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－ 
令和３年７月１３日 
世田谷区環境政策部 

 
令和３年度 世田谷区環境政策部の主な事務事業 

 

１ 世田谷区環境基本計画（2015（平成 27）年度～2024 年度）の推進 

平成２７年度を初年度とする「世田谷区環境基本計画」については、中間見直しを行い、

令和２年度から令和６年度を計画期間とする「世田谷区環境基本計画（後期）」を策定し

た。後期計画では、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の考え方を活用することや、区民、

事業者及び区の協働による取組みを一層強化するための協働リーディングプロジェクト

について、新たに掲載した。また、計画には、区民や事業者が環境の保全等に関し配慮

すべき事項である環境行動指針も含めている。 
今後、本計画に基づき、環境政策全般を計画的に推進していく。 

 
２ 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（2018（平成 30）年度～2030 年度）の推進 

平成３０年度に改定した「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」により、省エネルギ

ーの推進や再生可能エネルギーの利用の促進など地球温暖化抑制への対応を進め、温室

効果ガス等の排出量削減による地球温暖化対策に取り組むとともに、気候変動への適応

策についても推進している。 

  令和２年１０月に実施した「世田谷区気候非常事態宣言」において、２０５０年までに二

酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを表明し、本計画を見直し、計画目標や具体の施策

等について検討していく。 
 
３ 世田谷区たばこルールの推進 

健康で安全かつ良好な環境を保ち、区民協働により地域のたばこマナーが向上するまち

づくりの実現を目指すために、世田谷区たばこルールの周知啓発を進める。 
・世田谷区たばこルールの周知による、屋外での迷惑喫煙防止に向けた取組み  

・指定喫煙場所の整備、喫煙場所設置費補助制度の運用 

・環境美化指導員によるたばこルールの周知啓発活動など 

・東京２０２０大会に向けた「せたがやクリーンアップ作戦」の実施 

・環境美化活動（キャンペーン、清掃、落書き消し等）を行う区民団体の支援 

 

４ 環境啓発事業の推進 
地球温暖化への対応として、家庭や事業所などで取り組むべき省エネルギー行動や環境

に配慮したライフスタイルについての普及啓発を進める。 
・省エネポイントアクションの実施〔みうら太陽光発電所収益活用事業〕 

・環境エネルギー・ラボ２０２１ｉｎせたがやの開催 
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・環境ポスターコンクールの実施 

・海洋プラスチックごみ問題への取組み 

・森林環境譲与税の活用・世田谷区公共建築物等における木材利用推進方針の運用 

 

５  エコ区役所の実現 
区内の最大級の事業者として、区民や区内事業者の模範となるよう、環境マネジメント

システム「ＥＣＯステップせたがや」に基づき、区の事業活動による環境への影響を低

減する取組みを率先して推進する。 
・公共施設への省エネ機器の導入 

・全職員・全職場による省エネルギー・省資源の取組みの推進 

 
６ 脱炭素社会の実現に向けたエネルギーの利用拡大と創出 

区民・事業者・区の三者が連携し、区全体で再生可能エネルギーを利用拡大していく「せ

たがや版ＲＥ１００」に取り組むとともに、使用時に二酸化炭素を排出しない水素エネ

ルギーの利用拡大と認知度の向上に取り組む。 
・みうら太陽光発電所の運営 

・区施設への再生可能エネルギー１００％電力の導入拡大 

・自然エネルギーを活用した自治体間連携（区立保育園・児童館・幼稚園への長野県産

水力発電の電力導入、区立中学校への十日町市産地熱発電の電力導入等、自治体間ネ

ットワーク会議の開催（※オンライン会議）など） 

・「せたがや版ＲＥ１００」の啓発事業（賛同登録、ロゴマークの活用） 

・せたがや版ＲＥ１００ミーティングの開催 

・区民向け蓄電池の導入補助事業 

・燃料電池自動車（FCV）及び移動式水素ステーションを活用した水素エネルギーの普

及啓発 

 

