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１－１ 港区環境基本計画の概要 

（１）計画の位置付け 

「港区環境基本計画」は、区の総合計画である「港区基本計画」の基本政策の実現を図る

ための環境分野の計画であり、「港区まちづくりマスタープラン」、「港区緑と水の総合計画 )」

などの関連する計画との整合を図りつつ、環境関連計画のもっとも上位に位置付けられる計

画として、区の環境に関する取組の基本的な方向性を示すものです。 

また、区民、事業者等が、本計画のめざす環境像の実現に向けた行動の必要性を理解し、

自ら積極的に行動していくことができるよう、港区環境基本条例第８条に基づく「港区環境

行動指針」を含むものです。 

図 1-1 計画の位置付け 
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（２） 計画が対象とする範囲 

①地球環境 

温室効果ガスの排出抑制（地球温暖化の防止策）、気候変動から生じる様々な影響への対

策（地球温暖化への適応策） 

②循環型社会 

ごみの発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の推進 

③生活環境 

７大公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下）や有害化学物

質及び東日本大震災に起因する原子力発電所事故に伴う放射性物質への対策 

④都市環境 

開発が環境に与える影響への対策や都市活動と環境との調和、良好な景観の形成等に関す

る取組、空き缶等のごみの散乱防止やたばこの吸い殻のポイ捨て防止等の環境美化に関す

る取組 

⑤自然環境 

自然の緑と水だけでなく、人工的な緑と水辺も含めた多様な緑と水辺空間の保全・創出、

水循環系の保全、生物多様性に関する取組 

⑥環境保全活動 

多様な主体に向けた、環境教育・環境学習の実施、環境問題や環境に配慮した行動に関す

る普及・啓発、環境保全活動の支援等 

（３） 計画期間 

計画期間は、平成 27 年度から平成 32 年度までの６年間とします。また、中間年次（平

成 29 年度）に見直しを行います。 

年 度
平成26 27 28 29 30 31 32 33 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

港区環境基本計画

港 区 基 本 計 画

図 1-2 計画期間 
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１－２ めざす環境像 

平成 32 年度を見据え、以下の点を考慮した環境像を設定し、その実現をめざします。 

●区民や事業者をはじめとする多様な主体がともに考え、手を携え、行動することによっ

て、暮らしやすく、働きやすいまちをつくります。 

●歴史ある多様な自然を保全し、良好な環境を次の世代へ引き継いでいきます。 

●国際的に誇れる環境都市をめざします。 

歴史ある自然をみなではぐくみ、 

暮らし、働くことを誇りに思える国際環境都市 みなと 
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１－３ 基本方針 

めざす環境像を実現していくため、次の６つの基本方針に沿って施策を推進します。

基本方針１ 安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現 

温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の排出を抑制し、安心して暮らせる低炭素社

会を実現していくため、再生可能エネルギーの普及や省エネルギー化、エネルギーの効率

的な利用を進めるとともに、気温上昇による影響への対策に取り組みます。

基本方針２ 協働による循環型社会の形成 

人口、事業所の増加が見込まれる中で、循環型社会を形成していくため、ごみの発生抑

制（リデュース）・再使用（リユース）により家庭や事業所から排出されるごみの量を減ら

すことを最優先とし、その上で資源を再生利用（リサイクル）することで循環させていく取

組を、資源・ごみの排出者である区民、事業者等との協働により推進します。

基本方針３ 健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全 

区民の健康で安全な暮らしを支えるための基本的な区の責務として、大気、水質を保全

するとともに、騒音、振動、悪臭等に悩まされることのない生活環境を確保します。

基本方針４ 快適で魅力ある都市環境の形成 

あらゆる人が、安全で快適に過ごすことのできる魅力ある都市環境を形成していくため、

事業者や地域と協働して、開発が環境に与える影響への対策を講じるとともに、きれいで

清潔なまちづくりを進めます。

基本方針５ 自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出 

生きものの生息・生育の基盤の形成やヒートアイランド現象の緩和、健全な水循環系の保全

などのために重要な役割を果たすとともに、区民の潤いや安らぎの空間として貴重な存在であ

る緑と水を守り、育みます。

基本方針６ 環境保全に向けた多様な主体の行動と協働の推進 

暮らし、働き続けることができる良好な環境を保全していくため、区民、事業者をはじ

めとする多様な主体が、環境問題を自らの問題として認識し、環境保全に向けた行動を実

践していくことを推進します。 



１－４　施策の体系

基本方針 施　策 取　組 （計画掲載頁） 関連計画

①家庭における省エネルギーの推進 (p.31)

②職場における省エネルギーの推進 (p.31)

①建築物等の環境性能の向上 (p.33)

②低炭素まちづくりの推進 (p.33)

③環境に配慮した交通手段の普及促進 (p.33)

④区有施設における環境性能の向上と省エネ運用の推進 (p.34)

①国産木材の活用促進 (p.35)

②先進技術の導入 (p.35)

①人工排熱の低減 (p.37)

②緑化などを通じた被覆対策の推進 (p.37)

③遮熱性舗装等の推進 (p.38)

④ヒートアイランド現象の調査・解析結果の有効活用 (p.38)

①普及・啓発、情報提供 (p.41)

②発生抑制のための仕組みづくり (p.42)

③品目別発生抑制の促進 (p.42)

①分別排出の徹底 (p.45)

②資源回収の拡大 (p.45)

①適切で効率的な収集・運搬 (p.47)

②適正な処理 (p.47)

③街の美観の確保 (p.48)

①大気汚染の防止 (p.50)

②大気環境の監視測定 (p.50)

①古川の水環境改善 (p.52)

②お台場の海等の水質改善 (p.52) ・港区緑と水の総合計画

③水環境の監視測定 (p.53)

①騒音、振動、悪臭などに対する対策の推進 (p.54)

②アスベスト対策の推進 (p.54)

③有害化学物質等への対策の推進 (p.54)

①環境アセスメントの推進 (p.57)

②環境に配慮した適切なまちづくりの誘導 (p.57)

①地域の環境美化活動の推進 (p.60)

②みなとタバコルールの推進 (p.60)

①緑の保全と緑化の推進 (p.63)

②緑と水のネットワークの形成 (p.63)

③区民、事業者等との協働によるみどりの保全と創出 (p.64)

①水辺空間の親水化 (p.65)

②健全な水循環系の保全・構築 (p.65)

①生物多様性への理解の浸透 (p.67)

②自然や生きものと共存できるまちづくり (p.67)

③多様な主体との情報共有と連携・協働による活動の促進 (p.68)

①多様な環境学習機会の提供 (p.71)

②教育委員会と連携した環境教育・環境学習の推進 (p.71)

①区民、事業者等の環境保全活動の支援 (p.73)

②環境情報の積極的な発信 (p.73)

６-３　区の率先行動 ①率先した環境保全活動の推進 (p.75) ・港区環境率先実行計画

６　環境保全に向けた多様な
　　主体の行動と協働の推進

６-１　環境教育・環境学習の推進
－

６-２　協働による環境保全活動の推進

－

４　快適で魅力ある都市環境
　　の形成

４-１　まちづくりにおける環境配慮の促進
－

４-２　環境美化の推進

５　自然や生きものと共存で
　　きる、質の高い緑と水の
　　保全・創出

５-１　歴史ある緑の保全と豊かで質の高い緑の創
出

・港区緑と水の総合計画
・港区生物多様性地域戦略

５-２　水辺空間の親水化と水循環系の保全・構築

５-３　生物多様性の保全とその恵みの持続的な利
用

３　健康で安全に暮らすこと
　　のできる生活環境の保全

３-１　良好な大気環境の保全 －

３-２　水質の改善と水環境の向上

３-３　安全で快適な生活環境の確保

１　安心して暮らせる低炭素・
　　省エネルギー社会の実現

１-１　家庭や職場における省エネルギーの推進

・港区地球温暖化対策地域
　推進計画

１-２　エネルギーを効率的・安定的に利用する
　　　  建築物の整備とまちづくり

１-３　広域的なネットワークの活用等による
 　　　 地球温暖化対策の推進

１-４　気温上昇による影響への対策
・港区地球温暖化対策地域
　推進計画
・港区緑と水の総合計画

２　協働による循環型社会の
　　形成

２-１　ごみを出さないライフスタイル・ビジネス
　　　  スタイルの意識の醸成

・港区一般廃棄物処理基本
　計画

２-２　限りある資源の循環利用

２-３　ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理

拡充

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

新規

新規

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

本計画からの新たな取組

前計画の取組を拡大、充実したもの

新規

拡充
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１－５ 計画の進行管理 ～環境白書の作成～ 

  環境基本計画を実効性のあるものとするためＰＤＣＡサイクルに沿って目標の達成状

況を定期的に点検・評価し、継続的に改善を図ります。

環境基本計画の進行管理は、個別の環境分野に関する計画の進行管理を踏まえて、「港

区環境審議会」において環境施策全体の進捗を包括的に点検・評価することとし、その結

果を環境白書としてまとめ、毎年度、区民、事業者等に公表します。

計画 

（Plan） 

実行 

（Do） 

点検・評価 

（Check） 

見直し 

（Action） 
ＰＤＣＡサイクル 





第２章 

環境基本計画 

施策の進捗状況 
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２－１ 成果目標に対する評価対象年度の状況 

（１）「成果目標の状況」の見方 

（例）

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がない

ものは平成 26

年度見込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 

（目標）

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成 26年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年

度の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 4.2 喫煙による迷惑の防止対策が進んでいる 

指定喫煙場

所の数 

24 か所 36 か所 48 か所 23 か所 24 か所

目標達成に向けた進捗状況や課題等

計画策定時には平成26年度末に24か所を整備する予定でしたが、国道整備のため1か所が廃
止となり、23か所となりました。指定喫煙場所は、屋外を中心に整備してきましたが、用地の確
保や環境整備が難しいという課題があります。平成 27 年度からは、屋内喫煙所設置費助成制度
の金額を拡充するとともに、要望の高かった維持管理費についても助成を開始し、屋内の指定喫
煙場所の整備も合わせて推進していきます。

「32 年度の目標値から算出した、評価対象年度の目標値」は、計画には載っていない

数字ですが、毎年度の評価を行いやすくするために、計画に掲載されている平成 32 年度

の目標値から算出したものです。

例：成果目標 4.2 喫煙による迷惑の防止対策が進んでいる

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32 年度

24 か所 （28 か所） （32 か所） 36 か所 （40 か所） （44 か所） 48 か所

計画に掲載されている基準値（計画策定時の

「現状（平成 26 年度）」）及び目標値

計画には掲載されていないが、目標値から算

出した、評価対象年度の目標値（参考値）

「評価基準の考え方」をご覧

ください 
計画に記載された現状（基準

値）、目標値 
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（２）評価基準の考え方 

目標に対する進捗状況 

環境基本計画では、6つの基本方針ごとに施策の内容に応じた成果目標を掲げ、施策の進捗及び

成果の状況を把握するため、指標及び目標を設定しています。 

  評価対象年度時点での実績（状況）が、各指標の平成 32 年度の目標の達成に向けて順調に進ん

でいるか、以下の評価区分で評価しています。 

評価区分 環境指標 

平成 32 年度目標から算出した評価対象年度の目標を達

成、又は上回る改善 

平成32年度目標から算出した評価対象年度の目標値には

達しないものの、26 年度と比較して改善。 

平成 26 年度の状況から、評価対象年度の実績が変化して

いない。 

平成 26 年度の状況から、評価対象年度の実績が後退して

いる。 
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（３）成果目標の状況 

基本方針１ 安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現 

 温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の排出を抑制し、安心して暮らせる低炭素社会を実現して

いくため、再生可能エネルギーの普及や省エネルギー化、エネルギーの効率的な利用を進めるとともに、

気温上昇による影響への対策に取り組みます。

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がない

ものは平成 26

年度見込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 

（目標）

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成 28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年

度の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 1.1 区、区民、事業者等の取組により、二酸化炭素排出量の増加を抑制している

二酸化炭素

排出量 

（総量） 

3,966千 

t-CO2

平成23年度末

現在 

4,032千 

t-CO2

平成 26 年度

末 

4,161千t-CO2

4,186千 

t- CO2
平成 26 年度末 

現在

4,010千 

t-CO2

目標達成に向けた進捗状況や課題等

目標達成に向け、計画期間の 2020（平成 32）年度まで増え続けることが推計される区
の二酸化炭素排出量を 2007（平成 19）年度から 2009（平成 21）年度の平均である 4,161
千 t- CO2に抑制することが必要です。そのため、区の施策に加え、国、東京都の施策（以
下「各施策」という。）の効果により抑制していくことが必要となります。 
2014（平成 26）年度の二酸化炭素排出量（総量）は、各施策の効果により 4,186 千 t- CO2

に抑制されました。
この実績と各施策の効果を踏まえつつ、引き続き省エネルギー化等の取組を区が率先す

るとともに、区民や事業者に促していくことが必要です。
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成果目標 

指標 

基準値 

（記載がない

ものは平成 26

年度見込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 

（目標）

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成 28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年

度の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 1.2 低炭素化を促進する取組により、地球温暖化の防止に寄与している 

新エネルギ

ー・省エネ

ルギー機器

等の設置費

助成による

二酸化炭素

排出量の削

減量 

1,939t-CO2 3,229t-CO2 4,519t-CO2 2,286 t-CO2 2,799t-CO2 

目標達成に向けた進捗状況や課題等

省エネルギー機器の導入実績は増加していますが、二酸化炭素排出量の削減効果が

大きい新エネルギー機器の導入実績が少ないため目標が達成できない状況です。新エ

ネルギー機器の導入実績の確保が課題です。 

成果目標 1.3 国産木材の活用が進み、温室効果ガスの排出抑制に寄与している 

二酸化炭素

固定量 

653t-CO2

平成25年度末 

実績

1,583t-CO2 2,513t-CO2 2,369 t-CO2 1,273t-CO2

目標達成に向けた進捗状況や課題等

実績は新たに建築される物件数や規模に大きく左右されます。木材使用にあたって

は事業主の理解と協力が不可欠です。

成果目標 1.4 ヒートアイランド現象の緩和に寄与している 

区道におけ

る遮熱性舗

装等の整備

率 

3.5% 5.0% 8.1％ 4.6% 4.7% 

目標達成に向けた進捗状況や課題等

遮熱性舗装等の整備は、区道の総面積の 10％実施することを当面の目標としていま

す。今年度は、予定した路線の他、総合支所施工の整備も実施し、整備率は上がりま

した。今後も基本計画に基づき計画的に整備を進めるとともに、総合支所施工での整

備も進めていきます。 



- 17 - 

基本方針２ 協働による循環型社会の形成 

 人口、事業者の増加が見込まれる中で、循環型社会を形成していくため、ごみの発生抑制（リデュー

ス）・再使用（リユース）により家庭や事業者から排出されるごみの量を減らすことを最優先とし、その

上で資源を再生利用（リサイクル）することで循環させていく取組を、資源・ごみの排出者である区民、

事業者等との協働により推進します。

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がな

いものは平

成 26年度見

込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 2.1 区民、事業者の３Ｒの取組により、ごみの排出量が減っている 

ごみ量 
（区収集ごみ

量及び持込ご

み量の合計

154,027t

平成 25 年度

実績 

140,687t 

平成 28 年度 

目標値

135,029t 

平成 31 年度 

目標値 

155,026ｔ 
平成 28年度 

実績

140,687t 
平成 28 年度 

目標値 

目標達成に向けた進捗状況や課題等

平成 23 年度以降、区収集ごみ量は減少傾向であり、持込ごみ量は増加傾向にあります。持

込ごみ量の増加は景気の動向によるものと考えられますが、目標達成に向け、事業系ごみの削

減が大きな課題となっています。事業者向けの施策の実効性を高めていく必要があります。

成果目標 2.2 区民の分別に対する意識の向上により、分別排出が徹底され、資源が適切

に再生利用（リサイクル）されている 

資源化率 

（区収集ご

みと資源の

総量のう

ち、資源化

される割

合） 

29.9% 

平成 25 年度 

実績

36.9% 

平成 28 年度 

目標値

40.0% 

平成 31年度 

目標値

30.1% 
平成 28年度 

実績

36.9% 

平成 28 年度 

目標値

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

平成28年４月から、木製粗大ごみの資源化を開始したこともあり、資源化率は初めて30％

を超えました。一方で、区が平成27年度に実施した「ごみ排出実態調査」では、区が収集す

る可燃ごみや不燃ごみに未だに多くの資源が含まれていることが分かっています。今後も普

及・啓発や適切な指導・助言等により、区民による資源化の取組を促進していく必要がありま

す。 
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成果目標 

指標 

基準値 

（記載がな

いものは平

成 26年度見

込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 2.3 廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排出が抑制されている 

温室効果 

ガス排出量 

※温室効果ガス排出量を算出するための指針が改定されたため、新指針に

基づき算出した数値で評価しています。

21,049ｔ

平成 25年度

実績

14,678t 

平成 28 年度 

目標値 

11,614t 

平成 31 年度 

目標値

22,256ｔ

平成 28年度 

実績

14,678ｔ
平成 28年度 

目標値

計画に掲載されている、旧指針に基づき算出した数値 

20,542t 

平成 25 年度

実績

14,678t 

平成 28 年度 

目標値 

11,614t 

平成 31年度 

目標値

21,717t 

平成 28 年度 

実績

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

区収集可燃ごみの削減が十分に進んでいないこと及び区収集可燃ごみの中のプラス

チックの割合が 14.3%（平成 27 年度ごみ排出実態調査）と前回調査よりも増加したこ

とから、温室効果ガス排出量の削減が進んでいない状況です。3R 関連の情報提供のさ

らなる充実等に努めていく必要があります。 

成果目標 2.4 ごみを排出する区民等の特性に応じたきめ細かい収集体制が確立している 

戸別訪問収

集実施件数 

469 件 

平成 25年度 

実績

580 件 

平成 28年度 

目標値

700 件 

平成 31年度 

目標値

508 件 

平成 28年度 

実績

580 件 

平成 28年度 

目標値

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

対象となる高齢者及び障害者の数は、人口増とともに増えていくと考えます。 

今後も、戸別訪問収集制度のＰＲを充実させ、ごみ出しが困難な方に活用していただ

けるようにする必要があります。 
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基本方針３ 健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全 

