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1 羽村市の概要 

（1）位置と地勢 

羽村市は、都心部から西に約 45km、武蔵野台地の一角に位置し、東西 4.23km、南北 3.27km、

面積は 9.91km2となっています。 

西端部から南端部にかけて多摩川が流れ、その流れが形作った河岸段丘があり、段丘をつなぐ

崖線は「ハケ」と呼ばれ、市の地形の特徴となっています。 

（2）沿革概要 

羽村市は、江戸時代まで武蔵野の典型的な農村でしたが、承応 2 年（1653 年）に玉川

兄弟により玉川上水が開削され、江戸幕府の取水所（羽村堰）が設けられてから江戸との

交流が頻繁となり、活況を呈するようになりました。羽村堰・玉川上水は、江戸・東京の

生活用水や、武蔵野の開発を支えた文化遺産として引き継がれ、今日も首都東京の上水道

施設として、大きな役割を担っています。 

明治 22 年の市町村制の施行に伴い、当時の羽村、五ノ神村、川崎村が合併し、現在の羽

村市の前身である「西多摩村」が誕生しました。 

西多摩村は、明治、大正、昭和と純農村であり、奥多摩街道に沿って屋敷林に囲まれた

集落が分布し、明治 27 年には現在の市の中央部を青梅鉄道が開通しましたが、昭和 30 年

代に至るまで桑畑やコナラなどの二次林が多く存在していました。 

その後、先覚者の努力により徐々に近代化し、特に明治末期から昭和初期には養蚕業が

著しく発展し、その名を全国に高めました。 

昭和 31 年の町制施行により羽村町となった後、昭和 37 年に首都圏整備法による市街地

開発区域の指定を受け、土地区画整理事業による都市基盤整備を進めました。同時に工場

立地を促進し、現在では市域の約 3分の 2において都市基盤整備事業が完了し、「職住近接」

の近代都市として発展を遂げ、平成 3 年には、人口 53,381 人をもって市制を施行し、現

在の「羽村市」が誕生しました。 

福祉や教育の分野をはじめ「市」として新たに担うこととなった役割を着実に果たし、

自立した都市として、平成 23 年 11 月には、市制施行 20 周年を迎えました。 

（3） 地形・地質 

羽村市の地形は、東から武蔵野台地とその侵蝕段丘面、多摩川低地、草花丘陵の順に分

布しており、台地・段丘面が広く、丘陵地はわずかとなっています。  

台地・段丘面には崖線があり、五の神崖線、川崎崖

線、小作崖線、羽村崖線、美原崖線、根がらみ崖線に

区分されます。崖線は、羽村の緑の骨格を形成してお

り、崖線樹林のグリーンベルトや各所の坂道は、羽村

市の景観特性となっています。 

地質は、台地面は表層の厚いローム層（火山灰層）、

下位の段丘礫層、基盤（飯能礫層や小仏層）によって

構成され、台地面の中で最も高い標高の「立川面」で

は、ローム層は 3～4m に達しますが、これより下位

にいくほどローム層が薄くなっています。 

なお、直下型地震に結びつくことが多いとされる活断層については、市域での存在は報

告されていませんが、羽村市北東境界から北東に約 1～2km の位置（瑞穂町箱根ヶ崎）に

は立川断層が確認されています。 
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(4) 植生 

多摩川右岸の草花丘陵には、アカマツ‐ヤマツツジ群集、スギ及びヒノキ植林地が分布

しています。 

多摩川河川敷には、タチヤナギ群集、ツルヨシ群集などの自然度の高い植物群落が存在

しています。 

多摩川左岸の段丘崖の斜面林には、クヌギ‐コナラ群集、コナラ‐クリ群集、アカマツ

‐ヤマツツジ群集、スギ及びヒノキ植林などが存在していますが、台地平坦面は市街化が

進み、宅地内の低・中木を中心とする植栽、地被植物などの都市型の緑化が中心となって

きています。 

（5） 河川・水路 

市域西南側には 1 級河川多摩川、農業用水である羽用水（小作取水堰下流部から羽村堰

まで）と史跡である玉川上水（羽村堰から）の水路があります。 

2 人口、世帯、産業構造 

（1）人口の長期推移 

平成 25 年の羽村市の総人口は 57,237 人です。昭和 57 年から平成 25 年の人口推移をみる

と、平成 12 年までの人口は毎年伸びていますが、平成 12 年以降は増加傾向が緩やかになり、

平成 23 年を境に以降はわずかに減尐しています。 

 

※住民基本台帳人口及び外国人登録人口（各年 1 月 1 日現在。住民基本台帳法の一部を改正する法律（平

成 21年法律第 77号）により、平成 25年の住民基本台帳人口には外国人住民の人口が含まれています） 

※昭和57 年の外国人登録人口は12 月31 日現在 



 
12 

（2）年齢区分別人口割合の推移 

平成16年から平成25年（10年間）の年齢3区分別人口割合の推移では、年尐人口と生産年齢

人口の割合はほぼ毎年減尐し、老年人口（65歳以上）の割合（高齢化率）は毎年増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」 

