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環境にやさしいまちづくりの課題

１．省エネ活動の普及や人材育成

[課題1]きゅう屈な取組みは続かないことも⋯。
例えば⋯ ムリな節電による体調不良

不便な地域での自動車抑制

[課題2]「エコ」だけではなかなか広まらないものも。
お得感や、効果の「見える化」が必要

環境にやさしい行動が自然と／続けてできる
まちづくりや仕組みが必要
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低炭素なライフスタイルって何？

節電やリサイクルの積極的な実施

自然とやっている行動もたくさん

例えば⋯ 近くの商店街に自転車でお買い物 →自動車利用削減！

日中に図書館や公園などを利用 →エアコン・照明削減！

地域のイベントに参加 →エアコン・照明削減！

一人ひとりの意識の向上が重要
さらに、どのくらい頑張ったかがわかる仕組みも大事

家の近くに出かけたくなる環境（まち）が整えば、
豊かでエコなライフスタイルが送れるのでは？ 3



環境にやさしいまちづくりの課題

ボトムアップ型のまちづくりによる
展開が必要不可欠

２．スマートコミュニティ事業

[課題3]誰でもどこでも実施できるものではない。

新しい機器の導入はお金がかかり、手が出ない

地域の課題や特性を活かした取り組みが重要

[課題4]取り組みの継続性が課題。

モデル事業的に実施してもその後が続かない

地域が深くかかわる仕組みづくりが重要
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本共同研究の目的

“市民が主体となった”
環境に優しいまちづくりの実現支援

（まずは）商店街のある地域に着目

①地区の活性化とエコを両立する取り組みの発見
②地区との協力による取り組みの実施
③取り組みの効果を「見える化」する仕組みの創出

ボトムアップ型の低炭素まちづくりの普及展開

目的

対象

内容
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実現したいまちづくりのイメージ

商店街 周辺地域
（住宅街）

取り組みによる商店街の魅力向上！

積極的な商店街の利用 買い物利便性の向上
外出機会の増加
地域の快適性向上

集客率の向上
不動産の利活用
コミュニティ力強化

外出増加による
エアコン・照明削減
自動車利用削減

地域での協力による
エコ活動の推進

地域活性化とエコの両立による
持続的な低炭素まちづくりの実現 6



今年度の実施事項

①川崎市の地域特性把握 ②商店街のエコ活動と地域活性化

③対象商店街の選定とニーズ把握

実証施策の企画検討 対象地域のニーズ等調査

実証施策の効果検証

ボトムアップ型低炭素まちづくり
の事業展開手法の提案

商店街における
低炭素まちづくりロードマップ

平
成
26
年
度

今
後
の
展
開

7



今年度の主な成果

２．商店街における低炭素施策メニューの整理

・商店街で実施している低炭素に関する取り組みを整理

・導入しやすさや導入タイミングの把握とその展開効果を試算

・商店街で取り組みを検討する際の基礎資料

１．川崎市の地域特性抽出

・地域全体の特性や分布を把握するための各種データベース構築

・生活環境（町丁目）、二酸化炭素排出量（商店街・地区全体）

・優先地区の抽出や地区ごとの課題把握のための基礎資料

３．実証展開地区の選定と企画

複数の商店街においてワーキングを実施し、

地域の課題や特性に合ったプログラムを検討
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１．川崎市の地域特性抽出 川崎市の7区における2010∼2014年と
2045∼2049年のCO2排出量

2045∼2049年のCO2排出量の
空間分布(千t/5年)2010∼2014年のCO2排出量の

空間分布(千t/5年)

[川崎市内の二酸化炭素排出量推計]
・将来的な人口動向等から、
二酸化炭素の将来動向を推計

・全体的には減少傾向であるが、
将来にわたっても大きい地域が存在
（登戸、川崎、武蔵小杉など）
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[商店街の二酸化炭素排出量推計]
・商店街カルテから業種分布を考慮した二酸化炭素排出量推計モデルを構築
・どの業種の影響が大きいか、時間帯などの特性検討に活用可能
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登戸東通り 商店街

