
環  境  保  全  課 

 

環境保全係 

 

１ 環境衛生事業（4.1.4） 

(1) 空き地の適正管理に関する事項 

   苦情件数 20件 

   指導件数 17件 

(2) そ族、衛生害虫及び不快害虫駆除に関する事項 

ア そ族等駆除用 

ねずみ取り用粘着シート配布数 178枚 

イ スズメバチ駆除  

  スズメバチの巣駆除費用助成件数 109件 

 (3) カラスの駆除に関する事項 

   カラスの巣撤去委託件数  ０件 

   カラスのヒナ処分委託件数 ５件 

 (4) 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成件数 

   不妊手術費助成件数 68件 

   去勢手術費助成件数 44件 

(5) 環境美化啓発等看板配布に関する事項 

   犬型看板（犬のふん用）    87枚 

   大型看板（犬のふん用）     119枚 

   猫型看板（猫のふん用）     ２枚 

   イエローチョーク（犬のふん用） 78本 

 (6) 鳥獣処分に関する事項 

   鳥獣処分委託件数 20件（アライグマ０件、ハクビシン18件、ミドリガメ２件） 

 

２ 環境基本計画推進事業（4.1.4） 

環境審議会開催状況 

  会議 ３回（令和元年７月 24日、10月 30日、令和２年１月 28日） 

      審議事項 西東京市第２次環境基本計画後期計画の進捗等について 

委員 公募市民４人、事業者２人、学識経験者２人、関係行政機関の職員２人 

※根拠法令：西東京市環境基本条例、西東京市環境審議会規則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 環境学習推進事業（4.1.4） 

