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（1） これまでの経緯 

区内では、昭和３０年代後半からの人口急増に対して、都市基盤の整備が追

いつかず、様々な環境問題が生じました。これらの問題を解決するため、行政

だけでなく、区民や事業者が一体となった対策を総合的に進めようと、昭和  

４４年に環境浄化対策協議会が設置されました。 

昭和４５年５月に、「ゆたかな心 地にみどり」のスローガンのもと第１回清

掃デーを実施し、６月には各地区に環境浄化推進地区協議会が設置されました。

そこから、現在の活動基盤となっている推進委員制度・美化運動・絵画コンク

ールなど、全区的な「環境浄化運動」が始まりま

した。 

その後、葛西地区ごみ公害問題・航空機騒音問

題・成田新幹線区内通過問題の、いわゆる三大公

害問題が発生しましたが、環境浄化対策協議会を

中心とした区民と行政一体の根強い活動により、

いずれの問題も解決に至りました。 

都市環境が着々と整備されていく中で、それまでのハエや蚊の撲滅、側溝や

空き地をきれいにしようとする環境浄化を、快適な環境を守り育てていこうと

する活動へ繋げていくことが求められるようになりました。そこで昭和５９年、

「環境をよくする運動」へと名称を変更し、さらに広がりのある運動として今

日まで発展を続けてきています。 

 

（2） 中央大会・環境フェア 

環境をよくする運動の祭典として、環境をよくする運動中央大会を毎年開催

し、行動指針の発表を行うとともに、環境をよくする運動に貢献した功労者の

表彰を行っています。第１回大会は昭和４６

年５月に開催され、その中で『私たちの愛す

る町、江戸川区をみんなの心と力を合わせて

住みよい町にしよう』と決議しました。これ

まで４７回の開催を重ね、被表彰件数は延べ

１万 8,463 件にのぼります。 

２-１ 総合的な環境対策  

環境をよくする運動  

２    江戸川区の環境の現況 
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平成元年からは、環境の大切さを楽しみなが

ら学習する場として、環境フェアを同時開催し

ています。毎回テーマを決め、その時どきに見

合った内容としており、近年ではエコに関する

出展が多くなっています。環境の総合イベント

として定着しており、平成２４年度以降はえど

がわエコセンターと共催しています。 

 

（3）地区協議会活動 

環境をよくする運動は、区内を６つの地区（小松川平井・中央・葛西・小岩・

東部・鹿骨）に分けた各地区協議会が活動の基盤となっています。各地区協議

会は、地域の町会・自治会、子ども会、くすのき

クラブ、商店会などから選出された「環境をよく

する推進委員」（任期 2 年：８９９名）で構成さ

れ、それぞれの地域の特性を活かした地区大会や

各種実践活動を行っています。また、一斉美化運

動（春・秋）や絵画・作文コンクールなど、全区

的な取り組みも実施しています。 

 

（４）歩きたばこ・ポイ捨て防止に向けた活動 

歩きたばこは火傷や健康被害の原因となり、また、吸い殻のポイ捨てはまち

の美観を損ねるだけでなく、火災の原因にもなる重大な社会問題です。 

 区はこの問題の解決に向けて、区民

のみなさんを先頭に区・諸団体が一体

となって、喫煙マナーの向上を訴える

啓発活動を行っています。 

 平成 24 年 1 月には「江戸川区歩行

喫煙及びポイ捨ての防止等に関する

条例」が施行され、この条例のもと、

区では喫煙ルールの徹底化を図るため、様々な取り組みを行っています。 

【主な取り組み】 

 ▶各種団体・事業所等への周知活動 

 ▶注意啓発用の看板や路面シートの設置 

 ▶広報えどがわ・区民ニュース・バス車内放送等によるＰＲ 

▶通勤時間帯に合わせた駅周辺での啓発活動 

▶各種イベントにおける啓発グッズ等の配布 

葛飾区との合同キャンペーン 
（平成２６年２月） 
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（１）「江戸川区安全・安心まちづくり運動大綱」 

