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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の背景と目的 

 区は、平成 11 年 3 月に「板橋区環境基本計画」を策定し、平成 17 年 3 月の改訂を経て、

平成 21 年 3 月に「板橋区環境基本計画（第二次）」（以下、「第二次計画」といいます。）を

策定し、同計画に基づいて環境保全の取り組みを進めてきました。 

 第二次計画の策定以降、東日本大震災に伴うエネルギー需給のひっ迫による省エネルギー

への取り組みや再生可能エネルギー＊導入の加速化、人口減少社会への移行など、環境行政

を取り巻く状況が変化してきました。また、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会」を控え、水素エネルギーの活用など新技術の発展、国際社会における新しい温暖化対

策の枠組みへの合意など、今後も環境を取り巻く状況は変化していくものと想定されていま

す。 

そこで、第二次計画の期間満了（平成 27 年度）にあたり、このような状況変化への対応

を図り、板橋区における環境保全の取り組みをより効果的に進めていくため、第三次計画と

して、「板橋区環境基本計画 2025」（以下、「本計画」といいます。）を策定しました。 

  

２ 計画の期間 

 本計画の期間は平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とします。ただし、計画期間

内においても区を取り巻く環境や社会情勢の変化に応じて、柔軟に改善・見直しを行います。 

 

図 計画の期間 

  

３ 計画の対象地域 

 本計画の対象地域は板橋区全域とします。しかし、環境問題は区内の局所的なものから東

京都・国・世界レベルで取り組むべきものまで様々なものが存在します。そのため、本計画

では、区内のみならず近隣自治体・東京都・国とも連携しながら施策を展開していきます。 

  

第二次計画 

〈将来〉 

区の環境の 

改善・向上 

板橋区環境基本計画 2025 

平成 28 年 4 月 

（2016 年 4 月） 

平成 38 年 3 月 

（2026 年 3 月） 平成 28～37 年度 

（10 年間） 

次の計画 
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４ 計画の位置づけ 

 本計画は、「板橋区基本構想＊」、「板橋区基本計画＊2025」で示された施策を環境面から具

体化するとともに、国や都の計画及び「いたばし No1 実現プラン＊2018」や区の関連個別計

画と相互に連携を図っていくものです。 

また、本計画で描く環境の将来像の実現にあたっては、区民・事業者・区のすべての主体

が、それぞれの立場あるいは協働で環境に配慮した取り組みを進める必要があることから、

板橋区の環境の保全に関する総合的かつ長期的な方針を示す計画となっています。 

  

 

  

 

 

 

 

      
        

 

 

 

  

              

連携・整合   

    

 

 整合                             関連個別計画との整合 

 

 

          

         施策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「板橋区環境基本計画 2025」の位置づけ 

・板橋区地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編）＊ 

・板橋区一般廃棄物処理基本計画＊ 
 （第三次） 

・板橋区緑の基本計画＊ 
 （いたばしグリーンプラン 2020） 

・板橋区景観計画＊ 

・板橋区環境教育推進プラン＊2025 
  

 など 

・（
国
）
第
四
次
環
境
基
本
計
画 

・（
都
）
東
京
都
環
境
基
本
計
画 

 な
ど 

 

【板橋区基本構想の概要】 

将来像  

未来をはぐくむ緑と文化のかがやくまち“板橋” 

基本理念  

○ 「あたたかい気持ちで支えあう」 

○ 「元気なまちをみんなでつくる」 

○ 「みどり豊かな環境を未来へつなぐ」 

政策分野別の「あるべき姿」 
（「９つのまちづくりビジョン」） 

 環境分野：「緑と環境共生」ビジョン 

板橋区環境基本計画 
２０２５

環境保全のための 

基本目標・施策 

板橋区基本構想 

板橋区基本計画 2025 

いたばし No.1 
実現プラン 2018 
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第２章 環境の現状と課題 

１ 国や東京都等の動向 

国の環境基本計画 

 国は、第四次環境基本計画（平成 24年 4月閣議決定）において、「低炭素」・「循環」・「自

然共生」の各分野が統合的に達成され、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域に

わたって保全される社会を、めざすべき持続可能な社会としています。また、計画では経済

と環境を両立させ、持続可能な成長を推進する経済・社会システムに移行していく「経済・

社会のグリーン化」を重点分野の一つに位置付け、経済活動のあらゆる場面において環境へ

の配慮が必要であるとしています。 

東京都の環境基本計画 

 東京都は、「東京都長期ビジョン」（平成 26 年 11 月策定）において、「世界一の都市・東

京」の実現をめざし、環境分野に係る政策指針として、「スマートエネルギー都市の創造」、

「水と緑に囲まれ、環境と調和した都市の実現」等を掲げています。また環境基本計画では、

ビジョンに示した環境政策をさらに進展させ、経済成長と環境政策の両立、「東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会」とその後を見据えた環境レガシーの形成、持続可能な

都市の実現に向けた新たな価値観やライフスタイルの創出の 3つを今後の環境施策展開の視

点として掲げています。同大会の開催等を踏まえて、2020 年と 2030 年をターゲットとした

目標を設定し、中長期的、戦略的に高い目標を掲げ取り組むこととしています。 

〈主要分野別〉低炭素分野の動向 

 世界全体の温室効果ガス＊排出削減に関する国際的な動きとして、平成 25年に公表された

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）による第 5次評価報告書では、気候システムの温暖

化は疑う余地がないこと、産業革命前からの気温上昇を 2℃未満に抑えるには今世紀末に全

世界での温室効果ガス排出量をゼロにすることが必要とされることなどが科学的に示され

ました。これらを受けて、平成 26 年の国連気候変動サミット（ニューヨーク）では、各国

首脳が国際的な枠組み合意の重要性に言及するなど気候変動対策に関する関心は世界的に

高まっています。平成 27 年 11月の COP21 では、2020 年以降の新たな枠組みについて、途上

国を含む全ての国が参加する国際的な枠組み「パリ協定」が採択され、世界全体の排出量を

今世紀後半に実質ゼロにするという将来像のもと、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に

比べて 2度より十分低く保つとともに、1.5度に抑えるという努力目標が盛り込まれました。 

 気候変動の影響は、わが国でも気温の上昇や大雨の頻度増加などのかたちで既に顕在化し

ており、影響を最小化あるいは回避する「適応策＊」の考え方が重要です。このような背景

から、平成 27年 11月に、政府は「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定しました。 

 エネルギーを取り巻く国内的な動きとして、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災後の

福島第一原子力発電所の事故により、板橋区を含む東京電力管内を中心とする地域で、電力

不足による計画停電など、区民の暮らしや経済活動に大きな影響が及びました。またこのこ

とにより、多くの国民や事業者が節電に協力するなど、エネルギーを消費する今日の社会の

あり方を見つめ直すきっかけともなりました。その後、再生可能エネルギーの普及をめざし
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た固定価格買取制度の開始（平成 24 年 7 月）、電力の小売り全面自由化＊（平成 28 年 4 月）

など、エネルギーを巡る状況が変化しています。 

 一方、東京都は、次期環境基本計画での低炭素分野における施策の方向性として「省エネ

ルギー対策・エネルギーマネジメント等の推進」、「再生可能エネルギーの導入拡大」、「水素

社会の実現に向けた取組」の 3つを掲げています。 

〈主要分野別〉循環分野の動向 

 平成 25年 5月に閣議決定された「循環型社会形成推進基本計画（第三次）」では、従来の

廃棄物の量に着目した施策に加え循環の質にも着目し、新たな施策の柱として、ごみの発生

抑制（リデュース）・再使用（リユース）の取組強化、有用金属の回収、安心・安全の取組

強化等が示されました。 

 東京都は、循環分野における施策の方向性として「持続可能な資源利用の推進（食品ロス

の削減など）」、「静脈ビジネスの発展及び廃棄物の適正処理の促進」、「災害廃棄物対策の強

化」の 3つを掲げています。 

〈主要分野別〉自然共生分野の動向 

 国際的な動きとして、平成 22年の生物多様性条約第 10回締約国会議（名古屋）で「2020

年までに生物多様性＊の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施する」ことなどを

目標とする「戦略計画 2011-2020」が採択され、各国が行動を進めています。 

 わが国では、平成 24年 9月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」において、

COP10 目標の達成に向けた国のロードマップを示すとともに、東日本大震災を踏まえた今後

の自然共生社会のあり方を示しています。 

 東京都は、平成 24 年 5 月に策定した「緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本

戦略～)」において、緑の量を確保する従来の取組に加え、生物多様性の保全など緑の質を

高める視点を重視する方向性を示しています。また、この流れを受け、次期環境基本計画で

の自然共生分野に関する施策の方向性として「生物多様性の保全・緑の創出」、「生物多様性

の保全を支える環境整備と裾野の拡大」の 2つを掲げています。 

〈主要分野別〉その他 

 東京都は、これまでの環境汚染対策のさらなる推進とともに、快適な都市環境を創出する

ため、健康影響が懸念される PM2.5 や光化学オキシダント対策の推進、街なかでの暑さ対策

等の推進、水循環の再生と水辺空間の魅力向上などに取り組んでいくとしています。また、

全ての環境分野において、板橋区を含む区市町村との連携・協力を進めていくとしています。 

環境教育の分野では、平成 25 年 11 月に、「国連持続可能な開発のための教育（ESD＊）の

10 年」を引き継ぐ実施計画として、グローバル・アクション・プログラムが国連で採択され、

持続可能な社会を創造していくことをめざす学習や活動の重要性が再認識されました。平成

26 年 11月に、愛知県名古屋市及び岡山市で開催された「持続可能な開発のための教育（ESD）

に関するユネスコ世界会議」では、今後さらなる ESD の強化と拡大のための行動を求める「あ

いち・なごや宣言」が採択され、国や地域において各主体が行動していくことが推奨されま

した。 
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２ 板橋区のこれまでの取り組みと課題 

 第二次計画では、５つの分野（望ましい環境像）ごとに施策を設定し、環境保全の取り組

みを推進してきました（下図）。また、施策の進捗状況や効果を客観的に把握するために指

標を設定し、年度ごとに進行管理を行ってきました。 

本章では、第二次計画の期間（平成 21 年度～平成 27 年度）のうち、平成 26 年度までの

数値について点検・評価を行い、その結果を５つの環境像ごとにまとめています。また、各

環境像の冒頭部分では、環境の改善に関する項目に数値目標を設定した「数値指標」につい

て、目標の達成状況と今後の方向性について示しています。なお、達成状況の評価について

は下表のとおりです。 

 

 

図 第二次計画の体系表 

 

表 数値指標の達成状況区分 

 
目標値を達成している（達成率 100%以上） 

 
目標値を達成していない（達成率 70%以上 100%未満） 

 目標値を達成していない（達成率 0%以上 70%未満） 

 基準年の数値を下回っている（達成率 0%未満） 

達成率の算出方法 ＝（最終年度の値－基準年の数値）／（目標値－基準年の数値）×100 

  

