
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

練馬区環境基本計画 2011（後期計画）は、練馬区環境基本条例に基づき、区

の環境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に策定するもので、

環境都市練馬区としてふさわしいまちづくりを進める基本的な指針と具体的な施

策を示します。 

また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、区域の自然的社会的条件に

応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策を定めます。 
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計画の基本的事項 

計画の位置づけ 

練馬区環境基本計画 2011（後期計画）（以下「後期計画」という。）は、練馬区環境基本

条例に位置づけられる環境の保全に関する基本的な計画に相当します。また、みどりの風吹くま

ちビジョンを環境面から推進する下位計画としての位置づけです。 

加えて、練馬区地球温暖化対策地域推進計画を基本計画の改定に伴い包含します。 

同時に、環境の保全に関する施策を推進するための個別計画の体系化を担う計画です。また、

関連計画についても環境関連施策として体系化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進主体と協働 

後期計画の推進主体は、区民、事業者およ

び区の三者とします。各主体の特性を活かし、

役割分担しながら、より効果的かつ効率的に 

環境保全に関する施策に取り組む必要がある 

ことから、三者の協働により後期計画を推進

します。 

 

計画の期間 

後期計画の対象期間は、従来の基本計画の対象期間が平成23年度から平成30年代初頭までで

あることと、みどりの風吹くまちビジョンを踏まえ、平成29年度から平成31年度までの3か年

とします。  

  

協 働 

環境保全に関する 

施策や取組を 

推進するために 

相互に連携・協力 

 

区 民 事業者 

区 

みどりの風吹くまちビジョン 

望ましい環境像と基本目標 

練馬区環境基本計画２０１１（後期計画） 

練馬区環境基本条例 
(平成 18 年 6 月公布) 

環境都市練馬区宣言 

・みどりの基本計画 

・エネルギービジョン 

・一般廃棄物処理基本計画（第 4次） 

環境の保全に関する施策を推進するための計画 

 

関連計画との整合を図る 

策定義務 

下位計画として位置づけ 

個別計画の体系化を図る計画 

地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編） 

（従来の練馬区地球温暖化対策地域推進計画） 

・都市計画マスタープラン 

・自転車利用総合計画 

・景観計画    等 

 

関連計画・施策 
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望ましい環境像 

後期計画では、上位計画であるみどりの風吹くまちビジョンおよび環境都市練馬区宣言におけ

る区のめざす姿や目標を踏まえ、「みどりの風吹く 豊かな環境のまち ねりま」を望ましい環

境像として定め、環境面からのまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

計画の推進 

計画の進行管理 

後期計画の進行管理は、計画（Plan）、実施（Do）、点検・評価（Check）、見直し（Action）

という環境マネジメントシステム（EMS）のPDCAサイクルに基づき、進捗状況を毎年度点検・

評価します。 

 

環境指標 

後期計画の進捗状況の点検は、区の環境状況や環境保全施策の実施状況を示す代表的な指標で

ある環境指標を用いて行います。  

 

 

 

みどりの風吹くまちビジョン 
（平成 27 年 3 月策定） 

Ⅰ 子どもの成長と子育ての総合的な支援 

Ⅱ 安心して生活できる福祉・医療の充実 

Ⅲ 安全・快適な都市の実現に向けた基盤整備 

Ⅳ 練馬区の魅力を楽しめるまちづくり 

Ⅴ 新たな区政の創造 

 

 
● みどりや水と共生する美しいまち 

● 安全で健康に暮らせる生活環境のまち 

●  

● 環境にやさしいこころを育み行動の環が 

広がるまち 

みどりの風吹く 豊かな環境のまち ねりま 

環境基本計画２０１１（後期計画） 

望ましい環境像 

環境都市練馬区宣言 
（平成 18 年 8 月宣言） 
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目標の達成に向けた施策 
 

望ましい 

環境像 基本目標 

み
ど
り
の
風
吹
く 

豊
か
な
環
境
の
ま
ち 

ね
り
ま 

Ⅲ 循環型のまちをつくる 

 

  

  
  
  

  

Ⅱ 自立分散型エネルギーのまちをつくる 

  

  

  

  

  

Ⅳ 快適な地域環境をつくる 

  

  

  

  

Ⅰ みどり豊かなまちをつくる 

  

  

  

  

 

  
  

   

 

 

  
  

   

  

 

  
  

   

  

 

 

  
  

   

  

Ⅴ 学びと行動の環を広げる 

  

  

  

  

