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６.1 取組の考え方 

 

地域社会を構成する私たち一人ひとりが、自らの日常生活や事業活動を再点検し、限られた資源の有効活用や

既に利用された資源の循環活用、あるいは新たなエネルギーの開発・利用など、地球環境への負荷が少ない日常

生活や事業活動に変換するよう努力する必要があります。 

平成9 年 3 月に策定した本市の環境基本計画においては、地球環境保全を基本方向のひとつとして掲げており

ます。従って、本計画においても、この基本計画との整合を図った取組の基本方針を定め、取組を実施していき

ます。 

また、船橋市の自然的、社会的な特徴を考慮し、取組の中心となる重点取組を策定し、重点的に取

り組んでいくこととします。なお、重点取組の具体的な行動については、アクションプランを策定し、

実行することとなります。 

取組の基本方針は、以下の通りとし、取組みの全体像は次のとおりです。 

 

 

 

  

１． 省資源省エネ型社会の構築 

２． 施策の展開と推進 

３． 市民参加による環境にやさしいくらし 

４． 環境に配慮した事業活動の促進 

５． こどもから大人まで気付くから始まる環境学習 

取組の基本方針 
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【主体別の取組方針】

地球温暖化関連
○省エネ・新エネ
○高効率機器開発・普及
○緑化の推進　…等

他の主な環境課題
○省資源、リサイクル
○意識低下、意識改革
○情報提供　…等

　　　　　基本方針

１．省資源省エネ型社会
　　の構築

２．施策の展開と推進

３．市民参加による環境
　　にやさしいくらし

４．環境に配慮した事業
　　活動の促進

５．こどもから大人まで
　　気付くから始まる
　　環境学習

①地球温暖化防止の施策を展開する

②一事業者・一消費者としての取組を進める

③本計画の実施状況を把握するなど、適切な計画の推

　進に努める

①地球温暖化についての問題意識の醸成に努め、理解や

　関心を持つよう努める

②日常生活における省資源・省エネルギー行動の実践に

　努める

③地域における温暖化防止の活動に積極的に参加する

④行政の実施する地球温暖化対策に協力する

①温室効果ガスの排出の少ない製品の開発を進める。

②事業活動における省資源・省エネルギーの実践と従業

　者の環境教育を行う。

③地球温暖化防止の取組に関する計画、実施状況を積極

　的に公表する。

④行政の実施する地球温暖化対策に協力する。

⑤製品・サービスによる温室効果ガス削減に関する情報

　提供を行う。

(

仮

)

ふ
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ば
し
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地
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協
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課題等
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進

市
民

事
業
者

市

重点取組
　　　　　「あなたも参加、ストップ温暖化」（仮）

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

 
 

図 ６.１ 計画の全体像 
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６.2 主体別の取組 

 

６.2.1 市の取組 

 

地球温暖化対策を進めるには、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たすことが重要

です。市は、市民、事業者等への普及啓発を通じて情報を提供、市民や事業者等が行う環境保全活

動を支援、市の事務・事業おける率先行動の推進等を実践していきます。 

これらの事業を地域協議会と連携して行います。 

 

 

 

          エネルギー対策        省エネルギーの推進 

                         新エネルギーの活用 

                      ふなばしエコオフィスプランの推進 

 

       産業対策           省エネルギー型生産構造への転換促進 

                      環境に配慮した事業活動の推進 

                           

       運輸･交通対策        公共交通機関の利用促進 

                      物流の効率化に向けた支援 

                      自動車排ガス排出抑制対策の推進･支援 

 

       民生対策           ライフスタイルの見直し 

                         環境に配慮した事業活動の推進(再掲) 

 

          廃棄物対策          ｢船橋ごみゼロプラン２００７｣による 

                         一般廃棄物の減量化･リサイクル 

                         産業廃棄物の減量化･リサイクル 

 

                          森林整備の推進 

                          都市緑化の推進 

 

 

 

 

 

図 ６.２ 取組み体系図 

 

