います。
運輸部門の削減率が目立つ一方、比較的エネルギーの消費量が多い家庭部門と業
務部門が増加しています。

《各部門の説明》
産業部門：農業・水産業・鉱業・建設業・製造業（食料品・衣類・印刷・金属製品・一般機
器製品・電気機器具など）
家庭部門：一般家庭
業務部門：事務所ビル・卸小売業・大型小売店・飲食店・ホテル旅館・学校・医療施設など
運輸部門：自動車・鉄道・船舶・航空
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【部門別エネルギー消費量の全体に占める割合】
［単位：％］

部門別エネルギー消費量の全体に占める割合
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「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づき作成

部門別エネルギー消費量の全体に占める割合では、運輸部門が 8.5 ポイント減
少しています。その分、家庭・業務部門が増加する傾向にあります。
【一人あたりのエネルギー消費量】
[単位：ＧＪ]
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「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づき作成

立川市民一人あたりのエネルギー消費量では、基準年度比 10％減となってい
ます。すでに述べたとおり立川市全体の消費量は 5％減でしたが、人口の増加分
を考慮に入れると 10％減になります。
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２．二酸化炭素排出量と排出係数
【立川市の二酸化炭素排出量】
[単位：1000tCO2]
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「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づき作成

【都内の電力の二酸化炭素排出係数】

[単位：kg-CO2/kWh]
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「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づき作成

立川市の二酸化炭素排出量については、基準年度比で１２．８％の減少となって
います。
先に述べたエネルギー削減率よりも二酸化炭素排出量の削減率が高い理由は電力
の二酸化炭素排出係数による影響が大きいと考えられます。上記排出量と排出係数
のグラフは単位等の違いはありますが、同じようなグラフの傾向を示しています。
このことから、排出係数の二酸化炭素排出量算定に対する影響がいかに大きなもの
かが分かります。
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３．重点施策の評価
立川市省エネルギービジョンの第５章「重点施策の取組内容」について、取組
状況とその評価について報告します。
達成度欄の記号の意味は次の通りです。
≪

◎：達成済み

○：取組中

△：遅延・困難

≫

スタートアップ重点施策
～表彰制度を核とした協働型普及啓発の展開～
①「（仮称）たちかわ環境賞制度」の創設
②上記と連動した、多様な主体の参加による普及啓発イベントの開催

①「たちかわ環境賞制度」の創設
取組状況

達成度 担当課と事業名

課題・今後の展開

平成 20 年度から「たちかわ環境賞」を実
施。平成 20～23 年度は「環境に配慮した

環境に配慮した行動や

工夫や取り組み」を、24 年度からは「緑
のカーテンコンテスト」をテーマに個人・

環境対策課

◎

環境啓発事業

事業者・学校などの方から応募をいただ
いきました。表彰は翌年４月に開催され

機会につながるようなイ
ベントや啓発事業など、
表彰制度も含め様々な
形で展開していきます。

る春の楽市で実施しました。

【たちかわ環境賞の応募者と大賞受賞者】
応募者数

大賞受賞者

13

立川市商店街連合会女性部会（曙町）

２１年度

9

羽衣商店街振興組合

２２年度

９

たちかわ水辺の楽校運営協議会

２３年度

７

交通システム電機株式会社

平成２０年度

家庭部門 19 名
２４年度

学校・保育所部門５校・園の応募

家庭部門は優秀賞１名・入賞５名
学校・保育所部門は優秀賞１団体・入賞４団体
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②たちかわ環境賞制度と連動した、多様な主体の参加による普及啓発イベントの開催
取組状況

達成度 担当課と事業名

課題・今後の展開
平成 26 年度から「楽市」
は年 1 回秋の開催となる

毎年４月に開催され、様々な市民団
体・事業者が出展する春の楽市（環境
フェア部門）において、表彰を実施しま

◎

環境対策課

ため、「環境フェア」及び

環境啓発事業

「たちかわ環境賞」の実施
形 態 や表 彰会 場等 の検

した。

討を行う必要があります。

【春の楽市開催日及び来場者数】
開催日

来場者数

平成２０年度

４月２７日

５０，０００人

２１年度

４月２６日

５０，０００人

２２年度

４月１０日

５３，０００人

２３年度

４月２４日

６１，０００人

２４年度

4 月２２日

４２，０００人
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１ 公共施設の省エネルギー化推進
①省エネ診断及び ESCO 事業等の省エネ手法の導入推進
②省エネルギー等に配慮した新庁舎建設
③「エコオフィスプラン２１」に基づく率先行動の推進