環境指標 
・区のみどり施策への満足度 
・区全体の「みどり」に対する満足度 

重点事業 
・みどりの基本計画の改定と取組の推進 
・都市農地の制度改正に向けた取組の推進 

環境指標 
・住宅・事業所の再生可能エネルギー・ 
省エネルギー設備設置補助件数（累計) 
・区内のエネルギー消費量 

重点事業 
・地域コジェネレーションシステムの創設 
・避難拠点などでの緊急電源利用の推進 
・区民・事業者に対する分散型エネルギーシステム 
の導入支援 
・水素エネルギーへの理解促進 
・公園灯・街路灯の省エネルギー化 

環境指標 
・区民１人１日あたりのごみ収集量 
・リサイクル率 

重点事業 
・食品ロスの削減 
・不燃ごみの資源化 
・紙類やびんなどの資源とごみの分別の周知徹底 
・  
・災害廃棄物処理計画の策定 

環境指標 
・管理不全な空家等およびいわゆる 
ごみ屋敷に対する指導棟数 
・雨水流出抑制対策量（累計） 
・区内の都市計画道路の完成率 

重点事業 
・空家等対策の推進 
・雨水貯留浸透施設の増設 

環境指標 
・環境作文コンクールへの作文応募数 
・環境美化推進地区および環境美化活動 
団体の登録世帯数 
・ねりまエコ・アドバイザーが関わった 
環境保全・環境教育関係事業の実施数 

 

 

  
  

    

  重点事業 
・エコライフチェックを活用した地球温暖化防止 
普及啓発の取組 
・区民参加による生きものの生息状況の把握 
・練馬区地球温暖化対策地域協議会への支援 
・区民環境行動連絡会との連携 
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基本施策 施策 

(1) 環境保全活動・環境教育を担う人材への支援 

(2) 協働による取組の推進 

(3) 環境に配慮した経済活動への支援 

(1) 環境情報の効果的な提供 

(2) 環境学習・環境教育のための機会づくり 

(1) 避難拠点等におけるエネルギー確保の充実 

(2) 家庭や事業所におけるエネルギー確保の充実 

(1) 分散型エネルギーの導入推進 

(2) 再生可能エネルギーのさらなる活用 

(1) 環境配慮行動への支援 

(2) 区の環境配慮行動の率先実行 

(1) 生物多様性の理解促進 

(1) ごみの発生抑制 

(2) 再使用の促進 

(1) 区民が進める資源回収の促進 

(2) 事業者が進める資源回収の促進 

(3) 区が進める資源回収の推進 

Ⅰ-２ 生物多様性に関する理解を深める 

(1) 排出ルールの徹底 

(2) 事業者の自己処理責任の徹底 

(3) 資源・ごみの収集運搬と適正処理・処分 

(1) みどりのネットワーク形成の推進 

(2) 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた取組

の推進 

Ⅱ-２ 分散型エネルギーの普及を拡大する 

(1) 公害問題等への対応 

(2) 環境に配慮したまちづくりの推進 

(3) 環境にやさしい住まいづくりの促進 

(1) 良好な交通環境の整備 

(1) 暑熱環境対策の推進 

Ⅲ-２ 多様な資源循環を推進する 

Ⅴ-１ 環境学習・環境教育を促進する 

Ⅰ-１ みどりの保全と創出を推進する 

Ⅲ-３ 適正処理を推進する 

Ⅳ-２ 良好な生活環境を保全する 

Ⅴ-２ 協働による取組を広げる 

Ⅱ-３ 省エネルギー化を推進する 

Ⅳ-１ 良好な交通環境を整備する 

Ⅲ-１ ごみの発生抑制・再使用を促進する 

Ⅳ-３ 暑熱環境対策を推進する 

Ⅱ-１ 災害時のエネルギーセキュリティを 

確保する 
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基本目標Ⅰ みどり豊かなまちをつくる 

 

  

環境指標 平成 27年度 平成 31年度 

区のみどり施策への満足度※ 71.6% 維持・向上 

区全体の「みどり」に対する満足度※ 69.8% 維持・向上 

※ 区民意識意向調査 

 

 

