東京６２市区町村は、共同で

・温暖化防止プロジェクト
に取り組んでいます。

オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」とは
オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」は、東京で暮らす私たちにとっ
て大きな課題である温室効果ガスの削減やみどりの保全について、東京都内の全６２市区町村が連携・共同し
て取り組む事業です。平成１９（２００７）年１０月に発表した「みどり東京・温暖化防止プロジェクト共同
宣言（※最終面参照）」に基づき、平成１９年度から特別区長会、東京都市長会、東京都町村会の主催、（公
財）特別区協議会、（公財）東京市町村自治調査会の企画運営にて実施しています。
６２市区町村の共同の輪を大きく広げることによって、各自治体や地域の特性に応じた自然環境の保護、地
球温暖化対策を推進します。

令和４（２０２２）年度版

令和３年度の取組
温室効果ガス標準算
定手法の共有化推進
「 ６ ２ 市 区 町 村共
通版温室効果ガス標
準算定手法」により、
62市区町村全ての令
和元年度の温室効果
ガス排出量を算定
し、公表しました。

助成金交付

ホームページ運営

62市区町村が実
施する自然環境保
護、地球温暖化防止
対策事業に対して、
各 自 治 体 100 万 円
を上限とする助成
金を交付しました。

62市区町村の連携をさらに深めるため、「環境事
業紹介」や「環境インフォメーション」等のコンテ
ンツにより、各市区町村の事業等の情報提供を充実
させるとともに、当プロジェクトの事業や活動、関
係情報の充実によりプロジェクトのPR及びCO２削
減やみどりの保全のための普及・啓発を行いまし
た。（https://all62.jp/）

気候変動対策に関する調査研究
各自治体が「緩和策」と「適応策」の課
題を理解し、解決に向けて一歩を踏み出
せるよう支援を行いました。
オンライン形式も併用しながら、全自
治体向けに 62 市区町村ミーティングを、
登録自治体向けに、分科会を実施しまし
た。各機会を通じ、緩和策・適応策の意義・
課題を認識してもらう場の創出を図りま
した。

オール東京 62 環境担当者研修会
各自治体の現状やニーズを踏まえ、複数のテーマを設定し、
自治体間の情報共有や環境事業の知見の蓄積や専門知識の享受
に向けて、研修会を４回実施しました。実施にあたって、地理的
要因を軽くするため、リモートと対面のハイブリッド形式とし、
テーマは「新規担当者向け」、「2050 年カーボンゼロに向けた
内外の潮流と自治体の役割」、「資源循環（ＣＥ）の世界の潮流
と自治体の役割」、「生物多様性保全と持続可能な利用の推進に
向けた自治体の役割」としました。

市区町村等主催イベントでの PR、普及啓発展示
６２市区町村等が主催するイベント等で、「みどり東京・温
暖化防止プロジェクト」のPRやCO２削減、地球温暖化防止策
につながる活動の普及啓発を新規作成のパネルや出展エリア
の情報を集めたチラシを使って行いました。また都内の地図
をつかった各自治体の環境事業を紹介するワークショップも
合わせて行いました。
【出展イベント】
なかのエコフェア2021、環境フォーラム2021inこがねい、
エコフェスタワンダーランドONLINE（大田区）、環境なんで
も見本市（板橋区）

令和４年度事業の概要
３つの行動

事 業 名

主 な 事 業 内 容

普及・

連携体制

行動の場

啓発

の構築

づくり

標準算定手法による
温室効果ガス排出量
算定の共有化推進

○ 62 市区町村の温室効果ガスの排出量を算定し、その結果
を公表します。
○ 各市区町村のデータ活用を支援します。

○

○

各団体の実施する事
業との連携

○ 62 市区町村の実施事業に、１市区町村 100 万円を限度と
して助成します。
○ 市区町村の成果を HP「ECO ネット東京６２」上でＰＲし
ます。

○

○

○

ホームページの維持
管理

○ プロジェクトの取り組みや 62 市区町村の環境事業などを
紹介する HP「ECO ネット東京６２」を運営し、事業の普
及・啓発を行います。

○

○

○

気候変動対策に関す
る調査研究

○ 「脱炭素」を目指す「緩和策」と「適応計画」策定に向け
た「適応策」の両面について、62 市区町村が実効性のある
取組を推進できるよう研究面から支援を行います。

○

○

オール東京 62 環境担
当者研修会

○ 市区町村の現状やニーズを踏まえ、複数のテーマを設定し
環境分野の知見等に関する研修を行います。
○ 情報共有の場の設定、市区町村の職員が参加しやすいよう
リモート方式等の活用を行います。

○

○

市区町村等主催イベ
ントでの PR、普及啓
発展示

○ 62 市区町村等が主催するイベント等で、プロジェクトの
事業の PR や CO₂削減・地球温暖化防止につながる活動の
普及啓発を行います（15 回程度/年）。

○

○

○

※「３つの行動」の詳細は、オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
共同宣言（次ページを参照）をご覧ください。

みどり東京・温暖化防止プロジェクトホームページ

「ＥＣＯネット東京６２」

「シーナ」と「かれ

▼シーナ

ん」は、環境アニメー
ション「かれんと不思

https://all62.jp/

議の森」のイメージキ
ャラクターです。

▲かれん

オール東京６２市区町村共同事業
「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」共同宣言

かけがえのない地球を守ろう

～一人ひとりの力をつないで～
私 たち の暮ら す東 京は、 人口 １ ,２８ ０万 人を抱 える 世界有 数の 都市で あり ながら 、多 摩
の山並み、武蔵野の雑木林のみどり、伊豆諸島・小笠原諸島周囲の美しい海原など、多様な
自然環境を有しています。
一方、東京は人口や経済活動が集積し、資源やエネルギーの大量消費地として CO 2 の大
量排出、ヒートアイランド現象、森林の荒廃、海洋汚染などさまざまな環境問題にも直面し
ています。
特に暮らしと密接な関係にある CO 2 は、オフィスや家庭でのエネルギー消費量が増大し、
京都議定書の発効から２年が経った現在でも、削減の兆しが見えない危機的状況にありま
す。
今こそ、私たちは、地球環境問題の被害者であり加害者でもあることを改めて認識し、一
人ひとりの力をつないで、東京そして地球の環境を守るため、できることから行動するとき
です。
東京６２市区町村は、かけがえのない地球を守るために、連携・共同して「みどり東京・
温暖化防止プロジェクト」を展開し、次の行動を起こすことを宣言します。
一、 CO 2 削減につながる活動の普及に努め、省エネルギーの促進、温室効果ガスの排出
抑制を図ります。
一、 みどりの保全と地球温暖化防止対策を推進するための連携体制を構築します。
一、 人々が、環境を考え、行動できる場を作ります。
２００７年１０月３日

主

催 / 特別区長会

東京都市長会

東京都町村会

企画運営 / 公益財団法人特別区協議会 公益財団法人東京市町村自治調査会
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区
杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市
青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市
東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村
奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

みどり東京・温暖化防止プロジェクトホームページ

https://all62.jp/

この事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成金により実施しています。