※各年1月1日現在 

※平成25年の住民基本台帳人口には、外国人住民の人口が含まれています 

（3）世帯数の推移 

平成16年から平成25年の世帯数の推移では、緩やかに増加しています。また、1世帯当た

り人員は減尐傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳人口及び外国人登録人口（各年1月1日現在。平成25年の住民基本台帳人口には外国人住

民の人口が含まれています） 
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 
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※1 合計特殊出生率：出産可能年齢（15～49 歳）の女性の各年齢の出生率をたしあわせ、1 人の女性が生涯、何

人子どもを生むのかを推計した値を指す。 

（4）産業構造と土地利用 

国勢調査（平成22年）では、羽村市の第1次産業に従事する就業者の割合は0.68%、第2

次産業に従事する就業者の割合は30.38%、第3次産業に従事する就業者の割合は63.63%と

なっています。 

これを、多摩地域の26市と比較すると、羽村市の第2次産業に従事する就業者の割合は

第1位となっていますが、一方で第3次産業に従事する就業者の割合は、最も低い第26位と

なっています。 

第1次産業である農業については、多摩川沿いに水田地帯が残っているほかは、台地・段

丘上に畑地が散在し、野菜、花卉、植木などの都市型農業が営まれています。  

昭和40年以前は、畑が市域の約半分を占め、次いで山林が広がっていましたが、市街化

とともに、山林・畑が急激に減尐し、現在では、宅地が6割を超え、田・畑・山林は合わせ

て1割程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「国勢調査」（平成22年10月1日現在） 

3 羽村市を取り巻く状況 

（1）人口の減少と少子高齢化の進展 

日本の総人口は、平成16年をピークとして減尐局面を迎え、今後長期の減尐過程に入る

ことが見込まれています。日本では、総人口が減尐する中で世界に例を見ない速度で高齢

化が進み、世界のどの国も経験したことのない本格的な高齢社会を迎えています。  

人口減尐と尐子高齢化の進展、世帯人員の減尐は、社会の様々な分野に影響を与えてお

り、従来のような人口増加に伴う環境負荷の増大は自然抑制が考えられるものの、身近な

地域等で行われていた相互扶助の縮小による、地域間や近隣での環境問題の解決意識の低

下につながることなどにより、社会的サービスに対する国民ニーズの増大が予測され、身

近な地域の環境改善のためには、地域コミュニティの活性化が課題となっています。 

市の総人口は、緩やかな増加傾向から、平成23年を境に緩やかな減尐傾向にあり、高齢

者人口の割合は増加しています。 

また、東京都内の他市と比較して、合計特殊出生率※1や年尐人口の割合は比較的高い水 

準となっていますが、尐子高齢化は確実に進んでいます。さらに、核家族化が進み、単身

世帯や夫婦のみの世帯が増加していることにより、世帯人員の減尐が続いています。  
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（2）地球規模での環境問題の深刻化 

