
　第２次府中市環境基本計画個別目標取組
  ※　平成28年度のデータは備考によらず個別収集

【資料４】

個別目標 指標 16年度 25年度 26年度 27年度 28年度 単位 備考 市民意識等に関する満足度等
基本方針1 水辺の保全と活用 湧水湧出量・西府 ― 0.12 0.17 0.29 0.32

湧水湧出量・瀧神社 ― 0.36 0.24 0.18 0.08

水辺の楽校
参加者延べ人数（開催回数）

―
1,827
（23）

1,615
(23)

1,828
(21)

1,740
(21)

人
(回)

施策の成果

（重点プロジェクト1・3）

多摩川清掃市民運動参加者数
ごみ収集量

4,827
6.8

4,635
4.26

5,205
4.53

4,476
2.34

4,821
4.16

人
t

府中の環境

緑の保全と活用 緑の豊かさ
非常によい・まあよい

85.3 85.1 86.1 86.5 86.2 ％ 市政世論調査
平均85％以上の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

（重点プロジェクト1・3）
緑の整備　満足度 ― ― 70.3 70.0 70.6 ％

総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

70％以上の満足度を得ている。

生物多様性の保全 多摩川野鳥観察結果（ヒバリ） ― 25 14 12 7 羽／年 府中の環境（多摩川野鳥調査結果）

自然・生態系の保護と回復　満足度 ― ― 62.0 61.3 61.6 ％
総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

60％程度の満足度を得ている。

（重点プロジェクト1）
生物多様性を知っている　肯定率 ― ― 34.1 34.8 36.6 ％

総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

35％程度の市民が知っている

農地の保全
農地面積　畑・田

127.74
62.36

102.54
52.49

100.47
51.76

99.37
49.17

97.80
48.72

ha 固定資産概要調書

市民農園数
区画数

29
2,835

23
1,718

21
1,559

21
1,480

21
1,436

園
区画

施策の成果

（重点プロジェクト1）
都市農業の育成　満足度 ― ― 33.8 35.7 36.3 ％

総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

35％程度の満足度を得ている

基本方針2 大気環境の保全 空気
非常によい・まあよい

65.0 71.7 67.6 72.1 74.0 ％ 市政世論調査
平均70％以上の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

（重点プロジェクト1）

光化学スモッグ発生状況
（注意報・多摩中部）

12 11 5 8 5 日
光化学スモッグの発生状況
（東京都環境局）

水環境の保全 排水の便
非常によい・まあよい

81.9 82.6 82.2 80.8 - ％ 市政世論調査
平均80％以上の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

1.9 1.0 1.3 2.1 1.5

（重点プロジェクト1） 1.7 0.9 1.1 1.0 1.0
土壌の環境保全や
他の公害対策

騒音や振動の防止
非常によい・まあよい

46.9 53.3 52.1 53.5 51.5 ％ 市政世論調査
平均50％程度の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

（重点プロジェクト2）

騒音・大気汚染などの公害に
悩まされている　肯定率

― 14.8 12.5 15.5 12.5 ％ 総合計画に関する市民意識調査
平均15％程度の市民が、「そう思う」、
「まあそう思う」と感じている

新たに健康影響が懸念
される事象への対応 ダイオキシン調査 ― 0.019 0.021 0.017 0.012 pg-TEQ/㎥ 府中の環境

大気中の環境基準値0.6pg-TEQ/㎥を
下回っている

（重点プロジェクト2）
放射能測定器貸出件数 ― 49 18 18 9 件

基本方針3 安全な道路環境づくり 公共交通機関が整備されたまち
満足度

― 56.8 45.3 45.3 46.7 ％ 総合計画に関する市民意識調査 平均50％程度の満足度を得ている

交通安全対策
非常によい・まあよい

45.1 50.2 50.7 47.8 45.3 ％ 市政世論調査
平均50％程度の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

（重点プロジェクト1・2）
交通安全・地域安全の推進　満足度 ― ― 37.2 38.5 42.0 ％

総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

平均40％程度の満足度を得ている

適切な土地利用の推進

（重点プロジェクト1）

景観の保全

（重点プロジェクト1）

公園などの整備と活用
（重点プロジェクト1）

公園・遊び場
非常によい・まあよい

69.4 69.4 69.4 66.9 69.2 ％ 市政世論調査
平均70％程度の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