二酸化炭素排出抑制 

吸収源対策(緑の基本計画の推進)

環境学習･普及啓発の推進 

市民運動等の展開 

 

対

策

・

施

策

体

系 
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表 ６.１ 市の取組 

（１）二酸化炭素排出抑制 

エネルギー対策 

・国や県と連携して、省エネルギー対策を推進します。 

・新エネルギーを含めた、未利用エネルギーの利用を促進します。 

・国、県や事業者と連携し、革新的なエネルギー高度利用技術の利用の

促進に努めます。 

・ふなばしエコオフィスプランを推進し、省エネルギーに努めます。 

・市の庁舎については省エネ性能に優れたグリーン庁舎の整備を進めま

す。 

新・省エネ

ルギー型生

産構造への

転換促進 

・温室効果ガス排出量報告制度、削減計画書、自主行動計画の公表を通

じて、工場などでのエネルギーの使用合理化を促進します。 

・国や県と連携し、各種助成措置や優遇制度などの情報提供を通じて、

新エネルギーや省エネルギーに関する設備、機器の導入、環境技術開

発等の推進を支援します。 

環境に配慮

した事業活

動の推進 

環境マネジメントシステムの導入を支援します。 

産業対策 

フロン対策

の推進 
フロン回収及び適正処理実態把握に努め、推進を支援します。 

公共交通機

関の利用促

進 

公共交通機関の利用促進に向けた普及啓発や路線の維持・確保に向けた

支援を行います。 

物流の効率

化に向けた

支援 

中小事業者の共同配送に向けた取組等、物流の効率化を支援します。 
運輸・交通

対策 

自動車排気

ガス排出抑

制対策の推

進、支援 

エコドライブの実証試験を経て、市民や事業者のエコドライブ推進や低

公害車の普及を促進します。 

ライフスタ

イルの見直

し 

環境フェアや環境学習講座などを通じて、市民のライフスタイル変換へ

の意識向上を推進します。 
民 生 対 策

（家庭・業

務） 環境に配慮

した事業活

動の推進 

環境マネジメントシステムの導入を支援します。 
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表 ６.１ 市の取組（つづき） 

 

「船橋ごみ

ゼロプラン

2007」によ

る一般廃棄

物の減量

化・リサイ

クルの推進 

・循環型社会廃棄物に関する情報提供及び普及啓発を行います。 

・事業系ごみの排出指導を行います。 

・マイバッグ運動及び詰め替え商品の推奨。 

・レジ袋廃止や簡易包装に対する小売業者への協力要請。 

・分別区分の拡大を検討します。 

・バイオマスの利活用を推進します。 
廃棄物対策 

産業廃棄物

の減量化・

リサイクル

の推進 

・排出事業者の減量化へ向け、情報の収集や啓発を行います。 

・公共工事での排出削減へ向けた取組を推進します。 

・循環資源の利用促進に向けた支援を行います。 

（２）吸収源対策(緑の基本計画の推進) 

森林整備の

推進 

・市民の憩いの場となる「市民の森」を活用し、緑地の保全に努めます。

・市内に自生している樹木の植樹を行い、ふるさとの森づくりを推進し

ます。 
吸収源対策

（緑の基本

計画の推

進） 都市緑化の

推進 

・防災公園、中規模公園の配置等により公園緑地の整備推進を図ります。

・「CO2ダイエット宣言」と連動した緑化を推進します。 

（３）環境学習･普及啓発の推進、市民運動等の展開 

環境学習・普及啓発の推

進 

・環境に関する副読本や環境学習プログラムを作成するなど、学校にお

ける環境学習を推進します。 

・学校など公共施設、事業所、家庭における緑のカーテン運動の推進を

支援します。 

・生物カレンダーの作成を行う等、環境に関する情報提供の場を広げま

す。 

・地球温暖化防止活動推進員と協働してストップ温暖化出前講座を推進

します。 

・地域協議会において環境学習や環境保全活動のリーダーとなる人材の

養成に努めます。 

・事業者の環境教育支援活動と連携し、より一層の環境学習推進に努め

ます。 

市民運動等の展開 

・市民、事業者等が取り組む環境活動を支援します。 

・市民、事業者、行政相互の意見交換、情報交換を行うための場を設け、

環境保全のための市民運動を展開します。 

市の率先行動 

・ふなばしエコオフィスプランを推進し、省エネルギーに努めます。 

・清掃工場での環境マネジメントシステムを継続します。 

・アイドリングストップ機器を公用車に設置するなどエコドライブの実

証試験を行い結果を公表します。 
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６.2.2 市民の取組 