 区民の健康で安全な暮らしを支えるための基本的な区の責務として、大気、水質を保全するとともに、

騒音、振動、悪臭等に悩まされることのない生活環境を確保します。

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がない

ものは平成 26

年度見込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成 28年
度）の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 3.1 古川及び運河の水質改善が進んでいる 

古川及び運

河の水質の

環境基準達

成 

１地点、１項目

で環境基準 

未達成 

平成 25年度 

実績 

全地点、 

全項目での

環境基準 

達成 

全地点、 

全項目での

環境基準 

達成

４地点、１項

目(ＣＯＤ)で

環境基準 

未達成 

全地点、 

全項目での

環境基準 

達成

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

平成 28 年度の調査結果について、古川は全４地点、全４項目において環境基準を

達成しましたが、運河においては、全５地点のうち４地点にて、１項目（ＣＯＤ）に

ついて環境基準を超過していました。今後も引き続き調査を実施し、水質状況の監視

を行っていきます。 

成果目標 3.2 お台場の海の水質改善が進んでいる 

お台場海浜

公園におけ

る水質の水

浴場判定基

準の達成 

測定地点に 

より未達成 

全地点にお

いて、測定

結果が改善

している 

全地点におい

て、おおむね

水浴場の判定

基準を達成し

ている 

測定地点に 

より未達成 

複数地点に

おいて、測

定結果が改

善している 

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

平成 28 年度は全３地点にて調査を行いましたが、調査日によっては基準を満たさ

ない日がありました。水質は天候や上流域からの流入水の影響を受けるため、採水日

によって結果にばらつきが生じています。引き続き調査を実施し、水質状況の把握に

努めていきます。 

成果目標 3.3 快適な生活環境が確保され、公害に関する苦情が減少している 

公害苦情 

件数 

345 件 

平成 25年度 

実績

310 件 275 件以下 240 件 321 件

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

公害苦情は一度発生するとその対策が難しいため、事業者への事前の指導を行って

います。また、公害苦情が発生した場合は、総合支所と連携し対応を行っています。
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基本方針４ 快適で魅力ある都市環境の形成 

 あらゆる人が、安全で快適に過ごすことのできる魅力ある都市環境を形成していくため、事業者や地

域と協働して、開発が環境に与える影響への対策を講じるとともに、きれいで清潔なまちづくりを進め

ます。

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がな

いものは平

成 26年度見

込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成28年度）

の実績 

＜b＞ 

32年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 4.1 区民の環境保全・美化活動に対する意識が高まっている 

地域の環

境美化活

動への参

加者数 

4,684 人 

平成 25年度 

実績

年間 

5,000 人 

年間 

5,300 人

7,185人 

平成 28年度 

実績

4,900人

目標達成に向けた進捗状況や課題等

環境美化活動の一環としてみなとタバコルールの定着を目指し、地域の方や事業者への
周知啓発を行いました。取組への関心が高まっているので、今後も地域に根ざした環境美
化活動が継続・発展するよう取り組む必要があります。

成果目標 4.2 喫煙による迷惑の防止対策が進んでいる 

指定喫煙

場所の数 

24 か所 36 か所 48 か所 49 か所 32 か所

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

平成 28 年度は 19 か所設置し、合計 49 か所となり平成 32 年度までの目標値を大幅に前
倒して達成しました。平成 29 年度は 16 か所設置(1 か所廃止)し、合計 64 か所とする予定
です。屋外の喫煙場所は周囲に煙が流れてしまうなどの課題があるため、今後はより周辺
に配慮した屋外の喫煙場所や、区の助成制度を活用した完全分煙型の屋内喫煙場所の整備
に取り組む必要があります。 

成果目標 4.3 みなとタバコルールが浸透している 

たばこに

関する 

苦情件数 

308 件 
平成 25年度 

実績

290 件 275 件 
733 件 

平成 28年度 

実績

296 件

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

様々な取組を行ったことにより、たばこに関する関心が高まり苦情件数が前年度よ
り増加したと考えられます。平成 28 年度は、継続して行っているきめ細かな巡回指導
に加えて新たに粘り強い重点指導を行い、ルールの普及を図りました。また、区有施
設等のデジタルサイネージで啓発動画を放映し、「みなとタバコルール」の周知啓発を
実施しました。このような啓発活動を通じて、周知が進みルールが守られることへの
期待が高まっている面もあることから「周知・啓発」「巡回・重点指導」「喫煙場所の
整備」の充実に更に取り組む必要があります。 
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基本方針５ 自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出 

 生きものの生息・生育の基盤の形成やヒートアイランド現象の緩和、健全な水循環系の保全などのた

めに重要な役割を果たすとともに、区民の潤いや安らぎの空間として貴重な存在である緑と水を守り、

はぐくみます。

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がな

いものは平

成 26年度見

込）

平成 29年
度 

（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 5.1 緑の保全と創出により、区内全体で緑が増加している 

 緑被率 

22.5% 23.3% 24% 21.8% 23.0%

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

平成 23 年度から平成 28 年度にかけて緑被率の変化はありませんでした。平成 26
年度 22.5％は理論値であるため、減少しているように見えます。引き続き、緑化計画
書制度等により緑被率の増加を図ります。 

成果目標 5.2 区の魅力である運河に沿った緑豊かな散歩道がネットワーク化され、うる

おいのあるまち並みを形成している 

内部護岸に

対する運河

沿緑地の整

備開放率 

59.2% 60.9% 62.3% 61.2% 60.3%

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

内部護岸上を運河沿緑地として開放するためには、２か所以上の出入口が必要で
す。しかし、用地の確保が難しいため、民間の開発等にあわせて出入口が確保できれ
ば運河沿緑地として整備します。 

成果目標 5.3 実質浸透域が拡大し、地下に浸透した雨水が湧水地に豊かな水をもたらし、

古川、運河、海がきれいな水をたたえている 

実質浸透域

率 

25% 26% 28% 26.0％ 25.6%

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」による指導や、透水性舗装の施工により、目標
に向けて増加しています。 
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成果目標 

指標 

基準値 

（記載がな

いものは平

成 26年度見

込）

平成 29年
度 

（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 5.4 区民の生物多様性の保全・再生と持続的な利用に対する意識が高まってい

る 

生物多様性

みなとネッ

トワークの

登録団体数

（個人を含

む。） 

0 団体 50 団体 100 団体 17 団体 33 団体

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

登録会員数が伸び悩んでいます。周知方法の検討が必要です。 

成果目標 5.5 様々な空間を活用して、緑の保全と創出の取組が進み、快適な都市環境の

形成が進んでいる 

港区の地上

部緑化、屋上

緑化、壁面緑

化の合計面

積 

465.76ha 478.88ha 492.00ha 471.93ha 474.5ha

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

緑被率と同様、あまり増加していません。みどりの実態調査を行った平成 28 年度
は実測値ですが、それ以外の年度の実績数値は理論値であるため、目標値に達成して
いないように見えます。引き続き、緑化計画書制度や屋上緑化・壁面緑化助成制度等
により地上部緑化、屋上緑化、壁面緑化の増加を図ります。 
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基本方針６ 環境保全に向けた多様な主体の行動と協働の推進 

 暮らし、働き続けることができる良好な環境を保全していくため、区民、事業者をはじめとする多様

な主体が、環境問題を自らの問題として認識し、環境保全に向けた行動を実践していくことを推進しま

す。

成果目標 

指標 

基準値 

（記載がな

いものは平

成 26年度見

込）

平成 29年度 
（目標）

平成 32年度 
（目標） 

＜a＞ 

評価対象年度 
（平成 28年度）

の実績 

＜b＞ 

32 年度の 

目標値から 

算出した 

評価対象年度

の目標値 

＜aと b 

の比較＞ 

目標に 
対する 

進捗状況 

成果目標 6.1 区民の環境保全に対する意識が高まっている 

みなと区民

の森を活用

した環境学

習事業参加

者数 

年間 960人

平成 25年度 

実績

年間1,350人 年間1,500人 年間1,664人 年間1,350人

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

計画計上値は達成しており、区民の環境保全に対する意識が高まっているといえま
す。今後も引き続き目標を達成できるよう継続的な周知が必要です。 

成果目標 6.2 区が積極的に環境保全のため、省エネルギー等の行動を推進している 

区有施設の

面積あたり

のエネルギ

ー使用量 

平成 21年度

比 

5.4%削減 
平成 25年度

末現在

平成 21年度比 

12%削減
※平成 27年度に「港区環境率
先実行計画（みんなとエコ 21
計画）」を改定したため、平成
29年度、32年度の目標値は、
前計画の平成 27年度の目標値 
としている。 

基準値比 

2.5％増 

基準値：平成 24

年度から平成 26

年度までの平均

区有施設の面

積当たりのエ

ネルギー使用

量を、平成 24

年度から平成

26年度までの

平均から５%

削減 

目標達成に向けた進捗状況や課題等 

平成 28 年３月に策定した「第４次港区環境率先実行計画」（計画期間：平成 28年度
～平成 32 年度）では『区有施設の面積当たりの二酸化炭素排出量について、平成 24
年度から平成 26 年度までの平均から 10%削減、毎年２％以上の削減を目指す。』として
います。平成 28 年度の削減率は 0.2％であり、今後の削減目標達成に向けては、施設
の照明のＬＥＤ化等の設備機器の改修・更新に一層取り組む必要があります。 
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２－２ 施策の取組状況 

基本方針１ 安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現 

施策１－１  家庭や職場における省エネルギーの推進 

取組① 家庭における省エネルギーの推進 

取組② 職場における省エネルギーの推進 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

事業者に対する省エネル

ギー啓発 

・事業者向け省エネルギーセミナー 

：６回（90 人参加）

・事業者向け省エネルギーセミナー 

：５回（105 人参加）

事業者向け新エネルギ

ー・省エネルギー機器等

設置費助成 

・太陽光発電システム    １件 

・太陽熱温水器       ０件 

・太陽熱ソーラーシステム  ０件 

・エコウィル        ０件 

・エネファーム       ０件 

・日射調整フィルム     ５件 

・事業所用高効率空調機器  32 件 

・省エネルギー診断結果に基づく設 

備改修          ４件 

・高反射率塗料等      ４件 

・太陽光発電システム       ０件

・太陽熱温水器           ０件

・太陽熱ソーラーシステム    ０件

・エコウィル             ０件

・エネファーム          ０件

・日射調整フィルム          ９件

・事業所用高効率空調機器    53 件 

・省エネルギー診断結果に基づく設 

備改修          ５件 

・高反射率塗料等       ６件

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区民に対する省エネルギ

ー啓発 

・パンフレット（わが家の年間エコ対

策）やホームページでの普及啓発 

・省エネルギーセミナーの実施： 

６回（196 人参加） 

・エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯ: 

22 団体出展、来場者約 3,100 人 

・パンフレット（わが家の年間エコ対

策）やホームページでの普及啓発 

・省エネルギーセミナーの実施： 

６回（191人参加） 

・エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯ: 

23 団体、約 3,500 人参加

みなとエコチャレンジの

推進 
・参加者数：479 世帯 ・参加者数：419 世帯 

区民、集合住宅管理組合

向け新エネルギー・省エ

ネルギー機器等設置費助

成 

・太陽光発電システム  ８件（１件） 

・太陽熱温水器     ０件（０件） 

・太陽熱ソーラーシステム ０件（０件） 

・蓄電システム     ２件（－） 

・エコウィル      ０件（－） 

・エネファーム      22 件（－） 

・日射調整フィルム    65 件（１件） 

・高断熱サッシ 331 件（４件（277 戸）） 

・人感センサー付照明  ０件（０件） 

・高反射率塗料等    19 件（10件） 

※（ ）は管理組合の件数で、内数 

・太陽光発電システム   ７件（０件） 

・太陽熱温水器      ０件（０件） 

・太陽熱ソーラーシステム  ０件（０件） 

・蓄電システム      ５件（－） 

・エコウィル       ０件（－） 

・エネファーム      19 件（－） 

・日射調整フィルム    62 件（１件） 

・高断熱サッシ 248 件（1件（183 戸）） 

・人感センサー付照明  ４件（４件） 

・高反射率塗料等     25 件（７件） 

※（ ）は管理組合の件数で、内数
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

ビルオーナーやテナント

による省エネの取組支援 

中小規模事業所に省エネ相談員を派

遣し、それぞれの事業所の実態にあ

わせた、きめ細やかな支援を実施 

・省エネ相談員派遣事業所  ６件 

中小規模事業所に省エネ相談員を派

遣し、それぞれの事業所の実態にあ

わせた、きめ細やかな支援を実施 

・省エネ相談員派遣事業所  ６件 

▲平成 28年度新エネルギー・省エネルギー機器等 

設置費助成パンフレット 

取組① 建築物等の環境性能の向上 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

港区民間建築物低炭素化

促進制度の推進 

・低炭素化計画書届出     10 件 

・低炭素化計画書完了届出   11 件 

・低炭素化計画書届出      10 件 

・低炭素化計画書完了届出      ５件

取組② 低炭素まちづくりの推進 新規 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

低炭素まちづくりの推進 

「港区低炭素まちづくり計画」に基づく

施策を着実に推進するため、担当部署へ

の進捗状況調査を行い、庁内課長級で構

成する策定委員会及び区民・学識経験

者・民間企業・行政代表で構成する推進

協議会において報告、意見聴取を行っ

た。 

・推進委員会        １回開催 

・推進協議会        １回開催 

「港区低炭素まちづくり計画」について、

素案を取りまとめてパブリックコメント

を実施し、庁内課長級で構成する策定委

員会及び区民・学識経験者・民間企業・

行政代表で構成する推進協議会での議論

を経て、平成 27年 10 月に計画を策定し

た。 

・推進協議会        １回開催 

施策１－２  エネルギーを効率的・安定的に利用する建築物の整備とまちづくり 
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取組③ 環境に配慮した交通手段の普及促進 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

次世代自動車の普及・啓

発 

区ホームページでの広報周知、エコラ

イフ・フェアＭＩＮＡＴＯでの次世代

自動車の展示を通じた普及啓発、燃料

電池自動車納車式開催 

区ホームページでの広報周知、エコラ

イフ・フェアＭＩＮＡＴＯでの次世代

自動車の展示を通じた普及啓発

電気自動車等用充電設備

導入費助成 

・普通充電設備設置費助成申請件数 

 ０件 

・急速充電設備設置費助成申請件数 

 ０件 

・普通充電設備設置費助成申請件数 

  ０件 

・急速充電設備設置費助成申請件数 

 ０件

ちぃばすの利用促進 ・利用者数：3,901,185 人/年度 ・利用者数：3,947,056 人/年度

自転車の利用促進走行空

間の整備 

【自転車走行空間の整備】 

・ナビマークの設置  約 3,100ｍ 

【自転車走行空間の整備】 

・ナビマークの設置  3,145ｍ 

・自転車レーンの設置  330ｍ

自転車シェアリングの推

進 

・１回会員        16,350 人 

・月額会員                  801 人 

・法人会員                  247 社 

・一日パス                  555 枚 

・利用回数              487,367 回 

・１回会員        8,610 人 

・月額会員         359 人 

・法人会員          26 社 

・一日パス         107 枚 

・利用回数       170,982 回

取組④ 区有施設における環境性能の向上と省エネ運用の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区有施設における環境性

能の向上と省エネ運用の

推進 

・エネルギー管理標準作成支援１施設 

・エネルギー管理標準運用支援４施設 

・エネルギー管理標準作成支援３施設 

・エネルギー管理標準運用支援５施設

道路・公園等のＬＥＤ照

明による低炭素化や省エ

ネ対策 

・水銀灯からＬＥＤへの変更 419 基 

・水銀灯からセラミックメタルハライ

ドランプへの変更         266 基 

・水銀灯からＬＥＤへの変更  366 基 
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取組① 国産木材の活用促進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区有施設の国産木材活

用促進 

【みなとモデル二酸化炭素固定認証制度】

・区有施設の認証件数         ０件

【みなとモデル二酸化炭素固定認証制度】

・区有施設の認証件数         ３件

民間建築物の国産木材

活用促進 

【みなとモデル二酸化炭素固定認証制度】

・民間建築物の認証件数       20 件 

・テナント認証件数         １件

【みなとモデル二酸化炭素固定認証制度】

・民間建築物の認証件数        19 件 

・テナント認証件数         ０件

区と協定自治体とのネ

ットワークの強化 

エコプラザ、商工会館等において、協

定自治体の特産品・観光情報等を紹介

するＰＲ展示を実施 

・巡回展示（希望する自治体のみ） 

【エコプラザ】６月～１月 

【商工会館】７月～２月 

・みなと森と水会議のプログラムのひ

とつとして展示 

【みなとパーク芝浦】10/26～11/2 

エコプラザ、港区役所、商工会館にお

いて、協定自治体の特産品・観光情報

等を紹介するＰＲ展示を実施 

・巡回展示（希望する自治体のみ） 

【エコプラザ】６月～１月 

【商工会館】６月～８月、11 月～３月 

・みなと森と水会議のプログラムのひ

とつとして展示 

【エコプラザ】1/30～2/7 

【区役所】2/15～2/26

取組② 先進技術の導入

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区有施設への最新の省エ

ネルギー・新エネルギー

の積極的な導入や運用 

新・改築数０件 新・改築数０件

区有施設への先進的な環

境技術の導入検討 

スマートエネルギーネットワークを始

めとした先進技術の導入を検討 

スマートエネルギーネットワークを始

めとした先進技術の導入を検討 

施策１－３  広域的なネットワークの活用等による地球温暖化対策の推進 

▲協定自治体 PR 展示（ちいき百貨展）

（平成 28 年 10 月 26 日～11 月２日、みなとパーク芝浦）
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取組① 人工排熱の低減 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

