
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 26件 

   指導件数 21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 86枚 

イ スズメバチ駆除  

  スズメバチの巣駆除費用助成件数 99件 

 (3) 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 75件 

   去勢手術費助成件数 50件 

(4) 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）    142枚 

   大型看板（犬のふん用）     153枚 

   猫型看板（猫のふん用）     １枚 

   イエローチョーク（犬のふん用） 51本 

 (5) 鳥獣処分に関する事項 

   鳥獣処分等委託件数 21件（ハクビシン17件、ミドリガメ１件、スッポン１件、タヌキ２件） 

 

２ 環境基本計画推進事業（4.1.4） 

 (1) 環境審議会開催状況 

  会議 ３回（令和２年７月 22日、10月 26日、令和３年２月 22日から３月 31 日まで（書面開催）） 

      審議事項 西東京市第２次環境基本計画後期計画の施策の進捗等について 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (2) 環境保全活動等推進員活動状況 

  会議 １回（令和３年２月 12日） 

      活動内容 西東京市環境保全活動等推進員依頼式及び今後の推進員会議等の運営について 

委員 公募市民２人、事業者・教育関係者２人 

※根拠法令：西東京市環境基本条例、西東京市環境保全活動等推進員設置要綱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



３ 環境学習推進事業（4.1.4） 

(1) 環境フェスティバル 

開 催 日 内         容 参加人数（人） 

令和２年 11 月 22日 

地球温暖化防止への理解と一人ひとりの行動 

（「COOL CHOICE（＝賢い選択）」賛同登録、環境省「2100

年 未来の天気予報」ＤＶＤ上映会、パネル展など） 

121 

※会場：田無アスタ専門店街 ２階センターコート 

 (2) 環境学習 

開 催 日 内         容 参加人数（人） 

令和２年８月６日、13 日、

14 日 

夏休み自由研究 2020 

エコあそび①②③ 
54 

８月７日 
夏休み自由研究 2020  

竹とんぼを作ろう 
45 

８月８日 
夏休み自由研究 2020 

マスキングテープでオリジナルうちわを作ろう 
21 

８月 15日 

夏休み自由研究 2020 

牛乳パックで紙コプターとフライングディスクを作

ろう 

20 

９月 27日、10月 31日 傘布でオリジナルなエコバッグを作りましょう！ 28 

９月 29日 和布でブックカバーを作ろう 17 

10月 25日 
「豚汁献立でフードロスをなくそう」～親子で漬物

作りに挑戦～ 
24 

11 月３日 
これならできる！「整理術のすすめ」～お部屋すっ

きり、心もすっきり～ 
19 

11 月７日 
「環境絵本の読み聞かせ」～読み聞かせをプロから

学ぶ～ 
27 

11月 14日、21 日、28 日 着物地でテディベアを作ろう！（連続講座） ７ 

11月 15日、令和３年２月

28 日 
和綴じ本を作ろう 39 

11月 29日 家庭でできる！省エネ対策セミナー ７ 

12 月５日 「鍋帽子作り」～時短！便利な保温調理グッズ～ 10 

12月 12日 
エシカル消費講座「エシカルコンシューマーになろ

う！」 
７ 

12月 20日 
「親子でキャンドルを作りましょう」～すてる油で

輝けクリスマス～ 
20 

令和３年１月 11日 
「環境漫画ポスターを描こう」～プロの漫画家から

学ぼう～ 
28 

３月６日 
余った布を有効活用 手作りマスクを楽しもう（午

前・午後実施） 
12 

３月 14日、21日 布ぞうりを作ろう！（連続講座） 13 

３月 20日 日本の伝統的な「エコバック」ふろしき活用講座 19 



３月 28日 親子でマーマレード作りを楽しもう 20 

(3) 環境学習機器等貸出状況 

貸出品名 件数（件） 

騒音計 13 

水質検査器 ２ 

粉じん観察器 ２ 

搾油機 １ 

 

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 12 月 22日から令和３年１月 22日まで 

     受講者数 1,421人（会計年度任用職員含む。） 

 (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） 1,989,000 55 

ＬＥＤ照明器具の購入費助成 1,011,000 135 

合  計 3,000,000 190 

 