今日、人々の生活や経済活動から生ずる環境負荷が地球規模にまで拡大した結果、地球温

暖化や環境汚染、生態系の破壊、生物多様性の問題などの環境問題が多様化・深刻化してい

ます。そのため、環境の保全や環境負荷の低減により、自然との共生、生物の多様性〔生態

系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性〕への配慮、低炭素社会の構築

や循環型社会の形成に向けた取り組みが求められています。 

環境問題は社会全体で取り組む必要があり、東京都では、地球温暖化や都市のヒートアイ

ランド現象への対策を進めながら、温暖化対策に独自の基準を定め、事業者に対して温室効

果ガスの排出量の削減を求めています。 

市では、地球温暖化対策を「将来を見据えた重要な施策」の一つとして捉え、省エネルギ

ーの推進、自然エネルギーの利用促進等に取り組んでいます。 

（3）経済環境の変化 

日本経済は、平成20年秋に発生した世界金融危機や円高により、輸出型の製造業を中心と

して生産が急激に減尐し、非常に厳しい状況におかれました。平成21年からは、輸出の回復

や経済対策により日本経済は回復する傾向にあったものの、平成23年3月に起きた東日本大

震災の影響により、経済情勢とともに環境情勢も特に厳しい状況になりましたが、国の経済

対策等により、大企業の収益に改善の動きが見られ、経済情勢は緩やかな回復傾向にありま

すが、地方財政の安定化までには至っていない状況です。 

一方で、東日本大震災の発生に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、エネル

ギー政策の見直しなど様々な取り組みが進められてきており、市場においては、企業の省エ

ネルギー化のための設備投資などにより、省エネ・省資源型の機器をはじめとする環境配慮

型商品・サービスの普及、浸透が進んでおり、環境産業は堅調な伸びを見せています。 

市においても、製造業など一部大手企業において業況が上向いていますが、その一方で、

中小企業は依然として厳しい経営環境にあり、所得全体も底上げされていないことなどから、

環境対策は停滞しています。 

今後においても、経済環境の変化や市内産業の発展につながる施策の展開が求められてい

ることから、環境負荷低減に資する技術及び産業の育成と普及を図り、産業の発展と環境負

荷低減の両立を目指していく必要があります。 

（4）地域社会の変化 

尐子高齢化や核家族化の進展、国際化・グローバル化、情報化などを背景に、国民の価値

観は多様化し、ライフスタイルも変化しています。 

国の第4次環境基本計画によると、経済開発協力機構（OECD）における幸福度指標をはじ

め、GDPに代わる指標による「豊かさ」を意識しようとする動きが見られるようになるなど、

環境保全を考える上での基準となる望ましい社会に関する価値観が多様化し、GDPの豊かさ

を測る指標としての位置付けが相対化しつつあると報告されています。 

市においても、地域の絆を強め、市民生活の真の豊かさと安心を確かなものとしていく必

要があることから、第五次羽村市長期総合計画において、『はむらの「絆」プロジェクト』

を掲げています。 

今後も、このプロジェクトにある「緑地保全活動の支援」など、地域で環境活動を行う団

体への支援、連携及び交流を促進していくことも必要です。 
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（5）環境学習の重要性 

生活様式の多様化が進んだ今日では、環境への負荷は多様な主体の活動に起因しており、

地域的な環境問題のみならず、地球温暖化や生物種の減尐などの地球規模の環境問題も、人々

の日常生活や経済活動と密接な関係があり、その解決のためには、環境に対する豊かな感受

性や見識をもつ「人づくり」が必要とされています。 

平成24年10月には、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が施行され

ましたが、この法律では協働の取り組みのあり方について、新たに規定が追加されています。 

いつでも自由に学べる環境、多様な学習機会の提供、学習の成果が適切に評価される仕組

みづくりなど、人々が健康で生きがいのある生活を送るために、環境学習が担う役割は、ま

すますその重要性を増しています。 

今後は、子どもから高齢者まで、ライフステージに応じた様々な環境学習の機会をさらに

提供していくとともに、市民自らが行う環境学習を総合的に支援していくことが必要です。 

（6）高度情報化の進展 

国の調査結果によると、平成22年末のインターネット利用者数は9,462万人、人口普及率

は78.2%で、利用者数や普及割合は年ごとに高まってきています。情報通信分野は、新たな

技術開発や技術の高度化により急激な進歩を遂げており、新しい産業やサービスが生み出さ

れ、社会経済活動全体に大きな変化をもたらしており、紙媒体から電子媒体への転換などの

ように、環境への負荷の態様も変化しています。 

一方、情報技術は民間サービス分野での利用は高まっているものの、「教育・人材」、「行

政サービス」などの公的サービス分野での活用が進んでいないとされています。 

また、地域間や世代間等における情報格差が存在していることも課題とされています。 

今後は、世代間における情報格差に配慮しつつ、多様な主体にとって、より利便性の高い、

正確な環境情報を発信していくことが必要です。 

4 第五次羽村市長期総合計画に係る市政世論調査結果（平成22年度：抜粋） 

（1）羽村市の住みよいと思う理由 

 アンケートの結果によると、羽村市を《住みよい》と回答した人の理由は、「自然環境

に恵まれている」が42.3%で最も多い結果となっています。 
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（2）羽村市の魅力・羽村らしさ 

羽村市の施設や行事の中で、魅力や羽村らしさを感じるものは、「羽村の堰」が48.1％

で特に多く、以下、「花と水のまつり（さくらまつり、チューリップまつり）」（25.0％）、

「動物公園」（18.9％）、「玉川上水」（18.3％）、「地下水100％の水道水（ペットボ

トル水『水はむら』）」15.2％）と続いていています。 

 

 

（3）将来どのようなまちであって欲しいか 
将来の羽村市がどのようなまちであってほしいかでは、「緑豊かな美しい景観のまち」

が33.1%で第3位、「公害がなく、ごみ減量・リサイクル化が進んだ環境に配慮したまち」

が15.2%で第5位となっており、環境にやさしいまちづくりに関する意識は高いものとなっ

ています。 
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（4）力を入れて欲しい施策、新たに取り組んで欲しい施策 

今後、市に力を入れてほしいと思う施策、新たに取り組んでもらいたい施策では、「環

境保全対策」が13.5%で第6位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）環境への取り組みとして重点をおくべきもの 

環境への取り組みとして重点を置くべきものとしては、「自然環境の保全」が52.9％で

特に多く、以下、「省エネルギーなどの地球温暖化対策」が26.2％、「緑化の推進」が21.3％、

「環境教育、意識啓発、情報の提供」が18.1％、「騒音・振動対策」が16.6％と続いてい

ます。 
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5 環境問題の取り組み（平成10年以降） 

（1）国の主な取り組み 

〇 平成 10 年 10 月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が公布され、国、地方公共

団体、事業者、国民が一体となり温暖化対策に取り組むこととなりました。 

〇 平成 11 年 7 月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が公布され、ダイオキシン類の耐