防災対策 火災や災害時の安全性
非常によい・まあよい

50.8 50.6 52.5 51.5 51.9 ％ 市政世論調査
平均50％以上の市民が、「非常によ
い」、「まあよい」と感じている

（重点プロジェクト1・3）
災害対応能力の向上　満足度 ― ― 17.0 18.0 20.4 ％

総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

18％程度の満足度を得ている

歴史的・文化的環境の保
全（重点プロジェクト3）

総合計画に関する市民意識調査 平均50％以上の満足度を得ている

総合計画に関する市民意識調査
平均56％程度の市民が、「そう思う」、
「まあそう思う」と感じている

様々な文化・芸術を育むまち
満足度

― 52.8 54.9 54.9 ％

61.2 58.0 56.8 ％51.8

57.7

まち並みや景観がよく保全されている
肯定率

―

計画的な土地利用が行われているまち
満足度

平均15％程度の満足度を得ている総合計画に関する市民意識調査％13.112.1 16.7

環境基準値３mg/ℓを下回っている

㎥/h 府中の環境

水質の変化（多摩川のBOD値）
（上段：６月、下段：１１月）

多摩川及び関連河川水質合同調査mg/ℓ

― 16.9

―1―



　第２次府中環境基本計画個別目標取組

個別目標 指標 16年度 25年度 26年度 27年度 28年度 単位 備考 市民意識等に関する満足度等
基本方針4 地球温暖化対策 二酸化炭素排出量 1,111 1,145 1,085 ― ― 千t-CO2eq オール東京62市区町村共同事業

（重点プロジェクト1・2・3）

地球温暖化対策に取り組んでいる
肯定率

― ― 18.9 20.8 20.7 ％
総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

20％程度の市民が取組んでいる

リサイクル・
ごみ減量化の推進 循環型社会の形成　満足度 ― ― 55.2 55.3 54.4 ％

総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

55％程度の満足度を得ている

（重点プロジェクト2） ごみの減量化、リサイクルの取組率 ― 91.4 74.4 73.1 72.0 ％ 総合計画に関する市民意識調査 約70％程度の市民が取組んでいる
ごみの適正処理の推進 二ツ塚処分場搬入量 ― 1,251 1,254 1,217 3,348 ㎥ 府中の環境

（重点プロジェクト2・3）
ごみの資源化率 27.1 41.0 40.7 40.6 ― ％

公益財団法人東京市町村自治調査会
（多摩地域ごみ実態調査）

基本方針5 学校における環境教育・
学習の推進

（重点プロジェクト3）

地域の環境保全活動
の推進

環境保全活動センターを活用し、
情報収集やイベントに参加している
取り組んでいる・たまに取り組んでいる

― ― 4.0 ― ― ％ 市政世論調査

（重点プロジェクト2・3）

自然観察会や体験学習への参加
肯定率

― ― 15.6 15.0 15.6 ％
総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

15％程度の市民が参加している

広域連携の推進 カーボンオフセット事業
CO2吸収量（複数年認証含む）

―
(―)

64.3
(189.4)

66.5
(251.6)

82.8
(311.7)

52.3
(296.0)

t-CO2/年 府中の環境

（重点プロジェクト3）

カーボンオフセット事業
森林整備面積

― 22.98 19.71 16.79 17.31 ha 府中の環境

市民・事業者・行政
の連携

環境保全活動センターを知っている
肯定率

― ― 8.9 8.0 8.4 ％
総合計画に関する市民意識調査
（第６次）

8％程度の市民が知っている

環境保全活動センター
サポーター個人登録数

― 71 71 71 72 人 府中の環境

（重点プロジェクト3）
環境保全活動センター
サポーター団体登録数

― 12 14 14 14 団体 府中の環境

市政世論調査
子どもの環境活動を支援している
取り組んでいる・たまに取り組んでいる

― ― 16.7 ― ％―
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