
  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 31件 

   指導件数 24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 188枚 

イ スズメバチ駆除  

  スズメバチの巣駆除費用助成件数  65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 ２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 65件 

   去勢手術費助成件数 50件 

 (5) 地域猫活動に関する講演会 

   開催日 平成30年10月13日 

   場 所 エコプラザ西東京 多目的スペース 

   参加者 31人 

(6) 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） 97枚 

   大型看板（犬のふん用） 84枚 

   猫型看板（猫のふん用） ２枚 

 (7) 鳥獣処分に関する事項 

   鳥獣処分委託件数 ５件（アライグマ１件、ハクビシン４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 ５回（平成 30年７月 11日、８月 22 日、10月 24日、12 月５日、平成 31 年１月 23 日） 

      審議事項 西東京市第２次環境基本計画後期計画の策定について 

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） 

ゴーヤの苗の配布、リサイクル自転車販売、太陽エネルギーの魅

力や活用メリットの紹介、リサイクル分別ゲームと相談、都市鉱

山からつくる！みんなのメダルプロジェクト、ダンボールコンポ

ストの展示、電気自動車の展示、キッズ向け発電体験、寄せ植え

講習、ミニフレイルチェック、飼い主のいない猫の譲渡会、フー

ドロス・スタンプラリー、楽しいねずみ＆害虫獣クイズほか                                                 

平成 30年  

５月 27日 
約 3,800 

０円均一（個人企画によるリユース活動） 

セグウェイ試乗 

※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 30年５月９日 
新聞ブローチとエコキャップのマグネットミニ帽子

を作ろう！ 
13 

５月 15日 エコプラザの雑草教室～春の雑草～ 16 

５月 19日、20日 第９回エコプラザのリユース祭り 265 

６月 16日 奥が深い！地下環境～井戸掘りのプロに聞く～ 16 

６月 25日 クラフトバンドでかごを編もう！ 20 

７月 10日 廃食油でせっけんを作ろう！ 12 

７月 24日 
夏休み自由研究 2018 

世界で一枚の手すきはがきを作ろう！ 
43 

７月 25日 
夏休み自由研究 2018 

親子でエコ・クッキング！ 
18 

７月 26日 
夏休み自由研究 2018 

ちくちく縫ってみよう！ 
19 

７月 27日 
夏休み自由研究 2018 

落ち葉と自然の生きものたち 
25 

７月 30日 
夏休み自由研究 2018 

マイ・キーホルダーを作ろう！ 
39 

８月２日 
夏休み自由研究 2018 

かわいい小物入れを作ろう！ 
24 

８月４日 
夏休み自由研究 2018 

野鳥の巣箱を作ろう！ 
15 

８月 21日 
夏休み自由研究 2018 

エコ素材でワンチャンのペン立てを作ろう！ 
15 

８月 11日、12日、13 日、

19 日、26日、27日 

夏休みエコあそび 

エコ工作 
62 

８月 16日 
夏休み自由研究 2018 

空きびんでスノードームを作ろう！ 
49 

８月 22日 
夏休み自由研究 2018 

公園の生き物たんけんたい 
22 



８月 24日 
夏休み自由研究 2018 

食品トレーがグライダーに変身！ 
38 

９月 21日 どう選ぶ？新電力～地球温暖化防止～ 15 

10 月６日 しまんと新聞ばっぐを作ろう！小バッグ編 21 

10月 19日、26 日 

11 月２日 
チュニック講座 15 

10月 20日 山仕事の魅力～飯能の里山で林業体験～ ６ 

10月 30日 エコプラザの雑草教室～秋の雑草～ 20 

10月 31日、11 月７日、14

日、21日 

授業 ～人間と社会～ 

東京都立保谷高等学校 
320 

11 月７日 水道今昔物語 19 

11月 13日 家庭から出る食品ロスを減らそう！ ９ 

11月 24日、25 日 第 10 回エコプラザのリユース祭り 340 

12 月８日 野鳥観察会～初冬の渡り鳥～ 20 

12 月９日 地球温暖化・省エネセミナー 35 

12月 22日 親子でいっしょに！スノードームづくり 14 

12月 26日 冬休み親子野鳥観察会 12 

平成 31年１月 19日、２月

２日 
毛糸のモチーフ 19 

１月 23日 エコプラザの鍋帽子作り 14 

１月 26日 しまんと新聞ばっぐを作ろう！ハート型編 17 

２月 10日 廃食油でキャンドルを作ろう！ 11 

３月 17日 野鳥観察会～早春の渡り鳥～ ５ 

(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 ３ 

紫外線強度計 ３ 

騒音計 11 

水質検査器 １ 

温湿度計 １ 

粉じん観察器 １ 

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 平成 31年２月 18日から３月 15日まで 

 (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） 

節水節湯水栓 3,395,000 118 

ＬＥＤ照明器具 1,099,000 21 

合  計 4,494,000 139 

 