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３年３月31日現在） 

  台帳数      7,354件 

   新規登録件数    694件 

      鑑札再交付件数    72件 

      鑑札無償交換件数  133件 

   廃犬届出件数      778件 

   住所変更等届出件数 273件 

注射済票交付件数 6,002件 

  注射済票再交付件数  12件 

 (2) 動物無料相談に関する事項 

   実施日等 毎月第３金曜日 年８回実施 

   場所   田無庁舎 

   相談件数 ８件 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (13.1.3) 

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 23 46,270 0 0 

  （実習室利用あり） (1)  (1,200) (0) (0) 

  （実習室利用なし） (22) (45,070) (0) (0) 

講座室１ 103 38,090 19 6,140 

講座室２ 63 27,460 10 3,300 

合  計 189 111,820 29 9,440 

※一般利用の収入済額 46件 49,000円、還付額 2件 1,100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 

794 

 685 6,841 86.3 

 

（実習室利用あり）  (81) (5,177) (10.2) 

（実習室利用なし）  (604) (1,664) (76.1) 

講座室１ 794  245 1,303 30.9 

講座室２ 794  289 1,076 36.4 

合  計 2,382 1,219 9,220 51.2 

   ※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 19件 346人、講座室１の 21 件 157 人及び講座室２の 23件 155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３年３月31日現在） 

 ア 工場 

設置届    ２件 

氏名等変更届 ９件 

廃止届    ３件 

イ 指定作業場 

設置届    ６件 

氏名等変更届 ７件 

廃止届    １件 

 ウ 石綿含有建築物解体等工事 

   アスベスト除去工事  15件 

 エ 工場・指定作業場台帳閲覧  312件 

  (2) 法令関係届受理に関する事項 

   特定施設設置届出  ２件（騒音２件） 

特定施設氏名等変更届出  ６件（騒音４件、振動２件） 



特定施設の種類ごとの数変更届出  １件（騒音１件） 

   特定施設廃止届出  ２件（騒音１件、振動１件） 

特定建設作業実施届出  40 件（騒音及び振動 28件、騒音 12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 ５ 

 

大 気 19 

指定作業場 ７ 騒 音 52 

建 設 作 業 ７ 振 動 4 

一 般 72 悪 臭 13 

合 計 91 そ の 他 3 

 合 計 91 

(4) 工場数及び指定作業場数に関する事項（令和３年３月 31日現在） 

   工場数    657 

指定作業場数 831 

(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（うち 1回欠測）・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98回 

測定地点 エコプラザ西東京屋上 

(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２年８月19日から26日まで(夏季)、令和３年２月５日から12日まで(冬季) 

調査地点 防災・保谷保健福祉総合センター屋上、田無庁舎屋上 

イ  土壌 

調査日 令和２年８月24日 

調査地点 えのき児童遊園・向台公園 

ウ  地下水 

調査日 令和２年８月24日 

調査地点 市内２地点 （中町三丁目・ひばりが丘北一丁目） 

(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 令和３年２月４日、５日 

測定地点 市内96地点  

 (9) 有害大気汚染物質調査に関する事項 

  調査日 令和２年５月18日、19日、８月19日、20日、11月11日、12日、令和３年２月８日、９日 

    調査地点 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２年５月20日から25日まで（春季）、令和２年７月29日から８月３日まで（夏季） 

     調査地点 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２年12月17日、18日 

調査地点 市内幹線道路３路線（調布田無線・飯田橋石神井新座線・杉並田無線） 



(12) 道路交通騒音振動調査に関する事項 

調査日 令和２年10月９日から令和３年３月19日まで 

    調査地点 市内16地点 

(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２年７月18日から10月26日まで 

調査地点 市内井戸27地点 

イ 概況調査 

調査日 令和２年７月18日から10月28日まで 

調査地点 市内井戸23地点 

 （14）水生生物調査に関する事項 

    調査日 令和２年７月27日（夏季）、令和３年１月21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 