 

私たちの日常生活における行動はエネルギーの消費を伴っており、生活そのものが地球温暖化の

原因の一部となっています。このことをよく理解し、適切なエネルギー利用を心がけていくことが

重要です。 

 

表 ６.２ 市民の取組 

 

冷暖房機器

の適正使用 

・冷暖房機器は、暖房は２０℃、冷房は２８℃で使用しましょう。 

・電気カーペットやコタツは温度設定に気をつけましょう。 

・冷暖房機器の不必要な付けっぱなしに気をつけましょう。 

その他の家

電製品等の

適正使用 

・使用していない家電製品は主電源を切りましょう。 

・長時間使用しない家電製品は、コンセントを抜きましょう。 

・部屋を必要以上に明るくせず、照明はこまめに消しましょう。 

・冷蔵庫にはものを詰め込み過ぎないようにしましよう。 

・冷蔵庫の扉の開閉はなるべく少なくし、長い時間開けておかないよう

にしましょう。 

・洗濯機は大きさに合わせてまとめ洗いを心がけましょう。 

・掃除機のフィルターをこまめに掃除し、効率よく使用しましょう。 

・トイレの便座ヒーターは低めの温度設定を心がけ、長時間使用しない

場合は電源を切りましょう。 

給湯器・調

理器具等の

適正使用 

・給湯器の種火はこまめに消しましょう。 

・給湯の温度を低めに設定し、出しっぱなしに気をつけましょう。 

・シャワーは出しっぱなしに気をつけ、使用時間の短縮に努めましょう。

・ガスコンロの炎は鍋の底からはみ出さないようにしましょう。 

・保温調理や余熱調理を活用しましょう。 

省エネルギ

ー･省資源

型ライフス

タイルの実

践 

家庭から出

るごみの減

量化・リサ

イクルの推

進 

・ごみの量を減らす努力を行いましょう。 

・マイバック運動を進め、レジ袋など過剰な包装を断り、省資源に努め

ましょう。 

・生ごみの肥料化（生ごみ処理機の活用等）を行い、ごみの排出を減ら

しましょう。 

・ものを大切にして、使えるものはできるだけ長く使用しましょう。 

・ごみ出しの分別を徹底しましょう。 

・自分ができるリサイクルを実践しましょう。 

省エネルギ

ー型機器の

購入 

・家電製品の購入時には、トップランナー機器などの省エネルギー性能

の高い製品を選びましょう。 

・ガス器具、石油器具の購入時には、エネルギー効率の高い製品を選び

ましょう。 設備・機器

の導入 

住宅の断熱

化 

・住宅の新築や改築時には、断熱材やペアガラスなど断熱性能の高い仕

組みを導入した、省エネルギー型の住宅にしましょう 
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表 ６.２ 市民の取組（つづき） 

 