望ましい環境像

低炭素社会を
実現するまち

循環型社会を
実現するまち

短期目標長期目標

「環境力」を高め
環境・経済・社会
が調和するまち

健康に暮らせる
生活環境が
快適なまち

自然環境と
生物多様性を
保全するまち

効率的なエネルギー利用に
よる温室効果ガス排出量が
少ない社会への移行

ごみの発生抑制と
資源を循環利用する
社会システムの構築

社会活動に伴って発生する
環境負荷の削減と
生活環境の向上

緑と水と生きものに囲まれた
都市空間の創造

環境保全行動を担う
人材の育成と

環境に配慮した社会の構築

1. 家庭でのエネルギー対策の推進

2. 事業所でのエネルギー対策の推進

3. 協働によるエネルギー対策の仕組みづくり

4. ごみの発生抑制

5. 資源の再利用・再生利用の推進

6. 資源の循環を推進するための仕組みづくり

7. 自動車から発生する環境負荷の削減

8. 事業所から発生する環境負荷の削減

9. ヒートアイランド現象の抑制

10. 緑地の保全と創出

11. 自然とふれあう機会の創出

12. 水環境の保全と活用

13. 環境保全行動を担う人材の育成

14. 情報をわかりやすく提供する仕組みづくり

15. 環境に配慮した経済活動の推進

16. 計画を推進するための仕組みづくり
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■低炭素社会＊を実現するまち  

 数値指標の目標達成状況  

数値指標 単位 
基準値 

(H18年度) 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 

目標値 

（H27） 

達成 

状況 

温室効果ガス排出量 
（民生家庭部門） 

万 t-CO2 61.4 59.1 69.3 75.8 69.3 80.8 76.1 54.0  

温室効果ガス排出量 
(民生業務および産業部門の合計) 

万 t-CO2 86.0 75.8 84.9 86.4 79.1 92.3 84.9 81.0  

  

 温室効果ガス排出量は、「民生業務および産業部門の合計」では平成 21年度と 24年度に目

標値を達成しましたが、平成 26年度には、「民生家庭部門」及び「民生業務および産業部門

の合計」でともに目標を達成できませんでした。東日本大震災以降は、特に、省エネ・節電

対策や再生可能エネルギーの普及が進んだことによって、温室効果ガスの算出基礎となるエ

ネルギー消費量は減少傾向を示していますが、原子力発電所の稼働停止に伴う電力の CO2排出

係数＊が上昇したため、温室効果ガス排出量は増加する結果となりました。本計画では、引き

続き、温室効果ガス排出量の削減目標の達成をめざすとともに、CO2排出係数の影響を受けず、

区民の省エネに対する取り組みを直接的に評価できる、“エネルギー消費量”にも新たに着目

し、低炭素への取り組みを総合的に評価していきます。 

○温室効果ガス排出量の推移 

 板橋区における温室効果ガスの総排出量は、平成 21年度の 194.9万 t-CO2以降増加傾向に

あります（図 1）。一方、電気使用量に着目すると、平成 23年の東日本大震災以降、電力需給

のひっ迫による節電要請や区民・事業者における省エネ行動などにより、減少傾向にありま

す（図 2）。 

東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故をきっかけに停止した原子力発電所の電力出

力を補うために、火力発電所での発電量が増加したことによって東京電力の CO2排出係数が上

昇したことから、板橋区の温室効果ガスの総排出量が増加する結果となっています（図 1、2）。 
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図1 温室効果ガス排出量※1（万t-CO2）

産業 業務 家庭 運輸その他

年度

※1「板橋区地球温暖化防止地域推進計画」(平成17年12月策定)

における算出方法によって算定。
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図2 電気使用量とCO2排出係数
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～これまでの取り組みと課題（第二次計画の点検・評価） 

○家庭及び事業所のエネルギー対策 

 家庭部門と業務及び産業部門のエネルギー消費量は、家庭部門、業務及び産業部門ともに、

東日本大震災後の平成 23年度以降減少しながら推移しています（図 3、4、5）。この減少は、

家庭や事業所における省エネ対策の効果や、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー

の導入加速が背景にあると考えられます（図 6）。 

 区は、省エネを推進するため、新エネ・省エネ機器の導入補助を行っているほか、区民向

けには「エコライフフェア＊」などのイベントにおける普及啓発、事業所向けには環境マネジ

メントシステム＊構築支援などもあわせて行っています。今後は、環境以外のイベントでの周

知啓発や事業所への積極的な情報提供、適切な助成支援を図るなど、区民・事業者の省エネ

行動をさらに促すための取り組みを進めていくことが重要です。 

  

  

  

○パートナーシップによる取り組み 

 「エコポリス板橋環境行動会議」、「いたばしエコ活動推進協議会」及び区が「エコライフ

フェア」を共催するなど、区と連携・協働して活動する基盤ができていますが、今後さらに

拡大していくための仕組みづくりが必要です。 

○スマートシティに関する取り組み 

 区は平成 25年度にスマートシティに関する基礎調査を行い、スマートシティの実現に向け

た取り組みに着手し始めました。区内各所のまちづくりに合わせてエネルギー対策の導入や、

未利用エネルギー＊の利用可能性に関する調査・検討などを進めていくことが重要です。 
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図3 家庭部門1人当たり

エネルギー消費量※1(GJ/人)
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※1 区人口は「板橋区の統計」より
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■循環型社会＊を実現するまち  

 数値指標の目標達成状況  

数値指標 単位 
基準値 

(H18年度) 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 

目標値 

（H27） 

達成 

状況 

区全体から排出される 
ごみの量（資源回収除く） 

万 t 16.2 14.9 14.6 14.5 14.4 14.3 14.1 13程度  

リサイクル率 ％ 18.5 18.8 18.5 18.1 17.8 17.9 17.9 25以上  

  

区全体から排出されるごみの量（資源回収を除く）は、ペットボトルの集積所回収の本格

実施等、資源分別回収の普及などにより減少を続けていますが、目標を達成できませんでし

た。また、リサイクル率については、18％前後で推移し、目標値に対して 7 ポイント程度下

回っている状態となっており、目標を達成することができませんでした。これは、プラスチ

ック製容器包装全体の分別収集開始を見込んだ数値であり、このことが要因の一つとなって

います。本計画では引き続き、「板橋区一般廃棄物処理基本計画（第三次）」（平成 24年３月

策定）のもと、ごみの減量およびリサイクルの取り組みを推進し、目標の達成をめざしてい

きます。なお、ごみの総排出量は人口の増減による影響も受けることから、ごみ減量に対す

る取り組みをより正確に評価するため、本計画では「区民一人当たりの一日のごみ排出量」

に変更します。 

○ごみの総排出量の推移 

ごみ総排出量は、平成 21年度の約 18.2

万 tから平成 26年度の約 17.0万 tまで減

少しています（図 1）。総排出量のうち収集

ごみ量については、平成 21 年度の約 11.8

万 tから平成 26年度の約 11.1万 tまで減

少しています。この減少要因としては、平

成８年から始まった事業系ごみの全面有料

化や、平成 19年から始まったペットボトル

の集積所回収の本格実施などによる資源分

別回収の普及などが考えられます。 

○ごみ減量の取り組み 

 平成 23年度に「板橋かたつむり運動＊」を開始し、平成 25年度には「かたつむりのおやく

そくハンドブック」（資源とごみの分け方・出し方などを掲載した冊子）を区内全戸・全事業

所へ配布するなど、普及啓発に取り組んでいます。しかし、第二次計画のごみ総排出量の目

標値が達成できていないことを踏まえ、さらなる普及啓発に向けて取り組んでいく必要があ

ります。 

 事業系ごみについては、区内の事業所数が減少傾向であるにも関わらず、ごみ排出量（持

ち込みごみ）は横ばいとなっており（図 1）、排出時の指導などの取り組み強化が必要です。 
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図1 ごみ総排出量※1（万t）
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※1 小数第1位を端数処理しているため合計値と合わない場合がある。

※2 回収資源には集積所回収、集団回収、拠点回収等が含まれる。

年度

※2
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～これまでの取り組みと課題（第二次計画の点検・評価） 

○リサイクルの取り組み 

 リサイクル率は、18～19%前後で概ね横ばいで推移（図 2）しており、第二次計画の目標値

に対して７ポイント程度下回っている状態が続いています。この目標値は、プラスチック製容

器包装全体の分別収集開始を見込んだ数値であり、これが目標の達成を困難にしている要因の

一つになっているとも考えられます。なお、リサイクル率の向上を図る試みとして、可燃ごみ

に含まれる紙箱・紙袋などの雑がみのモデル回収を、平成 26年度に開始しています。 

 環境に関する区民アンケート（平成 26年度）によれば、「リサイクル推進のため、ごみや資

源の分別をしている」について、“いつも行っている”と回答した区民が約９割を占め、適切

に分別しているという意識を持つ区民が大半であることがわかりました（図 3）。現状の普及

啓発を継続し、さらなるリサイクル率の向上につながる取り組みを進めていく必要がありま

す。 

  

○高齢化などを見据えたごみ収集体制の課題 

 ごみ収集量が減少傾向にあるなか、ご

みの収集コストは平成 20年度以降微増

傾向にあります（図 4）。今後、高齢化

及び人口減少の局面を迎える上で、高齢

者などのごみ出し困難世帯に対するき

め細かな対応と、収集体制の低コスト化

の両立に向けて、収集体制を日々改善し

ていくことが重要です。 
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図2 リサイクル率※1

※1 リサイクル率＝資源化量（中間処理後の資源化量を含む）
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図4 収集運搬経費の推移
（平成17年度を1とした指数）
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■健康に暮らせる生活環境＊が快適なまち 

 数値指標の目標達成状況  

数値指標 単位 
基準値 

(H18年度) 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 

目標値 

（H27） 

達成 

状況 

二酸化窒素（NO2）環境基準
達成率 

％ 
89 

(8/9地点) 
89 

(8/9) 
89 

(8/9) 
100 
(9/9) 

100 
(9/9) 

100 
(8/8) 

100 
(9/9) 

100 
(全地点)  

浮遊粒子状物質(SPM)の環
境基準達成率 

％ 
75 

(6/8地点) 
100 
(8/8) 

100 
(8/8) 

100 
(8/8) 

100 
(8/8) 

100 
(7/7) 

100 
(8/8) 

100 
(全地点)  

騒音に関する環境基準の達
成率 

％ 
6 

(1/17 地点) 
12 

(2/17) 
6 

(1/17) 
18 

(3/17) 
18 

(3/17) 
6 

(1/17) 
6 

(1/17) 
100 

(全地点)  

温室効果ガス排出量（運輸
部門） 

万 t-CO2 55.7 54.9 54.9 54.9 54.7 54.7 54.4 45程度  

  