(1) 環境フェスティバル 

内        容 実施日 参加人数（人） 

ゴーヤの苗配布、動物無料相談、スーパーボールすくい、太陽エ

ネルギーの魅力や活用メリットの紹介、キッズ向け発電体験、リ

サイクルゲームと分別相談、リサイクル自転車の抽選販売、猫の

譲渡会（飼い主のいない猫の里親探し）、寄せ植え講習、ねずみ・

害虫獣クイズ、０円均一、オリジナルの折り紙で地球儀をつくり

ましょう、アニマルライド、環境スタンプラリーほか                                                 

令和元年  

５月 26日 
約 4,600 

※会場：西東京いこいの森公園 

 (2) 環境学習 

開 催 日 内         容 参加人数（人） 

平成 31年４月 23日 エコプラザの雑草教室～春の雑草～ 13 

令和元年５月 18日、19日 第 11 回エコプラザのリユース祭り 約 280 

６月 15日 土蔵の魅力～究極のエコハウス～ ７ 

６月 22日、29日 布ぞうりを作ろう！ 17 

６月 24日 
クラフトバンドでかごを編もう！～環境にやさしい

エコ素材～ 
20 

７月６日 たまエコライフ探訪～西東京市の井戸を探る～ 17 

７月 24日、28日、 

８月 12日、14日、25 日 
夏休みエコあそび 116 

７月 26日 
夏休み自由研究 2019 

落ち葉と自然の生きものたち 
44 

７月 27日 

夏休み自由研究 2019 

ぼくも！わたしも！できるエコ 親子でエコ・クッ

キング 

22 

７月 29日 
夏休み自由研究 2019 

実験と工作 マイ「キーホルダー」を作ろう！ 
36 

８月１日 
夏休み自由研究 2019 

かわいい小物入れを作ろう！  
36 

８月３日 
夏休み自由研究 2019 

野鳥の巣箱を作ろう！  
16 

８月７日 
夏休み自由研究 2019 

エコ素材でワンちゃんのペン立てを作ろう！  
41 

８月８日 
夏休み自由研究 2019 

ちくちく縫ってみよう！ 
32 

８月 11日 
夏休み自由研究 2019 

空きびんでスノードームを作ろう！ 
44 

８月 18日 
夏休み自由研究 2019 

究極のエコバッグ しまんと新聞ばっぐを作ろう！ 
９ 

８月 22日 
夏休み自由研究 2019 

公園の生き物たんけんたい 
31 



８月 23日 
夏休み自由研究 2019 

エコ工作 食品トレーがグライダーに変身！ 
36 

８月 24日 
夏休み自由研究 2019 

マスキングテープでオリジナルうちわを作ろう！ 
43 

９月 13日、20日、27 日 ねむっている着物でチュニックを作ろう！ 15 

10 月２日 和布でしおりを作ろう 10 

10 月５日 間伐と木の使い方～飯能の里山で林業体験～ ３ 

10月 26日 のぞいてみよう！私たちの知らない食品ロスの世界 ６ 

11 月３日 竹とんぼを作ろう 21 

11月 12日 エコプラザの雑草教室～秋の雑草～ 15 

11月 17日 

SDGs 環境講座 SDGs の 17 マークは、世界の共通言

語～私たちの暮らしの中からできることを一緒に考

えよう～ 

39 

11月 23日、24 日 第 12 回エコプラザのリユース祭り 約 300 

11月 29日 
親子でダンス＆英会話～始めよう ダンスでリユー

ス～ 
18 

11月 30日 野鳥の巣箱を作ろう！(第２回) 12 

12 月８日 野鳥観察会～初冬の渡り鳥～ ８ 

12 月８日 家庭でできる！省エネ対策セミナー 13 

12月 15日 
ファッションの裏側、ご存じですか？～衣類のリサ

イクルを考える～ 
13 

12月 15日 SDGｓすごろく 76 

12月 15日 

SDGs講演会 JICAシニアボランティアを通して体験

したこと、学んだこと これから私たちができるこ

と～2021年カーボンニュートラル国家を目指す自然

豊かなコスタリカ～ 

32 

12月 21日 クリスマス工作 親子で一緒にスノードーム作り！ ６ 

令和２年１月 11日、18日 余った毛糸を有効活用 毛糸のモチーフ 19 

１月 26日 エコプラザの鍋帽子作り 14 

１月 31日 和布でブックカバーを作ろう 20 

２月７日、14日、21日 着物地でテディベアを作ろう！ 12 

 

 

 

 

 



(3) 環境学習機器等貸出状況 

貸出品名 件数（件） 

消費電力測定器 ２ 

紫外線強度計 ２ 

騒音計 10 

水質検査器 ０ 

温湿度計 ０ 

粉じん観察器 ０ 

搾油機 ０ 

省エネナビ ０ 

環境カルタ ０ 

環境クイズ ０ 

環境すごろく ０ 

環境紙芝居 ０ 

 

４ 地球温暖化対策事業（4.1.4） 

(1) 環境マネジメントシステム 

    職員研修 

     研修方式 eラーニング研修 

     研修期間 令和２年１月 22日から２月 21日まで 

     受講者数 967人 

 (2) 省エネルギー設備設置助成金 

件        名 助成額（円） 助成件数（件） 

ＬＥＤ照明器具の工事費助成（購入費込） 2,182,000 87 

ＬＥＤ照明器具の購入費助成 818,000 105 

合  計 3,000,000 192 

 

５ 狂犬病予防事業（4.1.4） 

(1) 狂犬病予防に関する事項（令和２年３月31日現在） 

  台帳数      7,395件 

   新規登録件数    463件 

      鑑札再交付件数    65件 

      鑑札無償交換件数  130件 

   廃犬届出件数      842件 

   住所変更等届出件数 285件 

注射済票交付件数 5,972件 

  注射済票再交付件数  ８件 

   公示件数       １件 

(2) 動物無料相談に関する事項 

   毎月第３金曜日 年11回実施(３月中止) 

   相談件数  田無庁舎 ９件 

 

 



(3) 犬のしつけ方教室に関する事項 

実施日 令和元年９月18日 

場 所 エコプラザ西東京 多目的スペース 

参加者 11人 

 

６ エコプラザ西東京に関する事項 （4.1.4） 

(1) 使用料収入状況 (12.1.3) 

施 設 名 
収 入 済 額 還 付 額 

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 

多目的スペース 58 110,600 ８ 21,410 

  （実習室利用あり） (６)  (7,500) （０） （０） 

  （実習室利用なし） (52) (103,100) （８） （21,410） 

講座室１ 146 78,610 24 16,270 

講座室２ 87 39,060 ８ 6,130 

合  計 291 228,270 40 43,810 

※一般利用の収入済額 110件 130,780円、還付額 15件 14,420円を含む。 

 (2) 利用状況 

施 設 名 
利用可能件数 

（件） 

利用件数 

（件） 

利用人数 

（人） 

利用率 

（％） 

多目的スペース 

957 

 650 7,503 67.9 

 

（実習室利用あり）  (68) (780) (7.1) 

（実習室利用なし）  (582) (6,723) (60.8) 