自動車利用

の自粛 

・近くへの用はマイカーの使用を自粛し、自転車か徒歩で移動しましょ

う。 

・通勤やレジャーでもマイカーの使用を自粛し、公共交通機関の利用を

心がけましょう。 

・マイカーの利用を減らすため、自転車の積極的な利用を心がけましょ

う。 

自動車の適

正管理・使

用 

・こまめな整備を心がけ、タイヤの空気圧は適正に保ちましょう。 

・不要な荷物を積まず、燃費の向上に努めましょう。 

・駐車や長時間の停車時はアイドリングストップを励行しましょう。 

・急発進や急加速をやめて、燃費の向上に努めましょう。 

・不必要なエンジンの空ぶかしをやめて、燃料の無駄を省きましょう。

自動車 

低公害車・

低燃費車の

購入等 

・二酸化炭素の排出が少ない低公害車や低燃費車を選択しましょう。 

・用途や家族構成に合わせた大きさの自動車の選択し、エネルギーの無

駄を省きましょう。 

緑化の推進 

・二酸化炭素の吸収源である樹木の保全に貢献するため、植樹などの緑

化運動へ参加しましょう。 

・共同して参加した「CO2ダイエット宣言」を通じて提供された苗木を

植樹し、緑化を推進しましょう。 

・ベランダなどを利用して緑のカーテン運動を推進しましょう。緑のカ

ーテンの効果で冷房の効率が高まります。 

その他 
・地域の環境保全活動へは積極的に参加しましょう。 

・環境家計簿などを活用し、無駄なエネルギーの消費を抑えましょう。
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６.2.3 事業者の取組 

 

産業部門のうち製造業では、既に省エネルギー対策がとられている部分もありますが、今後も、

温室効果ガス排出量報告制度に基づく削減計画書、自主行動計画日本経団連環境自主行動計画の推

進などによる温室効果ガス排出量削減のための努力が必要です。 

民生部門・業務系については、近年のＯＡ機器の普及等によりエネルギー使用量が増加している

ため、省エネやリサイクルをより一層推進していく必要があります。 

また、環境にやさしい素材を用いた製品や環境負荷の少ないサービスの提供に積極的に努めるこ

とも必要です。 

 

表 ６.３ 事業者の取組 

 

自主行動計

画の推進 

削減計画書、自主行動計画などの取組を推進しましょう。その際に、計

画の進捗や実績を公表し、理解を広げるとともに、実行事業者の拡大に

努めましょう。 

エネルギー

利用効率の

向上 

・コージェネレーションなどを導入しましょう。 

・発電設備のコンバインドサイクル化やリパワリングで発電効率を高め

ましょう。 

・モーターのインバーター制御化などを行い、エネルギー効率を高めま

しょう。 

・高効率熱源機（ターボ冷凍機、ヒートポンプ等）を導入しましょう。

産業部門 

（ 製 造 業

等） 

温室効果ガ

スの排出の

少ない製品

等の開発 

・温室効果ガスの排出の少ない省CO2型製品やサービスの開発に努めま

しょう。 

・温室効果ガスの排出の少ない省CO2型製品やサービスに関する情報提

供を、積極的に行いましょう。 

環境に配慮

した自動車

使用の促進 

・駐車や長時間の停車時にはアイドリングストップを行いましょう。 

・エコドライブを心がけて、燃費の向上に努めましょう。 

・エコドライブ関連機器を利用し、燃費の向上に努めましょう。 

低公害車・

低燃費車の

導入 

・二酸化炭素の排出の少ない低公害車や低燃費車の導入を積極的に進め

ましょう 

・CNGやLPGの供給基地を整備し、低公害車の利便性を向上させ、普及を

促しましょう 

 

運 輸 部 門

（運輸事業

者、産業部

門・民生部

門（業務）

の運輸） 
省エネ型物

流体系の形

成（荷主と

物流事業者

の協働） 

・自動車輸送から鉄道貨物輸送へのモーダルシフトを推進し、よりエネ

ルギー効率の高い輸送手段に転換しましょう。 

・自動車による輸送を行う場合は、共同集荷、集配の合理化、大型化な

どを推進し、効率的な輸送を行いましょう。 

・適正な在庫管理を行い、余分な配送を抑制しましょう。 

 



第６章 地球温暖化防止に向けた取組  

 - 55 - 

 

 

表 ６.３ 事業者の取組（つづき） 

 