◎達成済み
○取組中
△遅延・困難

①省エネ診断及び ESCO 事業等の省エネ手法の導入推進
取組状況

達成度 担当課と事業名

課題・今後
の展開

平成 19 年度に下水処理場、清掃工場、総合福祉センタ
ー、柴崎体育館において省エネ診断を実施しました。結
ESCO 事

果、総合福祉センターと柴崎体育館で照明設備の改修を
実施しました。
下水処理場と清掃工場では、＊
＊ ESCO 事業の導入を検

△

環境対策課

業の展
開は困

討しましたが、エネルギー消費の大半が特殊なプラント

難 と 判

設備機械から発生しており、汎用性の高い照明や空調な

断。

どでの省エネ可能率が低いことや ESCO 事業としての経
済性などから ESCO 事業の導入は困難と判断しました。
＊ESCO 事業とは、省エネルギー改修にかかる費用を光熱水費の削減分で賄う事業です。

②省エネルギー等に配慮した新庁舎建設
取組状況

達成度

担当課と
事業名

平成 22 年 5 月に新庁舎が開設されました。

毎年の光熱水費、エネ

新庁舎では様々な省エネの工夫が施されて
います。また、ＢＥＭＳによる庁舎全体のエネ

課題・今後の展開

◎

ルギー使用状況を把握し、リアルタイムで無

総務課
環境対策課

ルギー使用量を比較
し、無駄の少ない庁舎
運用を目指します。

駄のないエネルギー削減をします。
【主な設備】
（１）太陽光発電
（２）コージェネレーション
（３）複層ガラス
（４）屋上緑化
（５）人感センサー付照明
（６）地中熱利用
（７）躯体蓄熱・夜間自然換気
103

第３部 省エネルギービジョン最終報告

（８）自然採光
（９）雨水利用

③「エコオフィスプラン２１」に基づく率先行動の推進
取組状況

達成度

担当課と
事業名

課題・今後の展開

年一回各課に設置しているエコオフィス担当者
に説明会を実施しました。担当者は毎月省エネ
取り組み状況について報告を実施しています。
＜新庁舎移転前＞

今後も継続実施

省エネルギー担当を配置し、空調の温度管理

し、更なる削減

や昼休み等の電気の消灯を実施しました。離席

に努めるとともに

時の PC 機器の電源 OFF を確認・管理をしまし
◎

た。
＜新庁舎移転後＞
省エネルギー担当を配置し、昼休み等の電気
の消灯を実施しています。離席時の PC 機器の
電源 OFF を確認・管理しています。（空調は中
央管理室にてコンピュータによる一括管理）平
成 23 年度からは取り組みを充実し、本庁舎以
外の施設についても実施しています。
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現行制度の検証

エコオフィスプラン２１
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２ 事業者の省エネルギー行動の推進
◎達成済み
○取組中
△遅延・困難