区役所通り 登栄会商店街

登戸駅前商店街

中店通り 商店街

中央銀座商店街

１．川崎市の地域特性抽出
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分類 評価指標

交通利便性
(AC)

就業者数

高校定員数

病院の病床数

大型小売店舗の延床面積

居住快適性
(AM)

緑地面積
１人当たりの居住延床面積
建物高さの標準偏差

日照時間

災害安全性
(SS)

浸水面積
南海トラフのIa値
年間犯罪件数

年間交通事故発生数

衛生環境
(HE)

交通騒音
Nox濃度
平均寿命

夏季の地表面温度

AC評価

SS評価

AM評価

HE評価

交通利便性や快適性は
多摩区や⿇⽣区が⼩さい

安全性は川崎区が⼩さい

[川崎市内の居住環境評価]
・居住地を4つの観点から
評価する仕組みを検討

・地区ごとの強み・弱み
が分かり、それを活かした
まちづくりの検討が可能

１．川崎市の地域特性抽出
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２．商店街における低炭素施策メニューの整理

商店街名 活動場所 活動名 活動時期 活動内容 活動成果

八戸中心商店街
連絡協議会 青森県八戸市 エコフェア 平成12年 エコ活動(分別)などの

意識啓発

活動に関わった人々に
環境への意識が芽生え
た

早稲田商店街 東京都新宿区
リサイクル
の
取り組み

平成10年
（回収機設
置）

エコステーションによ
る空き缶回収

商店街活動の
活発化。
エコステーションの全
国的広がり

立川市商店街振興組
合
連合会女性部会

東京都立川市
エコバック
の
推奨

平成13年 エコバックを持参した
人に抽選会を行う

エコ意識が市域全域に
広がりをみせる
きっかけに

となみ駅前商店街 富山県砺波市
プランター
植栽
活動

平成22年
（サンパチェ
ンス使用開
始）

緑化整備活動による商
店街づくり

商店街のＰＲ。
新たな活動の
きっかけにも

[全国商店街のエコ活動の例]
・エコバッグやエコステーション、緑化などの事例
・商店街への直接的効果が薄く、続かない地域も
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分類 顕在的・潜在的エコ活動 エコ活動につながる理由

交
通

自転車の利用促進、駐輪場の整備 自動車の利用を抑え、低炭素化
レンタルサイクル 自動車の利用を抑え、低炭素化
カーシェアリング 自動車の利用を抑え、低炭素化
コミュニティバスの利用促進 自動車の利用を抑え、低炭素化
ネットショッピング(店頭受け取り) いろいろな場所に行かなくても一か所で受け取れる
宅配サービス 運搬距離の短縮化によりCO2排出量の削減に貢献する

サ
ー
ビ
ス

ポイントカードの利用 エコバックを持ち寄るとポイントが加算されるなど、エコポイントカードに発展
エコバック作り 商店街でエコバックを作り販売する
トイレ(店内)の貸し出し 気軽に立ち寄れる商店街に
雨水タンクの設置 花壇の水やりや打ち水に活用
食用油の回収 適切な廃棄、再利用するために設置

共
有
空
間

商店街内にオープンスペースを設置 家から人が出てくることで、自宅の省エネ効果
フリーマーケット 集客効果と、リサイクルにつながる
コミュニティカフェの設置 家から人が出てくることで、自宅の省エネ効果
休憩スペースの提供(ベンチなど) お年寄りや小さい子供の休憩に
チャレンジショップを出店 家から人が出てくることで、自宅の省エネ効果
商店街内に託児所の設置 子供と一緒に商店街に来やすくなり、自宅の省エネ効果
高齢者でも参加しやすいイベント 一人暮らし高齢者が増える中で、外に出てくることで自宅の省エネ効果
地場産品を使った催し 地元野菜を使うことで、地産池消に繋がる
商店街の空き地にベンチやプランターの設置 憩いの場所を提供し、商店街に人を留まらせる