７ 環境配慮型住宅リノベーションの推進  

既存住宅の断熱改修や省エネルギー機器類の設置等、環境に配慮した住宅リフォームを

実施する際に、経費の一部を助成することで住宅から排出される二酸化炭素を削減し、

省エネルギー化と住宅価値の維持・向上を図っている。令和３年度より担当所管を都市

整備政策部から環境政策部へ移し、助成対象を見直した。 
主な助成対象工事 
・外壁や屋根、窓の断熱改修 

・住宅の外壁改修 

・太陽光発電システムの設置 

・太陽熱ソーラーシステム、太陽熱温水器の設置 

・家庭用燃料電池（エネファーム）の設置 
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８ 大気・水質等の環境監視・調査 

１）大気や水質、土壌などの汚染や公害を防止し、区民の健康と安全な暮らしを守るため、

区内の環境状況の監視、調査を継続して行う。 

・大気環境測定（測定室：３か所） 

ダイオキシン類及び浮遊粒子状物質の測定、光化学スモッグ緊急時対策 など 

・水質等の調査 など 

河川水質調査（６河川・１６か所：年５回）、魚類等水生生物生息調査、河川等水質

事故等緊急時対応 など 

・アスベスト対策の推進（事業者等の指導） 

・ＰＭ２．５に関する情報収集及び区民への情報提供 

２）自動車による大気汚染や騒音などの公害の防止に向けた調査を行う。 

・自動車公害実態調査、自動車騒音の常時監視調査 

 

 

９ 開発事業等に係る環境配慮の推進 

環境に影響を及ぼすおそれのある建築物等の建設や土地の開発行為等（開発事業等）を

実施しようとする事業者等に対して、環境負荷の低減や公害の防止、環境の保全･回復及

び創出に努めるよう要請を行う。 
 
１０ 都市生活型公害等の対策 

都市での生活に伴う様々な課題に対する苦情・公害の相談に対応する。 

・建設作業や工場の騒音・振動等に関する苦情対応 

・カラス・ハクビシン等対策の実施 

 

１１ 放射性物質への対応 

区内の放射線量測定を行い、区民への情報提供を行う。 

・放射線量の定点測定 

・区の放射性物質対策の総合的な調整 

・国、都等の情報収集、区民への情報提供 

 

１２  管理不全な状態にある住居等への対応 

管理不全な状態にある住居等の居住者に対し、必要に応じて福祉的な支援及び必要な措

置を行うことで、管理不全な状態を改善し、良好な生活環境の保全を図る。 



Ｎｏ．１６

　　