開発事業者に対するヒー

トアイランド現象緩和へ

の誘導 

排熱位置をできるだけ屋上に設置し、

低層部の場合は配置等を配慮したヒー

トアイランド対策を実施するよう指導 

・低炭素化計画書届出    10 件 

・低炭素化計画書完了届出  11 件

排熱位置をできるだけ屋上に設置し、

低層部の場合は配置等を配慮したヒー

トアイランド対策を実施するよう指導 

・低炭素化計画書届出    10 件 

・低炭素化計画書完了届出   ５件

打ち水の実施 

・打ち水大作戦 ５回（内２回は天候不

良のため中止、延 501 人参加） 

＜開催場所＞ 

・新虎通り 

・国際新赤坂ビル西館地下広場 

・浜松町駅北口交通広場（ハマサイト） 

（日比谷通り、シンボルプロムナード公

園ウエストプロムナードお台場ペデスト

リアンデッキ自由の女神前広場は天候不

良のため中止） 

打ち水大作戦 ４回（内１回は天候不良

のため中止、延 458人参加） 

＜開催場所＞ 

・白金アエルシティ 

・日比谷通り 

・浜松町駅北口交通広場 

（シンボルプロムナード公園ウエストプ

ロムナードお台場ペデストリアンデッ

キ自由の女神前広場は天候不良のため

中止）

施策１－４  気温上昇による影響への対策 

▲打ち水の様子

（平成 28 年７月 28 日、国際新赤坂ビル西館地下広場）

▲先進技術の導入や国産木材を積極的に 

活用したみなとパーク芝浦



- 29 - 

取組② 緑化などを通じた被覆対策の推進 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

民間建築物の緑化などの

誘導 

・高反射率塗料等助成件数 

          23 件（再掲） 

・屋上、壁面緑化を実施した緑化計画

書受付数          49 件 

・屋上緑化助成申請数       ８件 

・高反射率塗料等助成件数  

31 件（再掲） 

・屋上、壁面緑化を実施した緑化計画

書受付数                  52 件 

・屋上緑化助成申請数          １件 

区有施設のクールルーフ

化の推進 
・実施１施設（芝浦清掃作業所） 

・実施２施設（小学校１施設・中学

校１施設） 

緑のカーテンプロジェク

トの推進 

・緑のカーテン設置    69 施設 

・緑のマット設置     14 施設 

・苗の配布数       5,000 株 

・緑のカーテン設置    69 施設 

・緑のマット設置     13 施設 

・苗の配布数       5,000 株

取組③ 遮熱性舗装等の推進 

具体的な取組 平成 28 年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

遮熱性塗装等の推進 

・保水性舗装      6,209 ㎡ 

・遮熱性舗装      4,668 ㎡ 

        合計 10,877 ㎡施工 

・保水性舗装      2,502 ㎡ 

・遮熱性舗装      7,029 ㎡ 

        合計 9,531 ㎡施工 

取組④ ヒートアイランド現象の調査・解析結果の有効活用 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

ヒートアイランド現象の

調査・解析結果の有効活

用 

・環境影響調査審査会開催       ３回 

・区アセスメントの縦覧等 

（調査計画書５件、調査書案１件、 

調査書２件） 

・都アセスメントの縦覧等 

（調査計画書２件、評価書案３件、 

評価書１件、特例環境配慮書１件） 

・国アセスメント（案件なし） 

・環境影響調査審査会開催    ０回 

・区アセスメントの縦覧等 

（調査計画書２件、事後調査報告書１件） 

・都アセスメントの縦覧等 

（評価書案２件、評価書３件、 

見解書１件） 

・国アセスメント（案件なし）

▲緑のカーテン講習会 

（平成 28 年５月 13 日、高輪区民センター） 

▲港区役所正面玄関の緑のカーテン

（平成 20 年度から実施）
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基本方針２ 協働による循環型社会の形成 

取組① 普及・啓発、情報提供 拡充 

施策２－１  ごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイルの意識の醸成 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

３Ｒの意識の醸成に向け

た普及・啓発 

【区民向け】 

エコライフ・フェア、みなと区民まつ

り、３Ｒ推進月間、みなとごみ０ハッ

ピー大作戦等において、区のごみの減

量及びリサイクルを推進するためブー

ス出展やパネル展示、資源回収、講演

会などを通じて、区民等への普及啓発

を実施。また、みなと区民まつりにお

いては、区内在学の大学生の協力を得

て、参加模擬店でのリユース食器の活

用による普及啓発を実施。 

・区民向けイベント実施    21 回 

【事業者向け】 

事業者の３Ｒ意識の向上を目的とし

て、３Ｒ推進月間、みなとごみ０ハッ

ピー大作戦においてパネル展示会を開

催。参加事業者を募集し、各事業者に

おける３Ｒの先進的な取組等を紹介し

ており、平成 28年度は 25団体が参加。 

・事業者向けイベント実施    ２回 

【区民向け】 

 エコライフ・フェア、みなと区民まつ

り、３Ｒ推進月間、３Ｒフォーラム等

において、区のごみの減量及びリサイ

クルを推進するためブース出展やパネ

ル展示、資源回収、講演会等を通じて、

区民等への普及啓発を実施。また、み

なと区民まつりにおいては、区内在学

の大学生の協力を得て、参加模擬店で

のリユース食器の活用による普及啓発

を実施。 

・区民向けイベント実施    12 回 

【事業者向け】 

事業者の３Ｒ意識の向上を目的とし

て、３Ｒ推進月間、３Ｒフォーラムに

おいてパネル展示会を開催。参加事業

者を募集し、各事業者における３Ｒの

先進的な取組等を紹介しており、平成

27 年度は延 27事業者が参加。 

・事業者向けイベント実施   ２回 

拡大生産者責任の強化 

容器包装リサイクル制度において、リ

サイクル経費の大半を占める収集運搬

費、圧縮・梱包等の中間処理費、住民

に対する周知啓発費など、自治体に大

きな負担のかかる現行制度を見直し、

事業者責任の強化・明確化を図ること

について、全国の区市町村や清掃一部

事務組合が加盟する「公益社団法人全

国都市清掃会議」を通じて、平成 28 年

7 月 28 日付けで国に対し要望 

容器包装リサイクル制度においては、

リサイクル経費の大半を占める収集運

搬費、圧縮・梱包等の中間処理費は全

て自治体の負担となっていること、収

集にかかる消費者および住民に対する

周知啓発経費についても全て自治体負

担になっていることなど、自治体の負

担分は過大なものとなっており、自治

体への合理化拠出金制度により一定の

改善が図られたものの、近年はピーク

時の四分の一の額となるなど安定した

ものではなく、依然として自治体にと

って負担感が重く、その費用は財政を

圧迫している。ついては、生産から消

費、廃棄の過程においてより円滑に資

源が循環するシステムを構築するため

に、関係者の役割分担の見直しを図る

よう、区が加盟する「全国都市清掃会

議」を通じて、平成 27 年７月 21 日付

けで国に対し要望 
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▲みなと区民まつりの３Ｒ推進行動会議のブース 

（平成 28年 10月８日～９日 

みなと区民まつり増上寺エリア） 

取組② 発生抑制のための仕組みづくり 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

「港区３Ｒ推進行動会

議」や自主的取組推進団

体への支援 

みなとクリーンプラン 21（第２次）に

掲げるごみ量の削減目標の達成に向

け、「港区３Ｒ推進行動計画」を定め、

区民向け学習会、事業者向けセミナー、

みなとごみ０ハッピー大作戦等の普及

啓発事業を実施 

・行動会議開催         ６回 

・啓発事業開催        23 回 

資源の集団回収団体の活動を、３Ｒ情

報紙「みなくる」で紹介している。平

成 28 年度は、１団体の活動を紹介。 

みなとクリーンプラン 21（第２次）に

掲げるごみ量の削減目標の達成に向

け、「港区３Ｒ推進行動計画」を定め、

区民向学習会、事業者向けセミナー、

３Ｒフォーラム等の普及啓発事業を実

施 

・行動会議開催         ６回 

・啓発事業開催        14 回 

資源の集団回収団体の活動を、３Ｒ情

報紙「みなくる」で紹介している。平

成 27 年度は、２団体の活動を紹介 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

オリンピック・パラリン

ピック競技大会の開催に

おける、関係機関等への

働きかけ 

東京都と 23 区が「今後の資源循環施

策に関する区市町村と都との共同検

討会」を設置し、その中で東京 2020

大会を見据え次の事項について検討

を行った。なお、平成 29年度も継続

して検討を実施 

（１）リユースカップなどイベント

での持続可能な資源利用のため

の仕組みづくり 

（２）街の美化対策及び公共空間に

おけるごみ箱の統一ラベルや分

別ルールづくり 

東京都と 23 区が「今後の資源循環施

策に関する区市町村と都との共同検

討会」を設置し、その中で東京 2020

大会を見据え次の事項について検討

を行った。なお、平成 28年度も継続

して検討を行う予定 

（１）リユースカップなどイベント

での持続可能な資源利用のため

の仕組みづくり 

（２）街の美化対策及び公共空間に

おけるごみ箱の統一ラベルや分

別ルールづくり 

▲リユース  ブリッジ（子ども服と本の交換会）

 （平成 28 年７月２日 エコプラザ）
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

事業者におけるごみ減量

化の促進 

【優良事業者表彰】
立入調査の実施事業者の中から、他
者に誇れる模範的で優れた取組を行
っている事業者を優良事業者として
表彰している。
・28年度表彰件数 
事業用延床面積 5,000 ㎡以上：３件
【エコショップ表彰】 
ごみの減量化・リサイクル活動に積
極的に取り組む区内の小売店舗を
「みなとエコショップ」として認定
し、店舗紹介や取組内容を区ホーム
ページ等で紹介。さらに、認定店の
中からより優れた取組を行っている
小売店をごみ減量優良エコショップ
として表彰している。 
・登録延数 81件・優良表彰９件

【事業者表彰】 

区が立ち入り調査を行った事業者の中

から、ごみの減量やリサイクルの推進に

おいて、模範的で優れた取組みを行うこ

とで高いリサイクル率を達成するなど

実績を上げている事業者を表彰。 

優良事業者等の決定においては、建物規

模の大きな事業者が有利となる傾向が

あったことから、平成 24 年度からは、

延床面積5,000㎡以上及び1,000㎡以上

5,000 ㎡未満のそれぞれで優良事業者等

を決定し、表彰している。 

・27 年度表彰件数 

5,000 ㎡以上           ４件 

1,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満    １件 

【エコショップ表彰】 

ごみの減量化・リサイクル活動に積極的

に取り組む区内の小売店舗を「みなとエ

コショップ」として認定し、店舗紹介や

取組内容を区ホームページ等で紹介。さ

らに、認定店の中からより優れた取組を

行っている小売店をごみ減量優良エコ

ショップとして表彰している。 

・登録延数 58件 ・優良表彰５件 

家庭系ごみ量の「見える

化」事業 

２か月間のうち、前半の１か月間は通

常どおり、後半の１か月間は生ごみの

水切り等をしてからごみを出すと同時

に分別の徹底等により、可燃ごみの減

量に取り組んでいただく。前半と後半

のごみ量の比較により、生ごみの水切

り等による減量効果を数値化。平成 28

年度は集合住宅４棟で実施し、結果に

ついては広報紙やホームページ等で周

知 

※（ ）内は減量割合 

①43 世帯（約 10%） 

②84 世帯（約 12.6％） 

③68 世帯（約 2.7％） 

④78 世帯（約 11.6％） 

２か月間のうち、前半の１か月間は通

常どおり、後半の１か月間は生ごみの

水切り等をしてからごみを出すと同時

に分別の徹底等により、可燃ごみの減

量に取り組んでいただく。前半と後半

のごみ量の比較により、生ごみの水切

り等による減量効果を数値化。平成 27

年度は集合住宅４棟で実施し、結果に

ついては広報紙やホームページ等で周

知 

※（ ）内は減量割合 

①40 世帯（約 4.7%） 

②64 世帯（約 8.1％） 

③75 世帯（約 13.9％） 

④77 世帯（約 2.7％）

取組③ 品目別発生抑制の促進 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

段ボールコンポスト講習

会の実施 

ごみの減量のため、生ごみをたい肥化し、

資源として活用することにより、ごみの減

量を推進していくことを目的として、区内

在住、在勤、在学者を対象として段ボール

コンポスト講習会を実施。平成 28年度も一

般向け講習会とともに、小中学生の親子を

対象とした講習会、出前講座を実施し子ど

もから高齢者まで幅広い層への普及を図っ

た。（11回実施） 

ごみの減量のため、生ごみを堆肥化し、

資源として活用することにより、ごみ

の減量を推進していくことを目的とし

て、区内在住、在勤、在学者を対象と

して段ボールコンポスト講習会を実

施。平成 27年度も一般向け講習会とと

もに、小中学生の親子を対象とした講

習会、出前講座を実施し、子どもや若

年層への普及を図った。（４回実施） 
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施策２－２  限りある資源の循環利用 

取組① 分別排出の徹底 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

マイバッグの利用促進 

レジ袋の発生抑制のため、オリジナル
マイバッグを総合支所等で販売。（販
売は 28 年度末で廃止） 
・販売数          519 個

レジ袋の発生抑制のため、オリジナル
マイバッグを作成し、総合支所等で販
売。 
・販売数                 378 個

家具等のリユースの促進 

家庭で不用となった使用可能な良質
な家具などを無料で引き取り、簡単
な清掃、修理をして港資源化センタ
ーで展示し、希望者に有償配布。(通
年） 

・28 年度来場者     5,039 人 
・28 年度販売数    1,339 点 

家庭で不用となった使用可能な良質
な家具などを無料で引き取り、簡単
な清掃、修理をして港資源化センタ
ーで展示し、希望者に有償配布。(通
年） 

・27 年度来場者    4,791 人 
・27 年度販売数    1,476 点

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

分別排出の普及・啓発 

資源とごみの分別ガイドブックの配
布やごみ分別アプリ等により、分別
の徹底をＰＲ。 
収集に際して、分別が徹底されてい
ない場合は、適正排出を促すシール
の貼付や、排出者を個別に訪問し、
排出指導を行っている。 

資源とごみの分別ガイドブックの配
布等により、分別の徹底をＰＲ。 
収集に際して、分別が徹底されてい
ない場合は、適正排出を促すシール
の貼付や、排出者を個別に訪問し、
排出指導を行っている。 

▲段ボールコンポスト出前講座の様子

（平成 28 年５月 19 日 港南いきいきプラザ）

▲家具のリサイクル展（通年）
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

「優良集積所等表彰制

度」の推進 

資源・ごみ集積所又は集合住宅の保
管場所の管理において、環境の美化
やごみの減量、資源化等に積極的に
取り組む区民又は団体を表彰。 
公募又は推薦を受けた集積所等の中
から、資源・ごみの分別ルールの徹
底や集積所の管理、ごみ減量や資源
化の自主的な取組等の状況を審査し
て決定している。優良集積所の取組
は、広報みなと、３Ｒ情報紙「みな
くる」、区ホームページ等で広く紹
介。 
・28 年度表彰件数 
  集積所３件、保管場所０件 

資源・ごみ集積所又は集合住宅の保
管場所の管理において、環境の美化
やごみの減量、資源化等に積極的に
取り組む区民又は団体を表彰。 
 公募及びみなとリサイクル清掃事
務所の職員の推薦を受けた集積所等
の中から、資源・ごみの分別ルール
の徹底や集積所の管理、ごみ減量や
資源化の自主的な取組等の状況を審
査して決定している。優良集積所の
取組は、広報みなと、３Ｒ情報紙「み
なくる」、区ホームページ等で広く紹
介。 
なお、審査の結果、選にもれた集積
所等に対しては、改善に向けてのフ
ォローアップを行っている。 
・27 年度表彰件数  
     集積所０件、保管場所２件 

事業者に対する適切な指

導と普及・啓発 

【立入指導】
ごみ減量・リサイクル推進のための
土台作りを中心に立入指導を実施。
具体的手法として①ミックスペーパ
ーの分別②古紙類を中心とした有価
物売買、の２点の取組により、コス
ト削減ができるメリットを丁寧に説
明し、事業者による自主的な取組を
支援する。
●H28 実績（立入指導件数）：246 件
【廃棄物管理責任者講習会】
新任の廃棄物管理責任者を対象に、
廃棄物の適正処理や建物内における
分別体制の構築手順等をレクチャー
する場として講習会を年３回（毎年、
２月、６月、10 月）実施。
●H28 実績（講習会参加者数）：第１
回 120 名、第２回 76 名、第３回 58
名
【事業者のためのごみ減量セミナ
ー】
紙ごみ等の減量・リサイクルに必要
な知識やノウハウを講演会の場で提
供することや、リサイクル施設の見
学等により、事業者のリサイクル意
識の醸成を図る。
●H28 実績（参加者数）：講演会 133
名、施設見学会 35名 

提出された再利用計画書をもとに、
紙類のリサイクル率の低い事業者や
その他（リサイクル不適紙）として
多量に廃棄している事業者に重点を
置き、業種、規模等を考慮した立入
調査を行っている。特にミックスペ
ーパーの分別による、ごみの減量と
資源化推進について重点的に指導を
行っている。 
また、新任の廃棄物管理責任者を対
象として、廃棄物の適正処理、廃棄
物管理責任者の役割等を内容とした
講習会を年間で３回実施。平成 25 年
度 3回目からは更新した教材ＤＶＤ
により、ミックスペーパーの分別に
よるリサイクルやテナントビルにお
ける各テナントとの連携等の紹介を
内容に盛り込み、より実用的でわか
りやすい内容としている。 
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取組② 資源回収の拡大 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

自己処理責任による資源

化の促進 

事業者の自己処理責任による資源リ
サイクルを円滑に進めるため、少量
排出事業者向けに「みなとエコ・オ
フィス町内会」や「港区オフィスリ
サイクルシステム」についてホーム
ページや港区の清掃とリサイクル
（冊子）等で情報提供をしている。
●H28 末実績（加入者数）：みなとエ
コオフィス町内会 161 事業者、港区
オフィスリサイクルシステム 163 事
業者 

事業者の自己処理責任による資源リ
サイクルを円滑に進めるため、少量
排出事業者向けに「みなとエコ・オ
フィス町内会」や「港区オフィスリ
サイクルシステム」についてホーム
ページなどで情報提供している。 

多量排出事業者に対する

ミックスペーパーの資源

化に向けた指導や情報提

供 

特に多量に排出される延床面積5000㎡

以上の大規模建築物に対し、毎月 20件

～25件程度立入指導を実施。ミックス

ペーパーについての契約、容器設置、

分別排出等により、ごみ減量及びコス

ト削減に繋がる点を説明し、ミックス

ペーパーを中心とした紙類の資源化促

進を図る。また、ごみ減量優良事業者

等表彰受賞事業者の取組事例紹介、事

業用大規模建築物データファイル、適

正処理ハンドブック等の配布により情

報提供を実施 

大規模事業所から大量に排出される
ミックスペーパーや生ごみの減量と
資源化率向上に向けて、立入調査時
に、ごみ減量優良事業者等表彰受賞
事業者の取組の紹介、事業用大規模
建築物データファイル、適正処理ハ
ンドブックの配布等による情報提供
及び指導を行っている。 