容一日摂取量や排出ガス・排出水・廃棄物処理に関する規制、汚染土壌対策などについ

て規定されました。また、「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」（PRTR 法）が公布され、PRTR 制度や MSDS 制度を導入するなど、化

学物質対策を推進していくこととなりました。 

〇 平成 12 年 4 月に「容器包装リサイクル法」が完全施行されたことをはじめ、5 月に「建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律」、6 月に「循環型社会形成推進基本法」「食品循環資源の再生利用等の促進

に関する法律」が公布され、また、「再生資源の利用の促進に関する法律」が改正され「資

源の有効な利用の促進に関する法律」に改題され、これらの法律により循環型社会の形

成を推進する基本的な枠組みが提示されました。 

 〇 平成 17 年には、石綿を使用した工場の従業員や周辺住民の健康被害が顕在化し、これ

に伴い「大気汚染防止法」や「労働安全基準法」等が改正され、石綿を含有する製品の

製造禁止や、建築物等の解体時における石綿除去について、規制が強化されました。 

また、同年 2 月に京都議定書が発効されたことを受け、6 月に「地球温暖化対策の推進

に関する法律」が改正され、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度が導入されま

した。 

〇 平成 20 年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下、「省エネ法」といい

ます。）が大幅に改正され、中長期的にみて特定事業者の年平均 1％以上のエネルギー

消費原単位の低減が規定されました。 

 また、平成 5 年に発効した国際条約である「生物の多様性に関する条約」を受けて、平

成 7 年に生物多様性国家戦略が策定され、平成 20 年 6 月には、「生物多様性基本法」

が公布されました。 

〇 平成 21 年に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 23 年に「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」が公布され、再生可能エネルギーの普及

促進が大幅に強化されました。 

〇 平成 22 年 10 月に生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)で愛知目標が採択され

ました。 

〇 平成 24 年 4 月に「第 4 次環境基本計画」が策定されました。 

〇 平成 24 年 9 月に「生物多様性国家戦略 2012-2020」が策定され、愛知目標を達成し、

世界目標でもある「自然と共生する世界」の実現に向けた計画として、5 つの基本戦略

を示すとともに長期目標と短期目標が設定されました。 

 

（2）東京都の取り組み 

〇 平成 10 年に「東京都水環境保全計画」、「地球環境保全東京アクションプラン」、「エコ

ロジー東京」、平成 11 年には東京都のエネルギー施策の基本的考え方を示した「東京エ

ネルギービジョン」を策定するなど、地域環境から地球環境の保全まで、様々な取り組

みが進められています。 
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〇 平成 12 年 12 月に都市と自然が調和した豊かな東京の実現を目指し、都市・生活型公

害の深刻化と地球環境問題の拡大への対応を図ることを目的に、「東京における自然の

保護と回復に関する条例」の改正と、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

（以下「東京都環境確保条例」といいます。）の公布がされました。東京都環境確保条

例においては、ディーゼル車の走行規制、化学物質の使用量・排出量等の報告の義務付

けや、土壌汚染の調査、汚染土壌に対する拡散防止措置の実施などが規定されました。 

〇 平成 14 年には「東京都環境基本計画」が策定され、平成 20 年 3 月に改定されました。

改定された東京都環境基本計画では、「地球規模の気候変動により、人類・生物の生存

基盤である『地球環境の器』の存続が危うくなっている」という基本認識に立ち、「尐

ないエネルギー消費で、快適に活動・生活できる都市」を実現するため、人類・生物の

生存基盤の確保など 3 つの基本目標を掲げ、「東京から、世界の諸都市の“範”となる持

続可能な都市モデルを発信する」ことが東京の果たすべき役割であるとされています。 

〇 平成 19 年に「緑の東京 10 年プロジェクト」が開始され、このプロジェクトの中で、

緑あふれる東京の再生を目指し、都民・企業が主人公である「緑のムーブメント」の展開

など 4つの方針が示されました。 

〇 平成 24 年 5月には「緑施策の新展開」が策定されました。これは、「緑の東京 10 年

プロジェクト」の策定から 5 年が経過し、社会情勢の変化や「首都東京は、世界中の生

物資源を大量に消費する都市として、都市で活動するあらゆる主体の行動を生物多様性

を考慮したものへと転換するとともに、生き物の生存基盤としての緑を守り育んでいく

新たな都市モデルを構築していかなければならない」との認識から策定され、生物多様

性の保全に関する都の現在の施策と将来の方向性を示したもので、生物多様性基本法が

規定する生物多様性地域戦略の性格を併せ持つものであると示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都環境基本計画の概要 