区民と区が力を合わせ、江戸川区は今日まで発展を続けてきました。しかし

ながら、社会情勢の変化に伴い、本区も急激な都市化が進むにつれ、都市型犯

罪も著しく増加してしまいました。刑法犯認知件数は、平成１２年のピーク時

には１万８千件を超えるに至りました。この犯罪の増加は、区民の暮らしを脅

かし、日常生活に重大な影響を及ぼしていました。 

これまで、区民と区、関係機関が力を合わせることで多くの困難を克服して

きた本区では、この緊急事態に対して、平成１５年８月にこれまでの防犯活動

を基盤とした「江戸川区安全・安心まちづくり運動大綱」を策定しました。こ

の大綱は、区民が日々安全で安心して暮らせるまちづくりに総合的に取り組む

とともに、地域での防犯の取り組みを拡大していくことを目的としています。 

 

（２）具体的な防犯対策やその取り組み 

大綱策定以降、区内では様々な取り組みが実施され、安全・安心まちづくり

の輪が大きく広がってきています。ここでは、その一部をご紹介します。 

 

①  防犯カメラの設置 

 平成 23 年度以降、地域の町会・自治会、 

商店会などが主体となり、区内各所において

防犯カメラの設置が進められました。 

現在では、２０地域で計３５４台の防犯カ

メラが区内の安全・安心を守るために稼働し

ており、凶悪犯・ひったくり・空き巣被害な

どの減少に効果を発揮しています。 

 区では、今後も防犯カメラの設置推進のために必要な支援を行っていく予定

です。 

 

②  区民による防犯パトロール活動 

区内各地域では「自分たちのまちは自分た

ちで守る」という強い意識のもと、平成１５

年８月の大綱策定を契機に防犯パトロール

隊が次々と誕生し、現在までに約４４０団体

（Ｐ77 参照）が結成されています。またこの

安全・安心まちづくり運動  
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内２０町会では、警察の許可を受け青色回転灯装着車両で町会内をパトロー

ルしています。 

 

③ 自転車盗ゼロ作戦 

区内で発生する犯罪は、その約４割が

自転車盗で占められています。また、少

年が自転車盗容疑で検挙・補導されるケ

ースも少なくはなく、そのほとんどが地

元の子どもたちでした。こうした現状を

ふまえ、平成１８年度から自転車の盗難

防止と青少年の健全育成を目的に、環境

をよくする地区協議会・連合町会・青少年育成地区委員会等が主催となり「自

転車盗ゼロ作戦」を展開しています。 

この活動は中学生を中心に結成され

た「盗難自転車なくし隊」が、区内主要

駅周辺で啓発用ポケットティッシュを

配布したり、路上に放置してある自転車

に啓発用タグを付けるなどして、区民に

防犯意識の向上を訴えるとともに、活動

している中学生自身が犯罪防止の認識

を深める活動として実施されています。 

 

【２８年度実施結果】 

瑞江駅・西葛西駅・平井駅・小岩駅・篠崎駅の周辺で各１回実施 

  参加中学校：２３校 

参加者総数：１,７３５名（青少年７９０名、大人９４５名） 

 

④ 区の取り組み 

区では平成１５年８月の大綱策定とともに、犯罪防止の面から区立小中学

校や保育園・幼稚園、区民施設や道路・公園などの安全総点検を行いました。

また、安全性向上のため、樹木の剪定・街路灯の設置箇所などの見直し・公

園の手洗所の移設等を行い、死角のないまちづくりに取り組みました。 

さらに区内３警察署との情報連絡会を定期的に開催し、警察との緊密な連

携を図りながら、総合的な取り組みを推進しています。 
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◎現在の主な取り組み 