 大気汚染物質である二酸化窒素＊(NO2)及び浮遊粒子状物質＊(SPM)は、国や都の自動車排出

ガス規制や大和町交差点のオープンスペース化などの効果もあり、大気環境は改善され、と

もに環境基準＊を達成しました。一方、騒音に関する環境基準達成率については低い状態であ

り、目標を達成できませんでした。本計画では、近年問題となっている微小粒子状物質＊

(PM2.5)を新たな指標に設定し、大気環境を評価していきます。一方、騒音については、引き

続き監視を継続するとともに、目標達成に向け必要な対策を推進していきます。 

○大気環境の状況 

 区内９地点で大気汚染物質を常時測定しており、測定結果は「板橋区大気情報公開システ

ム」＊のホームページを通じてリアルタイムで公開しています。大気環境の状況は、平成 23

年以降、二酸化窒素濃度が全地点で環境基準を満足しているなど、概ね良好な状態です（図 1、

図 2）。 

  

  

○自動車から発生する環境負荷 

 自動車から発生する環境負荷の削減については、赤塚・徳丸・四葉・大門・高島平地域で

のコミュニティバス「りんりん GO」の運行（平成 22年３月開始）や自転車駐車場の整備など、

自動車から自転車や公共交通への利用転換を進めています。今後も、利用転換への取り組み

を継続していくとともに、近年、市場への導入が始まっているカーシェアリング＊（次ページ

図 3）や自転車シェアリング＊の導入推進に向けた取り組みも必要です。 
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図1 沿道の二酸化窒素濃度（98%値）
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図2 沿道の浮遊粒子状物質濃度(2%除外値)

[mg/m3]
西台 三園 (都)大和

環境基準：0.1mg/m3

年度

西台はH25年度に移設のためH25以降データなし
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～これまでの取り組みの課題（第二次計画の点検・評価） 

○ヒートアイランド対策 

 板橋区の平均気温（測定点：氷川町）は上昇傾向にあり、過去約 30年間（昭和 55年～平

成 24年）の気温トレンドは 2.0℃/30年となっています（図 4）。国内平均気温トレンド 1.0℃

/30 年と比べると上昇が大きく、地球温暖化に加えてヒートアイランド現象＊の影響も考えら

れます。ヒートアイランド対策については、建物などの排熱の削減、建築物の屋上や地上部

の緑化を行っているほか、区施設への緑のカーテン＊設置と普及啓発を行っています。また、

熱中症など人の健康影響への配慮のため、ふれあい館やいこいの家（60歳以上の方が利用で

きる広間や浴室などを備えた施設）などで「猛暑休憩所」を設置するなど、クールシェア＊の

取り組みを実施しています。  
  

  

○事業所から発生する環境負荷や公害苦情 

事業所から発生する環境負荷の削減については、公害関係法令に基づく指導や「板橋環境

管理研究会＊」と連携した対策支援などを行っています。公害苦情件数はここ数年 200件を超

えています（図 5）。公害苦情の中で特に多いのは「騒音」に関する苦情で、全体の約半数を

占めています。発生源別では「建設作業」が多くを占めており、それを裏付けるように、建

築物の着工件数は公害苦情件数と似通った変化を示しています（図 6）。法令などに基づく基

準を満たしていても公害苦情が生じてしまうケースもあるため、マンションと工場における

事前協議や、関係者と協力した未然防止の強化なども重要となります。 
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■自然環境と生物多様性を保全するまち 

 数値指標の目標達成状況  

数値指標 単位 
基準値 

(H16年度) 
H21 H26 

目標値 

（H27） 

達成 

状況 

区全体の植生被覆率※1 ％ 18.2 19.3 18.3 19程度  

※1 植生被覆率は５年に一度の調査 

数値指標 単位 
基準値 

(H19年度) 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 

目標値 

（H27） 

達成 

状況 

石神井川の水質基準達
成割合（全項目） 

％ 
80 

(4/5 項目) 

80 
(4/5) 

80 
(4/5) 

80 
(4/5) 

80 
(4/5) 

80 
(4/5) 

80 
(4/5) 

100 
(全項目)  

白子川の水質基準達成
割合（全項目） 

％ 
60 

(3/5 項目) 

80 
(4/5) 

80 
(4/5) 

60 
(3/5) 

60 
(3/5) 

80 
(4/5) 

60 
(3/5) 

100 
(全項目)  

  

 区全体の植生被覆率＊は、平成 21年度に目標値を達成しましたが、樹木被覆地の減少など

の要因により、平成 26年度には再び目標値を達成できませんでした。本計画では、板橋らし

い風土と自然環境を支える緑を守るため、今後も、平成 23年３月に策定した「いたばしグリ

ーンプラン 2020」で掲げる目標値をめざすとともに、身近な緑を創造するという観点で、ま

とまりのある緑の拠点としての役割を持つ公園の整備状況にも着目し、評価対象に加えます。

一方、水環境については、これまで２ランク上位の類型指定に相当する環境基準値の達成を

めざしていましたが、近年は概ねその基準を達成していることから、本計画では、さらに１

ランク上位の目標値を設定し、より良い水環境をめざします。 

○緑の現状と保全・創出の取り組み 

 ５年ごとに実施している「緑地・樹林の実態調査」によると、区内の緑の量は、昭和 49年

の調査開始以来、一貫して減少傾向にありましたが、平成 21年度に初めて増加に転じました。

しかし、平成 26年度には再び植生被覆率が低下しています（図 1）。緑の保全・創出のために、

保存樹木＊などの指定や所有者に対する管理経費などの助成により長期的な保全を促すとと

もに、屋上などの緑化を推進していくことが重要です。 

 地域の緑に対する住民の関心や愛着心の向上が緑を守ることにつながると考えられるた

め、公募区民と区の協働による「緑のガイドツアー＊」など、緑への関心を高める取り組みを

充実させることも必要です。また、生物多様性保全の観点からの区全体の生きものの保全方

針づくりなど、緑の“質”を高める取り組みも今後検討すべき課題です。 
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図1 植生被覆率※1

※1 植生被覆率は、平成16年度より計測を開始しており、

緑被率から「植生がない農地」を除いたもの。

年度

7.6% 7.9% 7.6% 7.5%
9.8% 10.6%

5.2% 4.8% 4.9% 4.9%
3.7%

4.2%
2.2% 1.6% 1.2% 1.0%

0.8%
0.7%

15.0% 14.2% 13.8% 13.5% 14.3%
15.5%
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図2 緑被率の推移（100m2以上※1）

農地

草地

樹木

被覆地

年度

※1 現在は1m2単位で抽出しているが、ここでは過去データとの

比較のため100m2以上の同条件で抽出。
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～これまでの取り組みの課題（第二次計画の点検・評価） 

○自然とのふれあいの取り組み 

 自然とのふれあいについては、「緑のガイ

ドツアー」や熱帯環境植物館など、様々な

機会を提供しており、一定の参加・利用者

みられます（図 3）。 

 都心にありながらも農地が残る板橋区で

は、区内農業者との協力による区民農園＊

の貸し出しや「板橋農業まつり」など、農

業を通したふれあいにも取り組んでいま

す。区民農園については、応募倍率が平均で 1.5倍程度と区民ニーズは高い状況です。今後

とも、直接的な農業者支援の取り組みの継続に加え、区内農業に対する区民の関心や地産地

消＊の意識を高め、農地を保全していく取り組みにつなげていくことが必要です。 

○河川や湧水などの水環境 

 区内を流れる河川は、水質汚濁の

指標である BOD＊（生物化学的酸素

要求量）など全ての生活環境項目が

環境基準値を達成するなど、水質は

改善してきています（図 4）。また、

石神井川及び白子川における水生

生物確認種数は、平成 21～26年度

の６年間で 41～54種と安定的に推

移しています。 

 しかし、環境に関する区民アンケ

ート（平成 26年度）によれば、「水

辺との親しみやすさ」について“満足している”が２割に対して“不満である”が３割とな

っており、水辺との親しみやすさの改善が課題といえます。石神井川や白子川は、治水対策

により垂直護岸の区間も多く、水辺への関心や親しみを持ちづらい状況にあるため、今後、

国や都などの関係機関や区民団体などと協力し、水辺に親しみを持てる取り組みを推進して

いくことも重要です。 

 湧水については、武蔵野台地と荒川低地の境界部にあたる崖線沿いに多くの湧水が分布し、

平成 26年度に 28地点で湧水が確認されています。しかし、湧水の水源である雨水が浸透で

きる自然被覆地は宅地化により長期的に減少しており、湧水を取り巻く環境は厳しい状況が

続いています。保全対策の強化や区民の関心向上の取り組みが必要です。 

○区民主体の公園づくり 

身近な自然のふれあいの場である公園については、整備や改修などに合わせた区民ワーク

ショップや「地域がつくる公園制度＊」に基づく区民参加での公園管理を行っており、協働に

よる取り組みの輪が広がっています。 
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カッコ内は類型指定の区分

年度
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■「環境力＊」を高め環境・経済・社会が調和するまち 

 数値指標の目標達成状況  

数値指標 単位 
基準値 

(H19年度) 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 

目標値 

（H27） 

達成 

状況 

エコポリスセンターか
ら小中学校への環境学
習講師派遣人数 

人 500 434 351 453 265 399 363 500  

環境イベントなどの参
加者数 

人 59,471 56,060 58,995 42,059 52,163 57,645 96,949 60,000  

環境マネジメントシス
テム構築事業所数 

事業所 187 244 263 272 294 310 324 750  

協働プロジェクトの参
加人数 

人 － 444 485 501 441 442 464 500程度  

  

 環境教育や協働に関する指標のうち、環境イベントなどの参加者数は目標を達成しました。

小中学校への環境学習講師派遣人数及び協働プロジェクト＊の参加人数は、目標を達成するこ

とができませんでしたが、着実に取り組みを進めることができました。一方、環境マネジメ

ントシステム構築事業所数は、目標に対して 4割程度にとどまり、目標を達成できませんで

した。 

 本計画では、この分野での個別計画である「板橋区環境教育推進プラン 2025」との整合を

図り、人材育成と協働の視点を重視した指標を設定して評価していきます。 

○エコポリスセンターの取り組み 

 エコポリスセンターでは、平成 24年度から指定管理者制度＊を導入し、企業・団体協賛に

よる「夏休みエコスクール＊」の講座メニューの充実、学生インターン・ボランティアの活用

など、民間事業者の経験やノウハウも取り入れつつ、環境教育・情報発信の取り組みを充実

しています。小中学校への環境学習（出前講座など）講師派遣については、人数は目標値（500

人）を達成することができませんでしたが、派遣件数は毎年 100件以上を実施しています（図

1）。また、環境イベントなどの参加者数は、東日本大震災の影響により平成 23年度に減少し

ましたが、その後は回復に転じ、平成 26年度には目標値を達成しています（図 2）。 

  