自主行動計

画等の推進 

削減計画書、自主行動計画などの取組を推進しましょう。また、計画の

進捗や実績を公表し、理解を広げるとともに、実行事業者の拡大に努め

ましょう。 

民 生 部 門

（業務） 

（産業部門

のオフィス

含む） 
エネルギー

管理の徹底 

省エネ型設備等の導入を推進 

・照明器具、ＯＡ機器などを導入する際は、トップランナー機器を選択

しましょう。 

・BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）の導入など、効率的な

エネルギー利用の仕組みを検討しましょう。 

・太陽光発電等の自然エネルギーの活用を推進しましょう。 

・コージェネレーション、高効率給湯器の導入など、エネルギー利用の

効率化を図りましょう。 

 

建築物の省エネ化を推進 

・ビルを新築する際には、省エネ基準を満たした断熱性能の高い建物に

しましょう。また、既設の建物を建て直す際には、省エネ基準に準じ

た断熱性能になるようにしましょう。 

 

省エネ型事業活動（エコオフィス）の推進 

・昼休み中の消灯や部分消灯など、不必要な照明を消し、省エネルギー

に努めましょう。 

・空調機の運転は、冬期は20℃、夏期は28℃に設定するなど、省エネモ

ードを心がけましょう。 

・ＯＡ機器等は、不使用時に電源を切るなど、待機時消費電力の抑制を

心がけましょう。 

・給湯器や調理器具は適正な使用を心がけましょう。 

廃棄物 

・ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）など製品アセスメントを導入

し、商品の環境への影響の低減を図りましょう。 

・廃棄物の減量化やリサイクルを推進しましょう。 

・過剰包装や梱包の見直し、包装の簡素化を推進しましょう。 

・グリーン購入やグリーン調達を推進し、環境にやさしい原材料や商品

の使用に努めましょう。 

緑化の推進 

・敷地内の緑の保全や植樹を推進しましょう。 

・壁面緑化や屋上緑化を推進しましょう。 

・緑のカーテン化を推進しましょう。 

その他 

環境マネジ

メントシス

テム等の推

進 

・ISO14001*1の認証取得やエコアクション21*2の導入を推進しましょう。

・国や県が推進している排出量報告制度も利用し、自社の環境保全の取

組を積極的に公表しましょう。 

・社内研修会等を開催し、従業員の意識向上に努めましょう。 

 

 

 

＊１：ISO14001 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に

向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業場内の体制・手続

き等を「環境マネジメントシステム」といいます。国際的な規格としてISO14000シリーズがあります。 

 

＊２：エコアクション21 

中小事業者が容易に取り組めるように、環境省によって定められた環境マネジメントシステムのこと。ISO14001規

格をベースとしています。
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６.3 重点取組 

 

船橋市における二酸化炭素排出量は、産業部門及び民生部門からの排出が全体のおよそ85%となっ

ています。 

産業部門では、主に工場でものなどを製造する際に使用されるエネルギーの消費によって二酸化

炭素が排出されていますが、これらによる排出量は二酸化炭素排出量のおよそ52%となっています。 

民生部門では、家庭や事務所ビルなどにおいて、冷暖房、照明、給湯等で多くの電気、ガス、灯

油が消費され、これらの消費による二酸化炭素排出量は、全体のおよそ34%を占めています。 

また、船橋市では、平成19年3月に一般廃棄物処理基本計画を策定しており、ごみ発生量を平成9

年比5％以上削減することを目標に取組を進めています。 

こうした本市における温室効果ガスの排出特性や県民等の意識を踏まえて、本計画の温室効果ガ

スの削減目標を達成するため、市民、事業者、行政が協力・連携しながら、以下の取組みを重点的

に推進していきます。 

 

 

重点取組
「あなたも参加、ストップ温暖化！」(例)

１．環境にやさしい生活の推進
２．環境に配慮した事業活動の推進
３．廃棄物の排出低減
４．環境保全活動への積極的参加
５．環境学習、普及啓発活動の推進

 

 
図 ６.３ 船橋市における重点取組 

 

重点取組の項目毎に、アクションプランを策定し、目標の達成を目指して積極的に取り組んでい

きます。 
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６.3.1 環境にやさしい生活の推進 

 