☆東京が直面する環境問題についての新たな認識 

1 気候変動の危機の顕在化 

異常気象の頻発など、気候変動の危機は、人類・生物の生存基盤の存続を脅かす、「今そこにある

危機」として認識されます。 

  2  環境汚染に対する予見的かつ継続的な対応の必要性 

      NO2や光化学オキシダント、PM2.5 など、いまだ未解決の課題や、今後顕在化が懸念される環境

問題について、予見的・継続的な対応が必要です。 

  3  より質の高い都市環境の形成による都市の魅力の向上 

      緑の減尐を食い止めるとともに、更に質の高い新たな緑を増やすことにより、豊かな緑と水の空

間を再生し、都市の風格と魅力を向上させていく必要があります。 

☆東京が目指すべき都市の姿と果たすべき役割 

  尐ないエネルギー消費で、快適に活動・生活できる都市を目指し、東京から、世界の諸都

市の“範”となる持続可能な都市モデルを発信していきます。 

☆分野別施策 

 1 人類・生物の生存基盤の確保 

   気候危機と資源制約の時代に立ち向かう新たな都市モデルの創出 

 2 健康で安全な生活環境の確保 

   環境汚染の完全解消と未然防止、予防原則に基づく取組の推進 

 3 より快適で質の高い都市環境の創出 

緑と水にあふれた、快適な都市を目指す取組の推進 
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※ 平成 10年以前の「計画策定の背景」は、平成 13年 3月策定の「羽村市環境基本計画」に記載しています。 

（3）羽村市の取り組み 

〇 平成 13 年 3 月、 多くの市民で組織された市民会議の提案に基づき「羽村市環境基本計画」

を策定しました。この第 1 次計画は、未来に向かって健康で安全な都市環境を創り上げるた

めの総合的・基本的な計画として、市民・事業者・市が一体となり、それぞれが実践すべき

行動を取りまとめたものです｡ 

〇 平成 14 年 3 月には「第四次長期総合計画」を策定し、環境面では地球環境に配慮した水と

緑の潤いある、環境に優しいまちを創るとともに、安全なまちを目指し「環境にやさしい安

心して暮らせるまち」を基本目標とした施策を展開し、その一環として太陽光発電システム

設置費助成を開始しました。 

〇 平成 14 年 10 月には、ごみの戸別収集・一部有料化を導入し、ごみの発生抑制やごみ減量

への意識の高揚、リサイクルの推進、費用負担の公平性などに成果をあげ、その後も資源ご

みの分別化の推進を図るなど循環型社会の構築に向けた施策を展開しました。 

〇 平成 15 年 10 月に「緑の基本計画」（平成 7 年 3 月当初策定）の目標値等を見直し改訂しました。 

〇 平成 17 年 2 月の京都議定書の発効を受け、具体的施策等を定めた京都議定書目標達成計画

が 4 月に閣議決定され地球温暖化対策が示されたことから、平成 18 年 3 月に「羽村市地球温

暖化対策実行計画」を改正し、事業所として温室効果ガスの削減に取り組むほか、市民に対し

ては二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）設置費助成等を行い、温室効果ガス

の削減に取り組んできました。 

〇 平成 19 年 3 月に、第 1 次計画が策定後 5 年を経過したことから社会情勢の変化等を考慮

するとともに、「第四次長期総合計画」等との整合を図り、羽村市環境審議会に諮り改訂し

ました。 

〇 平成 22 年 4 月、ISO14001 環境マネジメントシステム（EMS）の 9 年間の運用実績及び評

価結果に基づき、独自の EMS「エコクリはむら」の運用を開始しました。 

〇 平成 22 年 10 月に「省エネ法」に基づく特定事業者として羽村市が指定され、省エネ措

置の実施や管理標準の設定が義務付けられました。また、再生可能エネルギー利用の普及

拡大を図るため、太陽光発電システム設置費助成を再開しました。 

〇 平成 23 年 3 月に「羽村市地球温暖化対策地域推進計画（地球温暖化対策実行計画区域施

策編）」を策定し、市域全体の地球温暖化対策を推進するため、市民・事業者・市などの多

様な主体が自ら率先して地球温暖化対策を推進していくものとしました。 

〇 平成 24 年 3 月に「第五次長期総合計画」を策定し、環境面では「ひとと環境にやさしい安

全で快適なまち」を基本目標とし、「未来につなぐ環境都市の実現」に向け施策を展開してい

ます。 

〇 平成 24 年 4 月から住宅省エネルギー化改修工事助成制度を開始し、市域から生じる CO2

を削減するとともに、環境負荷を低減させる技術及び産業の活性を図るため、太陽熱利用給

湯システム、コージェネレーションシステム（エネファーム・エコウィルなど）、断熱リフォ

ームなどの様々な助成制度を創設し、環境負荷の低減を図っています。 

〇 平成 24 年 11 月には、市民等の環境配慮意識の高揚と環境配慮行動の促進を図ることを目

的に、市民・大学等との協働により、第 1 回環境フェスティバルを実施しました。 

〇 平成 25 年 6 月に「エネルギー使用の合理化及び地球温暖化対策統合実行計画」を策定し、

市も事業者として、より合理的かつ効果的なマネジメントを実行するため、「地球温暖化対

策の推進に関する法律」による「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」、省エネ法による

管理規程、「エコクリはむら」によるマネジメント、グリーン購入法による調達方針を統合

した様々な環境負荷低減施策を実行することとしました。 
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6 本計画の策定に際して 