○環境教育の取り組み 

 区では、感性が育つ幼児期から学齢期における環境教育が最も重要との考えに基づき、板

橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム＊を独自に作成し運用するとともに、環境教育・環境

学習を行う際の指導教材である「板橋区環境教育プログラム」を作成し、学校などを拠点と

した環境教育を進めています。今後も、こうした取り組みを継続することが重要です。 
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図1 小中学校への環境学習講師派遣
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～これまでの取り組みの課題（第二次計画の点検・評価） 

○環境情報の発信 

 環境に関する区民アンケート（平成 26年度）

によると、環境問題や環境行動・活動に関して

必要な情報を「あまり得られていない」と「ま

ったく得られていない」の合計が約７割であり、

環境情報が区民へ十分に届いているとは言えま

せん（図 3）。今後は、環境以外のイベント、庁

内・関係機関の情報ネットワーク、企業協賛に

よる企業広告を積極的に活用していくなどし、

より効果的に情報を発信することが重要です。 

 また、エコポリスセンターの認知度調査の結

果では、「知らない」との回答が約４割あり、環境教育・情報発信の拠点としての認知度向上

を含めた更なる取り組みの充実・強化が必要です。 

○環境マネジメントシステム 

 環境に配慮した経済活動の推進のため、環境マネジメントシステム構築事業者に対しては、

区の調達や契約の際における優遇措置、補助上限額の加算などを行い、システムの導入を促

進しています。しかしながら、同システム構築事業者数は目標値「750事業所（平成 27年度）」

の約４割にとどまっています。従業員数９人以下が８割を占める区内の中小規模事業所にお

いては、人手が少なく節電・省エネ対策の担当者を配置できないといった課題があるものと

考えられます。しかし、東日本大震災のエネルギーひっ迫状況などをきっかけに、効果的な

節電・省エネに対する関心は高まっていることから、今後も更なる普及・啓発に努めること

が重要です。 

○区民協働の仕組みづくり 

 区内の環境活動団体の代表者などにより構成される「エコポリス板橋環境行動会議」に加

え、エコポリスセンターを活動拠点としてテーマ型の活動を行う「いたばしエコ活動推進協

議会」の発足（平成 24 年）や、緑の保全などに関する区民協働組織「緑のサポーター会議＊」

の発足（平成 23年）など、区民協働の取り組みの中核的役割を担う組織が生まれています。

しかし、区民や一般団体との協働の広がりという点では、エコポリスセンターの登録団体数

が横ばいであるなど、大きな進展がみられない状況です。 

 今後は、より一層の区民協働の推進に向け、いたばし総合ボランティアセンターなどの参

加・協働に係る関係機関との協力を密にしながら、エコポリスセンターを拠点に環境保全活

動を行う団体同士のネットワークづくりや、これまで協働関係になかった様々な企業や団体

などとの協働取り組みの開拓、区民や一般団体などに対する環境保全活動やイベントへの参

加促進などを進めていくことが重要です。 
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資料：「板橋区の環境に関する区民アンケート調査(Web)」

（平成26年10月）
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図3「環境問題や環境行動・活動に関して

必要な情報を得られていますか」
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３ 区民や事業者などから見た環境の課題 

（１） 環境に関する区民アンケート調査 

 区民の身近な環境に対する満足度や環境に配慮した意識や行動などに関する現状を把握

し、第二次計画の点検・評価に活用するとともに、新たな環境基本計画を策定するための基

礎資料とするため区民アンケートを実施しました。今回の調査は、郵送によるアンケートに

加え、インターネットを活用した「Web 調査」もあわせて実施しました。ここでは調査結果

のうち主なものをご紹介します。 

○身近な環境の満足度…緑の豊かさやまちの清潔さへの満足度が高い （郵送調査） 

・「満足」と「やや満足」の合計が多い（＝満足度が高い）項目は、「緑の豊かさ」（54％）、「まち

の清潔さ・きれいさ」（47％）、「まちの静けさ」（46％）などが挙げられ、「不満」と「やや不満」

の合計が多い（＝満足度が低い）項目として、「農地や土との親しみやすさ」（31％）、「水辺との

親しみやすさ」（28％）、「空気のきれいさ」（28％）などが挙げられます。 

 

○取り組みの認知度…緑のカーテンやエコポリスセンターを除き認知度が３割以下 （郵送調査） 

・「知らない」の割合が大きい項目としては、「板橋区環境教育ハンドブック＊・プログラムバンク」

（81％）、「板橋かたつむり運動」（75％）、「エコライフフェア・エコライフウィーク」（70％）が

挙げられます。「緑のカーテン」及び「エコポリスセンター」は、「知らない」の割合は３～４ 割

と小さいものの、現在または参加（または利用）の経験がある割合は３割程度にとどまっていま

す。いずれも区を代表する取り組みではありますが、区民への認知度は低い状況です。 
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災害（地震、水害等）からの安全性

有害化学物質からの安全性（放射性物質等）

環境の状況や施策に関する区からの情報提供

■身近な環境の満足度（現在）[n=423]

満足 やや満足 どちらとも言えない やや不満 不満 無回答
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■板橋区が実施する取組の認知度[n=423]

知っているし、参加(または利用)もしている 知っていて、以前に参加（利用）したことがある

知っているが、参加（利用）したことはない 知らない

無回答
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○環境活動…参加が多い活動は、地域のリサイクル活動や清掃・美化活動 （郵送調査） 

・「現在参加している（いつもまたは時々）」の割合が相対的に大きい項目として「地域のリサイク

ル活動」（25%）、「地域の清掃・美化活動」（12%）が挙げられます。「現在参加している」割合が

小さい他の活動についても、「参加したことはないが、今後機会があれば参加したい」が５～６

割前後であることから、潜在的需要は少なくないと考えられます。 

 

○取り組みの後押しとなるもの…環境保全の取り組みの意義や効果等の実感が重要 （Web調査） 

・「自分の取り組みが環境に貢献していることが目に見えて実感できること」（31%）が最も高く、

次いで「経済的な余裕があること」（27%）、「時間的な余裕があること」（13%）、「経済的な効果が

期待できること」（13%）と続いています。環境保全の取り組みを普及していく上では、取り組み

の意義や効果、経済的なメリット等を区民が実感できることが重要になると考えられます。 

 

○知りたい環境情報…不用品のリサイクル方法等、家庭での取り組みに関する情報が必要（Web調査） 

・「不用品のリサイクル方法」（45%）が最も高く、「家庭から出るごみの効果的な減量方法や適切な

分別方法」（30％）、「家庭での効果的な省エネ・節電の情報」（20％）が挙げられます。 
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その他

■環境活動への参加［n=423］

現在参加している（いつもまたは時々） かつて参加していた(したことがある）

参加したことはないが、今後機会があれば参加したい 参加したことがないし、今後も参加したいとは思わない

無回答
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■環境保全の取り組みの後押しとなるもの［n=379］

自分の取組が環境に貢献していることが目に見えて実感できること 時間的な余裕があること

経済的な余裕があること 経済的な効果が期待できること

環境イベントや環境教育が楽しそうと思えること 地域で活動している環境団体の取組に賛同できること
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板橋区産の農作物（地産地消）の情報

公園など環境関連施設の情報

環境関連のイベント情報

植物や野鳥などの身近な生き物の情報

環境に配慮している企業・店の商品やサービス情報

河川・水路や池の水質の情報

環境に関連するNPO団体・ボランティア団体の情報

環境教育に関する情報

その他

■知りたい環境情報［n=379］
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（２） 区民検討会議 

 本計画の策定にあたり、アンケートでは得られない区民の環境への意識などを把握するた

め区民検討会議を行いました。平成 26年度は、「板橋の環境の強み／弱み」をテーマに、区

民が区の環境に関して日頃感じていることについて議論を行いました。また、平成 27 年度

には、本計画の体系（６つの基本目標及び 11 項目の環境施策）に沿って、「いたばしの環境

をよくするために私たちができること」をテーマに、“１人でできること”、“10 人でできる

こと”、“区全体でできること”という視点でそれぞれアイディアを出し合いました。ここで

出された意見は、本計画に記載した「区民の取り組み」などを検討する上で参考としました。 

   

○板橋の環境の強みと弱み（平成 26年度区民検討会議、全２回、区民延べ 24 名参加） 

テーマ※1 出された主な意見（集約） 

交通 ・自転車が車道を走るのは危ない。自転車マナーの普及が必要。 

・放置自転車が多いので駐輪場を増やしてほしい。 

ごみ・３Ｒ ・ごみの収集がきちんと行われている。 

・ごみの分別の種別が他区と比べて少ないため、リサイクルについての意識を

持ちづらい。 

・スーパーのトレイの多様化はコストアップとなっていないか。 

・土のリサイクルがあるとよい。家庭菜園や緑のカーテンがもっと普及する。 

自然 ・石神井川の桜並木、緑道が美しい。 

・荒川の緑地や農地が魅力。しかしあまり利用されていない。 

・高島平や赤塚には意外と自然が残っている。昔の農村部を思い出させる風景

が見られるところもある。 

・一方で区の中心部では緑が小規模化し、減っている。 

公園 ・公園は多いが、子どもが遊べない。緑が少ない。安全面で不安。 

・公園を人が集まる場にしたい。例えば、花壇にニリンソウ、サクラソウ、野

菜を植えたりすることで手入れのために人を集められる。 

・特徴・特色ある公園づくりが必要。地域のニーズを取り入れた公園づくり。

例えば、けやきの公園や水車公園など。 

・公園のトイレがきれいでないため、町会など地域で掃除をする。 

環境教育 ・子どもへの環境教育が重要。そのためには観察会の指導者など人材の育成が

必要。 

・区民一人ひとりの環境に対する意識を高めることが重要。 

広報 ・区の施設や取組を知らない区民が多い。PRの方法を考えたい。 

・広報や新聞の読者が減っていて区の PRが届きにくい。 

人のつながり ・新しいマンションの住民と古くから住んでいる人の歩み寄りが大切。 

・環境行動会議を活用して、町会や商店会、老人クラブを活性化したい。 

その他 ・エコポリスセンターの存在感が薄い。指定管理者制度によるメリットがあま

り感じられない。 

・区内のエリアごとに、環境のよいところや課題を考えていくことも大切であ

る。 

 ※1「テーマ」は、あらかじめ設定したものではなく、出された意見を集約したものです。 
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○いたばしの環境をよくするために私たちができること 