①事業者の ESCO 事業等の推進・普及啓発
②商店街等中小事業者の省エネ手法の普及啓発
③市・事業者の連携による省エネルギー情報の発信

①事業者の ESCO 事業等の推進・普及啓発
取組状況

担当課と

達成度

課題・今後の展開

事業名

平成 21 年度より立川商工

立川ではＥＳＣＯ事業の導入が効果的な規

会議所と連携し、事業者の

模の事業所が少ないため、積極的な普及

省エネをはじめとする環境

の推進は困難であると考えられます。今後

配慮の取り組みについて普
及・啓発等を実施していま

○

産業振興課 は、取組中である省エネ改修等により削減
環境対策課 されるエネルギーをＣＯ２排出権取引の市

すが、ＥＳＣＯ事業のような

場に乗せる「都内中小クレジット制度」等を

具体的な取り組みの推進・

事業所がメリットを感じられる仕組みとし、

普及には至っていません。

普及・啓発していく必要があると考えます。

②商店街等中小事業者の省エネ手法の普及啓発
取組状況

担当課と

達成度

事業名

商工会議所と連携して市内中小企業のＣＯ２排
出量削減のため、情報提供、無料省エネ診断
などを行い、省エネ改修に対する支援を行って

環境対策課

◎

課題・今後の展開

中小事業者向けの省エ
ネ診断及び省エネ改修

温暖化対策事業

補助を平成 25 年度も継

います。平成 22 年度より、無料省エネ診断及び

続して実施しています。

省エネ改修に対して補助を実施しています。

③市・事業者の連携による省エネルギー情報の発信
取組状況

達成度

担当課と
事業名

平成 21 年度より立川商工会議所と連携

今後は、省エネの取り組み状

し、事業者の省エネをはじめとする環境配
慮の取り組みについて普及・啓発等を実

課題・今後の展開

◎

施しています。（商工会議所ニュース等広
報紙を通じたＰＲや講演会の実施等）

産業振興課
環境対策課

況に応じた事例発表会など、
そのレベルに合わせたきめ細
やかな普及・啓発等を関係団
体と連携して実施します
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３ 学校からはじめる省エネルギー対策
（市民への広がりを学校から）

◎達成済み
○取組中
△遅延・困難

①省エネルギー・環境教育の推進
②学校・家庭・地域協働による省エネルギー行動の推進
③学校給食の地産地消の推進

①省エネルギー・環境教育の推進
取組状況

担当課と

達成度

課題・今後の展開

事業名

「ＣＯ２削減アクション月間」で環

児童・生徒に、ＣＯ２削減に向

境の日である６月５日を中心とし

けた環境に配慮した行動の定

た環境に関する講話を平成 24
年度まで実施しました。
総合的な学習の時間では、東京

◎

指導課

着をはかることができまし

東京都教育委員会「ＣＯ２削

た。今後は各学校・各学年等

減アクション月間」の取組

において、環境に関する取り

都環境学習リーダーを派遣し、

環境対策課

「ヤゴの救出作戦」を多くの小学

組みの実施を検討してまいり
ます。

校で実施しています。

②学校・家庭・地域協働による省エネルギー行動の推進
取組状況

達成度

担当課と
事業名

課題・今後の展開

平成 18 年度より環境家計簿事業
を実施しましたが、平成 20 年度に
報告件数が 34 件と減少したため、

各地域社会の中心に位置する学

事業は中止となりました。
環境対策課
「ＣＯ２削減アクション月間」小学校

◎

指導課

５年生及び中学校１年生を中心と

校での環境学習や環境保全に関
する取組を通じて、家庭や地域全
体に広げていくことを目的とした
施策を検討してまいります。

した家庭における７日間のチェック
シートを活用した環境に配慮した
行動を平成 24 年度まで実践しまし
た。
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③学校給食の地産地消
取組状況

達成度

担当課と
事業名

平成 22 年度から立川市農研会への

学校関係者や農業者と協

委託事業として開始。うど、キウイ、
キャベツ等、現在学校給食で使わ
れている市内産農産物を取り上げ、

議し、教育的側面と農業振
興の両面から効率的・効果

○

授業の中で立川農業の概要や生産

産業振興課

的な実施方法を検討すると

食育・緑育推進事業

ともに、新学校給食調理場

現場での話など、実際の野菜等を

やファーマーズセンターみ

用いて説明し、子どもたちに食の大

のーれ立川などの施設との

切さを理解してもらいます。

連携方策についても協議し
てまいります。

学校給食の食材料に地元で生産さ

学校給食課

れた野菜や果実を活用することによ
り、①新鮮で安全安心な学校給食
の実施 ②食教育事業の推進 ③

課題・今後の展開

◎

地元生産者との協働により地

地元産の農産物を使用する

元野菜・果実を活用した学校

ことにより輸送に係るエネル

給食事業

ギーコストを軽減する効果

地元野菜の使用量の増に伴う農業

があります。

振興 等を図っています。
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４ 効率的な自動車利用の啓発
◎達成済み
○取組中
△遅延・困難