(1) 概要 

船橋市の民生部門における二酸化炭素排出量は、二酸化炭素排出量全体の、およそ34%となってい

ます。市民が省エネルギー型のライフスタイルを行うことで、二酸化炭素の排出を抑制することが

可能であり、その実践は重要と考えられます。 

そこで、環境にやさしい生活（エコライフ；家庭における省エネルギー型のライフスタイルの実

践）を重点取組の1つとして位置付け、推進していきます。 

 

(2) 具体的事業例 

市民による「環境にやさしい生活の推進」には、市民一人ひとりが、意識を持って望むことが必

要となります。ここでは、「環境にやさしい生活の推進」に向けて、市や温暖化防止対策の中核と

なる地域協議会が進める事業の例を示します。 

 
表 ６.４ 環境にやさしい生活の推進事業の例 

 

事業例 事業の目的 展開方向の例 

環境家計簿を活用し

た環境にやさしい生

活 

・環境家計簿をつけることを通し

て、わが家のエネルギー消費など

について確認し、省エネルギーを

はじめとする環境にやさしい生

活に向けた行動を促す。 

・市や地域協議会は、希望者（市民等）

に指定の環境家計簿を配布する。 
・環境にやさしい生活の取組によって省

エネルギーや省資源に成功した市民

は、環境家計簿を市に送付し、市は「環

境にやさしい市民証」によって表彰す

る。 
・「環境にやさしい市民証」が、市民に

とってはステータスとなる。 

マイバッグ推進 

・レジ袋や過剰包装をできるだけ少

なくし、資源を無駄にしない。 
・「もったいない」（ごみになるも

のはもらわない）精神を持つ。 

・レジ袋を断ったらポイントが得られ

る、マイバッグカードを作成。 
・市民は、マイバッグ推進により得たポ

イントで、市のゴミ袋等と交換など、

様々な特典を得ることが可能となる。
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６.3.2 環境に配慮した事業活動の推進 

 

(1) 概要 

事業者も環境に配慮した事業活動（エコオフィス；省エネルギー型の事業活動のうち事務所を中

心とした取組）を実施していきます。 

 

(2) 具体的事業例 

「環境に配慮した事業活動の推進」には、事業者が、自社事業についての環境影響状況を把握す

るとともに、その結果を公表するなど、意識を持って望むことが必要となります。ここでは、「環

境に配慮した事業活動の推進」に向けて、市や地域協議会が進める事業の例を示します。 

 
 

表 ６.５環境に配慮した事業活動の推進事業の例 

 

事業例 事業の目的 展開方向の例 

自主行動計画等策定

支援 

・市内の事業者が策定している削減

計画書、自主削減計画を市が公開

することにより、事業者による環

境配慮を支援する 

・排出量報告制度に基づき、削減計画書

作成、公表する。 
・自主削減計画を策定あるいは上位団体

が策定している計画に参加している

事業者を募集し、策定事業者として紹

介する。 
・策定事業者の環境報告書や計画書を市

のHPや市役所で閲覧できるようにす

る。 

マイバッグ推進 

・レジ袋や過剰包装をできるだけ少

なくし、資源を無駄にしない。 
・「もったいない」（ごみになるも

のださない）精神を持つ。 

・マイバッグカードを作成。 
・市民の様々なエコ行動をポイントに還

元することを想定する。例えば、マイ

バッグ持参、自転車・徒歩で買い物等。

・駐輪場はポイントで利用できる等の対

応もあり得る。 
・過剰包装が減ると、事業者の負担を軽

減することができる。 

 



第６章 地球温暖化防止に向けた取組  

 - 59 - 

 

６.3.3 廃棄物の排出低減 

 

(1) 概要 

船橋市の廃棄物部門における二酸化炭素排出量は、二酸化炭素排出量全体の、およそ4%となって

います。廃棄物の排出は、市民の生活や事業者の活動と密接な関係にあります。船橋市では一般廃

棄物処理計画「船橋ごみゼロプラン2007」を2007年3月に策定しました。循環型社会の構築に向け、

ごみ発生量の低減、 終処分の削減やリサイクルの推進を目標に掲げて取組を推進しています。 

この計画と共同し、廃棄物の排出低減を、地球温暖化防止対策に向けた重点取組のひとつとして

採り上げ、強力に推進していきます。 

 