1.庁用車による防犯活動ＰＲ 

15 年 12 月から、区が所有する自動車・自転車に「安全・安

心パトロール中」の表示物を取り付け、区民の防犯意識の向上

と、犯罪者を寄せ付けない地域づくりを目的に業務を実施して

います。 

2.業者委託による防犯パトロール 

15 年 12 月から毎日、青色回転灯を装着したパトロール車両

に警備員が乗車し、警察からの情報や区民からの要望をもとに

区内をきめ細かく巡回し、犯罪防止に努めています。また、駅

周辺での防犯ＰＲ活動なども実施しています。 

３.区民活動への支援 
16 年４月から、自主的に防犯活動を行っている団体に対し、

腕章、自転車前かご用表示幕、自動車用マグネットシート等を

支給しています。 

４.えどがわメールニュースの配信 

18 年４月から、登録者のパソコンや携帯電話に防犯情報をメ

ールで配信しています。2３年４月からは、現在のえどがわメ

ールニュースに名称を改め、防犯情報に加え、災害情報なども

配信し、区民のみなさまに広く情報を提供しています。 

５.防犯だよりの発行 
22 年８月から、区内すべての町会・自治会を対象に、直近の

犯罪傾向や犯罪対策の紹介などを掲載した回覧チラシを、年 6

回程度、各回約 2 万部を発行しています。 

６.区ホームページへの掲載 
16 年 7 月から、ホームページで区民の活発な防犯活動のＰＲ

と犯罪に関する情報提供を行っており、区内の犯罪発生状況な

どについては、適宜情報更新を行っています。 

７.区ツイッターでの情報提供 
28 年 7 月から、区公式ツイッター上で、防犯に関する情報な

どを適宜配信しています。（@edogawa_city） 

※ 区民活動への支援物品・えどがわメールニュースの登録方法については、P78 に掲載

していますので、ご覧ください。 

 

（３）現在の状況と今後の課題 

大綱のもと、地域のみなさんと区・警察などが一体となって行ってきた総合

的な取り組みが実を結び、区内の犯罪は着実に減少しています。平成２８年の

区内刑法犯認知件数は 6,867 件で、１４年連続で減少しています。 

しかしながら、他区も減少傾向にあるため、江戸川区は昨年ワースト３位と

いう結果でした。内訳としては、強盗などの凶悪犯罪が少ない状況になってい

ることから、発生犯罪の約４割を占める自転車盗への対策や、ここ数年、被害

が後を絶たない様々な詐欺への対策を継続的に行っていくことが今後の課題と

して挙げられます。 

そこで、本区では平成２５年３月に区内３警察署で「江戸川区安全・安心ま

ちづくりの推進に関する覚書」を締結し、区民への情報発信や防犯設備の整備

の面などで更に協力体制を強化しています。 

平成 26 年 5 月には、地域・区・警察・消防等が相互に連携を図りながら、

安全・安心まちづくりに向けた総合的な取り組みを検討していく機関として「環

境をよくする運動推進協議会」を設置しました。 

これからも区民のみなさんと区・警察など関係機関が一体となって、安全で
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安心して暮らせるまちの実現に取り組んでいきます。 

《 参 考 》 
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区内には人の使用していない土地、いわゆるあき地等がまだまだ点在していま

す。使われていない理由はさまざまですが、管理が不十分ですと知らないうちに

あき地周辺の方々に迷惑をかけることになります。 

   毎年春になると草木が成長し、あき地の雑草等が勢いよく伸び始めます。見た

目にもうっとうしく、伸びた草が隣の家に入り込んだり、害虫が発生したりしま

す。さらに知らないうちにごみ等が不法投棄されることもあります。 

   区では昭和４６年（１９７１年）に「あき地をきれいにする条例」を定めて、

住民にはごみ捨てをしないように、あき地の所有者には適正管理に努めるよう協

力を求めています。 

 

（1） 草刈機の貸し出し（無料） 

区はあき地の雑草等の対策の一つとして、所有者自身で

草刈をする場合に、肩掛け式で簡単に扱える草刈機の無料

貸し出し（燃料は各自負担）を行っています。 

貸し出し期間は１週間程度です。平成２８年度の貸し出

し実績は、５５件で延べ３１１台でした。 

 

（２） 区の委託業者による除草（有料） 

   土地所有者自身で除草ができなく、草刈を依頼したい場合は、有料で区の契約

している業者に区を通じて依頼することができます。 

      平成２８年度の依頼件数は１４件、草刈の面積は合計で１,９６１㎡でした。 

 

 

あき地の適正管理 