（平成 27年度区民検討会議、全３回、区民延べ 58 名参加） 

基本目標１：低炭素社会の実現 

観点※1  できること 

エネルギーを
減らす・つく
る 

1 人 太陽光発電の導入、緑のカーテンや植栽の導入など 

10 人 会社や学校単位で環境行動をチェックする 

区全体 
自然エネルギーや未利用エネルギーの導入（太陽光パネル普及、廃食油
の BDF＊化、小水力発電＊）、学校におけるエネルギー教育の推進など 

環境負荷の少
ない建物・交
通手段 

1 人 車から公共交通(バスや電車など)への利用転換、断熱サッシ等の導入 

10 人 カーシェアリングや自転車シェアリングの利用 

区全体 
次世代エネルギーや電気自動車の普及、マイカー規制、大規模開発にお
ける緑化（樹木）の義務化 

 ※1「観点」は本計画の「環境施策」に対応するかたちで設定。（以下同様） 

基本目標２：循環型社会の実現 

観点  できること 

ごみを減らす 
1 人 

買物時の簡易包装の依頼、マイバッグ・マイボトル・マイ箸の利用、炊
事における配慮（食材は必要な分だけ買う、食べ残しを減らすなど）、生
ごみの堆肥化 

10 人 
食品小売業者による余剰食糧の寄付（いわゆるフードバンク）、地域単位
での土づくり（街路樹、花壇、ハーブなど） 

区全体 ごみ袋の有料化、小学校などへのごみ教育の推進 

再使用・リサ
イクル 

1 人 フリーマーケットの利用、SNS などを活用した不用品の情報交換 

10 人 有志によるフリーマーケットの実施、地域単位での集団回収への参加 

区全体 生ごみ堆肥化などの積極的 PR（農業まつりなど）、廃食油の BDF 化 

基本目標３：自然環境と生物多様性の保全 

観点  できること 

自然を守る・

つくる 
1 人 

家庭での緑のカーテン・家庭菜園などの実施、自然保護について勉強（活
動団体への参加） 

10 人 
地域でのビオトープづくり(廃校などの活用)、動物や植物などの保護活動
グループの結成、社寺林や公園の緑についての勉強会や自然観察会の実
施、地域住民による公共施設などの花壇づくりの管理 

区全体 
地域の緑についての教育機会の設置、緑の保全に関する区の方針づくり
（条例など）、緑のカーテンの普及 

自然とふれあ

う、活用する 
1 人 

公園などに遊びに行くこと、自然体験ができる場所を散策（例：湧水を
巡り崖線を歩く） 

10 人 地域で確認された生きものの情報の共有化 

区全体 区内の自然を見学するツアー、環境教育における自然体験の導入 
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基本目標４：快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

観点  できること 

暮らしやすい

生活環境（騒

音、空気水質

など）を守

る・つくる 

1 人 車から自転車の利用転換、できるだけ洗剤を使わないこと 

10 人 カーシェアリングの利用、水質浄化のための（池などへ）水草の導入 

区全体 

騒音トラブルについて話し合う機会づくり、マイカー規制（曜日による
ナンバー規制、地域外車両の住宅地への進入禁止）、生きものが暮らしや
すい川づくり（コンクリート護岸改善、水生植物導入など） 

美しい景観や

街並みを守

る・つくる 

1 人・ 
10 人 

ごみのポイ捨てをしない／ごみ拾い活動への参加、街を知ってもらう活
動（街歩きイベント、観光案内など） 

区全体 
区民が美しいと感じる場所を募集発表する機会づくり、建物の色・高さ
や小規模集合住宅開発のルールづくり、廃校や空き家の緑地への転換、
コンクリート塀から生垣への作り替え支援 

基本目標５：『環境力』の高い人材の育成 

観点  できること 

環境に配慮し

た行動ができ

る人を育てる 

1 人 
地域の環境について学び他者に伝えること、ワークショップなどへの参
加 

10 人 
町会などと協力した地域の環境活動（清掃活動など）、有志での活動団体
の立ち上げ、事業所における環境部署の設置 

区全体 
学校などにおける環境教育の取り入れ、家族で参加できる環境イベント
の実施、エコポリスセンターの環境教育メニューの強化、環境保全に貢
献した人や学ぶ人への支援 

環境情報をわ

かりやすく発

信する 

1 人・ 
10 人 

SNSを利用した情報発信、環境イベントの企画、チラシ・回覧板・絵本
などの様々な媒体の利用など 

区全体 
区報における環境情報ページの設置、環境に関する区政情報メールの配
信、「環境パトロール隊」（環境に関して見聞きしたことを区民が報告す
る仕組み）、地域センターにおける環境情報の掲示 

基本目標６：パートナーシップが支えるまちの実現 

観点  できること 

環境保全活動

への参加・協

働への仕組み

をつくる 

1 人 
「板橋クリーン作戦」などの環境保全活動への参加（個人あるいは家族・
地域の仲間への呼びかけ） 

10 人 
環境活動グループの立ち上げ（講座終了後など）、大人／子供向けのワー
クショップの開催 

区全体 
環境活動団体間での協力・連携のための場や機会づくり、個人や団体の
取組の活動支援、環境行動に対するエコポイント制度 
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（３） 関係団体等ヒアリング調査 

 区内の事業所や環境活動団体などにおける現状や課題、今後の連携・協働の可能性などに

ついて把握するため、区民団体や業界団体を対象とするヒアリング調査を行いました。 

  

ヒアリング対象団体等 団体等の概要 

いたばしエコ活動推進協議会 区の環境をより良くするために、自ら行動し様々な活動を行う、公

募区民・事業者等により構成される区民団体 

いたばし総合ボランティアセ

ンター 

区におけるボランティア及び NPOの自主的・自発的な社会貢献活動

を総合的に推進・支援する中間支援組織 

グループけやき・花づくりグル

ープさくらの会 

区とアダプト制度第一号として協定を結び、平成 12 年にオープン

した、けやきの公園の管理・運営を行うボランティアグループ 

（一社）板橋産業連合会 区内に工場・事業所を有する法人・個人で組織され、行政各方面と

緊密な協力関係のもと運営される団体 

板橋区商店街連合会 区内商店街の発展に寄与し、経済と文化の向上及び当該地域の環境

整備、公共福祉の増進に資するための活動を行う団体 

東京あおば農業協同組合 

板橋地区振興センター 

地域の特性を活かした、人と自然が共生する環境にやさしい農業を

振興する団体 

  

関係団体等ヒアリング調査の主な結果 

 エネルギー・資源循環  

○エネルギー問題への事業所の関心 

・製造業を中心とする事業者の間では、東日本大震災後のエネルギー需給状況を受け、エネルギ

ー関連の情報への需要がさらに高まっている。 

・商店街では、LED街路灯や太陽光パネルの導入を進めている。また、マイバッグや過剰包装な

どは、経費削減につながることから店舗などで積極的に進められている。 

 自然環境（緑の保全・創出、公園など）  

○区民団体からみた板橋の緑の現状と課題 

・板橋区の緑はこの 10 年間で減る一方であり、板橋の原風景を次の世代にも残していくことが

重要である。しかし、行政が「緑を残せ」と言えばよいということではなく、緑が残っている

ことを周辺住民がよいと思わなければ、緑を残すために努力している人は辛い立場となる。行

政からのアプローチだけではなく、区民がどう行動するかが重要となる。 

○商店街における緑化の取り組み 

・緑化の取り組みは、生長した樹木の管理の手間・コストが懸念事項であり、また、緑地を設け

るものの１～２年経過すると倉庫などが設置されるケースも見られる。緑化を普及する上で

は、受け入れられやすい制度や適切な指導が必要である。 

○住民主導による公園管理 

・けやきの公園では、住民発案による多くの季節イベントが定着しており、地域の憩いの場・交

流の場となっている。また、ルールを守らない人に対して住民や利用者が注意するようになり、

近所の目が作用するようになった。 

・住民主導による公園管理が他の地域へ広がることが期待されるが、公園を整備して終わりとす

るか、交流の場としての“生きた”公園となるかは、地域住民の意識にかかっている。住民側

も活動を続けていくことへの覚悟が求められる。 
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○農地や農業を取り巻く現状 

・農地は、農作物の生産という本来の機能に加え、ヒートアイランド現象の緩和、災害時の一時

緊急避難場所などの機能も持つため、農地の保全は重要である。 

・区民農園は緑地を残すための有効な手段で、農地所有者の跡継ぎ不在や相続の問題などでやむ

を得ず農地を手放す際の選択肢として幅が広がることも利点の一つである。区民農園の利用者

には、農業体験を通じて農業を応援する人になっていくことを期待する。 

・区では、小学生を対象に「志村みの早生大根＊」の種蒔き体験や出荷作業体験などを実施して

いる。また、出荷作業体験後に給食で「志村みの早生大根」を使ったメニューを提供し、食育

の指導を通じて地産地消を推進している。 

 生活環境（公害苦情、美化活動など）  

○公害苦情の現状 

・地域住民からの苦情で工場が移転した例もある。集合住宅が増えたことで地域とのつながりが

希薄になり、公害苦情に発展しやすい状況が生まれている。「板橋区大規模建築物等指導要綱
＊」に基づき、近隣工場と建築主との事前協議が行われているが、今後はこれまで以上に丁寧

な説明が求められる。 

○区民協働によるマナーアップ・美化活動 

・マナーアップ啓発、荒川河川敷の清掃、落書き消去活動など、区民と行政が一体となった取り

組みが「いたばしエコ活動推進協議会」などにより進められている。しかし、活動している立

場からすると取り組みが区民にあまり理解されていないと感じることもある。 

 環境学習・参加・協働  

○ボランティア活動などの状況 

・ボランティア活動希望者の多くは、「社会・地域貢献したいが、具体的にどんな活動をしてい

いかわからない」という考えであり、これを取り込むことが重要である。また、働く世代のボ

ランティア活動を普及させるためには、子どもと一緒に参加できる活動であることも必要な要

件となる。 

・区だけではなく国や民間による様々なボランティア活動の助成制度があり、助成制度を使いこ

なせるくらいの活動力を持つ団体を増やしていくことが重要である。 

・単にイベントや講座を実施するだけでなく、実際の活動につなげていくような工夫や、活動グ

ループを生み出していくような働きかけが必要である。 

○取り組みのインセンティブとなる表彰の仕組み 

・「いたばし産業見本市＊」で表彰されると業界での認知度が高まるため、事業者にとってメリ

ットがある。環境分野でも表彰の仕組みができれば、環境技術の開発のインセンティブになる。 

○商店街における区民協働の課題 

・環境保全の取り組みは、お客さんの協力がなければ成り立たないものが多いため、環境情報の

発信や環境教育に今後力を入れることが重要である。 
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第３章 環境像とその実現に向けた取り組み 