（1）計画の策定過程 

本計画の策定にあたっては、 計画案の作成段階から市民や事業者等の皆さんに参画していた

だき、皆さんの意見等を反映させながら、市民・事業者等と市との協働の視点で協力して取り組

んできました。 

                    

 

 

 

 

 

                   

  

 

                    

 

                         

 

            

  

（2）計画の策定ポイント 

環境及び社会経済情勢の変化等に応じて、関連法規・計画に対応し、市民の皆さんにわかりや

すく、実行性のある計画とするため、第1次計画を見直し、策定しました。 

策定ポイントは次のとおりです。 
 

① 関連法規、関連計画との整合と実効性 
 

 

 

 

 

② 新たな社会情勢への対応 
 

 

 

 

 

 

 

③ 実行及び実効性の高い施策体系 

 

 
 

第五次長期総合計画（平成 23 年度策定）との整合を図り実効性を担保するとともに、関

連法規・計画との整合を行いました。 

環境を取り巻く情勢は、近年著しく変化しています。 生物多様性の問題、低炭素・省エ

ネルギー化、循環型社会への対応、東日本大震災の影響など、新たな課題や状況の変化を

踏まえました。 

第 1 次計画の基本的考え方「川や緑を守り育て、水や空気や土を汚さず、健康で安全に

くらし続けられるまち はむら」を受け継ぎ、市の行財政運営などの厳しい状況を勘案しつ

つ、実行性と実効性の高い施策をまとめました。 

管理指標による評価  

市民等との地域懇談会 

計画案作成に際して、市民や事業者の皆さんから 

取り組むべき具体的な内容について意見を収集・議論 
 

計画案作成に際して、地域住民の皆さんの意見等聴取 

前計画の達成状況について、数値把握により取り組み状

況を評価 

庁内策定委員会による計画案の策定に向けた検討 

環境審議会による計画案の策定に向けた審議 

計画案作成に際して、関係各課の委員から 

施策の方向性など具体的な内容について検討・議論 

 

市民ワーキング 

事業者ワーキング            
 

庁内ワーキング            
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④ 市民、事業者、団体、滞在者等、市との協働及び役割分担の明確化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 多様な主体にわかりやすい計画 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ⑥ 環境基本計画とみどりの基本計画の統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 生物多様性地域戦略の包括的推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 適切な進行管理 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

市内の良好な環境を保全していくためには、 第五次長期総合計画に掲げている、多様な

主体（市のみではなく、市民、事業者、団体、滞在者などすべてのもの）が協働で取り組

んでいくことが必要であり、協働の視点を取り組みの前提に位置付けました。 

なお、本計画はすべての多様な主体が協働して取り組む事項を示しており、各主体の個

別の取り組みは環境行動計画の中で示しています。 

各主体において行動を実行し、情報を共有していくためには、わかりやすい計画である

必要があります。 

このため、基本理念、キーワード、分野、目標、指標等の関連性がわかりやすい計画体

系、各主体の役割の明確化など、わかりやすい計画づくりに努めました。 

同時期に策定を行う「みどりの基本計画（第 3 次）」は、本計画と目標や施策の関連性・

重複性が高いため、両計画の内容の整合・一元化を図り、効率性と実効性を高め、合理的

に施策を推進できるようにしました。 

このため、本計画を都市緑地法第 4 条に基づく緑の基本計画と位置付けます。 

施策の実施、成果の公表は、協働を推進する上で重要となることから、PDCA サイクル

に基づき、本計画を適切に進行管理し、成果等を分かりやすく公表します。 

また、PDCA サイクルによる成果等を迅速に反映し対策を講じるため、本計画の実施・

実行計画として、各主体の個別の取り組みである環境行動計画を策定します。 

生物多様性基本法に示されている、地方自治体が策定すべき生物多様性地域戦略は、環

境基本計画と緑の基本計画を推進するうえで、常に生物多様性について配慮していくとい

うことに他ならないものであり、環境基本条例の理念とも一致するものであることから、

本計画において包括的に推進するものとし、効果的かつ合理的に施策を推進できるように

しました。 

このため、本計画を生物多様性地域戦略と位置付け、次のページに、本計画の策定にあ

たって、包括的に推進していく生物多様性の基本認識を示します。 
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（3）生物多様性の基本認識 