講座室１ 957  362 3,342 37.8 

講座室２ 957  342 2,806 35.7 

合  計 2,871 1,354 13,651 47.2 

   ※利用率＝（利用件数／利用可能件数）×100 

   ※市主催事業を含む。 

※一般利用の多目的スペースの 41件 1,140人、講座室１の 67件 325人及び講座室２の 16件 106人を

含む。 

 

７ 公害対策事業（4.1.5） 

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「環境確保条例」という。）による申請・届出 

 件数に関する事項（令和２年３月31日現在） 

 ア 工場 

設置届    １件 

変更届    ２件 

現況届    １件 

氏名等変更届 ７件 

廃止届    ６件 

承継届    ６件 

イ 指定作業場 

設置届    ２件 



変更届    ８件 

現況届    ０件 

氏名等変更届 14件 

廃止届    ３件 

承継届    ０件 

 ウ 石綿含有建築物解体等工事 

   アスベスト除去工事  ９件 

 エ 工場・指定作業場台帳閲覧  404件 

  (2) 法令関係届受理に関する事項 

   特定施設設置届出  ４件（騒音３件、振動１件） 

特定施設氏名等変更届出  ５件（騒音５件、振動０件） 

特定施設の種類ごとの数変更届出  １件（騒音１件、振動０件） 

特定建設作業実施届出  50 件（騒音及び振動 38件、騒音 11件、振動１件） 

(3) 公害関係苦情受付件数に関する事項 

発 生 源 別 件数  現 象 別 件数 

工 場 ３ 

 

大 気 ７ 

指定作業場 ７ 水 質 ０ 

建 設 作 業 24 騒 音 45 

一 般 48 振 動 ５ 

合 計 82 悪 臭 21 

 

土 壌 ０ 

そ の 他 ４ 

合 計 82 

(4) 工場数及び指定作業場数に関する事項（令和２年３月 31日現在） 

   工場数    658 

指定作業場数 826 

(環境確保条例第２条第７号による工場及び同条第８号による指定作業場) 

(5) 公共用水域の水質測定に関する事項  

石神井川（境橋/年２回・溜渕橋/年 12回） 

白子川（下保谷/年６回） 

(6) 酸性雨の測定に関する事項 

測定回数114回 

   （４月・11回、５月・４回、６月・14回、７月・18回、８月・12回、９月・８回、10月・11回、 

11月・６回、12月・６回、１月・９回、２月・６回、３月・９回） 

測定場所 保谷庁舎屋上 

(7) ダイオキシン類環境調査に関する事項 

ア  大気 

調査日 令和元年８月21日から28日まで(夏季)、令和２年２月７日から14日まで(冬季) 

調査場所 保谷庁舎・田無庁舎 

イ  土壌 

調査日 令和元年８月26日 

調査場所 下保谷四丁目特別緑地保全地区・芝久保三丁目ふれあい公園                      

 



ウ  地下水 

調査日 令和元年８月26日 

調査場所 市内２か所 （ひばりが丘二丁目・中町四丁目） 

(8) フィルターバッチ法による二酸化窒素簡易測定に関する事項 

測定日 令和２年３月24日、25日 

測定地点 市内96か所  

 (9) 有害大気汚染物質調査に関する事項 

  調査日 令和元年５月21日、22日、８月19日、20日、11月11日、12日、令和２年２月17日、18日 

    調査場所 田無庁舎屋上 

 (10) ＰＭ2.5成分分析調査に関する事項 

    調査日 令和元年５月13日から18日まで（春季）、令和２年１月20日から25日まで（冬季） 

     調査場所 田無庁舎屋上  

(11) 自動車騒音の常時監視に係る調査に関する事項 

調査日 令和元年12月18日、19日 

調査地点 市内幹線道路２路線（東京所沢線・ひばりヶ丘停車場線） 

(12) 道路交通騒音振動調査に関する事項 

調査日 令和元年９月25日から令和２年３月19日まで 

    調査地点 市内16か所 

(13) 地下水水質調査に関する事項 

  ア 継続監視調査 

調査日 令和元年10月21日から12月23日まで 

調査地点 市内井戸27か所 

イ 概況調査 

調査日 令和元年10月21日から12月23日まで 

調査地点 市内井戸23か所 

 （14）水生生物調査に関する事項 

    調査日 令和元年７月31日（夏季）、令和２年１月15日（冬季） 

    調査地点 石神井川 （東伏見橋から溜渕橋までの区間） 

     ア 底生生物調査 

     イ 付着藻類調査 

ウ 魚類調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