１ 環境像 

 区の将来像と区政の方針を示す「板橋区基本構想」では、構想実現に取り組むすべての人々が常

に念頭に置くべき基本的な考え方として、ひと（個人）、まち（地域）、みらい（環境）に着目した

３つの「基本理念」を掲げており、それぞれ「あたたかい気持ちで支えあう」「元気なまちをみん

なでつくる」「みどり豊かな環境を未来へつなぐ」としています。 

本計画では、この基本理念を踏まえ、“環境像”＝概ね 10年後のめざすべき環境の姿を以下のよ

うに設定します。 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

区の環境の将来像＝10年後の姿 

武蔵野の面影を残す徳丸・赤塚の樹林地、広大な河川敷を有する荒川や美しい桜並木に彩ら

れる石神井川など、緑と水やきれいな空気に囲まれ、生物の多様性が保全されるなど、自然環境

との共生が進んでいます。 

またスマートシティに向けてＩＣＴ技術など最先端の技術が整備され、エネルギーを効率的に生み

だし使用するライフスタイルが定着するとともに、水素や再生可能エネルギーなどの有効な資源の

活用が進み、環境や防災面で持続可能な低炭素社会を実現するまちづくりが進んでいます。 

さらには、区民一人ひとりや事業所のごみ減量・リサイクルなど環境に対する意識が高く、世代や

職業、地域の枠を越えて、地域全体が連携して活動が進み、資源循環型社会が実現しています。 

 

 

「未来」 

板橋の宝である子どもたちや豊か

な暮らし、そして緑や水などの豊

かな自然環境など、持続可能な発

展を象徴しています。未来を担う

子どもたちが環境と共存・調和し

ながら将来にわたり持続的に快適

な都市環境を実現することが大切

です。 

「エコポリス板橋」 

平成 5 年 4 月、環境都市宣言を行い、

人と環境が共生する都市“エコポリス

板橋”の実現をめざすまちづくりを進

めています。 

「人」 
身近な環境を守り、育て、よりよ

い環境をつくっていくためには、

人（個人、事業者、地域など）の

意識を環境にシフトし、実際に行

動に移していきながら、様々な人

が協働して進めていくことがと

ても大切です。 

 

「スマートシティ」 

あらゆる社会インフラに ICT 技術など

の先端技術を活用してスマート化し、

安心安全、便利で無駄のない暮らしや

経済活動の実現をめざすかしこいまち

づくりを進めていくことが大切です。 

 

「緑」 

身近に緑や水などの豊か

な自然があるまちづくり

を進め、安心安全でやすら

ぎのある環境をつくって

いくことが大切です。 

人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス板橋” 
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２ 基本目標 

本計画では、前述の“環境像”のもと、個別分野ごとの環境課題に対応した以下の６つの「基本

目標」を設定します。 

 

  低炭素社会の実現 

 ～エネルギーのスマート化による 
  温室効果ガスの排出が少ないまちづくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】 エネルギー・気候変動 など 

循環型社会の実現 

 ～ごみの発生抑制と資源を循環利用する 
          社会システムづくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】 ごみ・資源 など 

自然環境と生物多様性の保全 

 ～緑と水と生きものに囲まれた 
            都市空間の創造～ 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】 緑・水・生きもの など 

「環境力」の高い人材の育成 

 ～環境に配慮したライフスタイルの実現 

   に向け主体的に行動できる人づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】 環境教育・環境情報 など 

パートナーシップが支えるまちの実現 

 ～自助・共助・公助の連携による 

            地域環境づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】 環境保全行動 など 

快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

 ～社会活動に伴って発生する 
   環境負荷の削減と生活環境※1 の向上～ 

 

 

 

 

 

 

 

【分野】 大気環境・美化・景観 など 

※1 「生活環境」は、人の健康や人の生活に密接に 

関係のある様々なものを対象とします。 

基本目標 1 基本目標 2 

基本目標 3 基本目標 4 

基本目標 5 基本目標 6 
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３ 環境施策 

 基本目標の達成に向け、本計画では 11 項目の「環境施策」を設定します（次ページの体

系図参照）。基本目標が計画期間を通じて変わらないものであるのに対し、「環境施策」は、

区を取り巻く環境や社会状況が年々変化することを考慮し、計画期間中においても必要に応

じて検証・見直しを図るものとします。  

４ 環境指標・活動指標 

 計画の進行管理を適切に行うためには、計画の達成度を評価するための指標の設定が重要

となります。本計画では、基本目標に対する達成状況を評価する「環境指標」と、環境施策

の活動状況を把握する「活動指標」の２種類の指標を設定します。各指標の設定の考え方や

役割は下表のとおりです。 

  

表 環境指標・活動指標の設定の考え方や役割 

環境指標 

●板橋区の環境が良好な状態に保たれているかを客観的に表すものとして設定します。環

境保全に資する取り組みを実施した結果、区民などにもたらされた影響を数値化したも

ので、原則としてアウトカム指標（成果指標）を用いています。 

●原則として、本計画期間の終了時点（平成 37年度）における目標値を基本目標ごとに設

定し、その達成状況を評価します。 

●なお、原則として、区の総合計画である「板橋区基本計画 2025」の施策指標と整合を図

っています。 

活動指標 

●環境保全に資する取り組みが着実に実施されているかどうかを客観的に表すものとして

設定します。取り組みの具体的な活動量（「何をどの程度提供したか」など）を定量的に

示したもので、原則としてアウトプット指標を用いています。 

●基本目標の下に位置する環境施策ごとに指標を設定し、それぞれの活動量の変化を把握

します。 

●なお、原則として、関連する区の他の個別計画で設定されている指標と整合を図ってい

ます。また、社会状況の変化や個別計画の見直しの際などに、必要に応じて変更するこ

ととします。 

 

 環境指標に用いるアウトカム指標（成果指標）は、外的要因による影響を大きく受け、指

標の数値と区民等が受ける感覚とが必ずしも一致しないこともあることから、基本目標の達

成状況を評価する際には、活動指標を補足的に活用して総合的に評価します。 

 



32 

５ 計画の体系 

 

  

２-① 板橋かたつむり運動の 
      推進 
  
２-② 適正で効率的なごみ収 
      集・処理体制の構築・運用 

循環型社会の実現 

ごみの発生抑制と資源を循環利用

する社会システムづくり 

板橋区地球温暖
化対策実行計画
(区域施策編) 

１-① 区民・事業者における 
      省エネ・再エネの推進 
  
１-② 建物や交通などインフラ 
      の低炭素化の促進 

低炭素社会の実現 

エネルギーのスマート化による温

室効果ガスの排出が少ないまちづ

くり 

３-① 板橋らしい良好な緑や 
      水環境の保全・創出 
  
３-② 自然とのふれあい促進や 
      自然の恵みの享受 

自然環境と生物多様
性の保全 

緑と水と生きものに囲まれた都市

空間の創造 

４-① 大気汚染や騒音などの 
      ない生活環境の保全 
 
４-② 潤いのある景観や美しい 
      街並みの保全  

快適で健康に暮らせ
る生活環境の実現 

社会活動に伴って発生する環境負

荷の削減と生活環境の向上 

５-① 環境教育の推進、環境保全 
      活動を担う人材の育成 
 
５-② わかりやすい環境情報の 
      発信 

「環境力」の高い人
材の育成 

環境に配慮したライフスタイルの

実現に向け主体的に行動できる人

づくり 

６-① 環境保全活動への参加や 
      協働を進める仕組み 
      づくり 

パートナーシップが
支えるまちの実現 

自助・共助・公助の連携による地

域環境づくり 

環
境
像 

 
 

人
と
緑
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ 

“

 
 

 
 

 
 

 

” 

板橋区一般廃棄
物処理基本計画
(第三次) 

板橋区緑の基本

計画 

(いたばしグリー

ンプラン 2020) 

 

 

 

板橋区景観計画 

板橋区環境教育

推進プラン 

2025 

基 本 目 標  環 境 施 策  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

関連計画 

エ
コ
ポ
リ
ス
板
橋 
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６ 基本目標ごとの取り組み  

■ページの見方 

  

環境指標 

基本目標の達成に向けた取り組みによる成果を把握する
ための指標です。 

目標値 

本計画の終了時点である平成 37年度の目標値を示して
います。（一部の指標では、関連個別計画の見直し予定年
度の目標値を示しているものもあります。） 

めざす方向性 

指標の数値が増加した方が良いものは上向きの矢印で、
減少した方が良いものは下向きの矢印で示しています。
なお、増加または減少で良し悪しを一概に判断できない
ものについては、「―」で示しています。 

環境施策 

基本目標の達成に
向けた施策の方向
性を示しています。 

現状と課題 

板橋区における環境の現状
と、問題点や課題について環
境施策ごとに示しています。 

各主体が取り組むこと 

区民（区民団体を含む）、事業者、区のそれぞれが取り組
むことを記載しています。 

取り組みの指標（活動指標） 

環境施策に資する取り組みの進捗を把握するための指標
です。 

リーディングプロジェクト 

リーディングプロジェクト（第４章）の進捗を把握する
ための指標で、現状値と平成 37年度の目標値を示してい
ます。複数の環境施策と関連がありますが、その中でも
特に関連の深い環境施策のページに掲載しています。 

取り組みの方向性 

現状と課題を受け、区全体として取り組むべき方向性を
示しています。 
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■ 基本目標と環境施策 

 

■ 環境指標 

指標名 現状値 目標値 めざす方向性 

区内エネルギー消費量※1 

（熱量換算） 

24,307 TJ 
（平成 24年度） 

22,901 TJ 
（平成 32年度※2） 

 

区内温室効果ガス排出量※1 
231.4 万 t-CO2  
（平成 24年度） 

220.1 万 t-CO2 
（平成 32年度※2） 

 

※1 オール東京 62市区町村共同事業「特別区の温室効果ガス排出量」の算出方法により算定。第二次計画では、「板
橋区地球温暖化防止地域推進計画」による区独自の算出方法を用いていたため、過年度の実績値と現状値は一
致しません。 

※2 目標値は、国際的な枠組みによるわが国の温室効果ガス排出削減目標や、東京都が策定する新たな環境基本計
画などを踏まえて検討する必要があるため、当面は、「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」が掲げ
る目標（平成 32年度）を暫定の目標値とし、同計画の改定に合わせて、平成 37年度までの目標値を設定しま
す。 

  

基本目標 １

環境施策基本目標

低炭素社会の実現

～エネルギーのスマート化に
よる温室効果ガスの排出が

少ないまちづくり～

１-①

区民・事業者における省エネ・再エネの推進

１-②

建物や交通などインフラの低炭素化の促進

低炭素社会の実現 

 ～エネルギーのスマート化による 

          温室効果ガスの排出が少ないまちづくり～ 
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１-① 区民・事業者における省エネ・再エネの推進 

■ 現状と課題 

 平成 23 年３月に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故では、放射性物

質＊の放出による環境汚染や、原子力発電所の稼働停止に伴う電力不足などが生じました。こ

の事故の直後、板橋区を含む広い範囲で電力の需給がひっ迫し、これをきっかけにして、省エ

ネルギーや再生可能エネルギーに対する意識、節電への機運が高まりました。こうしたことか

ら、ここ数年でエネルギー消費量は減少傾向にある一方、原子力発電所の稼働停止に伴う火力

発電所での発電量の増加などにより、わが国の温室効果ガス排出量は増加しており、気候変動

への対応が一層重要となっています。 

家庭においては、電力の小売り全面自由化や家電製品の高効率・省エネルギー化など、エネ

ルギーを取り巻く環境は日進月歩で変化しており、こうしたことを踏まえて消費者が適切な選

択をすることが求められます。 

 再生可能エネルギーについては、天候などの自然条件に左右されやすく出力が安定しない点

や、発電コストが割高である点などの課題はあるものの、発電時に二酸化炭素＊（CO2）を排出

しないクリーンな電力であることや技術の進展などを見込んで、区内で取り組めることは積極

的に推進することが重要です。 

  