活
性
化
事
業

キャンドルナイト 夜に電気を使わずに過ごすことで省エネ(廃油を利用しキャンドルを作成すればなおよい)
まち歩きツアー 歩くことで車の使用を避ける効果も
バリアフリーを徹底 障害者にも優しいまちづくりで商店街に来てもらう
地元小中学校と協力した事業展開 子供から親へと通じ、若い世代にも商店街を知ってもらう
エコ商品の販売促進 エコ商品で環境にやさしい
アニメや歴史的偉人を使った町おこし 客の集客により、自宅の省エネ効果に期待

２．商店街における低炭素施策メニューの整理
[潜在的効果も含めた取り組みの抽出]
・周辺住民が外に出てくるきっかけを作る（低炭素交通、エアコン・省エネ）
・商店街活性化事業の多くはあてはまるものが多い

それでも、どの程度効果があるのかは不明⋯
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２．商店街における低炭素施策メニューの整理
[施策メニューの組み合わせによる二酸化炭素排出削減効果の試算例]
・抽出した取り組みを統計値から試算できるモデルを構築
・小さな取り組みも積み重ねれば周辺居住者一世帯あたり1t以上の削減期待

施策 CO2削減量
A4 照明のLED化 309,155

B1 道路を活用した滞留空間の整備
（花壇、ベンチ設置） 2,530

B5 ポケットパーク設置 2,530
C3 フリーマーケットの開催 2,315
C7 レジ袋削減 6.1
C8 簡易包装 157

C9 営業時間短縮 120.5

C10 日中の照明消灯 91.1
C11 照明の間引き 18,004
C12 照明のLED化 219,518
D1 エコバック作成と活用 6.1
D2 省エネワークショップ 54.4
D5 地域清掃活動のイベント化 54.4
E13 夕市の開催 59.6
E14 公共空間を活用したキャンドルナイト 59.6

E15 市民農園の運営 5508

E16 打ち水による夕涼み 59.6
E17 住まいのワークショップ 13.2
E18 カルチャースクール開催 212
E19 健康サポートに関する相談会の開催 159

E20 育児支援教室の開催
（料理教室、親子の触れ合い教室） 199

E21 育児相談会の開催 159
CO2排出削減量合計 745,902

今後、具体調査を実施することでより正確な算出を可能に
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３．実証展開地区の選定と企画（今後の予定を含む）

[実証展開地区の選定と地域との対話]
・対象地域を二酸化炭素排出量や生活環境から選定したうえで、
今後施策展開を進めていく地域を選定

・継続的に地域関係者と議論し今後の展開を企画相談

二酸化炭素排出量（2040年代）

生活快適性

登戸駅北側商店街
9月から4回程度議論
（多摩区まち協も参加）

井田中之町商店街
1月から1回議論

議論の経過（登戸地域）
①省エネ？低炭素？
②地域の課題認識と環境との関係
③これまでの取り組みとの融合の議論
④これから展開に向けた合意
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３．実証展開地区の選定と企画（今後の予定を含む）

[登戸地区の対話から見えた課題]
・公園等が少なく、商店街どおりも歩道が狭く危ない
・子育て世代が買い物しづらく子供を遊ばせる場所がない
（結果、自動車の利用や在宅時間の延長に）

・空閑地を活用してコミュニティ機能を強化できないか？
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今後の展開について
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①川崎市の地域特性把握 ②商店街のエコ活動と地域活性化

③対象商店街の選定とニーズ把握

実証施策の企画検討 対象地域のニーズ等調査

実証施策の効果検証

ボトムアップ型低炭素まちづくり
の事業展開手法の提案

商店街における
低炭素まちづくりロードマップ
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・工夫を凝らした勉強会、取り組み企画のためのワークショップの実施
による意識醸成、取り組みの持続的な実施方法の検討

・ライフスタイル調査による実態の把握と効果算出の検討

荏田南小エコワークショップ レゴを使用したエリア別

電力消費
地域問題マップ作り

地域緑化のための住民・学生街歩き

小学生発表会

歴史カルタ班の成果
全体像 カルタ内容

カルタケースに入れて完成

町田発表会

今後の展開について
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