資源回収の拡大 

【拠点回収】 

平成28年度は新たに回収を始めた品目

は無し。平成 29年３月 27日からは、

使用済み小型電化製品から東京2020オ

リンピック・パラリンピック競技大会

の金・銀・銅メダルを作る「都市鉱山

からつくる！みんなのメダルプロジェ

クト」に参加。今後、回収量の拡大を

図っていく。 

【ピックアップ回収】 

平成28年４月から粗大ごみの中でも排

出品目の上位を占めている箱物家具や

椅子等の木製粗大ごみをピックアップ

回収して、住宅や事業所の床材や壁材

として使用される「パーティクルボー

ド」に再資源化。年間回収量は約 305

トン。また、これらの木製品を清掃工

場で焼却しないことで二酸化炭素の排

出を抑制している。 

【拠点回収】 

平成 27年度は、古着の回収拠点を各地

区支所（台場分室を含む）にも拡充し、

前年度比で約３倍にあたる 43，640ｋｇ

を回収。 

【ピックアップ回収】 

収集した不燃ごみ、粗大ごみを大型車

両に積み替える中継施設において、金

属製品をピックアップ回収し資源化。

さらに、平成 25 年４月からは、不燃ご

み中のコード類や使用済み蛍光灯を、

平成26年１月からは粗大ごみから羽毛

ふとんをピックアップ回収している。 

また、不燃ごみは金属類や蛍光灯等の

手選別を目的に「小型プレス車」によ

る収集から、「軽小型貨物車」による収

集に切替え、それぞれ回収量を大幅に

増やす取り組みを平成27年３月から行

っている。 
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

木製粗大ごみの資源化 

平成 28年度より再資源化を実施。再資

源化量は事業開始前は年間 125 トン程

度と想定していたが、最終的にはおよ

そ 2.5 倍にあたる 305 トンとなった。 

平成 28年度より事業を開始するため、

ＭＤＦやメラミン等、資源化に適さな

い材質の見分け方等を研究するととも

に、23区内で完結する資源化ルートの

開拓や新堀粗大ごみ中継所での木製粗

大ごみのストックスペースの確保に必

要な準備工事等を実施。 

集団回収の促進 

区では、集団回収を実施している団体

に対して、報奨金や補助用具の支給等

の支援を行っている。また、参加団体

の拡大に向けて、「集団回収の手引き」

の作成、資源回収業者に関する情報提

供、町会・自治会・管理会社やＰＴＡ

などへの働きかけなどを行っている。 

・資源回収量 6,154,105kｇ 

区では、集団回収を実施している団体

に対して、報奨金や補助用具の支給等

の支援を行っている。また、参加団体

の拡大に向けて、「集団回収の手引き」

の作成、資源回収業者に関する情報提

供、町会・自治会・管理会社やＰＴＡ

などへの働きかけなどを行っている。 

・資源回収量 6,120,794ｋｇ 

取組① 適切で効率的な収集・運搬 

施策２－３  ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

適切で効率的な収集・運

搬 

集合住宅の建設等に伴う人口増によ
る収集量の変動及び曜日ごとの偏り
や不燃ごみの発火による車両火災な
どの課題を解決し、区民サービスの
向上に努めるとともに、清掃事業を
効率的に実施していくため、人員や
機材、収集ルート等の見直しを行い、
平成 27 年３月 30 日から収集体制を
変更。 

集合住宅の建設等に伴う人口増によ
る収集量の変動及び曜日ごとの偏り
や不燃ごみの発火による車両火災な
どの課題を解決し、区民サービスの
向上に努めるとともに、清掃事業を
効率的に実施していくため、人員や
機材、収集ルート等の見直しを行い、
平成 27 年３月 30 日から収集体制を
変更。 

地域や区民等の特性に対

応した収集・指導 

分別ガイドブックの配布や広報等に
より情報提供、ふれあい指導班によ
る個別の排出指導や繁華街地域の店
舗への一般廃棄物収集運搬業者によ
る収集への移行の促進、粗大ごみの
運び出し収集、粗大ごみの持込の受
け入れを実施。また、戸別訪問収集
の担当職員に普通救命技能認定証を
取得させている。 

分別ガイドブックの配布や広報等に
より情報提供、ふれあい指導班によ
る個別の排出指導や繁華街地域の店
舗への一般廃棄物収集運搬業者によ
る収集への移行の促進、粗大ごみの
運び出し収集、粗大ごみの持込の受
け入れを実施。また、戸別訪問収集
の担当職員に普通救命技能認定証を
取得させている。 
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取組② 適正な処理 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

「排出者責任」の考え方

に基づいた事業系ごみの

適正処理 

ふれあい指導班が、区収集を利用す
る少量排出事業者に対し、きめ細か
な対応が可能な一般廃棄物収集運搬
業者の利用への移行を働きかけてい
る。一般廃棄物処理業者については、
許可更新時の立入検査を中心に適正
処理の指導等を実施 

ふれあい指導班が、区収集を利用す
る少量排出事業者に対し、きめ細か
な対応が可能な一般廃棄物収集運搬
業者の利用への移行を働きかけてい
る。一般廃棄物処理業者については、
許可更新時の立入検査を中心に適正
処理の指導等を実施 

プラスチックリサイクル

による環境負荷低減 

容器包装、製品プラスチックに分け
リサイクル。 
・容器包装プラスチック 

 1,589,860ｋｇ 
・製品プラスチック（自治体独自処
理分の容器包装プラスチックも含
む）  

516,440ｋｇ 

容器包装、製品プラスチックに分け
リサイクル。 
・容器包装プラスチック    

1,670,460ｋｇ 
・製品プラスチック（自治体独自処
理分の容器包装プラスチックも含
む） 

518,700ｋｇ 

適切な中間処理と最終処

分 

水銀を使用した製品（体温計、血圧
計等）については、昨年度に引き続
き区民からの申出により直接自宅か
ら回収する等、清掃工場への適正搬
入と事故防止に努めている。（医療機
関で使われていた水銀式血圧計が１
本混入したら停止すると言われてい
るが、港清掃工場は操業開始以来、
水銀混入による稼働停止は１件も無
い。）また、港清掃工場が 28年度に
ごみの焼却で発電した電力量は
99,450,830 キロワットアワーで、標
準的な世帯の年間電力使用量に換算
すると約２万８千世帯分（１世帯あ
たり年 3,600 キロワットアワーとし
て計算）になっている。 
この他、最終処場の延命化策につい
ては、東京二十三区清掃一部事務組
合で、焼却灰をセメント化する実証
を行い、港清掃工場の焼却灰につい
ても 1,238.27ｔをセメントの原料に
再生している。 

近年、可燃ごみに混入して清掃工場
が稼働できなくなる要因となってい
る水銀を使用した製品（体温計、血
圧計等）については、区民からの申
出により直接自宅から回収する等、
清掃工場への適正搬入と事故防止に
努めている。また、港清掃工場が 27
年度にごみの焼却で発電した電力量
は 106,373,390 キロワットアワーで、
標準的な世帯の年間電力使用量に換
算すると約３万世帯分（１世帯あた
り年 3,600 キロワットアワーとして
計算）になっている。 
この他、最終処場の延命化策につい
ては、東京二十三区清掃一部事務組
合で、焼却灰をセメント化する実証
を行い、港清掃工場の焼却灰につい
ても 588.58ｔをセメントの原料に再
生している。



- 38 - 

取組③ 街の美観の確保 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

ごみの不法投棄の防止 

区民や収集職員から寄せられた不法投

棄に関する情報をもとに、ふれあい指

導班が重点的にパトロールを実施し

て、不法投棄をした者の特定と防止を

図っている。 

また、必要に応じて所轄警察署とも連

携し対応している。 

区民や収集職員から寄せられた不法投

棄に関する情報をもとに、ふれあい指

導班が重点的にパトロールを実施し

て、不法投棄をした者の特定と防止を

図っている。 

また、必要に応じて所轄警察署とも連

携し対応している。

資源の持去り防止対策の

強化 

パトロールを委託する事業者からの報

告や区民からの持去り目撃情報を基に

ＧＰＳ端末を入れた新聞紙の束を資

源・ごみ集積所に設置したが、持去り

行為は行われなかった。 

パトロールを委託する事業者からの報

告や区民からの持去り目撃情報を基に

ＧＰＳ端末を入れた新聞紙の束を資

源・ごみ集積所に設置したが、持去り

行為は行われなかった。 

▲不法投棄のあった資源・ごみ集積所を 

調査する職員 

基本方針３健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全  

施策３－１  良好な大気環境の保全 

取組① 大気汚染の防止 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

庁有車の低公害車への転

換 

自動車適正配置による自動車の削減及

び低公害車等購入を推進。平成28年度、

庁有車として燃料電池自動車１台導入 

自動車適正配置による自動車の削減及

び低公害車等購入を推進

低公害車の普及とエコド

ライブ・アイドリングス

トップの啓発・促進 

大気汚染防止推進月間にあわせ、広報

みなとでアイドリングストップを周知

大気汚染防止推進月間にあわせ、広報

みなとでアイドリングストップを周知
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取組② 大気環境の監視測定 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

大気、騒音・振動等の環

境監視体制の充実 

麻布環境総合測定局に設置している測

定装置のうち、オゾン（Ｏ3）測定装置、

窒素酸化物（ＮＯＸ）測定装置及び浮

遊粒子状物質（ＳＰＭ）測定装置につ

いて、耐用年数を超過したため更新を

実施した。 

平成27年度は耐用年数を超過した芝浦

環境総合測定局の窒素酸化物測定装置

を更新

大気、騒音・振動等測定

結果の適切な情報提供の

実施 

ＰＭ2.5 を含めた大気汚染物質の区内

の濃度状況は毎時 HP上で更新を行い、

常時公開をしている。また、道路騒音・

振動等測定結果は事業概要等で周知し

ている。 

ＰＭ2.5を含めた大気汚染物質の区内

の濃度状況は毎時 HP上で更新を行い、

常時公開をしている。また、道路騒音・

振動等測定結果は事業概要等で周知し

ている。 

施策３－２  水質の改善と水環境の向上

取組① 古川の水環境改善

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

古川の浄化対策の推進・

清流復活 

・渋谷駅再開発に伴う湧水を平常時の

水量確保に利用するための協定の締

結 

・渋谷川・古川の計画送水量 

    0.23  ／ｓ（19,900  ／日） 

・流路整正工        19,100 ㎡ 

・河川清掃工（高圧洗浄 ）    285 ㎡ 

・河床清掃工        30,500 ㎡ 

・河川除草工         6,500 ㎡ 

・渋谷川・古川の計画送水量 

       0.23  ／ｓ（19,900  ／日） 

・流路整正工       21,500 ㎡ 

・河川清掃工（高圧洗浄）  250 ㎡ 

・河床清掃工            27,800 ㎡ 

・河川除草工             6,100 ㎡

古川の親水化 
古川の整備にあわせて、親水化を推進

することとしているが、平成 28 年度は

そのような工事がなかった。 

古川の整備にあわせて、親水化を推進

することとしているが、平成 27 年度は

そのような工事がなかった。 

取組② お台場の海等の水質改善 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

お台場の海及び運河の水

質汚濁防止に向けた取組 

区が実施するイベントに合わせお台場

海浜公園にて水質調査を実施 

区が実施するイベントに合わせお台場

海浜公園にて水質調査を実施
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

お台場ふるさとの海づく

り 

・干潟環境体験学習      ３回 

・お台場海苔づくり       12 回 

（海苔育成体験４回、実行委員会４回、

瓦版の発行４回） 

・お台場海水浴２日間実施のほか実行 

委員会            ４回 

・干潟環境体験学習             ４回 

・お台場海苔づくり            13 回 

（海苔育成体験４回、実行委員会４回、 

 瓦版の発行５回） 

・お台場海水浴２日間実施のほか実行

委員会                      ４回

アサリによる環境学習 
・環境学習としてお台場海浜公園の干

潟にクラムマットの敷設 

（平成 28年度からの取組のため、 
27 年度の実績はありません。）

▲お台場海水浴の様子（平成 28 年７月 30 日、31 日）      

取組③ 水環境の監視測定 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

古川及び運河の水質調査

の継続 

年６回(５.７.９.11.１.３月)水質調

査を実施 

年６回(５.７.９.11.１.３月)水質調

査を実施

運河における定期的なダ

イオキシン類調査の継続 
年１回、９月に調査を実施 年１回、９月に調査を実施

簡易処理水が運河等に排

出されることによる影響

の調査 

年２日（８月及び３月）の雨天時調査

と比較のための晴天時調査を１日(７

月)実施 

年２日（９月及び３月）の雨天時調査

と比較のための晴天時調査を１日(７

月)実施 

お台場海浜公園内の水質

調査 

・水浴場水質判定基準調査 年７日実施 

・環境基準調査        年６日実施 

・雨天時調査         年２日実施 

・水浴場水質判定基準調査 年５日実施 

・環境基準調査        年６日実施 

・雨天時調査         年２日実施 

水環境の測定結果の区民

への公表 

調査結果判明後、区ホームページにて

結果を公表

調査結果判明後、区ホームページにて

結果を公表
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取組① 騒音、振動、悪臭などに対する対策の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

騒音・振動、悪臭などに

対する指導の徹底と啓発

の推進 

各地区総合支所を中心に苦情対応を実

施。苦情を事前に防ぐため、事業者が

届出のため来庁した際には周辺住民に

配慮するよう指導を行っている。 

各地区総合支所を中心に苦情対応を実

施。苦情を事前に防ぐため、事業者が

届出のため来庁した際には周辺住民に

配慮するよう指導を行っている。

臭気対策設備設置助成の

実施 
・実績０件 ・実績１件

取組② アスベスト対策の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区有施設のアスベスト対

策の実施 

区有施設でアスベスト除去を実施す
る際は現地にて検査を行い、業者へ
指導を行った。

区有施設でアスベスト除去を実施す
る際は現地にて検査を行い、業者へ
指導を行った。

建築物解体工事などにお

けるアスベスト飛散防止

対策の推進 

解体工事が行われる現場へのアスベス

トの事前確認を行い、飛散性が高いア

スベスト除去が行われる場合は更に養

生検査を行い、アスベストの飛散防止

対策を指導した。 

・解体工事が行われる現場へのアスベ

スト事前確認   

                         年174件

・アスベスト除去現場立ち入り検査

年155件

住宅・事業所などに対す

るアスベスト対策支援 

助成実績 

・除去２件

助成実績 

・含有検査２件 ・除去１件

アスベスト検診の実施 

・実績０件 

港区医師会に委託し、区内の４医療機

関にて実施。受診希望者は、みなと保

健所に申込み。保健所にてスクリーニ

ングを実施後、検診対象の場合は、指

定医療機関で受診する。

・実績０件 

港区医師会に委託し、区内の４医療機

関にて実施。受診希望者は、みなと保

健所に申込み。保健所にてスクリーニ

ングを実施後、検診対象の場合は、指

定医療機関で受診する。

取組③ 有害化学物質等への対策の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

有害化学物質などの 

適正管理の推進 

・適正管理化学物質使用量等報告書の

提出 34件（東京都へ報告） 

・適正管理化学物質使用量等報告書の

提出 34件（東京都へ報告）

事業者の土壌汚染対策に

関する助言、指導 

・土壌汚染状況調査報告書   ８件 

・汚染拡散防止計画書     ５件 

・汚染拡散防止措置完了届出書 ４件 

・土壌汚染状況調査報告書   ３件 

・汚染拡散防止計画書     １件 

・汚染拡散防止措置完了届出書 ４件

施策３－３  安全で快適な生活環境の確保 
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

放射線量のモニタリング

実施や、給食・牛乳等の

放射能測定の実施 

・区有施設等の砂場・広場の放射線量

測定 

延測定回数 207 回 

・給食の放射能測定 

延測定回数 307 回 

・牛乳の放射能測定 

延測定回数 276 回 

・放射線モニタリングポスト 

２か所設置 

・区有施設等の砂場・広場の放射線量

測定 

     延測定回数 207 回 

・給食の放射能測定 

         延測定回数 296 回 

・牛乳の放射能測定 

         延測定回数 263 回 

・放射線モニタリングポスト 

            ２か所設置 

▲放射線モニタリングポスト(お台場学園植込み) 
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基本方針４ 快適で魅力ある都市環境の形成 

施策４－１  まちづくりにおける環境配慮の促進 

取組① 環境アセスメントの推進 

取組② 環境に配慮した適切なまちづくりの誘導 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

環境に配慮した適切なま

ちづくりの誘導 

再開発事業等に際し、大規模な建築物の

増加や活発な事業活動に対する環境負荷

低減やまち並み景観形成への配慮につい

て、港区まちづくりマスタープランや各

まちづくりガイドラインに基づき、事業

者への指導・誘導を実施した。 

なお、平成 28年度は港区まちづくりマス

タープランの改定を行った。 

再開発事業等に際し、大規模な建築物の

増加や活発な事業活動に対する環境負荷

低減やまち並み景観形成への配慮につい

て、港区まちづくりマスタープランや各

まちづくりガイドラインに基づき、事業

者への指導・誘導を実施した。 

なお、平成 27年は「低炭素まちづくり計

画」「青山通り周辺地区まちづくりガイド

ライン」を新規に策定するとともに、「景

観計画」を改定した。また、平成 28年度

中の「まちづくりマスタープラン」改定

に向けて、改定骨子をとりまとめた。

省エネルギー化やヒート

アイランド対策、緑地保

全及び緑化等の誘導 

「港区民間建築物低炭素化促進制度」

において、排熱位置をできるだけ屋上

に設置し、低層部の場合は配置等を配

慮したヒートアイランド対策を行うよ

う指導 

・低炭素化計画書届出     10 件 

・低炭素化計画書完了届    11 件 

既存樹木・樹林を活用した件数  ６件 

（既存緑地を有していた件数：26件） 

敷地面積 250 ㎡以上の建築計画につい

て、緑化指導を行っている。その中で、

既存樹木・樹林の保全や移植による再

利用に努めるよう指導している。 

「港区民間建築物低炭素化促進制度」

において、排熱位置をできるだけ屋上

に設置し、低層部の場合は配置等を配

慮したヒートアイランド対策を行うよ

う指導 

・低炭素化計画書届出     10 件 

・低炭素化計画書完了届    ５件 

既存樹木・樹林を活用した件数 11件 

（既存緑地を有していた件数：23件） 

敷地面積 250 ㎡以上の建築計画につい

て、緑化指導を行っている。その中で、

既存樹木・樹林の保全や移植による再

利用に努めるよう指導している。

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区の制度の適切な運用と

国や都の環境アセスメン

トへの意見表明の実施 

・環境影響調査審査会開催    ３回 

・区アセスメントの縦覧等 

（調査計画書５件、調査書案１件、調査

書２件） 

・都アセスメントの縦覧等 

（調査計画書２件、評価書案３件、評価

書１件、特例環境配慮書１件） 

・国アセスメント（案件なし） 

・環境影響調査審査会開催    ０回 

・区アセスメントの縦覧等 

（調査計画書２件、事後調査報告書１件） 

・都アセスメントの縦覧等 

（評価書案２件、評価書３件、見解書１

件） 

・国アセスメント（案件なし）

「港区ビル風対策要綱」

の運用 

・風環境対策に関する事前協議 ３件 

・風環境予測と対策の届出   ３件 

・防風植栽の計画・設計の届出 １件 

・防風植栽の設置の届出    １件 

・防風植栽の生育状況の届出  １件 

・風環境予測と対策の届出   ３件 

・防風植栽の設置の届出    ２件
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具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