■ 取り組みの方向性 

○日常生活や事業活動における省エネルギー対策や環境マネジメントシステムの導入を普及

し、エネルギー効率が良く質の高い暮らしや経済活動を広めます。 

○再生可能エネルギーについては、板橋区の立地や自然エネルギー源の状況を踏まえ、太陽光

発電など板橋区でも利用可能なものを積極的に導入します。 

○利用可能なエネルギー源を調査し、未利用エネルギーの新たな利活用を検討していきます。 

○省エネや緑化を通じてヒートアイランド現象（都市化による気温上昇）の緩和を図るととも

に、すでに進行している気温上昇に適応するための対策にも取り組みます。  

 

 

 

 

緑のカーテン(高島平くるみ保育園)  太陽光発電パネル(リサイクルプラザ) 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

区内の住宅用太陽光発電システム導入発電容量※1 4,611 kW  

区公共施設における緑のカーテン実施施設数 180 施設  

環境マネジメントシステム※2新規構築事業所数 14 事業所  

新エネルギー・省エネルギー機器設置補助件数 347 件  

※1 「板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金」の補助を受け設置された、住宅用太陽光発電シス
テムの発電容量を集計した値（累計）。 

※2 「ＩＳＯ14001」「エコアクション 21」「板橋エコアクション」を対象とします。 
  

緑のカーテンに取り組んでいる区民の割合 23 ％    28 ％ (平成 37 年度) 

•家庭で使用する家電などのエネルギー機器は、省エネ性能の高いも

のに積極的に更新します。

•太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を積極的に導入します。

•エネルギーの無駄遣いを避け、快適に過ごせる範囲で省エネルギー

に取り組みます。

•クールビズ＊やウォームビズ＊に取り組むとともに、クールシェア

スポットやウォームシェア＊スポットなどを積極的に利用します。

•緑のカーテンなど、手軽にできる地球温暖化対策に取り組みます。

•区民団体などは、廃食油からのバイオディーゼル燃料づくりなど、

エネルギーの有効利用の取り組みを積極的に進めます。

区 民

•「板橋エコアクション」など、環境マネジメントシステムを積極的

に導入します。

•事業所内で使用するエネルギー機器は、省エネ性能の高いものに積

極的に更新します。

•太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を積極的に導入します。

事業者

•省エネルギー診断など、事業者におけるエネルギー対策の技術的支

援を行います。

•エコポリス板橋環境活動大賞＊など、区内で省エネルギーや気候変

動対策に取り組む区民や事業者を、積極的にPRします。

•姉妹都市や友好都市などと連携した再生可能エネルギーの導入活用

等を検討していきます。

•ヒートアイランド現象などによる気温上昇への適応策として、クー

ルシェアができる場を提供し、熱中症などの予防を図ります。

区

 ★リーディングプロジェクト No.5 
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１-② 建物や交通などインフラの低炭素化の促進 

■ 現状と課題 

 板橋区の人口は、平成 37 年頃までほぼ横ばいで推移することが予想注1)され、今後も、建物

の新規建設や更新があるものと考えられます。一方、近年、建物全体のエネルギー消費をコン

トロールするシステムである HEMS＊/ BEMS＊などの普及も始まっています。“スマートシティ”

の実現に向け、建物の更新に合わせて情報通信技術をはじめとする最新技術を積極的に導入し

ながら、エネルギー消費が少ない低炭素な建物を増やしていくことが重要です。 

また、交通では、ハイブリッド車＊や電気自動車の普及など、環境にやさしい自動車が増え

るとともに、カーシェアリングなどの取り組みも徐々に広がってきています。 

  

■ 取り組みの方向性 

○再開発などのまちづくりのタイミングに合わせて、街区単位や複数の建物でのエネルギー利

用や融通の仕組みを導入し、エネルギー利用の効率化・多元化によって、まち全体の低炭素

化を図るとともに、緊急時の電源確保といった防災力も高めます。 

○建物などの新規建設や更新に合わせて、エネルギー効率の高い設備や HEMS/BEMSなどのエネ

ルギー管理システムを積極的に導入し、区内に低炭素な建物などを増やします。 

○電気自動車や水素自動車＊など環境にやさしい車を導入します。あわせて、充電設備などの

インフラの普及も進めます。 

○車から公共交通への利用転換を進めるとともに、カーシェアリングや、自転車シェアリング

を広めます。 

  

 

 

 

HEMS 

（i エネコンソーシアム HPより） 

 水素自動車（施設への給電の様子） 

（写真提供：本田技研工業(株)） 

  

                            
注1)

「板橋区人口ビジョン及び総合戦略 2019」より。区の総人口は、平成 32（2020）年にピーク（55.41万人）を
迎えて減少に転じ、平成 37（2025）年には 55.38万人、平成 72（2060）年には 48.05 万人になると推測。 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

「板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮
に関する指針」に基づく省エネ建築物受付件数 57 件  

街灯の更新 ― 基  

区役所で使用している自動車の低公害車率 74 ％  

自転車道整備延長距離（累計） 4,670 ｍ  

  

水素技術※1を導入した区民の割合 ― ％    ７ ％ (平成 37 年度) 

※1 水素技術について、現段階では、燃料電池（エネファーム）と燃料電池自動車（水素自動車）を想定していま
す。将来、水素を利用した新たな技術が普及した場合は、それらも対象に加えます。 

  

•住宅の建て替えや住み替えの際は、HEMSなどのエネルギー管理シス

テムを積極的に導入し、エネルギー効率が良い建物を選びます。

•車をできるだけ使わず、徒歩、自転車、バスや電車などの公共交通

機関を利用します。

•車を購入する際には、ハイブリッド車や電気自動車、水素自動車な

どの環境にやさしい車を積極的に選びます。

区 民

•事業所の建て替えの際は、FEMS＊／BEMSなどのエネルギー技術や廃

熱などの未利用エネルギーを積極的に導入し、エネルギー効率が良

い建物とします。

•事業活動で車を使用する事業者は、車の導入または買い替えの際に、

ハイブリッド車や電気自動車、水素自動車などの環境にやさしい車

を積極的に選びます。

事業者

•区民や事業者における省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備

等の導入を支援します。

•事業者と連携・協力し、カーシェアリングや自転車シェアリングの

普及、公共交通の利便性の向上を進めます。また、自転車シェアリ

ングや自転車道の整備など自転車利用促進の取り組みを検討・実施

します。

•国・都・事業者と連携・協力し、水素ステーション＊などの次世代エ

ネルギーの導入を進めます。

•「板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する指針＊」

を運用するとともに、運用状況を踏まえて適宜改善を行います。

•区役所は区内の一事業者として、区民や事業者の模範となるよう、

低炭素に向けた設備機器、環境にやさしい車などの導入を行います。

区

 ★リーディングプロジェクト No.2 
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いたばし環境コラム１ 

スマートシティと低炭素社会に向けた取り組み 

 スマートシティとは「あらゆる社会インフラに ICT＊などの先端技術を活用してスマート化し、

安心安全、便利で無駄のない暮らしや経済活動の実現をめざすまちづくり」という考え方です。

区は、この考え方を基盤とし、環境・防災/減災・健康/福祉・教育/保育などの側面を包括し、「板

橋区らしいスマートシティの構築」を進めていきます。本計画の将来像は、この「板橋区らしい

スマートシティ」を「環境」の側面から示したものです。このうち、低炭素分野については、HE

MS などの省エネルギー技術はもとより、太陽光などの再生可能エネルギー、ビル排熱や水素など

の未利用/次世代エネルギー、蓄電技術（電気自動車も含む）を最大限に導入していくことが重

要です。このような低炭素化に向けた具体的な取り組みが、全国で始まっています。 

  

○スマートシティにおけるエネルギー利用のイメージ  

 
出典：「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」 

（東京都環境局「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」を参考に作成）  

  

太陽光パネルを設置した住宅が並ぶ街区 
（Fujisawa サステナブル・スマートタウン、藤沢市） 

街なかの水素ステーション 
（とよた Ecoful town、豊田市） 

 Fujisawaサステナブル・スマートタウン HPより 写真提供：豊田市 

  

  

高効率エネルギー機器 
（ヒートポンプ・蓄熱技術など） 
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■ 基本目標と環境施策 

 

■ 環境指標 

指標名 現状値 目標値 めざす方向性 

区民一人当たりの一日のごみ排出量※1 
709 g 

（平成 26年度） 

670 g 

（平成 33年度※3） 

 

リサイクル率※2 
17.9 ％  

（平成 26年度） 

27.7 ％ 
（平成 33年度※3） 

 

※1 ごみ排出量は、可燃・不燃・粗大ごみ量（持込ごみ量は含まず）と資源量を合算して算出。 

※2 リサイクル率は、（［集団回収量］＋［オフィス・商店街資源回収量］＋［行政回収による資源化量］）÷（［行
政によるごみ・資源回収量］＋［持込みごみ量］＋［集団回収量］＋［オフィス・商店街資源回収量］）で算出。 

※3 目標値は、国際的な資源需要の増大や廃棄物を受け入れる処分場の制約など社会情勢の変化を踏まえ、「板橋区
一般廃棄物処理基本計画（第三次）」の中間見直し（平成 29年度予定）の際に、平成 37年度までの目標値を設
定します。それまでの期間については、同計画が掲げる目標（平成 33年度）を暫定の目標値とします。  

基本目標 ２

環境施策基本目標

循環型社会の実現

～ごみの発生抑制と資源を
循環利用する社会システム

づくり～

２-①

板橋かたつむり運動の推進

２-②

適正で効率的なごみ収集・処理体制の構築・運用

循環型社会の実現 

 ～ごみの発生抑制と資源を循環利用する社会システムづくり～ 
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２-① 板橋かたつむり運動の推進 

■ 現状と課題 

 区は、ごみと資源の分け方などを掲載した「かたつむりのおやくそくハンドブック」を全戸・

全事業所へ配布するなど、３R＊（リデュース、リユース、リサイクル）の普及啓発として「板

橋かたつむり運動」を進めています。しかし、ごみ排出の実態としては、可燃ごみの中にリサ

イクルが可能なもの（紙ごみ、プラスチック類等）が含まれているなど、ごみの減量や分別を

さらに進める余地があります。また、事業系ごみについては、区内の事業所の数が減少注1)傾向

であるのに対して、ごみ排出量（持ち込みごみ）は横ばいで推移しており、取り組みの強化が

必要です。 

 リユースについては、エコポリスセンターで行われている「エコポ祭り」において定期的に

フリーマーケットが開かれているほか、近年では、パソコンやスマートフォンなどの普及によ

り、インターネットを通じた不用品などの売買（ネットオークション等）も利用しやすい環境

となっています。  

 