みどりの保全と創出を推進する 

 
（１）みどりのネットワーク形成の推進 

（２）都市農業の振興と都市農地の保全に向けた取組の推進 

生物多様性に関する理解を深める 

（１）生物多様性の理解促進 

基本施策Ⅰ-1 

基本施策Ⅰ-2 

環境指標 

重点事業 

みどりの基本計画の改定と取組の推進 

都市農地の制度改正に向けた取組の推進 

練馬区の最大の魅力は「みどりに恵まれた、利便性の高

い住宅都市」であることです。これをさらに豊かにし、将

来の世代に引き継ぐために、みどりを愛し守り育てる取組

を区民とともに進めます。 

また、みどりの総量だけでなく練馬らしい良質な樹林地

や農地を保全し、区民が豊かなみどりを実感できるまち、

多様な生きものと共生できるまちの実現をめざします。 

こどもの森 

都市農地保全自治体フォーラム 

「ねりマルシェ」の様子 

中里郷土の森緑地 大泉井頭公園 ねりまの生きものさがし写真展 
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基本目標Ⅱ 自立分散型エネルギーのまちをつくる 

  

 

環境指標 平成 27年度 平成 31年度 

住宅・事業所の再生可能エネルギー・ 
省エネルギー設備設置補助件数（累計） 

5,320件 8,404件 

区内のエネルギー消費量※ 22,391 TJ 20,824 TJ 

 

災害時のエネルギーセキュリティを確保する 

（１）避難拠点等におけるエネルギー確保の充実 

（２）家庭や事業所におけるエネルギー確保の充実 

分散型エネルギーの普及を拡大する 

基本施策Ⅱ-1 

基本施策Ⅱ-2 

環境指標 

重点事業 

地域コジェネレーションシステムの創設 

省エネルギー・省 CO2の取組、再生可能エネルギーを

含む分散型エネルギーの利用を促すための仕組みづくり

により、身近な暮らしや事業活動を環境負荷の少ない持

続可能なスタイルに転換していくことをめざします。 

エネルギーのベストミックスと省エネルギーを両輪と

して、地域全体のエネルギーセキュリティの確保と、効

率的で低炭素なエネルギーの確保を実現した地域社会を

めざします。 練馬水素ステーションと燃料電池自動車 

避難拠点などでの緊急電源利用の推進 

区民・事業者に対する分散型エネルギーシステムの導入支援 

水素エネルギーへの理解促進 

公園灯・街路灯の省エネルギー化 

（１）分散型エネルギーの導入推進 

（２）再生可能エネルギーのさらなる活用 

省エネルギー化を推進する 基本施策Ⅱ-3 

（１）環境配慮行動への支援 

（２）区の環境配慮行動の率先実行 太陽光発電設備 

※ 区内のエネルギー消費量が確定するのは、概ね 2 年後になります。平成 27 年度、平成 31 年度 

に記載した数字は、それぞれ平成 25 年度、平成 29 年度のエネルギー消費量となります。 

LED 街路灯 
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基本目標Ⅲ 循環型のまちをつくる 

  

 

ごみの発生抑制・再使用を促進する 

（１）ごみの発生抑制 

（２）再使用の促進 

多様な資源循環を推進する 

基本施策Ⅲ-1 

基本施策Ⅲ-2 

環境指標 

環境指標 平成 27年度 平成 31年度 

区民１人１日あたりのごみ収集量 500 g 
平成 38 年度までに 

443 g 以下 

リサイクル率 24.8% 
平成 38 年度までに 

25.2%以上 

 

重点事業 

食品ロスの削減 

ものを大事にする、資源を循環させるという習慣が

根付き、区民・事業者・区の取組が生活の快適さやう

るおいのある環境づくりにつながっていく、住んでよ

かったと思える循環型のまちづくりをめざします。 

不燃ごみの資源化 

紙類やびんなどの資源とごみの分別の周知徹底 

区収集による事業系ごみ排出事業者に対する指導 

災害廃棄物処理計画の策定 

（１）区民が進める資源回収の促進 

（２）事業者が進める資源回収の促進 

（３）区が進める資源回収の推進 

適正処理を推進する 基本施策Ⅲ-3 

（１）排出ルールの徹底 

（２）事業者の自己処理責任の徹底 

（３）資源・ごみの収集運搬と適正処理・処分 

練馬区資源循環センターでの再生利用品等の展示 

小型家電回収ボックス 

リサイクルセンターでの 

家具等の展示・販売 

資源持ち去り防止パトロール車両 
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基本目標Ⅳ 快適な地域環境をつくる 

  

 