21,808千円 前年度増減 △ 160,128千円
 エネルギーをたくみに使うまち
 世田谷推進プロジェクト

環境政策部、総務部、施設営繕担当部、
経済産業部、土木部、教育委員会事務局
等

予算額 230,927千円 特定財源

２０５０年CO２排出ゼロ、脱炭素社会の実現をめざし、
区民・事業者・区が連携協力して取組みを進める。

＜視点１＞
自然の力を活かした“住まい・まち”
の地球温暖化対策 予算額195,666千円

＜視点２＞
環境負荷の小さい“暮らし”（ライフスタ
イル）や移動の実現 予算額19,363千円

＜視点３＞
環境と共生する豊かな未来を築く”人材・地域の
ネットワーク”の活用 予算額15,898千円

・【新規】地球温暖化対策地域推進計画の策定 4,290千円

・【新規】気候非常事態宣言広報 582千円

・プラスチック・スマートプロジェクト 311千円

・環境エネルギー・ラボｉｎせたがや 4,754千円

・燃料電池自動車（ＦＣＶ）及び移動式水素

ステーションを活用した水素普及啓発事業 1,542千円

・省エネポイントアクション事業 5,056千円

・エネルギーセミナー・総合相談 109千円

・環境ポスターコンクール 970千円

・SDGs自然体験学習 600千円

・その他環境啓発事業等 525千円

・省エネルギー対策資金融資あっせん 624千円

（太陽光発電設備設置、ハイブリッド車購入等）

・せたがや版RE100の実現に向けた取組み

自治体間連携による再生可能エネルギーの利用促進 724千円

（十日町市との新たな電力連携等）

自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク会議 83千円

みうら太陽光発電所の運営 15,091千円

【歳入】みうら太陽光発電所売電収入等 19,522千円

・【拡充】環境配慮型住宅リノベーション助成 26,232千円

屋根の断熱改修、住宅の外壁改修等

（新規）太陽光発電システム、家庭用燃料電池（エネファーム）

・せたがや版RE100の実現に向けた取組み

せたがや版RE100の普及啓発 555千円

区施設への再生可能エネルギー100％電力の導入拡大

・区民向け蓄電池の導入経費助成 3,500千円

・「ECOステップせたがや」による施設等の省エネ推進 742千円

・公共施設・街路灯の省エネ照明機器への更新 164,637千円

LED街路灯の設置

区民利用施設等の高効率照明への改修

・ESCO事業導入施設

総合運動場、北沢タウンホール、玉川中学校温水プール、

大蔵第二運動場、世田谷美術館、烏山中学校

【歳入】太陽光発電のための公共施設屋根貸し事業 141千円

二酸化炭素排出
削減量（年間）
4,044ｔ―CO2

二酸化炭素排出
削減量（年間）
62ｔ―CO2

二酸化炭素排出
削減量（年間）
1,710ｔ―CO2

このプロジェクト全体の

二酸化炭素排出削減量（年間）

約5,800t―CO2

※杉の木約66万本分（東京ドーム
140個分の面積）のCO2吸収量
に相当）

※40年生の杉の木1本が1年間
に吸収するCO2の量を8.8㎏
と推定
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令 和 ３ 年 ７ 月 １ ３ 日 
世田谷区みどり３３推進担当部 

 
 

令和３年度 世田谷区みどり３３推進担当部の主な事務事業 
 

１ 世田谷らしいみどりの保全・創出 

 

[みどり政策課] 

１）民有地のみどりの保全 

・ 樹木・樹林地の保全、特別保護区、特別緑地保全地区、市民緑地制度、保存樹木・

保存樹林地制度等の活用推進 

・ 国分寺崖線の保全啓発、名木百選のＰＲ 

・ 樹木の移植助成 

２）地下水・湧水の保全 

・ 地下水・湧水調査 

・ 宙水の保全啓発 

３）農地保全の推進 

・ 農業公園の都市計画決定に向けての調整 

４）みどりに関するイベントや講習会の開催 

・ 落ち葉ひろいリレー 

・ せたがやガーデニングフェア（検討中） 

・ みどりの出前講座（小学校４年対象） 

・ 庭木の手入れ講習会 

・ みんなの植樹祭 

５）生物多様性の普及啓発 

・ まちの生きものしらべ 

・ 生きものを呼ぶちょこっと空間づくり講習会 

・ せたがやカレーイベント 

・ 世田谷生きもの会議 

・ 「わかりやすい版」、「生きもの緑化ガイドブック」による普及啓発 

６）ひとつぼみどりの創出 

・区民一人ひとりが身近な場所で、１坪程度の小さなみどりづくりを街なかに広げる

「ひとつぼみどり」運動の展開 

７）緑化助成 

・生垣、植栽帯、シンボルツリー、屋上・壁面・事業用等駐車場緑化 

８）みどりと花いっぱい協定 

   ・ みどりと花いっぱい協定による区民参加の花づくり・緑化活動の推進 

報告資料１-２① 
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９）建築時における緑化の推進 

  ・緑化地域制度などに基づく緑化の推進及び維持管理巡回指導 

１０）フィールドミュージアムの整備 

  ・二子玉川周辺地区の拡張検討 

１１）みどりの基本計画に係る事業 

  ・みどりの資源調査の実施 

  ・「世田谷区みどりの行動計画」及び「生きものつながる世田谷プラン行動計画」（令

和４年度～令和５年度）の策定 

 

 

２ 公園・緑地の計画的な整備 

 

[公園緑地課] 

１）公園整備（新設・拡張） 

・ 公園新設整備  ３か所（仮称南烏山二丁目緑地、仮称下馬５－２５公園、 

仮称喜多見５－２０緑地） 

・ 公園拡張整備  １か所（次大夫堀公園） 

 

[みどり政策課] 

 ２）公園・緑地の用地取得 

・ 都市計画決定  １か所（（仮）上祖師谷農業公園） 

・ 公園用地買収  ５か所（玉川野毛町公園、南烏山二丁目緑地、深沢六丁目緑地、

北烏山えのき公園、大蔵緑地） 

 

[みどり政策課・公園緑地課] 

 ３）大規模公園の基本計画 

   ・玉川野毛町公園拡張事業基本設計検討 

 

 