風の道に配慮した都市構

造へと誘導 

・環境影響調査審査会開催   ３回 

・区アセスメントの縦覧等 

（調査計画書５件、調査書案１件、調

査書２件） 

・都アセスメントの縦覧等 

（調査計画書２件、評価書案３件、評

価書１件、特例環境配慮書１件） 

・国アセスメント（案件なし） 

・環境影響調査審査会開催   ０回 

・区アセスメントの縦覧等（調査計画

書 2件、事後調査報告書 1件） 

・都アセスメントの縦覧等 

（評価書案２件、評価書３件、見解書

１件） 

・国アセスメント（案件なし）

良好なまち並みの形成の

指導・誘導 

港区景観計画及び港区景観条例に基づ

き、一定規模以上の建築行為等に対す

る指導を行った（平成 21年度から実

施）。 

また、景観計画に定められた屋外広告

物の表示に関する配慮事項をわかりや

すく解説することを目的とした「屋外

広告物景観形成ガイドライン」の策定

検討に着手した。 

さらに、毎年度実施している景観表彰

制度の拡充を検討し、新たに一般公募

による「区民景観セレクション」を設

置した。 

・景観条例に基づく事前協議件数 177  

件 

・港区景観計画推進委員会 ４回 

・港区景観審議会 ３回 

・港区屋外広告物景観形成検討委員会 

３回 

・港区景観街づくり賞選定審査会 ２回 

及び表彰式 １回

「港区景観計画」について素案を取り

まとめてパブリックコメントを実施

し、庁内課長級で構成する推進委員会

及び区民・学識経験者で構成する景観

審議会での議論を経て、平成 27 年 12

月に計画を改定した。

また、良好な景観形成に功績のあった

施設等を「景観街づくり賞」として表

彰した（平成 23年度から毎年度実施）。

・推進委員会：３回開催 

・景観審議会：２回開催 

・港区景観街づくり賞選定審査会(２回

開催）及び表彰式の開催

▲平成 28 年度港区みどりの街づくり賞及び港区景観街づくり賞受賞施設

 （オアーゼ芝浦）
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施策４－２  環境美化の推進 

取組① 地域の環境美化活動の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

地域の環境美化活動の 

普及・啓発 

町会、自治会、商店会、事業者等と区

が協働して、地域に根ざした清掃等の

様々な美化活動を行い、地域における

環境美化の普及・啓発を図った。 

・環境美化キャンペーン参加者数 

7,185 人 

町会、自治会、商店会、事業者等と区

が協働して、地域に根ざした清掃等の

様々な美化活動を行い、地域における

環境美化の普及・啓発を図った。 

・環境美化キャンペーン参加者数  

6,407 人 

取組② みなとタバコルールの推進 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

みなとタバコルールの 

推進 

「吸う人、吸わない人ともに配慮した

まちづくり」を推進するため、指定喫

煙場所の整備、屋内喫煙場所の設置費

助成制度の拡充、巡回指導に加え新た

に重点指導を実施 

＜周知・啓発＞ 

・広報みなとやホームページでの周知 

・町会・自治会、商店会、事業者等と

協働したキャンペーン 

・ちぃばす内、ケーブルテレビ、区有

施設内のデジタルサイネージ等での啓

発ＣＭ放映 

・喫煙場所マップ（５地区の作成） 

・配電盤を利用した啓発 

＜巡回・重点指導＞ 

・きめ細やかな巡回指導（27 班体制） 

・粘り強い重点指導の実施（５班体制） 

・巡回中のハンドスピーカーによる啓

発 

「吸う人、吸わない人ともに配慮した

まちづくり」を推進するため、新たな

指定喫煙場所の整備、屋内喫煙場所の

設置費助成制度の拡充、「みなとタバコ

ルール」の巡回指導の強化を実施 

＜周知・啓発＞ 

・広報みなとやホームページでの周知 

・町会・自治会、商店会、事業者等と

協働したキャンペーン 

・ちぃばす内、ケーブルテレビ、区有

施設内のデジタルサイネージ等での啓

発ＣＭ放映 

・喫煙場所マップ（新橋・浜松町、田

町エリア）の作成 

＜巡回・指導＞ 

・きめ細やかな巡回・指導の実施（23

班 ※26 年度から５班増） 

・巡回中のハンドスピーカーによる啓

発開始

喫煙場所の整備 

・指定喫煙場所設置数 計 49 か所（19

か所増） 

※28 年度新設内訳 

・屋外 12 件、設置費等助成金を活用し

た屋内喫煙所 ７件 

・指定喫煙場所設置数    30 か所 

（新設 ８か所、廃止 １か所） 

 ※27年度新設内訳 

・屋外指定喫煙場所のパーティション

設置            ５件 

・設置費等助成金を活用した屋内喫煙

所の設置          ３件 

屋内喫煙所設置の推進 

平成28年度から屋外に設置する閉鎖型

喫煙所を助成対象に追加 

・屋内喫煙所設置費等助成制度実績 

11 件 

（設置費６件、維持管理費５件） 

平成27年度から設置助成額の引き上げ

や、維持管理費の助成を開始したこと

で、屋内喫煙所の設置を進めた。 

・屋内喫煙所設置費等助成制度実績 

         ５件 

（設置費２件、維持管理費３件）
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▲平成 28 年度に新規開設した港区指定喫煙場所

       （こうなん星の公園指定喫煙場所）

基本方針５ 自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出

施策５－１  歴史ある緑の保全と豊かで質の高い緑の創出 

取組① 緑の保全と緑化の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

保護樹木・樹林の指定 ・保護樹木 新規指定     ８本 ・保護樹木 新規指定     23 本

緑化計画書制度による 

緑化の推進 

・緑化計画書受付件数    117 件 

敷地面積 250 ㎡以上の建築計画につい

て、緑化指導を実施。その中で、周辺

の緑との連続性に配慮した緑化に努め

るよう指導している。

・緑化計画書受付件数    132 件 

敷地面積 250 ㎡以上の建築計画につい

て、緑化指導を実施。その中で、周辺

の緑との連続性に配慮した緑化に努め

るよう指導している。

屋上緑化・壁面緑化の 

推進 
・屋上緑化助成申請数     ８件 ・屋上緑化助成申請数    １件

区有施設の緑化の推進 
・平成 28年度区有施設の緑化計画書 

１件 

・平成 27年度は区有施設の緑化計画書

の提出はなかった。

緑の拠点となる公園の 

整備 

・六本木西公園の全面改修工事が完了。

既存の樹木を移植等により保全する

とともに、地域住民の憩いの場とし

て、また、子ども達の安全な遊び場

として整備 

・有栖川宮記念公園におけるマンホー

ルトイレの設置      ５穴 

・六本木西公園の全面改修工事（完了

平成 28年度）       １式
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取組② 緑と水のネットワークの形成 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

緑と水のネットワークづ

くり 

既存資料をもとに、緑や水などに自然

環境と寺社や史跡等の歴史的・文化的

資源をつなぐ、緑と水のネットワーク

を形成する路線を選定し、その路線で

の取組について整理、検討を行った。 

アドプト制度により、緑や水の拠点や

寺社などの歴史的ゆかりのある緑周辺

の道路に継続的に草花植え付けを実施 

道路整備工事に併せて、水の軸周辺の

道路及び緑の軸を形成する道路におい

て、新たに街路樹や中木及び低木を整

備。 

アドプト制度により、緑や水の拠点や

寺社などの歴史的ゆかりのある緑周辺

の道路に継続的に草花植え付けを実施

道路緑化の推進 

今後の道路整備において、沿道の方々

と調整をしながら、既存の街路樹、植

栽を保全し、活かした植栽計画を行っ

た。 

道路植栽の維持管理については、樹木

管理マニュアルに基づき、街路樹の点

検を行い、伐採、植え替えや支柱設置

等を行った。また、同マニュアルに基

づいた年間通しての維持管理も実施 

道路整備に併せて、街路樹（高木）17

本、（中木）６のほか低木 575 株を新植。 

街路樹診断結果に基づく維持管理及び

街路樹等の樹木管理についてのマニュ

アルに基づいた年間通しての樹木の剪

定、植え替え、施肥、灌水などの維持

管理を実施 

取組③ 区民、事業者等との協働によるみどりの保全と創出 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

区民との協働による 

みどりの保全と創出 
・港区みどりの活動員    ４団体 
・アドプト制度登録団体 142 団体 

・港区みどりの活動員    ５団体 
・アドプト制度登録団体 129 団体 

みどりの普及・啓発 

・植木市実施回数  ２回（延３日）
・園芸講座実施回数 ２講座（延５回）
・みどりの街づくり賞表彰件数 ３件
（対象施設：平成 26 年度に緑化完了
届が提出された民間施設 133 件） 

・植木市実施回数  ３回（延４日）
・園芸講座実施回数 ２講座（延５回）
・みどりの街づくり賞表彰件数 ４件
（対象施設：平成 25 年度に緑化完了
届が提出された民間施設 102 件）

▲六本木西公園
▲東京 23 区の緑被率（みどりの実態調査

（第９次）より）
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施策５－２  水辺空間の親水化と水循環系の保全・構築 

取組① 水辺空間の親水化 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

水辺の散歩道の整備 

２件に対して整備促進を指導 

・芝浦一丁目(新芝運河沿) 

・芝浦四丁目(芝浦西運河沿) 

２件に対して整備促進を指導 

・芝浦一丁目(新芝運河沿) 

・芝浦四丁目(芝浦西運河沿)

親水環境づくりの促進 

２件に対して整備促進を指導 

・芝浦一丁目(新芝運河沿) 

・芝浦四丁目(芝浦西運河沿) 

２件に対して整備促進を指導 

・芝浦一丁目(新芝運河沿) 

・芝浦四丁目(芝浦西運河沿) 

取組② 健全な水循環系の保全・構築 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

水循環機能の向上による

環境負荷の軽減 
保水性舗装            6,209 ㎡施工 保水性舗装            2,502 ㎡施工

雨水の地下浸透の促進 
161 件(抑制量合計 18,851  )の指導を

実施 

207 件(抑制量合計 19,150  )の指導を

実施

取組① 生物多様性への理解の浸透 新規 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

生物多様性の学びの機会

の創出 

緑と生きもの観察会・調査会を実施 

東京都あきる野市等で農業体験を実施

緑と生きもの観察会・調査会を実施 

東京都あきる野市等で農業体験を実施

保育園、幼稚園、学校へ

の環境学習の支援 

「生きもの学習ガイドブック」作成。

平成29年度７月区立小学校５年生を対

象に配布 

平成 28年度「生きもの学習ガイドブッ

ク」作成・配布予定

公園におけるビオトープ

づくりの推進 
該当する事業はありませんでした。 

土地区画整理事業にて移転した芝浦公

園に、水田と、水田用の溜池(約 13 ㎡)

を設置した。田植えの時期以外の溜池

の位置付は、水草やヤゴがいるビオト

ープとしている。

情報発信による生物多様

性の普及・啓発 

継続してパンフレットで生物多様性に

配慮した行動メニューの普及啓発を行

った。ＨＰで生物多様性に関する情報

発信を行った。生物多様性みなとフォ

ーラムを通じて生物多様性の普及啓発

を行った。 

継続してパンフレットで生物多様性に

配慮した行動メニューの普及啓発を行

った。

施策５－３  生物多様性の保全とその恵みの持続的な利用 
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取組② 自然や生きものと共存できるまちづくり 拡充 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

生きものに配慮したまち

づくりの推進 

生物多様性緑化ガイドを活用し、緑化

計画書の指導を行った。（緑化計画件数

106 件） 

生物多様性緑化ガイドを策定し、運用

を開始した。また、「港区みどりの街づ

くり賞」の選定基準に生物多様性に配

慮した植栽計画を追加した。

ビオトープづくりと適正

な維持管理の推進 

公園や保育園等各施設でのビオトー
プづくりを継続 

公園や保育園等各施設でのビオトー
プづくりを継続 

外来種の侵入・拡散の防

止 

身近にいる外来種に関して周知啓発と

注意喚起を図るリーフレットを作成し

た。 

継続してパンフレットで外来種に関す

る普及啓発を行った。

取組③ 多様な主体との情報共有と連携・協働による活動の促進 新規 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

多様な活動主体の交流と

情報共有の場の創出 

・生物多様性みなとフォーラム（見学

会）  ５回開催 

・生物多様性みなとフォーラム（パネ

ル展） １回開催 

・みなと生物多様性パネル展 

１回開催

生物多様性に関する協働

事業の取組の推進 

生物多様性みなとネットワーク会員 17

団体 

（平成 28年度からの取組のため、 
27 年度の実績はありません。）

▲緑と生きもの観察会

（平成 28 年４月 23 日、三田台公園ビオトープ）

▲平成 28 年度みなと生物多様性パネル展の様子

（平成 29 年２月２日～３月 10 日、みなとパーク

芝浦ほか２か所）
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基本方針６ 環境保全に向けた多様な主体の行動と協働の推進 

取組① 多様な環境学習機会の提供 

取組② 教育委員会と連携した環境教育・環境学習の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

教育委員会と連携した環

境教育・環境学習の推進 

・小・中学生の環境に関する自主研究

応募総数        734 作品 

（小学生 134 作品、中学生 600 作品） 

・あきる野環境学習  

49 回（延 1,664 人参加） 

【内訳】 

・小学校   2 校（延 130 人参加） 

・児童館・保育園等 

31 回（延 999 人参加） 

・区民一般公募（自然体験） 

 11 回（延 343人参加） 

・区民一般公募（農業体験） 

  ５回（延192人参加） 

・小・中学生の環境に関する自主研究

応募総数                 692 作品 

（小学生 186 作品、中学生 506 作品） 

・あきる野環境学習 

46 回（延 1,425 人参加） 

【内訳】 

・小学校       ２校（延 127 人参加） 

・児童館・保育園等 

28 回（延 837 人参加） 

・区民一般公募（自然体験） 

10 回（延 285 人参加） 

・区民一般公募（農業体験） 

６回（延 176 人参加）

施策６－１  環境教育・環境学習の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

みなと区民の森を活用し

た環境学習の推進 

・あきる野環境学習  

49 回（延 1,664 人参加） 

【内訳】 

・児童館・保育園等 

 33 回（延 1,129 人参加） 

・区民一般公募（自然体験） 

 11 回（延 343 人参加） 

・区民一般公募（農業体験） 

 ５回（延 192 人参加） 

・あきる野環境学習 

46 回（延 1,425 人参加） 

【内訳】 

・児童館・保育園等 

30 回（延 964 人参加） 

・区民一般公募（自然体験） 

10 回（延 285 人参加） 

・区民一般公募（農業体験） 

６回（延 176 人参加）

環境学習を通じた交流の

推進 

港区あきる野市環境交流事業：21 人参

加（港区 11 人、あきる野市 10 人） 

港区あきる野市環境交流事業：27 人参

加（港区 15 人、あきる野市 12 人）

エコプラザにおける環境

学習などの推進 

・来館者数       58,530 人 

・事業数         137 事業 

・開館日数                344 日 

・来館者数              54,462 人 

・事業数                138 事業 

・開館日数                 340 日

エコライフ・フェアＭＩ

ＮＡＴＯの実施 
22 団体出展、約 3,100 人参加 23 団体、約 3,500 人参加
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施策６－２  協働による環境保全活動の推進 

取組① 区民、事業者等の環境保全活動の支援 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

みなと環境にやさしい事

業者会議による環境保全

活動の支援 

・会員事業者数 53 社（Ｈ29.3.31 現在） 

・「企業と環境展」 

・mecc セミナー ４回（延 122 人参加） 

・mecc ツアー   ２回（延 25 人参加） 

・エコバザー         3 回 

・みなとクリーンアップ大作戦 2016 

49 人参加 

・スポーツＧＯＭＩ拾い大会 

56 人参加 

・mecc フォトギャラリー 

・mecc EXPO     約 4,000 人来場 

・会員事業者数 57 社（Ｈ28.3.31 現在） 

・「企業と環境展」    延 389 人参加 

・mecc セミナー   ４回（延 54 人参加） 

・mecc ツアー     ３回（内 1回は天候

不良のため中止、延 27人参加） 

・エコバザー                  ３回 

・みなとクリーンアップ大作戦 2015 

約 450 人参加 

・スポーツＧＯＭＩ拾い大会 

73 人参加 

港区３Ｒ推進行動会議に

よる情報発信 

３Ｒ推進月間に呼応した啓発活動と
して「みんなと３Ｒパネル展示会」
を実施（参加団体 25 団体） 

３Ｒ推進月間に呼応した啓発活動と
して「みんなと３Ｒパネル展示会」
を実施（参加団体 27 団体） 

区民や事業者の優良な取

組事例の表彰や情報発信 

・ごみの減量化・リサイクル活動に積

極的に取り組む区内の小売店舗を

「みなとエコショップ」として認定

し、区ホームページ等で紹介。さら

に、認定店の中からより優れた取組

を行っている小売店をごみ減量優良

エコショップとして表彰 

エコショップ登録延数     81 件 

エコショップ表彰      ９件 

・環境への配慮と優れた緑化計画を行

い、その緑地を維持している区民や

事業者を表彰し、区ホームページ等

で紹介 

港区みどりの街づくり賞件数 ３件 

・ごみの減量化・リサイクル活動に積

極的に取り組む区内の小売店舗を

「みなとエコショップ」として認定

し、区ホームページ等で紹介。さら

に、認定店の中からより優れた取組

を行っている小売店をごみ減量優良

エコショップとして表彰 

エコショップ登録延数       58 件 

エコショップ優良表彰        ５件 

・環境への配慮と優れた緑化計画を行

い、その緑地を維持している区民や

事業者を表彰し、区ホームページ等

で紹介 

港区みどりの街づくり賞件数 ４件 

▲平成 28 年度小・中学生の環境に関する自主研究 

（入賞作品展示の様子、区立エコプラザ）

▲エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯ2016（ステー

ジの様子）

 （平成 28 年５月 22 日、区立有栖川宮記念公園）
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取組② 環境情報の積極的な発信 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