生物多様性の世界目標である「自然と共生する世界」は、環境基本条例の前文にある「人

と自然との共生を目指し、緑を守り育て、水や空気や土壌を汚さず、環境負荷の尐ない持続的発

展が可能なまち」と何ら異なるものではなく、これを推進することで達成が図られていくもの

であることから、すべての環境行動の機会において、次の認識を踏まえて、生物多様性を

保全し、持続的利用に取り組んでいくものとします。 

  
☆生物の多様性には、次の3種類があり、すべての生物間の変異性と定義して認識します。 

第一に「生態系の多様性」（地球上、あるいは特定の地域において、様々な自然の形があること） 

第二に「種間の多様性」 

第三に「種内の多様性」 

☆生物多様性によって支えられる自然共生社会を実現するための理念を、次のとおり認識します。 

「自然のしくみを基礎とする真に豊かな社会をつくる」 

愛知目標が目指す「人と自然の共生した世界」を実現するためには、“すべての人が生物多様性の保全と

持続可能な利用に関する重要性を理解して行動していく”ことが必要です。 

私たちに豊かな恵みをもたらす自然、また時として脅威となり得る自然に対し、感謝と畏敬の心をもって

接すること、また人が自然の一部であることを理解することは重要です。その上で、自然のバランスを崩さ

ず、将来にわたりその恵みを受けることができるよう、共生と循環に基づく自然の理（ことわり）に沿った

活動を選択することが大切です。そのためには、自然を次の世代に受け継ぐ資産として捉え、その価値を的

確に認識して、自然を損なわない、持続的な経済を考えていくことが必要です。 

こうした自然と人とのバランスのとれた健全な関わりを社会の隅々に広げていくことにより、自然
のしくみを基礎とする真に豊かな社会をつくっていかなければなりません。 

☆生物多様性を守る 4 つの意味（恩恵）を、次のとおり認識します。 

「すべての生命が存立する基盤を整える 」 （生きものがうみだす大気と水：基盤サービス） 

地球上の生物は、生態系という一つの環の中で深く関わり合い、つながり合って生きています。動物や植

物の呼吸に必要な酸素は、数十億年の間に植物の光合成により生み出されてきたものです。雲の生成や雤を

通じた水の循環、それに伴う気温・湿度の調節も、植物の葉からの蒸・発散、森林や湿原などが水を蓄える

働きが関係しています。豊かな土壌は、生物の死骸や植物が分解されることにより形成され、森から窒素・

リン等の栄養分が河川を通じて海までつながり、豊かな生態系を育んでいます。このように、生物多様性は

現在及び将来の「すべての生命が存立する基盤」を整えています。  

「人間にとって有用な価値をもつ 」 （暮らしの基礎：供給サービス） 

私たちの生活は、食べもの、木材、医薬品など多様な生物を利用することによって成り立っています。農

作物は、害虫やそれらを食べる鳥、受粉を助ける昆虫、土壌中の微生物などのつながりが、海の幸である水

産物は、プランクトンや海藻、貝、魚などのつながりがもたらしてくれます。 

生物の遺伝的な情報、機能や形態も、私たちの生活の中でなくてはならないものとして利用されています。 

鎮痛・解熱剤のアスピリンは、ヤナギの樹皮の成分として発見され、これを手本に合成されています。農

作物の品種改良は、野生の種がもつ豊かな遺伝情報の中から、味が良い、病気に強いといった優れた性質を

選び出すことよって行われてきました。工業分野では、雤水をはじくハスの葉の表面構造から汚れの付きに

くい塗料が開発されるなど、生物が持つ機能は、将来の技術開発の可能性を秘めた宝の山といえます。生物

多様性は私たちの暮らしを支える「有用な価値」を持っています。 

「豊かな文化の根源となる」 （文化の多様性を支える：文化的サービス） 

私たちは、四季の移ろいとともに変化する風景、鳥や虫の声、山や海の幸をもたらす豊かさと、災害をも

たらす荒々しさを持ち合わせた自然を前に、独特の自然観を育み、様々な知識、技術、豊かな感性を培って

きました。生物多様性は、こうした“こころ”の基盤を形成するとともに、食文化や祭りなど地域固有の財

産ともいうべき文化の根源にもなっています。例えば、地域の微生物と食材などは、漬物、味噌、しょうゆ、

日本酒などの地域固有の食文化と関係しています。 

また、豊かな自然に接し、学ぶ機会を子どもたちに提供することは、次の世代を担う子どもたちの健全な

成長のために必要です。生物多様性は「豊かな文化の根源」となっています。 

（地球上、あるいは特定の地域において、様々な種類の生物が生息・生育してい

る状況のこと、種の多様性ともいう） 

（同じ生物種内のグループにも遺伝子による違いがあること、遺伝子の多様
性ともいう） 
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 「将来にわたる暮らしの安全性を保証する 」 （自然に守られる私たちの暮らし：調整サービス） 