良好な交通環境を整備する 

（１）良好な交通環境の整備 

良好な生活環境を保全する 

基本施策Ⅳ-1 

基本施策Ⅳ-2 

環境指標 

環境指標 平成 27年度 平成 31年度 

管理不全な空家等およびいわゆる 

ごみ屋敷に対する指導棟数 
― 60 棟 

雨水流出抑制対策量（累計） 467,468 m3 
平成 33 年度までに 

約 55.5 万 m3 

区内の都市計画道路の完成率 5 割 6 割 

 

重点事業 

空家等対策の推進 

区が目指すまちの将来像を環境的側面から支えるためには、区民

にとって最も身近な生活環境が良好で、自然が引き起こす災害への

備えが進んだ、快適・安全なまちの実現が求められます。 

そのため、大気環境や水環境の維持・改善、交通環境の形成によ

り、快適な地域環境の確保をめざします。 

雨水貯留浸透施設の増設 

（１）公害問題等への対応 

（２）環境に配慮したまちづくりの推進 

（３）環境にやさしい住まいづくりの促進 

暑熱環境対策を推進する 基本施策Ⅳ-3 

（１）暑熱環境対策の推進 

みどり豊かな街路樹 

雨水浸透施設（浸透ます） 

打ち水大作戦 

 

適正な管理がなされていない空家 
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基本目標Ⅴ 学びと行動の環を広げる 

 

 

環境学習・環境教育を促進する 

（１）環境情報の効果的な提供 

（２）環境学習・環境教育のための機会づくり 

協働による取組を広げる 

基本施策Ⅴ-1 

基本施策Ⅴ-2 

環境指標 

環境指標 平成 27年度 平成 31年度 

環境作文コンクールへの作文応募数 864 作品 1,100 作品 

環境美化推進地区および環境美化 

活動団体の登録世帯数 
111,890 世帯 111,890 世帯 

ねりまエコ・アドバイザーが関わった 

環境保全・環境教育関係事業の実施数 
1,150 件 1,150 件 

 

重点事業 

エコライフチェックを活用した地球温暖化防止普及啓発の取組 

基礎となる情報の効果的な提供を進め、環境学習・環

境教育の促進を図るための仕組みの充実をめざします。 

また、環境に関する知識や技術をもつ区民、事業者と

区の連携・協力や環境保全活動・環境教育を担う人材の

育成や活動の場の創出により、地域における協働の取組

を広げていくことをめざします。 

区民参加による生きものの生息状況の把握 

（１）環境保全活動・環境教育を担う人材への支援 

（２）協働による取組の推進 

（３）環境に配慮した経済活動への支援 

練馬区環境作文コンクール作品展示 

練馬区地球温暖化対策地域協議会への支援 

区民環境行動連絡会との連携 

区内一斉清掃 

リサイクル工作 
（リサイクルセンター） 

カルガモ 

(区内で撮影) 
アゲハチョウ 
(区内で撮影) 
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区の温室効果ガス削減目標 
 
後期計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。以下「温

対法」という。）に基づき策定する、練馬区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を包含し

ます。 

温室効果ガス排出量の削減目標は以下のとおりとします。 

なお、進行管理においては、電気の CO2排出係数は基準年度の値を適用し、参考値として

該当年度の排出係数を用いた排出量も示します。 
 

 
長 期 目 標 

 

短 期 目 標 

 

※ 基準年度はいずれも平成 25 年度（2013 年度） 

 

計画期間 

計画期間は、平成４２年度（２０３０年度）に向けた長期的方向を見据えつつ、後期計画

と同じ平成２９年度から平成３１年度までの３か年とします。 

対象とする温室効果ガス 

温対法に基づき 7種類の温室効果ガスを対象とします。 

 

対象とするＣＯ２排出部門 

温室効果ガス排出量のほとんどを占める CO2については、以下の排出部門を対象とします。 

部門 内容 

家庭部門 一般家庭 

業務部門 
事務所ビル、大型小売店、その他の卸・小売業、飲食店、ホテル、学

校、病院等、その他のサービス業 

産業部門 農業、建設業、製造業 

運輸部門 自動車（乗用車、バス、小型貨物、普通貨物）、鉄道 

廃棄物部門 一般廃棄物 

温室効果ガス 

二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3） 

平成 42 年度（2030 年度）までに 26.0％削減する。 

平成 31 年度（2019 年度）までに 9.2％削減する。 
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【表紙掲載写真】 

「石神井川沿いの桜（西豊城橋）（練馬区の素敵な風景１００選より）」「立野公園 緑の映える池（練馬区の素敵な風景１００選より）」 

「練馬水素ステーションと燃料電池自動車」「畑と屋敷林（練馬区の素敵な風景１００選より）」 