天然資源
の投入

生産

販売

消費

廃棄

処理（ﾘｻｲｸﾙ、焼却）

最終処分量の最小化
（埋立）

循環型社会

① Reduce

（リデュース＝発生量を減らす）

② Reuse

（リユース＝くりかえし使う）

③ Recycle

（リサイクル＝再び資源にもどす）

３Ｒにより処理・処分の負荷ができる限り縮減されるとともに
天然資源の消費を抑制する社会

・天然資源投入量の低減　→　地球環境問題の低減　等
・焼却処理量の低減　　　→　ＣＯ２等による環境負荷削減、ダイオキシン類削減　等
・最終処分量の低減　　　→　自区域外に依存している埋立所分量低減による環境
　　　　　　　　　　　　　　負荷低減　等

 

 

図 ６.3６.４ 船橋市における循環型社会のイメージ 

資料：船橋市一般廃棄物処理基本計画
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(2) 具体的事業例 

「廃棄物の排出低減」には、市民や事業者が、省資源を心がけ、3Rを意識した生活や事業活動を

進めることが必要となります。ここでは、「廃棄物の排出低減」に向けて、市や地域協議会が進め

る事業の例を示します。 

 
 

表 ６.６ 廃棄物の排出低減事業の例 

 

事業例 事業の目的 展開方向の例 

地球温暖化防止を目指

した3R運動 

・3R運動によりごみの発生を抑制す

るとともに、地球温暖化防止の啓

発にもつなげる。 

・「船橋ごみゼロプラン2007」と連動

した、3R運動の展開。 
・市民や事業者はごみゼロプランの趣

旨に則り、3R運動を実践する。 

マイバッグ推進 

・レジ袋や過剰包装をできるだけ少

なくし、資源を無駄にしない（ご

みの発生抑制にもつながる）。 
・「もったいない」（ごみになるも

のはもらわない）精神を持つ。 

・レジ袋を断ったらポイントが得られ

る、マイバッグカードを作成。 
・ポイントは市のゴミ袋等と交換可能

とする。 
・マイバッグ推進により、これまで捨

てられてきた包装資源が、無駄に

ならずにすむことになる。 
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６.3.4 環境保全活動への積極的参加 

 

(1) 概要 

市民の一人ひとり及び事業者が、地球温暖化防止に向けて、能動的に活動することも重要な要素

です。 

船橋市では、毎年、環境フェアを開催し、地球温暖化防止を含めた様々な環境問題に取り組んで

きました。また、ふなばし三番瀬海浜公園では、「船橋三番瀬クリーンアップ」が市民、環境団体・

事業者、行政の協働で開催されています。このような催しに対し、市民や事業者が、積極的に参加

し、様々な体験、知識を得、そこから取組の輪を拡げていくことは、重要であると考えられます。 

船橋市では地域協議会に市民や事業者の環境保全活動への積極的参加を、重点取組のひとつとし

て取り上げて、推進していきます。 
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(2) 具体的事業例 

「環境保全活動への積極的参加」には、市が活動に関する情報提供の確実に行い、市民などが参

加しやすくするとともに、市民一人ひとりが、意識を持って望むことが必要となります。ここでは、

「環境保全活動への積極的参加」に向けて、市や地域協議会が進める事業の例を示します。 

 
 

表 ６.７ 環境にやさしい生活の推進事業の例 

 