私たちの暮らしは、健全な生態系に守られています。例えば、スマトラ沖地震による大津波が発生した際、

サンゴ礁やマングローブなど自然の海岸線が残されていた地域では、津波の被害をより小さくすることがで

きたという報告があります。森林を適切に保全し、多様で健全な森林づくりを進めることや地形の不適切な

改変を避けることなどは、土砂の流出・崩壊防止、安全な飲み水の確保に寄与すると言えます。生物多様性

を尊重して暮らしの安全性を考えることは、特に世代を超えた長期のスケールで見た場合、「将来にわたる

暮らしの安全性を保証する」ことにつながります。  

☆生物多様性に係る 4 つの危機について、次のとおり認識します。 

第1の危機「開発など人間活動による危機」 
第1の危機は、開発や乱獲など人が引き起こす負の影響要因による生物多様性への影響であり、沿岸域の埋

立などの開発や森林の他用途への転用などの土地利用の変化は、多くの生物にとって生息・生育環境の破壊

と悪化をもたらし、鑑賞用や商業的利用による個体の乱獲、盗掘、過剰な採取など直接的な生物の採取は個

体数の減尐をもたらしました。 

このような第1の危機に対しては、対象の特性、重要性に応じて、人間活動に伴う影響を適切に回避、また

は低減するという対応が必要であり、原生的な自然が開発などによって失われないよう保全を強化するとと

もに、自然生態系を大きく改変するおそれのある行為については、それが本当に必要なものか、災害防止な

ど生活の安全確保や社会状況を考慮しつつ、十分検討することが重要です。さらに、既に消失、劣化した生

態系については、科学的な知見に基づいてその再生を積極的に進めることが必要です。 

第2の危機「自然に対する働きかけの縮小による危機」 
第2の危機は、第1の危機とは逆に、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる影響です。 

里地里山の薪炭林や農用林などの里山林、採草地などの二次草原は、経済活動に必要なものとして維持さ

れ、その環境に特有の多様な生物を育んできました。また、氾濫原など自然の攪乱を受けてきた地域が減り、

人の手が加えられた地域はその代わりとなる生息・生育地としての位置付けも考えられますが、産業構造や

資源利用の変化、人口減尐や高齢化による活力の低下に伴い、里地里山では、自然に対する働きかけが縮小

することによる危機が継続・拡大しています。 

このような第2の危機に対しては、現在の社会経済状況のもとで、対象地域の自然的・社会的特性に応じた、

より効果的な保全・管理手法の検討を行うとともに、地域住民以外の多様な主体の連携による保全活用の仕

組みづくりを進めていく必要があります。 

第3の危機（人間により持ち込まれたものによる危機） 

第3の危機は、外来種や化学物質などの人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれたも

のによる危機です。外来種については、マングース、アライグマ、オオクチバス、オオハンゴンソウなど、

野生生物の本来の移動能力を越えて、人為によって意図的・非意図的（輸送、家畜やペットなど）に国外や

国内の他の地域から持ち込まれた生物が、地域固有の生物相や生態系を改変し、大きな脅威となっています。

化学物質については、20 世紀に入って急速に開発・普及が進み、生態系が多くの化学物質に長期間ばく露さ

れるという状況が生じています。化学物質の利用は人間生活に大きな利便性をもたらした一方で、中には生

物への有害性を有するとともに環境中に広く存在するものがあり、生態系への影響が指摘されています。 

こうした外来種の問題については、①侵入の予防、②侵入の初期段階での発見と迅速な対応、③定着した外

来種の長期的な防除や封じ込め管理の各段階に応じた対策を強化する必要があります。化学物質による生態系

への影響については、野生生物の変化やその前兆をとらえる努力を積極的に行うとともに、化学物質による生

態系への影響について適切にリスク評価を行い、これを踏まえリスク管理を行うことが必要です。 

第4の危機「地球環境の変化による危機」 

第4の危機は､地球温暖化など地球環境の変化による生物多様性への影響です。地球温暖化のほか、強い台

風の頻度が増すことや降水量の変化などの気候変動、海洋の一次生産の減尐及び酸性化などの地球環境の変

化は、生物多様性に深刻な影響を与える可能性があり、その影響は完全に避けることはできないと考えられ

ています。さらに、地球環境の変化に伴う生物多様性の変化は、人間生活や社会経済へも大きな影響を及ぼ

すことが予測されています。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第4次評価報告書では、20 世紀半ば

以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人間活動に伴う温室効果ガス濃度の増加によってもた

らされた可能性が非常に高いとしています。こうした点は、第１の危機の一つの類型としてとらえることも

できますが、生物多様性への影響の直接的な原因者を特定するのが困難なこと、影響がグローバルな広がり

を持つことで第1の危機とは異なります。加えて、必ずしも人間活動の影響とは断定できない地球環境の変化

による影響の可能性もあり、その場合は危機として捉えることが適当ではありませんが、それとは切り離せ

ない複合的な要因であることなどの特殊性を踏まえ、第4の危機として整理します。 

こうした第4の危機に対しては、地球環境の変化による生物多様性への影響の把握に努めるとともに、生物

多様性の観点からも地球環境の変化の緩和と影響への適応策を検討していくことが必要です。 