①エコドライブの推進
②カーシェアリング制度の導入の検討
③パークアンドライド・サイクルアンドライドシステムの構築

①エコドライブの推進
取組状況

達成度

担当課と

課題・今後の展開

事業名

市民向けのエコドライブ講習会を開催しました。講

座学での講習会だ けで

習会では、座学のほか運転実技や 講師による模
範走行 を実施し、受講者には「エコドライブ診断

◎

書」をお渡ししました。環境フェアではエコドライブ

はなく、国と連携してドラ

環境対策課

イビングスクールなどで

温暖化対策事業

実地実習も行い継続して

ビデオの上映、チラシの配布やエコドライブシュミ

いきます。

レーターの体験試乗等を実施しました。

②カーシェアリング制度の導入の検討
取組状況

達成度

担当課と

課題・今後の展開

事業名

現管理体制では、市営駐車場
でのカーシェアリングの実施

市営駐車場でカーシェアリングは、実施して
いません。一方、民間駐車場などでは 17 ヶ

○

交通対策課 予定はありません。北口第 1
市営駐車場事業

所で実施されています。

駐車場において、充電スタン
ド の 設置 を行 いま した（ Ｈ
24.12 月）
。

③パークアンドライド・サイクルアンドライドシステムの構築
取組状況

達成度

担当課と

３ヶ所の市営駐車場で、ＪＲと連携したパー

引き続き、パークアンドラ

クアンドライドを平成 21 年度から実施して

イドを推進するとともに、

います。また、民間駐車場でも、モノレール
と連携したパークアンドライドが実施され

課題・今後の展開

事業名

○

ています。自転車利用の促進策として、多摩

交通対策課

サイクルアンドライドにつ

レンタサイクル事業

いて、自転車利用者の実態
把握に努め、検討を進めま

モノレール高松駅で無料のレンタサイクル

す。

事業を平成 22 年度から実施しています。
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５ 省エネルギー推進のためのインセンティブのしくみの導入
◎達成済み
○取組中
△遅延・困難

①商店街等でのエコポイント制度の検討
②公共施設でのフィフティ・フィフティ制度の導入検討
③公共施設の省エネルギー成果を活用するしくみづくり

①商店街等でのエコポイント制度の検討
取組状況

達成度

担当課と

課題・今後の展開

事業名

「マイバッグを持ってお買い物」等の環境

商店街振興の立場では、エコ

にやさしい買物行動の啓発や環境にやさ

ポイント制度などのお客様へ

しい商品の販売をうたった「エコ一店一品

のインセンティブや行動の誘

運動」などを積極的に実施している羽衣

導は、顧客の獲得や個店の

商店街では、地域通貨的に普及している

産業振興課 売上増という目的を達するた

○

「ハローチップ」をお客様の環境にやさし

めのツールのひとつであり、

い買物行動に合わせてサービスするな

商店街自らが効果的なツール

ど、地域に根付いた取り組みが実施され

として利用し広げることを期待

ています。市内全域での取り組みという状

しています。

態ではありません。

②公共施設でのフィフティ・フィフティ制度の導入検討
取組状況

達成度

担当課と

この事業は平成 25 年度までの事

小中学校に対する、フィフティ・フィフテ
ィ制度として、削減できたごみ処理経
費の一部をインセンティブとして還元す

課題・今後の展開

事業名

財政課

○

学務課

る「ごみ減量プログラム制度」を期間限

業（ただし、奨励費の予算計上は
26 年度まで）ですが、中身を再設
計した上で、同様な事業の継続を
検討していきます。

定で創設しました。

③公共施設の省エネルギー成果を活用するしくみづくり
取組状況

達成度

担当課と
事業名

ＥＳＣＯ事業ができていないため、省エ
ネによるコスト削減部分を利用した基
金を作り、活用するしくみづくりができ

課題・今後の展開

今後のＥＳＣＯ事業の展開が見込
△

環境対策課 めないため、しくみづくりの展開も
困難です。

ていません。
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６ 省エネルギー行動の連携強化
①市民・事業者・市の環境出前講座の推進
②環境指導者（省エネルギー推進リーダー）の養成・登録の推進
③市民・事業者・市の情報交換・連携の場／ネットワークの創設