事業例 事業の目的 展開方向の例 

環境保全活動ニュース

（仮称）を配信する 

・活動の状況を様々なメディアを

使って配信することにより、市

民等の参加を促す。 

・市の広報、HPはもとより、携帯電話の

メール配信登録を活用し、直接、情報

を配信する。 
・アドレスを登録した市民等には、定期

的に情報が配信される。 
・活動に参加したい場合は、メール送信

することにより、参加登録が完了す

る。 

環境標語の募集 

・環境に関する標語を募集し、環

境フェアなどで紹介するとと

もに、環境に関する意識をも

ち、あるいは高め、主体者とし

ての自覚を促す。 

・環境保全課にて環境標語の募集を行

う。 
・市の広報などで環境標語を募集し、優

秀作品を紹介するとともに、応募者に

は表彰を行う。 
・市民等は環境標語の応募を通じて、環

境についての意識の向上をねらう。 

環境家計簿を活用した

環境にやさしい生活 

・環境家計簿をつけることを通し

て、わが家のエネルギー消費な

どについて確認し、省エネルギ

ーをはじめとする環境にやさ

しい生活に向けた行動を促す。

・市や協議会は、希望者に指定の環境家

計簿を配布する。 
・環境にやさしい生活の取組によって省

エネルギーや省資源に成功した市民

は、環境家計簿を市に送付し、市は「環

境にやさしい市民証」によって表彰す

る。 

「CO2ダイエット宣言」

と連動した緑化 

・市民一人ひとりが「CO2ダイエ

ット宣言」を通じて、環境にや

さしい生活を心がけて、実践し

ていく。 
・「CO2ダイエット宣言」20枚に

つき1本の苗木を宣言事務局よ

り提供される。その苗木を、特

定の場所に植樹し、宣言のシン

ボルとしていく。 

・市民や事業者に宣言を呼びかけ、参加

者を募集する。 
・応募のあった市民や事業者全員に、

「CO2ダイエット宣言」をしてもら

う。 
・宣言によって提供された苗木を、市内

の公園に植樹し、宣言によって得られ

た植樹であることを明記し、シンボル

としていく。 
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６.3.5 環境学習、普及啓発の推進 

 

(1) 概要 

地球温暖化問題を始めとする地球環境問題について対応して行くためには、まず、理解を深めて

いくことが大変重要となります。そのためには、環境学習を含めた普及啓発の推進が欠かせないこ

とは言うまでもありません。 

船橋市では、環境学習のための講師派遣、こどもエコクラブへの支援などを通じ、広範囲の環境

教育・普及啓発を推進してきました。これらの取組は、一定の成果を挙げてきていますが、今後も

継続し、さらに発展させて推進することが重要であると考えられます。 

船橋市では環境学習、普及啓発を、重点取組のひとつとして取り上げて、推進していきます。 

 
 

(2) 具体的事業例 

環境学習、普及啓発の推進には、市が基盤となる仕組みを作り上げ、事業者や団体等の協力を得

て、進めていくことが必要となります。ここでは、「環境学習、普及啓発の推進」に向けて、市や

地域協議会が進める事業の例を示します。 

 
 

表 ６.８ 環境にやさしい生活の推進事業の例 

 

事業例 事業の目的 展開方向の例 

市民参加の環境学習、温

暖化対策推進 

・家庭でできる温暖化対策につい

て、市民に情報を提供するとと

もに、具体的な行動を起こして

もらう。 

・家族、友達、町内会、所属のクラブ等

を利用して、環境学習のグループを発

足させ、地域協議会に参加する。 
・グループを市が承認するとともに、チ

ーム-6%としても登録をする。 
・ストップ温暖化出前講座制度を設立

し、グループに対し、情報提供や環境

学習のための講師を派遣する。 
・市民等は環境グループを発足させ、学

習のための講師派遣等を要請するこ

とができる。 

省エネ相談 

・市民が家電製品を購入する際

に、省エネ製品について情報を

提供するなど、トップランナー

機器選択を推進する。 

・省エネ相談委員、省エネ相談窓口を設

置する。 
・環境カウンセラーなど、専門的な知識

を有する方を相談員として認定する。

・休日に、販売事業者と提携し、家電売

り場に相談員を置くことができる。 
・市民等は、家電製品購入にあたり、相

談員に相談し、より省エネ性能の高い

製品を選択することが可能。 

 

 