５ 狂犬病予防事業（4.1.4） 

(1) 狂犬病予防に関する事項（平成31年３月31日現在） 

  台帳数      7,740件 

   新規登録件数    461件 

      鑑札再交付件数    79件 

      鑑札無償交換件数  142件 

   廃犬届出件数      712件 

   住所変更等届出件数 276件 

注射済票交付件数 6,056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12回実施 

   相談件数  保谷庁舎 ６件 

         田無庁舎 ８件 

(3) 犬のしつけ方教室に関する事項 

実施日 平成30年７月20日 

場 所 エコプラザ西東京 多目的スペース 

参加者 19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 40 72,250 ０ ０ 

  （実習室利用あり） (13) (23,100) （０） （０） 

  （実習室利用なし） (27) (49,150) （０） （０） 

講座室１ 102 34,310 ０ ０ 

講座室２ 93 36,980 ０ ０ 



合  計 235 143,540 ０ ０ 

※多目的スペースは、一般利用の 23件、46,350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 

1,041 

 703 8,630 67.5 

 

（実習室利用あり）  (64) (886) (6.1) 

（実習室利用なし）  (639) (7,744) (61.4) 

講座室１ 1,041  363 3,630 34.9 

講座室２ 1,041  369 3,761 35.4 

合  計 3,123 1,435 16,021 45.9 

   ※利用率＝（利用件数／利用可能件数）×100 

   ※市主催事業を含む。 

※多目的スペースは、一般利用の 24件、885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（平成31年３月31日現在） 

 ア 工場 

変更届    ０件 

現況届    ０件 

氏名等変更届 １件 

廃止届    ４件 

変更完成届  ０件 

イ 指定作業場 

   設置届    ３件 

   変更届    １件 

   氏名等変更届 ４件 

廃止届    ４件 

   承継届    １件 

 ウ 石綿含有建築物解体等工事 

   アスベスト除去工事  ２件 

 エ 工場・指定作業場台帳閲覧  400件 

  (2) 法令関係届受理に関する事項 

   特定施設氏名等変更 ３件（騒音２件、振動１件） 

特定建設作業届出 104件（騒音 60件、振動 44 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 ４ 

 

大 気 13 

指定作業場 ０ 水 質 ０ 

建 設 作 業 18 騒 音 31 

一 般 49 振 動 ９ 

合 計 71 悪 臭 ８ 

 

土 壌 ０ 

そ の 他 10 

合 計 71 

(4) 工場数及び指定作業場数に関する事項（平成 31年３月 31日現在） 

   工場数    663 

指定作業場数 827 

(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89回 

   （４月・６回、５月・８回、６月・12回、７月・５回、８月・14回、９月・21回、10月・５回、 

11月・４回、12月・３回、１月・１回、２月・４回、３月・６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 平成30年８月22日から29日まで(夏季)、平成31年２月８日から15日まで(冬季) 

調査場所 保谷庁舎・田無庁舎 

イ  土壌 

調査日 平成30年８月29日 

調査場所 北宮ノ脇公園・谷戸せせらぎ公園                      

ウ  地下水 

調査日 平成30年８月29日 

調査場所 市内２か所 （柳沢二丁目・北町一丁目） 

(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 平成31年３月４日、５日 

測定地点 市内96か所 （内１か所、欠測） 

 (9) 有害大気汚染物質調査に関する事項 

  調査日 平成30年５月10日、11日、８月２日、３日、11月１日、２日、平成31年２月７日、８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 平成30年５月14日から19日まで（春季）、平成30年10月22日から27日まで（秋季） 

     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 平成30年12月18日、19日 



調査地点 市内幹線道路４路線 

(12) 道路交通騒音振動調査に関する事項 

調査日 平成31年１月22日から２月22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 平成30年９月29日から平成31年２月28日まで 

調査地点 市内井戸28か所 

イ 概況調査 

調査日 平成30年９月29日から平成31年２月28日まで 

調査地点 市内井戸22か所 

 （14）水生生物調査に関する事項 

    調査地点 石神井川 （東伏見橋から溜渕橋までの区間） 

    調査日 平成30年７月25日（夏季）、平成31年１月23日（冬季） 

     ア 底生生物調査 

     イ 付着藻類調査 

ウ 魚類調査 

 

 

 

 