環境情報の積極的な発信 

ホームページの更新回数増。広報みな

と、エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯ

等のイベント等、これまで実施してい

た方法に加え、ちぃばす内や区有施設

内のデジタルサイネージでの「みなと

タバコルール」ＣＭ上映等、地上配電

盤を活用したみなとタバコルールの情

報を発信。環境アプリにおいて環境イ

ベント情報等を発信。 

冊子の発行やホームページ、広報みな

と、エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯ

等のイベントなどこれまで実施してい

た方法に加え、ちぃばす内や区有施設

内のデジタルサイネージでの「みなと

タバコルール」ＣＭ上映等、積極的な

情報発信を実施

区内で暮らす外国人や海

外から訪れる人々への情

報提供 

街中に掲示する「みなとタバコルール」

の路面シール・チラシを４か国語表記

とした他、喫煙場所マップ（５地区版

を英語併記で作成し、半年毎に発行 

街中に掲示する「みなとタバコルール」

のポスターや路面シール等を４か国語

表記とした他、喫煙場所マップ（新橋・

浜松町、田町エリア）を英語併記で作

成し、平成 28年３月に発行

▲４か国語併記の路面貼付用シール ▲喫煙場所マップ（芝地区版）
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取組① 率先した環境保全活動の推進 

具体的な取組 平成 28年度取組状況 （参考）平成 27年度取組状況 

「港区環境率先実行計画

（みんなとエコ 21計画）」

の推進 

【二酸化炭素排出量】 

 二酸化炭素排出量：29,634（t-CO2） 

 延床面積：737,074（㎡） 

 面積あたりの二酸化炭素排出量：

0.0402（t-CO2／㎡） 

 基準値比増減率：0.2％減 

【エネルギー使用量】 

 エネルギー使用量：16,217（KL） 

 延床面積：737,074（㎡） 

 面積あたりのエネルギー使用量：

0.0220（KL／㎡） 

 基準値比増減率：2.5％増 

※基準値：区有施設の面積当たりの二

酸化炭素排出量又はエネルギー使用

量の平成24年度から平成 26年度まで

の平均 

【二酸化炭素排出量】 

 二酸化炭素排出量：27,760（t-CO2） 

 延床面積：738,525（㎡） 

 面積あたりの二酸化炭素排出量：

0.0376（t-CO2／㎡） 

 対 21 年度増減率：6.8％減 

【エネルギー使用量】 

 エネルギー使用量：16,537（KL） 

 延床面積：738,525（㎡） 

 面積あたりのエネルギー使用量：

0.0224（KL／㎡） 

 対 21 年度増減率：4.4％減 

※エネルギー使用量及び二酸化炭素

排出量の算出にあたっては、平成 21

年度の換算係数を使用しています。 

「港区環境マネジメント

システム」の推進 

職員による環境配慮行動の着実な実

行に向けて、職員への研修・啓発活動、

各課・施設への内部環境監査等を実施

しました。また、省エネ法・温対法・

東京都環境確保条例に基づき、エネル

ギー使用量等を報告しました。 

・職員及び指定管理者研修、管理職者

研修の実施 

・e-ラーニングの実施 

・「Ｅふみ」の発行（年２回） 

・内部環境監査の実施（65施設） 

区の環境保全活動の着実な実行に向

けて、職員への環境研修・啓発活動、

各課・施設への内部環境監査等を実施

しました。また、省エネ法・温対法・

東京都環境確保条例に基づき、エネル

ギー使用量等を報告しました。 

・環境研修の実施 

・e-ラーニングの実施 

・「Ｅふみ」の発行（年４回） 

・内部環境監査の実施（75施設） 

区有施設における環境性

能の向上と省エネ運用の

推進 

再掲 

・エネルギー管理標準作成支援１施設 

・エネルギー管理標準運用支援４施設

・エネルギー管理標準作成支援３施設 

・エネルギー管理標準運用支援５施設

庁有車の低公害車への転

換 

再掲 

自動車適正配置による自動車の削減

及び低公害車等購入を推進。平成 28

年度、庁有車として燃料電池自動車１

台導入 

自動車適正配置による自動車の削減

及び低公害車等購入を推進

施策６－３  区の率先行動 
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２－３ 環境基本計画成果目標 実績一覧 

各成果目標の進捗状況を経年で見ていただけるよう、計画期間中（平成２７年度～平成３２年度）

の成果目標実績経過を掲載します。 

一覧表の見方 

次ページからの成果目標一覧表の見方は以下の通りです。 

【計画計上値（現状及び目標値）】

環境基本計画に計上されている平成

26 年（計画策定年）の値、平成 29
年度、平成 32 年度の目標値を記載し

てあります。

【実 績】

環境基本計画期間の実績値を毎年度

入れていきます。昨年度と比較してど

うように推移しているか、目標値と比

較してどのような進捗なのか、ひと目

で確認ができます。



環境基本計画成果目標 実績一覧表

平成26年度
（現状）

平成29年度
（目標値）

平成32年度
（目標値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

成果目標1.1
区、区民、事業者等の取組により、二酸化
炭素排出量の増加を抑制している

二酸化炭素排出量（総量）
3,966千t-CO2

（平成23年度末現在）
4,032千t-CO2
（平成26年度末）

4,161千t-CO2
4,324千t-CO2

（平成25年度末現在）
4,186千t-CO2

(平成26年度末現在)

成果目標1.2
低炭素化を促進する取組により、地球温暖
化の防止に寄与している

新エネルギー・省エネルギー機器等の
設置費助成による
二酸化炭素排出量の削減量

1,939t-CO2 3,229t-CO2 4,519t-CO2 2,076t-CO2 2,286t-CO2

成果目標1.3
国産木材の活用が進み、温室効果ガスの
排出抑制に寄与している

二酸化炭素固定量
653t-CO2

（平成25年度末実績） 1,583t-CO2 2,513t-CO2 1,965t-CO2 2,369t-CO2

成果目標1.4
ヒートアイランド現象の緩和に寄与している

区道における
遮熱性舗装等の整備率 3.5% 5.0% 8.1% 4.0% 4.6%

成果目標2.1
区民、事業者の３Ｒの取組により、ごみの排
出量が減っている

ごみ量
（区収集ごみ量及び持込ごみ量の合
計）

154,027t
（平成25年度実績）

140,687t
（平成28年度目標値）

135,029t
（平成31年度目標値）

155,938ｔ 155,026ｔ

成果目標2.2
区民の分別に対する意識の向上により、分
別排出が徹底され、資源が適切に再生利用
（リサイクル）されている

資源化率
（区収集ごみと資源の総量のうち、
資源化される割合）

29.9%
（平成25年度実績）

36.9%
（平成28年度目標値）

40.0%
（平成31年度目標値）

29.8% 30.1%

成果目標2.3
廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排出が
抑制されている

温室効果ガス排出量

21,049t
（平成25年度実績）
※計画では、旧指針に基
づき算出された数値
（20,542t）が掲載

14,678t
（平成28年度目標値）
※旧指針に基づき算出さ

れた数値。

11,614t
（平成31年度目標値）
※旧指針に基づき算出さ

れた数値

22,270ｔ 22,256t

成果目標2.4
ごみを排出する区民等の特性に応じたきめ
細かい収集体制が確立している

戸別訪問収集実施件数
469件

（平成25年度実績）
580件

（平成28年度目標値）
700件

（平成31年度目標値） 501件 508件

成果目標3.1
古川及び運河の水質改善が進んでいる

古川及び運河の
水質の環境基準
達成

１地点、１項目で
環境基準未達成
（平成25年度実績）

全地点、全項目での
環境基準達成

全地点、全項目での
環境基準達成

3地点、１項目(ＣＯＤ)
で環境基準未達成

4地点、1項目(COD)
で環境基準未達成

成果目標3.2
お台場の海の水質改善が進んでいる

お台場海浜公園における
水質の水浴場判定基準の達成

測定地点により
未達成

全地点において、
測定結果が
改善している

全地点において、
おおむね水浴場の判
定基準を達成している

測定地点により
未達成

測定地点により
未達成

成果目標3.3
快適な生活環境が確保され、公害に関する
苦情が減少している

公害苦情件数
345件

（平成25年度実績） 310件 275件以下 324件 240件

成果目標4.1
区民の環境保全・美化活動に対する意識が
高まっている

地域の環境美化活動への参加者数
4,684人

（平成25年度実績）
年間5,000人 年間5,300人 6,407人 7,185人

成果目標4.2
喫煙による迷惑の防止対策が進んでいる

指定喫煙場所の数 24か所 36か所 48か所 30か所 49か所

成果目標4.3
みなとタバコルールが浸透している

たばこに関する苦情件数
308件

（平成25年度実績）
290件 275件 607件 733件
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実績計画計上値（現状及び目標値）
基本
方針

成果目標 指標

【基本方針１】
安心して暮らせる低
炭素・省エネルギー社

会の実現

【基本方針２】
協働による循環型社

会の形成

【基本方針３】
健康で安全に暮らす
ことのできる生活環境

の保全

【基本方針４】
快適で魅力ある都市
環境の形成



平成26年度
（現状）

平成29年度
（目標値）

平成32年度
（目標値）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績計画計上値（現状及び目標値）
基本
方針

成果目標 指標

成果目標5.1
緑の保全と創出により、区内全体で緑が増
加している

緑被率 22.5% 23.3% 24% 22.5% 21.8%

成果目標5.2
区の魅力である運河に沿った緑豊かな散歩
道がネットワーク化され、うるおいのあるまち
並みを形成している

内部護岸に対する
運河沿緑地の整備開放率

59.2% 60.9% 62.3% 59.2% 61.2%

成果目標5.3
実質浸透域が拡大し、地下に浸透した雨水
が湧水地に豊かな水をもたらし、古川、運
河、海がきれいな水をたたえている

実質浸透域率 25% 26% 28% 25.0% 26.0%

成果目標5.4
区民の生物多様性の保全・再生と持続的な
利用に対する意識が高まっている

生物多様性みなとネットワーク
の登録団体数（個人を含む。）

0団体 50団体 100団体 0団体 17団体

成果目標5.5
様々な空間を活用して、緑の保全と創出の
取組が進み、快適な都市環境の形成が進
んでいる

港区の地上部緑化、屋上緑化、
壁面緑化の合計面積

465.76ha 478.88ha 492.00ha 467.66ha 471.93ha

成果目標6.1
区民の環境保全に対する意識が高まってい
る

みなと区民の森を活用した
環境学習事業参加者数

年間960人
（平成25年度実績）

年間1,350人 年間1,500人 年間1,425人 年間1,664人

成果目標6.2
区が積極的に環境保全のため、省エネル
ギー等の行動を推進している

区有施設の面積あたりの
エネルギー使用量

平成21年度比
5.4%削減

（平成25年度末現在）

平成21年度比
4.4%削減

基準値比
2.5％増

基準値：平成24年度
から平成26年度まで

の平均
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平成21年度比12%削減
※平成27年度に「港区環境率先実行計画（みんなと21
計画）」を改定予定のため、平成29年度、32年度の目標
値は、現計画の平成27年度の目標値としている。

【基本方針６】
環境保全に向けた多
様な主体の行動と協

働の推進

【基本方針５】
自然や生きものと共
存できる質の高い緑
と水の保全・創出



２－４　成果目標に対する取組一覧

成果目標に対する取組一覧表

1.1
区、区民、事業者等の取組により、二酸化炭素排出量の増加を抑制してい
る

二酸化炭素排出量（総量）

１　安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現　１-１～１-４
２　協働による循環型社会の形成
　２-３　ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理
　　②適正な処理
６　環境保全に向けた多様な主体の行動と協働の推進
　６-３　区の率先行動
　　①率先した環境保全活動の推進

1.2 低炭素化を促進する取組により、地球温暖化の防止に寄与している
新エネルギー・省エネルギー機器等の設置費助
成による二酸化炭素排出量の削減量

１　安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現
　１-１　家庭や職場における省エネルギーの推進
　　①家庭における省エネルギーの推進
　　②職場における省エネルギーの推進

1.3 国産木材の活用が進み、温室効果ガスの排出抑制に寄与している 二酸化炭素固定量
１　安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現
　１-３　広域的なネットワークの活用等による地球温暖化対策の推進
　　①国産木材の活用促進

1.4 ヒートアイランド現象の緩和に寄与している
区道における
遮熱性舗装等の整備率

１　安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社会の実現
　１-４　気温上昇による影響への対策
　　③遮熱性舗装等の推進

2.1 区民、事業者の３Ｒの取組により、ごみの排出量が減っている
ごみ量
（区収集ごみ量及び持込ごみ量の合計）

２　協働による循環型社会の形成
　２-１　ごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイルの意識の醸成
　　①普及・啓発、情報提供
　　②発生抑制のための仕組みづくり
　　③品目別発生抑制の促進

2.2
区民の分別に対する意識の向上により、分別排出が徹底され、資源が適
切に再生利用（リサイクル）されている

資源化率
（区収集ごみと資源の総量のうち、
資源化される割合）

２　協働による循環型社会の形成
　２-２　限りある資源の循環利用
　　①分別排出の徹底
　　②資源回収の拡大

2.3 廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排出が抑制されている 温室効果ガス排出量
２　協働による循環型社会の形成
　２-３　ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理
　　②適正な処理

2.4
ごみを排出する区民等の特性に応じたきめ細かい収集体制が確立してい
る

戸別訪問収集実施件数
２　協働による循環型社会の形成
　２-３　ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理
　　①適切で効率的な収集・運搬

3.1 古川及び運河の水質改善が進んでいる

古川及び運河の
水質の環境基準
達成

３　健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全
　３-２　水質の改善と水環境の向上
　　①古川の水環境改善
　　③水環境の監視測定

3.2 お台場の海の水質改善が進んでいる
お台場海浜公園における
水質の水浴場判定基準の達成

３　健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全
　３-２　水質の改善と水環境の向上
　　②お台場の海等の水質改善
　　③水環境の監視測定

3.3 快適な生活環境が確保され、公害に関する苦情が減少している 公害苦情件数 ３　健康で安全に暮らすことのできる生活環境の保全　３-１～３-３

4.1 区民の環境保全・美化活動に対する意識が高まっている 地域の環境美化活動への参加者数
４　快適で魅力ある都市環境の形成
　４-２　環境美化の推進
　　①地域の環境美化活動の推進

4.2 喫煙による迷惑の防止対策が進んでいる 指定喫煙場所の数
４　快適で魅力ある都市環境の形成
　４-２　環境美化の推進
　　②みなとタバコルールの推進

4.3 みなとタバコルールが浸透している たばこに関する苦情件数
４　快適で魅力ある都市環境の形成
　４-２　環境美化の推進
　　②みなとタバコルールの推進

5.1 緑の保全と創出により、区内全体で緑が増加している 緑被率

５　自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出
　５-１　歴史ある緑の保全と豊かで質の高い緑の創出
　　①緑の保全と緑化の推進
　　③区民、事業者等との協働によるみどりの保全と創出

5.2
区の魅力である運河に沿った緑豊かな散歩道がネットワーク化され、うる
おいのあるまち並みを形成している

内部護岸に対する
運河沿緑地の整備開放率

５　自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出
　５-２　水辺空間の親水化と水循環系の保全・構築
　　①水辺空間の親水化

5.3
実質浸透域が拡大し、地下に浸透した雨水が湧水地に豊かな水をもたら
し、古川、運河、海がきれいな水をたたえている

実質浸透域率
５　自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出
　５-２　水辺空間の親水化と水循環系の保全・構築
　　②健全な水循環系の保全・構築

5.4
区民の生物多様性の保全・再生と持続的な利用に対する意識が高まって
いる

生物多様性みなとネットワーク
の登録団体数

５　自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出
　５-３　生物多様性の保全とその恵みの持続的な利用
　　③多様な主値との情報共有と連携・協働による活動の促進

5.5
様々な空間を活用して、緑の保全と創出の取組が進み、快適な都市環境
の形成が進んでいる

港区の地上部緑化、屋上緑化、
壁面緑化の合計面積

５　自然や生きものと共存できる、質の高い緑と水の保全・創出
　５-１　歴史ある緑の保全と豊かで質の高い緑の創出
　　①緑の保全と緑化の推進  ②緑と水のネットワークの形成
　　③区民、事業者等との協働によるみどりの保全と創出