３ 公園等長寿命化改修計画に基づく取組み 
 

[公園緑地課] 

１）大規模公園及び主要施設の改修・修繕 

・ 大規模公園改修 １か所（こどものひろば公園第３期） 

・ 緑道改修    ２か所（蛇崩川緑道（下馬１－２４～下馬５－３９先）、 

北沢川緑道（赤堤１－２８～３９先）） 

・ 公園・身近な広場改修 

 ２か所（大蔵運動公園内特殊地下壕第４期対策、富士見公園） 
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４ 寄附文化の醸成 

 

[みどり政策課・公園緑地課] 

１）寄附制度のＰＲと周知 

・ 世田谷区みどりのトラスト基金のＰＲ・周知 

・ 公園緑地用土地の寄附受入のＰＲ・周知 

・ 寄附ベンチのＰＲ・周知 

 

 

５ 税外収入の確保  

 

[公園緑地課] 

１）公園を活用した税外収入の確保 

・ 移動販売車の誘致（世田谷公園他５公園） 

・クラウドファンディングの実施（世田谷公園展示機関車） 



Sano105
フリーテキスト
報告資料１－２②
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令 和 ３ 年 ７ 月 １ ３ 日 
世田谷区清掃・リサイクル部 

 
令和３年度 世田谷区清掃・リサイクル部の主な事務事業 

 

１ 世田谷区一般廃棄物処理基本計画 中間見直し（令和２年度～令和６年度） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、区市町村が策定。前計画の策定時か

ら５年を経て、２Ｒの推進という基本的な方向性を踏まえながら、国際的な流れや国の

計画など、今後の環境・廃棄物行政を取り巻く環境も変化していくことが見込まれるた

め、令和２年３月に具体施策の修正、主な取組みの追加及び充実を行い、目標値の修正

を行った。 

 

２ 普及啓発・環境学習の推進 

１）ごみ減量・リサイクルの普及啓発 

  ごみの減量やリサイクルについての理解を深め、環境に配慮した暮らしや事業活動につ

ながるよう、効果的な情報提供・普及啓発を行っている。 

・広報紙等による普及啓発 

    ①区のおしらせ「せたがや」、②資源・ごみの収集カレンダー、③児童向け啓発リ

ーフレット「できることからごみへらし」、④資源とごみの分け方・出し方（含む

英語、中国語、ハングル版）、⑤ホームページ、⑥メール配信サービス、⑦資源・

ごみ分別アプリ(英語、中国語、ハングル対応) 

・環境学習の推進 

・再生製品の利用促進「世田谷ロール」の普及 

・清掃・リサイクル関連施設やイベントを通じた普及啓発 

①エコプラザ用賀、②リサイクル千歳台、③資源循環センターリセタの見学、④フ

リーマーケット等の普及啓発イベントの後援 

・大学、事業者等と連携した普及啓発 

 ２）食品ロス削減推進計画策定 

   区内における食品ロス削減に関する計画を策定する。学識経験者や事業者、区民代

表などからなる「世田谷区食品ロス削減推進計画検討委員会」を全４回開催する予定

(第１回は２月２２日にオンラインで開催済み)。 

   国が策定した「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」や都が策定する「東

京都食品ロス削減推進計画」との整合性を図りながら令和４年３月公表を目標に策定

する。 

 

報告資料１－３－１ 



2 / 3 
 

３ 区民・事業者・行政のごみ減量・リサイクル活動促進 

 １）区民主体の取組み 

・資源の集団回収活動の支援 

・ごみ減量・リサイクル推進委員会の活動支援 

・生ごみ減量の促進 

    ①生ごみたい肥を活用した野菜作り講習会、②水切り・風乾による生ごみの減量講

習会、③食品廃棄物の削減に向けた普及啓発 

２）事業者主体の取組み 

・事業者主体の取組みの促進 

・「事業系リサイクルシステム」の利用促進 

３）行政による取組み 

・資源・ごみ集積所回収 

①古紙・ガラスびん・缶・ペットボトルの回収、②資源持ち去り対策 

・拠点回収 

・事業者との連携によるパソコンの無料回収 

 ４）プラスチック廃棄物削減に向けた取組み 

   ・プラスチック廃棄物に関する施策の在り方を検討する。 

４ 効率的できめ細やかな収集・運搬体制の整備 

 １）ごみ収集作業 

・可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの収集 

・高齢者等訪問収集事業 

・早朝収集（一部地域のみ） 

・不燃ごみの資源化、粗大ごみの資源化 

・回収ボックスによる使用済小型電子機器の回収 

・蛍光管の資源化 

・区が収集する事業系の資源・ごみ  

 ２）し尿の収集・運搬 

 ３）動物（犬・猫等）の死体処理 

 