◎達成済み
○取組中
△遅延・困難

①市民・事業者・市の環境出前講座の推進
取組状況

達成度

担当課と

課題・今後の展開

事業名

市職員による出前講座を平成 20 年度以
降、企業向け・市民団体向けに実施しまし

環境対策課

た。また、ガス会社による小学校等での地

環境啓発事業

球温暖化に関する講座も開催されていま

○

す。生涯学習出前講座制度については、
定期的にメニューの更新や市民への情報

今後も、講座の充実を図ると
ともに、生涯学習出前講座制

生涯学習 度の活用、環境学習の取り組
推進センター みを進めていきます。
生涯学習出前
講座事業

提供を行っています。

【生涯学習出前講座実施状況】
年度

件数

参加
人数

開催講座名

平成19年度

3

184

あなたのひと手間でごみの減量

平成20年度

5

131

あなたのひと手間でごみの減量

提供講座メニュー
○私たちの身近な環境問題について
（地球にいいこと、考えよう！）：環境対策課
○あなたのひと手間でごみの減量
（あなたのうちから出るのはごみ？資源？）：ごみ対策課
〃

平成21年度

0

0

○私たちの身近な環境問題について
（地球にいいこと、考えよう！）：環境対策課
○ごみの現状 非常事態～みんなで減らそう 燃やせるごみ減量５
０％！～

平成22年度

0

0

〃

平成23年度

2

75

平成24年度

0

0

〃

私たちの身近な環境問題について

〃
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②環境指導者（省エネルギー推進リーダー）の養成・登録の推進
取組状況

達成度

担当課と

課題・今後の展開

事業名

平成 19 年度より、環境に配慮した生活を

環境配慮行動を 率先し て行

実践し広める人材を育成する「たちかわエ

い、それを周りへ広げていく、

コパートナー講座」を開催。修了生は、そ

環境に関する市民リーダーの

れぞれの地域の中で様々な環境への取

◎

組みを実践したり、修了生が設立した、市

養成を進めていきます。また、

環境対策課

さまざまな環境への取組みを

民団体「たちかわエコパートナー」で、子ど

していく市民が、連携できるよ

もたちへの環境学習の講師や環境イベン

うな仕組みの構築を目指しま

トへの参加などの活動を行っています。

す。

【エコパートナー講座修了生数】
19・20年度 １期生

21・22年度 ２期生

23年度 ３期生

24年度 ４期生

２２名

８名

１２名

７名

③市民・事業者・市の情報交換・連携の場／ネットワークの創設
取組状況

達成度

担当課と
事業名

課題・今後の展開
双方向コミュニケーションが行え

広報活動のより一層の充実を図るため、

るＳＮＳなどの運用を検討してい

市政情報やイベントなどの情報発信手段
の一つとして、市ホームページを整備する

広報課

◎

とともに、メールマガジンの配信やツイッタ
ーの運用を開始しました。
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きます。

第３部 省エネルギービジョン最終報告

４．まとめ
立川市地域省エネルギービジョンでは、「一人あたりのエネルギー消費量の１０％
削減（２００３年度比）の実現」を定め、市はこれを短期目標として、エコオフィス
プランや再生可能エネルギーの導入など様々な環境施策に取り組んでまいりました。
その結果、市民・事業者・市によるエネルギー消費量削減の努力は、市民一人あたり
の消費量が基準年に対し 10％減というかたちで実り、目標値に達することができま
した。
しかし、同じくエネルギービジョンで定めている長期目標「２０５０年における二
酸化炭素排出半減」に向けては道半ばであり、我が国が抱えるエネルギー問題に対し
て地域からも積極的に貢献していく立場から、更なる削減努力を継続していかなけれ
ばなりません。
立川市は多摩地域の中核都市の役割を担っていることに加え、立川駅北口西地区の
再開発事業や大規模商業施設の建設など、さらにまちを発展させる要素を持っていま
すが、このことは同時にエネルギー消費量増加の要因を持つことにもなります。
立川市では、今後、いかに発展と省エネルギーを両立させ、市民の皆さんにとって
住み良い暮らしができるまちづくりを進めるかが大きな課題になると考えます。同時
に、今後策定予定の京都議定書に続く新たな温暖化ガス削減の国際的枠組みや国・都
のエネルギー政策の動向も見据えながら、今回取り上げた重要施策などの反省点を踏
まえたうえで、環境施策を推進してまいります。
最後に、今回の省エネルギービジョン総括につきましては、現在策定中である立川
市第２次環境基本計画に反映させるべく検討をいたします。
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