6.1 区民の環境保全に対する意識が高まっている
みなと区民の森を活用した
環境学習事業参加者数

６　環境保全に向けた多様な主体の行動と協働の推進
　６-１　環境教育・環境学習の推進
　　①多様な環境学習機会の提供

6.2 区が積極的に環境保全のため、省エネルギー等の行動を推進している
区有施設の面積あたりの
エネルギー使用量

６　環境保全に向けた多様な主体の行動と協働の推進
　６-３　区の率先行動
　　①率先した環境保全活動の推進

対応する取組

【基本方針１】
安心して暮らせる低炭素・省エネルギー社

会の実現

【基本方針２】
協働による循環型社会の形成

【基本方針３】
健康で安全に暮らすことのできる生活環境

の保全

【基本方針４】
快適で魅力ある都市環境の形成

【基本方針５】
自然や生きものと共存できる質の高い緑と

水の保全・創出

【基本方針６】
環境保全に向けた多様な主体の行動と協

働の推進

成果目標 指標
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第３章 

港区環境審議会 

による点検・評価 
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～港区環境審議会とは～ 

 港区環境審議会は、港区環境基本条例に基づき、学識経験者、区民、事業者等により構成

される組織です。同条例第 20 条第２項の規定により、区長の諮問に応じて、環境基本計画

に関する事項について調査審議を行うほか、同条第３項の規定により、環境の保全に関して

区長に意見を述べます。 

港区環境審議会委員名簿 第９期（平成 26 年９月１日～平成 28 年８月 31 日） 

氏 名 役 職 名 等

会 長 守 田   優 芝浦工業大学教授 学

識

経

験

者

副会長 田 中   充 法政大学社会学部教授

委 員 山 﨑  誠 子 日本大学短期大学部准教授

委 員 細 田  衛 士 慶應義塾大学経済学部教授

委 員 菅 野   弘 区民      （～平成 27年 10月２日） 区

民

及

び

事

業

者

委 員 桝 中  多賀子 区民

委 員 山 田  淳 平 区民

委 員 馬 場  繁 二 一般社団法人東京都港区医師会理事

委 員 秋 田  俊 典 港区商店街連合会副会長

委 員 菊 池   久 港区消費者団体連絡会

委 員 池 田  朝 彦 東京商工会議所港支部会長

委 員 井 筒  宣 弘 港区議会議長   （～平成 27年７月７日）
区

議

会

議

員

委 員 沖 島  えみ子
交通・環境等対策特別委員会委員長

（～平成 27年７月７日）

委 員 池 田  こうじ

交通・環境等対策特別委員会副委員長

（～平成 27年７月７日）
交通・環境等対策特別委員会委員長

（平成 27年７月８日～）

 ※委員の変更

委 員 うかい  雅 彦 港区議会議長   （平成 27年７月８日～） 区
議
会
議
員委 員 いのくま 正 一

交通・環境等対策特別委員会副委員長

（平成 27年７月８日～）

委 員 竹 崎  典 夫 区民       （平成 27年 11月１日～）
区
民
及
び

事
業
者
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港区環境審議会委員名簿 第 10 期（平成 28 年９月１日～平成 30 年８月 31 日） 

氏 名 役 職 名 等

会 長 守 田   優 芝浦工業大学副学長 教授 学

識

経

験

者

副会長 田 中   充 法政大学社会学部教授

委 員 山 﨑  誠 子 日本大学短期大学部准教授

委 員 大 沼  あゆみ 慶應義塾大学経済学部教授

委 員 笠 原   忠 区民

区

民

及

び

事

業

者

委 員 芳 賀   勲 区民

委 員 山 田  淳 平 区民

委 員 藏 本   曉 一般社団法人東京都港区医師会理事

委 員 藤 貫  康 博
港区商店街連合会副会長

（～平成 29年 10月 29日）

委 員 菊 池   久 港区消費者団体連絡会

委 員 池 田  朝 彦 東京商工会議所港支部会長

委 員 うかい  雅 彦 港区議会議長 （～平成 29年６月 18日） 区

議

会

議

員

委 員 池 田  こうじ
交通・環境等対策特別委員会委員長

（～平成 29年６月 18日）
港区議会議長 （平成 29年６月 19日～）

委 員 いのくま 正 一
交通・環境等対策特別委員会副委員長

（～平成 29年６月 18日）

※委員の変更 

委 員 杉 本  とよひろ 
交通・環境等対策特別委員会委員長 

（平成 29年６月 19日～） 
区
議
会
議
員委 員 黒 崎  ゆういち 

交通・環境等対策特別委員会副委員長 

（平成 29年６月 19日～） 

委 員 坂 本   力 
港区商店街連合会副会長

（平成 29年 10月 30日～） 
区
民
及
び
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 港区環境審議会総評 

平成 27年３月に 21の成果目標と指標を掲げる現在の港区環境基本計画が策定されてから２

年以上が経過し、この間様々な施策が推進されてきました。 

 平成 28 年度実績報告書から区の環境施策を概観すると、「国産木材の活用促進」「環境美化

意識の向上」「指定喫煙場所の整備」「みなと区民の森を活用した環境学習事業」等の取組にお

いて、着実な進展が見られます。一方で、「二酸化炭素排出総量の削減」「ごみ排出総量の削減」

等については、平成 27 年度実績報告書における評価同様、計画から遅れている取組となって

います。 

環境審議会では、計画の進捗状況の評価の記載方法や今後の課題等について、様々な意見が

出されました。「みなとタバコルールの推進」の取組の指標である「たばこに関する苦情件数」

については、平成 27年度の実績からさらに件数が増加し、平成 28 年度も目標から大きく離れ

た数値となっています。この結果に対し、一方で、委員からは「700 件以上の苦情にしっかり

と対応し、喫煙者へのルール啓発について行政が本気で取り組んでいる」と評価する意見もあ

りました。区民の方々からいただいた苦情については、貴重なご意見として、中身を分析し、

今後の施策に反映していただければと思います。 

 また、いくつかの指標については、その実績の数値等の記載が何を示しているのか分かりづらい

という意見もありました。目標の達成・未達成の要因や今後の課題の検証とあわせて、丁寧な記載

が必要です。 

 さらに、環境白書の構成について、「基本方針毎に成果目標の状況と施策の取組状況を記述する

方が良いのではないか」といった意見も出されました。個々の取組の記載についても、全体の構成

についても、区民に対して分かりやすい表現、説明に努めていただきたいと思います。 

今年度は、環境基本計画の中間年次の見直しが予定されています。国際環境都市をめざす港

区にとって、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、住む人、働く人、

国内外から訪れる多くの人が快適に過ごせる環境の実現に向け、取組をさらに加速させていく

ことが重要です。見直しに当たっては、環境白書で示された平成 27 年度及び平成 28 年度の成

果と課題を十分に踏まえて施策の推進を図っていただくとともに、当審議会による総評を踏ま

え、成果目標及び指標についても見直しを検討し、適切に運用することで、施策の継続的改善

につなげていくことを期待します。 

そして、計画見直し後も、当審議会による環境施策全体の進捗の包括的な点検・評価、環境

白書の発行を通じた区民、事業者等への公表等により、引き続き適切な進行管理に努めていた

だくことを要望します。 

最後になりましたが、環境審議会の委員の皆様には、お忙しいところ熱心に審議にご参加い

ただき、心より感謝申し上げます。 

     平成 29 年 12 月 

港区環境審議会会長 守田 優
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１ 港区環境基本条例 

○港区環境基本条例

平成十年三月三十日 

条例第二十八号 

港区は、活発な都市活動と多様な居住環境とが共

存するまちとして発展してきた。また、歴史的な景

観も多く、緑や水辺などの貴重な自然環境も有する

まちである。 

しかし、さまざまな社会経済活動が営まれる中で

資源やエネルギーが大量に消費されることにより、

港区にも大きな環境への負荷がもたらされている。 

もとより区民は、人と自然とが共生することので

きる良好な環境のもとに健康で安全かつ快適な生活

を営む権利を有するとともに、かけがえのない環境

を守り、より良好な環境を将来の世代に引き継いで

いくべき責務を負っている。 

今こそ、すべての人びとが日常の生活や事業活動

の中で、自らの行動を考え、創意と工夫によって、

環境にやさしい継続的な行動をとることが求められ

ている。 

このような認識の下に、環境への負荷の少ない、

居住と都市活動とが調和した居住環境都市をつくり

あげていくために、ここに、この条例を制定する。 

(目的) 

第一条 この条例は、環境の保全について基本理念

を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにす

るとともに、環境の保全に関する施策の基本的な

事項を定めることにより、その施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって区民が健康で安全かつ快

適な生活を営む上で必要とする良好な環境を実現

することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 環境の保全 良好な環境を維持し、回復し、

及び創造することをいう。 

二 環境への負荷 人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因

となるおそれのあるものをいう。 

三 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動 

その他の人の活動に基づく生活環境の侵害で 

あって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、

騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人

の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適

な生活が阻害されることをいう。 

(基本理念) 

第三条 環境の保全は、次の各号に掲げる基本理念

に基づき行われなければならない。 

一 区民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で

必要とする良好な環境を実現し、これを将来の

世代へ継承して行くことを目的として行うこと。 

二 人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない

持続的な発展が可能な都市を構築することを目

的として、すべての者の積極的な取組によって

行うこと。 

三 すべての事業活動及び日常生活において行う

こと。 

(区の責務) 

第四条 区は、環境の保全を図るため、次に掲げる

事項に関し基本的かつ総合的な施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 

一 公害の防止に関すること。 

二 大気、水、動植物等からなる自然環境の保全

に関すること。 

三 人と自然との豊かなふれあいの確保、良好な

景観の保全、歴史的文化的遺産の保全等に関す

ること。 

四 資源循環、エネルギーの有効利用及び廃棄物

の減量に関すること。 

五 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地

球環境の保全に関すること。 

六 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の

低減に関すること。 

(区民の責務) 

第五条 区民は、その日常生活において、環境への

負荷の低減並びに公害の防止及び自然環境の適正

な保全に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、区民は、環境の保全に

自ら努めるとともに、区が実施する環境の保全に

関する施策に協力する責務を有する。 
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(事業者の責務) 

第六条 事業者は、事業活動を行うときは、環境へ

の負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に

伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正

に保全するため、その責任において必要な措置を

行う責務を有する。 

2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業

活動を行うときは、その事業活動に係る製品その

他の物が使用され、又は廃棄されることによる環

境への負荷の低減に資するために必要な措置を行

うよう努めなければならない。 

3 前二項に定めるもののほか、事業者は、その事業

活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、

区が実施する環境の保全に関する施策に協力する

責務を有する。 

(環境基本計画) 

第七条 区長は、環境の保全に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、環境の保全につい

ての基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)

を策定しなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 環境の保全に関する目標 

二 環境の保全に関する施策の方向 

三 前二号に掲げるもののほか、環境の保全に関

する重要事項 

3 区長は、環境基本計画を策定するときは、区民及

び事業者(以下「区民等」という。)の意見を反映

することができるよう必要な措置を行うものとす

る。 

4 区長は、環境基本計画を策定するときは、あらか

じめ港区環境審議会の意見を聴かなければならな

い。 

5 区長は、環境基本計画を策定したときは、速やか

に、これを公表しなければならない。 

6 前三項の規定は、環境基本計画の変更について準

用する。 

(環境行動指針) 

第八条 区長は、区及び区民等が環境の保全に関し

て配慮すべき事項を、環境の保全についての行動

指針(以下「環境行動指針」という。)として策定

しなければならない。 

2 区長は、環境行動指針を策定するときは、区民等

の意見を反映することができるよう必要な措置を

行うものとする。 

3 区長は、環境行動指針を策定したときは、速やか

に、これを公表しなければならない。 

4 前二項の規定は、環境行動指針の変更について準

用する。 

(施策の策定等にあたっての配慮) 

第九条 区は、環境に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するときは、環境基本計画

及び環境行動指針との整合を図るものとする。 

2 区は、環境の保全に関する施策について総合的に

調整し、及び推進するために必要な措置を行うも

のとする。 

(環境影響調査の措置) 

第十条 区は、環境に著しい影響を及ぼすおそれの

ある事業を実施しようとする者に対し、その事業

の実施前に環境の保全について適切な配慮がなさ

れるよう必要な措置を行うものとする。 

(資源循環の推進) 

第十一条 区は、環境への負荷を低減するため、区

民等による資源循環が促進されるよう必要な措置

を行うものとする。 

2 区は、環境への負荷を低減するため、区の施設の

建設及び維持管理その他の事業を実施するときは、

資源循環、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減

量に努めなければならない。 

(区民等の意見の反映) 

第十二条 区は、環境の保全に関する施策に、区民

等の意見を反映することができるよう必要な措置

を行うものとする。 

(情報の提供) 

第十三条 区は、環境の保全に資するため、必要な

情報を区民等に適切に提供するよう努めるものと

する。 

(区民等の自発的な活動の促進) 

第十四条 区は、区民等による自発的な環境の保全

に関する活動が促進されるよう必要な措置を行う

ものとする。 

(環境学習の推進) 

第十五条 区は、区民等が環境の保全についての理

解を深めるとともに、区民等による自発的な環境

の保全に関する活動が促進されるように、環境の

保全に関する学習の推進を図るものとする。 

(調査及び研究の実施等) 

第十六条 区は、環境の保全に関する施策を適切に
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実施するため、公害の防止、自然環境の保全その

他の環境の保全に関する事項について、情報の収

集並びに調査及び研究に努めるものとする。 

(監視及び測定等) 

第十七条 区は、環境の状況を的確に把握するとと

もに、そのために必要な監視及び測定等の体制を

整備するものとする。 

2 区は、前項の規定により把握した環境の状況を公

表するものとする。 

(国及び東京都等との協力) 

第十八条 区は、環境の保全を図るため、国、東京

都その他の地方公共団体と協力し、その推進に努

めるものとする。 

(地球環境の保全の推進) 

第十九条 区は、地球環境の保全に資する施策を国

等と連携して推進するものとする。 

(環境審議会) 

第二十条 環境の保全に関する基本的事項について

調査審議するため、区長の付属機関として港区環

境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を

調査審議する。 

一 環境基本計画に関すること。 

二 一般廃棄物の処理に関する基本方針その他の

重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、環境の保全に関

する基本的事項 

3 審議会は、環境の保全に関し、区長に意見を述べ

ることができる。 

4 審議会は、環境の保全について学識経験を有する

者、区民、事業者及び区議会議員のうちから区長

が委嘱する委員十四人以内をもって組織する。 

5 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、区規則で定める。 

(委任) 

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、

区規則で定める。 

付 則 

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。 

2 この条例の施行の際、現に存する港区環境基本計

画は、第七条の規定により策定された環境基本計

画とみなす。 

付 則(平成一一年一二月一六日条例第三二

号) 

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

2 この条例の施行の日以後平成十二年八月三十一

日までの間に、この条例による改正後の東京都港

区環境基本条例第二十条第四項の規定により新た

に委嘱される東京都港区環境審議会の委員の任期

は、同条第五項の規定にかかわらず、平成十二年

八月三十一日までとする。 
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２ 港区環境審議会規則

○港区環境審議会規則

平成十年三月三十日 

規則第五十七号 

(趣旨) 

第一条 この規則は、港区環境基本条例(平成十年港

区条例第二十八号。以下「条例」という。)第二十

条第六項の規定に基づき、港区環境審議会(以下

「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

(委員) 

第二条 条例第二十条第四項に規定する委員は、次

の各号に掲げる者につき委嘱する。 

一 学識経験を有する者 四人以内 

二 区民及び事業者 七人以内 

三 区議会議員 三人以内 

(会長及び副会長) 

第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互

選により選出する。 

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

(招集) 

第四条 審議会は、会長が招集する。 

(定足数及び表決数) 

第五条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ

会議を開くことができない。 

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(意見聴取等) 

第六条 審議会は、必要があると認めるときは、委

員以外の者に対して会議への出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 

(会議の公開) 

第七条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審

議会が公開することが適当でないと認めるときは、

この限りでない。 

(専門部会) 

第八条 会長は、諮問事項に関する専門的な調査又

は検討を行わせるため、必要があると認めるとき

は、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を

置くことができる。 

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選に

より選出する。 

4 部会は、部会長が招集する。 

5 部会長は、部会の事務を統括し、部会の審議の経

過及び結果を審議会に報告する。 

(会議録の作成保存) 

第九条 会長は、会議録を作成し、これを保存しな

ければならない。 

(庶務) 

第十条 審議会の庶務は、環境リサイクル支援部環

境課において処理する。 

(その他) 

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の

運営について必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

付 則(平成一二年八月二八日規則第七九号) 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十

一条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。 

付 則(平成一三年三月三〇日規則第四一号) 

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

付 則(平成一八年三月三一日規則第八七号) 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

付 則(平成二二年三月二九日規則第四九号) 

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 
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３ 港区環境調整委員会設置要綱 

○港区環境調整委員会設置要綱

平成10年8月24日

10港都環第280号

(目的及び設置)

第1条 港区における環境の保全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、港区環境調

整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項につい

て検討する。

(1) 港区環境基本条例(平成10年港区条例第

28号。以下「条例」という。)に基づく環境

基本計画の推進に関すること。

(2) 条例に基づく環境行動指針の策定に関す

ること。

(3) 環境行動指針に基づく区の行動計画の策

定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全に

関する施策の総合調整及び推進に関するこ

と。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員を

もって組織する。

2 委員長は、環境リサイクル支援部長をもって

充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、環境課長をもって充て、委員長

を補佐し、委員長に事故があるときは、その職

務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充

てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員

以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くこと

ができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(作業部会)

第5条 委員長は、所掌事項の調査検討について

必要と認めるときは、委員会に作業部会を置く

ことができる。

2 作業部会の長(以下「部会長」という。)及び

部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委

員長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会

員以外の者を出席させ、意見を聴くことができ

る。 

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、環境リサ

イクル支援部環境課において処理する。 

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項

は、委員長が定める。 

付 則

この要綱は、平成10年9月22日から施行する。

付 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 

付 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表

芝地区総合支所 協働推進課長

麻布地区総合支所 協働推進課長

赤坂地区総合支所 協働推進課長

高輪地区総合支所 協働推進課長

芝浦港南地区総合支所 協働推進課長

総合支所 まちづくり担当課長代表

産業・地域振興支援部 地域振興課長

保健福祉支援部 保健福祉課長

みなと保健所 生活衛生課長

子ども家庭支援部 子ども家庭課長

街づくり支援部 都市計画課長

環境リサイクル支援部 地球温暖化対策担当課長

みなとリサイクル清掃事務所長

企画経営部 企画課長

防災危機管理室 防災課長

総務部 総務課長

教育委員会事務局 庶務課長
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４ 主な環境基準 

（１）大気汚染に係る環境基準 

測定項目 環境基準 

二酸化硫黄 

（ＳＯ2） 
1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下で、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下。