５ 適正な収集・運搬体制の整備 

 １）資源・ごみ集積所の環境改善 

 ２）清掃指導業務 

・資源・ごみ集積所等における排出指導 

・不法投棄対策 

・大規模建築物の再利用対象物及び廃棄物保管場所等の届出・指導 

・庁内排出指導 
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３）一般廃棄物処理業の許可及び指導 

４）浄化槽維持管理指導 

・浄化槽の維持管理に関する指導及びＰＲ 

・浄化槽清掃業者への許可・指導 

・浄化槽設置者への清掃経費助成 



 

 

令和３年度 資源フロー図 
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歳出予算 (単位：千円）

款 項 目 事業名 金額

9,893,226

9,893,226

3,864,704

清掃・リサイクル部庶務事務 4,391

清掃職員の被服貸与 14,009

清掃職員の安全衛生 10,959

有料ごみ処理券事務 55,940

清掃分担金 3,566,863

ごみ減量・リサイクル活動推進 7,204

ごみ減量・リサイクル普及･啓発施設運営 60,325

ごみ集積所の美化 5,091

清掃指導業務 2,416

事業用大規模建築物の対象拡大 315

世田谷清掃事務所維持管理 38,789

玉川清掃事務所維持管理 18,863

砧清掃事務所維持管理 44,310

清掃事業管理運営 276

ごみ減量・リサイクルの促進 34,953

3,148,709

ごみ収集作業 2,901,175

不法投棄ごみ処理作業 9,810

動物死体処理作業 2,653

清掃車両購入・維持 63,026

し尿収集運搬作業 8,597

希望丘中継所維持運営 163,448

2,875,853

リサイクル活動団体援助 84,175

拠点回収事業 24,926

資源分別回収事業 1,963,578

ペットボトル回収事業 551,338

リサイクル施設維持運営 251,836

3,960

清掃事務所等改修 3,960

清掃・リサイクル施設改修 0

職員費(清掃・リサイクル部管理課所管分） 47,458

職員費 47,458

環境職員費 47,458

会計年度任用職員の人件費（清掃・リサイクル部）（経常経費） 47,116

会計年度任用職員の人件費（清掃・リサイクル部）（政策経費） 342

　

環境費(清掃・リサイクル部分）

清掃費

清掃管理費

廃棄物対策費

省資源対策費

施設整備費

※令和２年度より会計年度任用職員制度が施行されたことにより、新たに管理課
に職員費を計上する事業が作成された。新設された事業には、令和元年度まで環
境費の事業（清掃事業管理運営・ごみ減量・リサイクルの促進）に計上していた臨
時の職員に係る経費を計上している。



 　予算・決算・処理原価・手数料

１　令和3年度歳入歳出予算

歳入予算 (単位：千円）
款 項 目 金額

796,095

3,635

3,635

清掃・リサイクル普及啓発施設 3,370

清掃事務所 7

清掃・リサイクル施設 258

792,460

792,460

清掃等指導業務 1,618

有料ごみ処理券 788,296

動物死体処理 2,545

廃棄物処理 1

2,322

財産運用収入 2,322

財産貸付収入 2,322

土地貸付 2,322

636,775

636,775

2,309

会計年度任用職員社会保険料 2,309

634,466

光熱水費等負担金 1,422

参加料・利用料 25

リサイクル資源売払金 525,912

リユース品売払金 1,380

広告料収入 881

都環境公社補助金 5,000

雑入 99,846

1,435,192

3,022

財産売払収入 3,022

物品売払収入 3,022

不用品売払 3,022

3,022

1,438,214合　　計

特定財源　計　

一
般
財
源

財産収入

一般財源　計　

雑入

納付金

雑入

環境手数料

財産収入

諸収入

内容

特
定
財
源

使用料及手数料

使用料

環境使用料

手数料
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