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

1 時間値の 1日平均値が 10ppm 以下で、かつ 

1 時間値の 8時間平均値が 20ppm 以下。 

浮遊粒子状 

物質（ＳＰＭ） 

1 時間値の 1日平均値が 0.10mg/ 以下で、かつ、1時間値が 0.20mg/ 以

下。 

光化学オキシダント（Ｏx）1時間値が 0.06ppm 以下。 

二酸化窒素 

（ＮＯ2） 

1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内、又はそれ

以下。 

微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 1 年平均値が 15μg/ 以下で、かつ、1日平均値が 35μg/ 以下。 

（２）水質汚濁に係る環境基準 

＜古川の水質の環境調査＞

項 目 単位 環境基準 

水素イオン濃度（ｐＨ） － 6.0以上8.5以下 

溶存酸素（ＤＯ） mg/  2以上 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） mg/  8以下 

浮遊物質（ＳＳ） mg/  100以下 

＜運河の水質の環境調査＞

項 目 単位 環境基準 

水素イオン濃度（ｐＨ） － 7.0以上8.3以下 

溶存酸素（ＤＯ） mg/  2以上 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） mg/  8以下 

全リン mg/  0.09以下 

全窒素 mg/  1以下 

（３）ダイオキシン類の環境基準 

媒体 単位 環境基準 

水質 pg-TEQ／ 1 以下 

底質 pg-TEQ／g 150 以下 
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（４）騒音に係る環境基準 

地域 

類型 
当てはめ地域 地域の区分 

時間の区分 

昼間(6 時～22時) 夜間(22 時～6時) 

Ａ 

第 1 種 

低層住居専用地域 
一般地域 55ｄＢ以下 45ｄＢ以下 

第 2種 

低層住居専用地域 

第 1種中高層 

住居専用地域 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
60ｄＢ以下 55ｄＢ以下 

第 2種中高層 

住居専用地域 

Ｂ 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

一般地域 55ｄＢ以下 45ｄＢ以下 

2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
65ｄＢ以下 60ｄＢ以下 

Ｃ 

近隣商業地域 
一般地域 60ｄＢ以下 50ｄＢ以下 

商業地域 

準工業地域 車線を有する道路に面する

地域 
65ｄＢ以下 60ｄＢ以下 

工業地域 

  備考：車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車

道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかか

わらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

昼間 70ｄＢ以下 

夜間 65ｄＢ以下 



５　用語解説

用語 説明

3 ３R
ごみの減量と資源化に関する取組を表す言葉で、リデュース
（ごみになるものを減らす；Reduce）、リユース（今あるもの
を繰り返し使う；Reuse）、リサイクル（資源をもう一度原料な
どにして再び利用する；Recycle）からなる。

Ｂ
ＢＯＤ（生物化学的
酸素要求量）

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費さ
れる酸素量のことで、河川の有機物による汚濁の状況を測る代
表的な指標

Ｃ ＣＯ（一酸化炭素）

石油や石炭などの炭素を含む物質が燃焼するとき、酸素の供給
が不十分な場合に不完全燃焼を起して発生する無色無臭の気
体。大気中では自動車や工場、家庭ではストーブなどの暖房器
具から発生する。一酸化炭素を長時間吸うことで、酸欠状態に
なり、めまい、頭痛、吐き気などの一酸化炭素中毒を引き起こ
す。

Ｃ
ＣＯＤ（化学的酸素
要求量）

水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を
酸素量に換算したもので、海水や湖沼の有機物による汚濁の状
況を測る代表的な指標

Ｄ ＤＯ（溶存酸素）
水に溶け込んでいる酸素の量のこと。DOが減少すると、水中の
好気性微生物の活動が鈍って悪臭がしたり、水生生物が窒息死
したりする。DOの場合は数値が大きいほど良好な水質となる。

Ｅ ｅ-ラーニング パソコンやインターネットを利用して行う学習のこと。

Ｎ 二酸化窒素（ＮＯ2）

燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が化合することによるほ
か、窒素分を含む有機物が燃焼するときにも発生する。発生源
は、工場、自動車、家庭等多岐にわたる。赤褐色の刺激性の気
体であり、高濃度のときは、眼、鼻等を刺激するとともに、健
康に影響を及ぼすといわれている。

Ｏ
Ｏｘ（光化学オキシ
ダント）

大気中の窒素酸化物や炭化水素等が、強い日射（紫外線）によ
る光化学反応で生成する酸化性物質の総称。光化学スモッグの
主な原因

Ｐ
pＨ（水素イオン濃
度）

酸性・アルカリ性の度合いを表すのに、pH（ピーエッチ）と呼
ばれる数値を使う。pHの値に単位はなく、pH＝７が中性で、そ
れより数値が小さいほど酸性が強くなり、それより数値が大き
いほどアルカリ性が強くなる。

Ｐ
ＰＭ２．５（微小粒子状
物質）

大気中の粒子状物質のうち、粒径2.5μm以下のもの。呼吸器系等へ
影響が懸念されている。

Ｓ ＳＯ２（二酸化硫黄）

主に重油等の硫黄分を含む燃料が燃焼するときに発生。また、火山
活動により高濃度になる。高濃度のときは、目の粘膜に刺激を与える
とともに呼吸器に影響を及ぼすといわれている。また、金属を腐食さ
せたり、植物を枯らしたりするといわれている。
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用語 説明

Ｓ
ＳＰＭ（浮遊粒子状物
質）

大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のも
のをいう。発生源は、工場、交通機関、家庭等人為的なもののほか、
土壌の舞い上がりや火山活動等自然的なものがある。この粒子は、沈
降速度が小さいため、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度のとき
は健康上影響を与えるといわれている。

Ｓ SS（浮遊物質）

水中に浮遊又は懸濁している直径２mm 以下の物質の量のこと。プラ
ンクトンなどの生物の死骸や糞やその分解物、これらに付着する微生
物などの有機物、粘土微粒子などの無機物が含まれる。ＳＳの値が大
きいほど、水の透明度などの外観が悪化する。

あ アスベスト

石綿ともいわれる天然に存在する繊維状の鉱物。軟らかく、耐熱・耐
磨耗性、対腐食性に優れているため、セメントと混合して多くは建材
等に使われてきたが、アスベストの繊維を肺に吸い込むと、肺がんな
どの健康被害を引き起こすおそれがあるというので問題となり、日本
では労働安全衛生法、大気汚染防止法などによって規制・管理され
ている。

あ アドプト制度

アドプトとは「養子にする」という意味で、区民等が構成する団体等が
「里親」となり、地域の道路・公園等を「養子」に見立て、責任を持って
保守管理していく制度のこと。この養子縁組を確認する意味で、参加
する団体等は行政と合意書を取り交わし、相互に役割を確認した上
で、美化、清掃、緑化等のボランティア活動を行う。港区では「港区ア
ドプト・プログラム」として推進。

え エコドライブ
加減速の少ない運転、空ぶかしや長すぎるアイドリングを行わ
ないなど、環境に配慮した自動車運転のこと。

え エコプラザ

区民の環境の保全に関する理解を深めることにより、環境への
負荷の少ない生活文化の形成に寄与するために設置された施設
で、環境の保全に関する普及・啓発や学習などの事業を実施。
正式名称は港区立エコプラザ（所在地：浜松町一丁目13 番１
号）

え エコライフ・フェア

環境に関するメッセージを広く伝えるために、毎年５月に開催
しているイベント。区、企業、民間団体などが自ら取り組む環
境活動の展示、環境負荷を減らすための生活の工夫などを紹
介。

オ オキシダント
大気中の窒素酸化物や炭化水素等が、強い日射（紫外線）によ
る光化学反応で生成する酸化性物質の総称。光化学スモッグの
主な原因

か 外来種（外来生物）

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の
地域から入ってきた生きもののこと。外来生物。他の国から持
ち込まれた生きものを国外外来種、日本国内のある地域から、
もともといなかった地域に持ち込まれた生きものを国内外来種
という。

か 拡大生産者責任
生産者が、自ら生産する製品等について使用され廃棄物となっ
た後まで一定の責任を負うという考え方（循環型社会形成推進
基本法）
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用語 説明

か 風の道

ドイツのシュトゥッガルト市の都市計画で採用されたヒートア
イランド現象に係る対策で、郊外から都市内に吹き込む風の通
り道を作り、都市中心部で暑くなった大気を冷やすことができ
るという考え方に基づくもの。わが国のヒートアイランド対策
においても、都市構造の改善に関する対策の一つとして着目さ
れている。

か 環境アセスメント

開発事業等が環境に与える影響を予測・評価し、その内容につ
いて、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに専門的立場
からその内容を審査することにより、事業実施に際して適正な
環境配慮がなされるようにするための一連の手続

か
環境マネジメントシ
ステム

事業組織が環境法令などの規制基準を遵守するだけでなく、自
主的、積極的に環境保全活動を推進するための計画・実行・点
検・評価（見直し）という一連の手続きのこと。

こ 高反射率塗料

太陽光の中の近赤外線領域を効率的に反射させる塗料のこと。
建物の屋上または屋根に塗布することで、表面温度を下げるこ
とにより、ヒートアイランド対策に効果があるほか、建物内部
へ熱の伝導を減少させることから、空調のエネルギー使用量を
削減する効果もある。

さ 再生可能エネルギー

「非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利
用することができると認められるもの」で、太陽光、風力、水
力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バ
イオマスのこと。資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利
用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しな
いエネルギー

し 自己処理責任
事業活動に伴い発生するごみや資源は、事業者自らの責任にお
いて適切に処理する必要があるという考え方。（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）

し 実質浸透域率
自然の浸透域だけでなく、雨水浸透ますや透水性舗装などの人
工的な浸透施設の浸透も浸透域に換算した、両者の合計の浸透
域が土地の面積に占める割合

し 自転車シェアリング
地域内に複数のサイクルポートを設置し、どのポートでも自転
車を借りることができ、返却することができるシステム

し 遮熱性舗装

舗装表面に赤外線を反射させる遮熱性樹脂を塗布したり、遮熱
モルタルを充填する舗装工法。道路の表面温度の上昇を抑制す
るとともに、舗装への蓄熱量を減らすことでヒートアイランド
現象の緩和に寄与。

し 少量排出事業者 事業系ごみを区収集に出している小規模事業者

せ 生物多様性
あらゆる生きものが、相互に関わりあいながら生きているこ
と。
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用語 説明

せ 全窒素

水中に存在するいろいろな形態の窒素化合物の全体のこと。窒
素は、動植物の生育にとって必須の元素であり、肥料や排水な
どに含まれる窒素が海域や湖沼に流入すると、「富栄養化」の
原因となる。富栄養化が進むと生物の生態系の変化や赤潮・青
潮などの原因となる。

せ 全リン

水中に存在する各種の形態のリン化合物の全体のこと。窒素と
同様に動植物の生育にとって必須の元素であり、肥料や排水な
どに含まれる窒素が海域や湖沼に流入すると、「富栄養化」の
原因となる。富栄養化が進むと生物の生態系の変化や赤潮・青
潮などの原因となる。

て 低公害車

窒素酸化物（ＮＯｘ）や粒子状物質（ＰＭ）等の大気汚染物質
の排出が少ない、又はまったく排出しない、燃費性能が優れて
いるなどの環境にやさしい自動車。燃料電池車、電気自動車、
天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、低燃費かつ低排出ガス
認定車など。

て 低炭素社会

地球温暖化の主な要因である二酸化炭素の排出を抑えた社会の
こと。究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量
以内にとどめる（カーボン・ニュートラル）社会をめざすもの
とされる。

て 適応策

気候変動やそれに伴う気温・海水面の上昇が起きることを前提
に、人や社会・経済システムへの影響を軽減する対策。例え
ば、気温の上昇に対応するための熱中症対策や伝染病を媒介す
る生物の分布拡大に対応するための伝染病予防策など

と

都民の健康と安全を
確保する環境に関す
る条例（東京都環境
確保条例）

環境への負荷を低減する措置を定めるとともに、公害の発生源
について必要な措置を定めること等により、都民が健康で安全
かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的と
した東京都の条例。地球温暖化対策の推進、自動車に起因する
環境負荷の低減・公害対策、工場公害対策等について規定。

な 内部護岸
地震時の護岸倒壊による浸水を防止するとともに、高潮時に水
門などを閉鎖した後の降雨・下水等の流入による内水面の上昇
から背後地を防護する施設

は 排出者責任

廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクルや処理に関す
る責任を負うべきであるとの考え方。具体的には、廃棄物を排
出する際に分別すること、事業者がその廃棄物のリサイクルや
処理を自ら行うことなど（循環型社会形成推進基本法）

ひ ビオトープ
Bio（生物）とTope（場所）の合成語で、安定した環境を持つ野
生生物の生育空間のこと。

ひ ヒートアイランド 都市部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象

ほ 保水性舗装
舗装体内に保水材を充填した舗装工法の一種。保水した水分が
蒸発する際の気化熱によって道路の表面温度の上昇を抑制する
ことで、熱環境の改善とヒートアイランド現象の緩和に寄与。
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用語 説明

み 水循環系

雨が降り、地面を流れて川や海に流れ込んだり、地下に染み込
んだり、また、水蒸気となって雲になるといった絶え間なく続
く水の動きを「水循環」という。水循環系は本来の自然の水循
環に加え、人間活動に伴う人為的な水循環など、広く水の流れ
に関わるまとまりのこと。

み ミックスペーパー
コピー・ＯＡ用紙、シュレッダーくず等（雑誌・パンフレッ
ト、新聞・折込チラシ、段ボール以外でリサイクルできる紙
類）

み 緑のカーテン
つる性の植物（ゴーヤ、アサガオなど）を活用したカーテン。
建物に直射日光が当たるのを防ぎ、さらに葉の蒸散作用により
熱を逃がすため、建物の温度上昇を防ぐことができる。

み 緑のマット

芝生が植え込んである天然素材でできたマット。地表面や施設
の屋上などを簡易に芝生化することができ、地面や建物の蓄熱
量を減らすことでヒートアイランド現象の緩和を図ることがで
きる。

み
みなとエコ･オフィス
町内会

環境ＮＰＯであるオフィス町内会が参加オフィスの古紙を回収し、リサ
イクルするシステム

み
みなとエコチャレン
ジ

地球温暖化対策につながる、家庭における省エネ・節電といった環境
にやさしい行動の実践と定着を支援し、ＣＯ２排出量の削減を促進す
るための取組。省エネ・節電の実行や環境に関するイベントへの参加
などによってポイントが貯まり、貯まったポイントを区内共通商品券な
どに交換することができる。

み
みなと環境にやさし
い事業者会議

東京の中でも企業や各種団体の本部機能が集中している特徴を
生かして、事業者と区民と区が連携して環境保全活動を実施。
平成18 年設立

み
港区３Ｒ推進行動会
議

区民・事業者・行政の協働により３Ｒの取り組みを地域で積極
的に展開していくため、平成18 年10 月に発足。３Ｒ行動推進
のための啓発活動などを実施。

み
港区一般廃棄物処理
基本計画（第２次）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条に基づいて策定され
た港区の一般廃棄物処理基本計画

み
港区オフィスリサイ
クルシステム

港区リサイクル事業協同組合の組合員が訪問し、資源ごみの回
収時にチケットで料金を精算するシステム

み 港区環境基本条例
環境への負荷の少ない、居住と都市活動とが調和した居住環境
都市をつくりあげていくために、港区が平成10 年に制定した条
例

み
港区環境率先実行計
画（みんなとエコ21
計画）

区の事務事業の実施にあたり、環境保全行動を率先して実行す
るための計画。地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、
都道府県及び市町村に策定が義務付けられた「地球温暖化対策
地方公共団体実行計画（事務事業編）」としても位置付けられ
る。
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用語 説明

み 港区基本計画

港区基本構想（平成14 年12 月）に掲げる港区の将来像「やす
らぎある世界都心・ＭＩＮＡＴＯ」の実現に向け、長期的展望
に立って、区が取り組むべき目標や課題、施策の概要を体系的
に明らかにするとともに、年次的な事業計画によって、基本構
想実現のための具体的な道筋を示すことを目的とする、区政全
般を対象とする総合的な計画。現在の計画は、平成27 年度から
平成32 年度までの６か年の計画

み 港区景観計画

景観法第８条第１項に基づき策定する景観計画であり、港区に
おける景観形成の取組の方向性を示すとともに、景観法に基づ
く諸制度を活用した具体的な施策を示した、景観形成に関する
総合的な計画。平成21 年８月に策定。

み 港区景観条例
景観法において条例で定めることになっている事項など、景観
行政を実施するために必要な事項を定める条例

み
港区生物多様性地域
戦略

「生物多様性基本法」第13条に基づき、港区内における生物多
様性の保全及び持続可能な利用について、基本的事項を定める
もの。「港区環境基本計画」及び「港区緑と水の総合計画」の
もとに位置付けられている。

み
港区地球温暖化対策
地域推進計画

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、区の地球温
暖化対策を更に強化することを目的に、平成25 年度から平成32
年度を計画期間として、平成24 年度に改定した計画。

み
港区緑と水の総合計
画

都市緑地法第４条に規定される「緑の基本計画」として、「港
区緑と水に関する基本方針」の主旨を継承して、緑地の保全及
び緑化の目標、緑地の保全及び緑化の推進のための施策を定め
る、区の緑とオープンスペースに関する総合的な計画

み
港区みどりの活動員
制度

区民協働によるみどりの保全と創出を推進するため、民間緑地
の維持管理やみどりに関する知識の普及・啓発活動に自主的に
取り組む区民・事業者を、区が支援する制度

み
港区みどりの街づく
り賞

環境への配慮と優れた緑化計画を行い、その緑地を維持してい
る区民や事業者を表彰し、地域緑化への協力に感謝を示すとと
もに、更なる民間緑化の発展を願って創設した制度

み みなと区民の森
港区とあきる野市の交流事業として、あきる野市から港区が借
り受けた20ha の市有林。森づくり、自然観察・環境学習などを
実施。

も 持込ごみ
事業者自ら又は一般廃棄物収集運搬業者が処理施設に搬入する
ごみ。

り
流路整正（りゅうろ
せいせい）

河川の水が円滑に流れるように、流路（水の流れる場所）を整
えること。

り 緑被率
ある土地の区域面積に占める緑被地の割合。緑被地とは、樹木
被覆地と草地を合わせた、植物で覆われた土地(屋上緑地を含
む)のこと。
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