■ 取り組みの方向性 

○小売店などの事業者、学校、区などの関係機関による連携・協力を進めることで「板橋かた

つむり運動」を積極的に展開し、区民が日常生活のなかで３R をより意識できるようにし、

取り組みの定着と向上を図ることで区内のごみ減量を進めます。 

○事業系ごみは、排出ルールの遵守徹底や排出指導の強化などにより、ごみ減量を進めます。

また、商店街単位や事業者団体での自発的・積極的な取り組みを推進します。 

○不用となったものは、ネットオークションやフリーマーケットなどを活用して積極的に資源

を再利用するなどし、使い捨てのライフスタイルを見直します。 

  

 

 

 

板橋かたつむり運動の啓発講座の様子  エコポ祭りでのフリーマーケット 

  

                            
注1)

「板橋区の統計」より。平成 18年から平成 24年の間に区内事業所数が 1割程度減少。 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

ごみ減量に関する出前講座の実施回数 43 回  

資源回収品目数 11 品目  

リサイクル推進員研修会参加者数 433 人  

小型家電の資源売却量 544,570 kg  

いたばしエコ・ショップ＊（ゴールド）認定数 ―※1事業所  

※1 「いたばしエコ・ショップ」は、旧制度からのリニューアルのため、現状値を「－」としました。 

 

「板橋かたつむり運動」を知っている区民の割合 12 ％    20 ％ (平成 37 年度) 

  

•「板橋かたつむり運動」に関心を持ち、積極的に実践します。区民

団体等は、板橋かたつむり運動の啓発に協力します。

•マイバッグやマイ箸を利用します。

•不用品は、ネットオークションやフリーマーケットを利用するなど

して他の人へ譲ります。区民団体等は、フリーマーケットを企画・

実施します。

•中古品で良いものは積極的に中古品を選択し購入します。

•廃食油からのバイオディーゼル＊づくりやフードバンク＊への寄付な

ど、ごみ減量に効果のある取り組みを進めます。

区 民

•ICT技術の活用によるペーパーレス化（電子化）などの実践を通じて、

事業活動で生じるごみを減らすとともに、事業系ごみの排出ルール

を守ります。

•小売業者等は、量り売りやマイバッグの利用を消費者に対して推奨

します。

•飲食店等は、食品廃棄物をできるだけ出さないようにするとともに、

出したごみは適切に処理します。また、フードバンクや堆肥化等の

取り組みも積極的に活用します。

事業者

•区民団体や事業者等と協力し、「板橋かたつむり運動」を利用した

積極的な普及啓発を推進します。

•事業者に対する排出指導を強化します。

•区民団体等が行うフリーマーケットについて、場所の提供や開催情

報の発信などを行い支援します。

区

 ★リーディングプロジェクト No.３ 
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２-② 適正で効率的なごみ収集・処理体制の構築・運用 

■ 現状と課題 

 区は、可燃ごみの中に 15％程度注1)含まれるリサイクル可能な紙類を資源化するため、平成

26 年度より、雑がみ（紙パック、紙袋等）の資源回収を一部地区で試験的に導入しています。

また、平成 27 年４月には、条例の改正により資源の持ち去り者に対して罰則を適用すること

ができるようにしたほか、GPS＊を活用した古紙持ち去りの追跡調査なども進めています。さら

には、ごみ排出量の削減とリサイクル率の向上及び最終処分場の延命化に寄与することを目的

として、不燃ごみの中から金属等を分別し、資源化する収集・処理体制の見直しを検討してい

ます。このように、ごみの排出実態や課題を継続的に把握し、環境負荷がより少ない効果的な

ごみ収集・処理体制となるよう、改善を続けていくことが重要です。 

 今後、生産年齢人口の減少による税収の減少と高齢化による社会保障費の増加が同時に進む

ことが予想されるなか、ごみ収集・処理体制の効率性を高める視点と合わせて、ごみ出し困難

者へのきめ細かい対応を図るという視点も一層重要となります。 

  

■ 取り組みの方向性 

○ごみの排出実態の把握や課題の分析、収集・処理技術に関する知見の収集を継続し、これら

を踏まえてごみ収集・処理方法を絶えず見直すとともに、不燃物の９割の資源化に向けた取

り組みなど新たな事業を展開することで、より一層の資源化を進め、効果的かつ効率性の高

い収集・処理方法となるよう取り組みます。 

○ごみの不法投棄や資源の持ち去りなどに対しては、警察などの関係機関、地域住民、事業者

との連携・協力を進めることに加え、効果的な技術や制度を積極的に導入するなどし、対策

を進めます。 

○高齢化社会の本格的な到来に備え、ごみ出し困難者へのきめ細やかな対応ができるよう、関

係機関との連携・協力を進めていきます。 

  

 

 

 

試験的に実施中の雑がみ回収の品目例  資源回収 

  

                            
注１)

 「板橋区一般廃棄物処理基本計画（第三次）」より。 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

家庭ごみの排出量（可燃・不燃・粗大ごみ） 110,742 t  

事業系ごみの排出量（可燃持ち込みごみ） 29,520 t  

資源の回収量※1 13,869 t ― 

高齢者・障がい者などに対する戸別収集件数 783 件  

集団回収登録団体数 883 団体  

※1 資源は、びん・缶・古紙・ペットボトル・紙パック・乾電池・食品用トレイ・プラスチック製ボトル容器・廃
食用油・古布・古着・使用済み小型家電とし、その合計量を集計。  

•ライフスタイルを見直し、使い捨てをしない、必要以上のものを買

わないなどして、ごみ自体をなるべく出さないようにします。

•これまでごみとして出していたものから資源化できるものは分別し、

資源回収に協力します。

•地域における集団回収に協力します。また、集団回収団体は、回収

に参加する区民を増やす取り組みを行います。

•ごみ出しに関するルールを遵守します。また、区が新たな取り組み

を行う際は積極的に協力します。

区 民

•事業所内から出されるごみの分別を徹底し、資源化を図ります。

•製造業者は、有害物質やごみ処理が困難な素材を使用しない製品の

製造に努めます。

事業者

•ごみ出しの指導を徹底します。

•不燃ごみに含まれる金属等の資源化を行うなどし、リサイクル率の

向上や最終処分場の延命化に寄与するよう、収集・処分体制を継続

的に改善します。

•関係機関・地域等と連携を図りながら、ごみの不法投棄や持ち去り

対策を継続します。

•高齢者や障がい者世帯への安否確認を兼ねた戸別収集を継続すると

ともに、関係機関との連携・協力も進めていきます。

区
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いたばし環境コラム２ 

ごみ・リサイクル分野での ICT 技術の活用例 

 スマートフォンやタブレットなどの ICT端末は、特に若い世代を中心に、日常生活になくては

ならない存在になりつつあります。環境に関する情報も、これらの端末を利用して容易に入手で

きるようにすることが今後ますます重要になってきます。 

 たとえば、ごみ・リサイクル分野では、近年、ごみの分別方法や粗大ごみの申し込みなどを手

持ちの端末を通じて簡単にできるアプリ（アプリケーションソフトウェア）なども出てきていま

す（下例）。これらのなかには、ゲーム感覚でごみ分別を学べたり、参加者同士が交流できたり

するものもあります。区においても、スマートシティの実現に向け、ICT 端末などを活用した先

行事例を検証しつつ、より効果的な普及啓発を進めていきます。 

ICT技術を活用したごみ・リサイクルの取り組み例 

横浜ごみ分別ゲーム 

 

 

 

クリーンアップふくい 

   
くりーんあっぷふくい HPより 

５３kal（ゴミカレ） 

 

53cal（ゴミカレ）HPより 
  

  

ごみを拾って投稿するア

プリ「ピリカ」との連携に

よる取り組み。ごみ広い活

動参加者の交流や実績公

表などがされている。 

住むエリア（自治体）のごみ

収集カレンダーを検索可能。 

 

ごみ画面左から

流れてくるごみ

にタッチし、かご

に入れるアプリ。 
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■ 基本目標と環境施策 

 

■ 環境指標 

指標名 現状値 目標値 めざす方向性 

区全体の植生被覆率 
18.28 ％ 

（平成 26年度） 

21 ％ 

（平成 37年度） 

 

公園率※1 
5.88 ％  

（平成 27年４月） 

6.1 ％ 
（平成 37年度） 

 

石神井川及び白子川における生物化

学的酸素要求量（BOD75%値）※2 

石神井川 0.7 mg/L 
白子川 3.8 mg/L 

（平成 26年度） 

石神井川 1.0 mg/L以下 

白子川 2.0 mg/L以下 

（平成 37年度） 

 

※1 区の面積に対する都市公園面積の占める割合で算出。 

※2 目標値は両河川とも３ランク上位の類型による環境基準値とします（石神井川の基準はＣ類型→目標はＡＡ類
型、白子川の基準はＤ類型→目標はＡ類型）。類型のランクは、下からＥ・Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａで最上位はＡＡ類型 

  

基本目標 ３

環境施策基本目標

自然環境と生物多様性の
保全

～緑と水と生きものに
囲まれた都市空間の創造～

３-①

板橋らしい良好な緑や水環境の保全・創出

３-②

自然とのふれあい促進や自然の恵みの享受

自然環境と生物多様性の保全 

 ～緑と水と生きものに囲まれた都市空間の創造～ 
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３-① 板橋らしい良好な緑や水環境の保全・創出 

■ 現状と課題 

 板橋区の自然環境は、荒川の豊かな自然、志村から赤塚にかけての崖線の緑や湧水、石神井

川という３つの軸と、区内の中小河川や道路の緑、気軽に自然とふれあえる公園や農地などの

緑の拠点を要素とした緑のネットワークを構成しており、この板橋らしい自然環境を将来にわ

たって守り育てていくことが重要です。 

 板橋区の緑は、植生被覆率が低下する一方、緑被率＊はやや増加しています。植生被覆率は、

建物建築時に整備された緑などが反映されにくい特性がありますが、緑被率は土地利用などに

基づき抽出しているため、屋上緑化などの小さな緑も反映します。こうしたことから、民有地

の樹林地や農地などの緑は、宅地化などの開発による減少が続いている一方、緑化指導などに

よる新たな緑化や過去に緑化した緑の成長などがそれを補っている状況と言えます。 

 緑については、国の生物多様性基本法＊（平成 20 年）などを受け、地域単位での生物多様性

保全の取り組みが求められるようになっており、量だけでなく質にも着目することが重要です。

また緑には、二酸化炭素の吸収源としての機能や緑陰の形成など、地球温暖化を防止する多様

な機能が期待されます。 

水環境については、崖線沿いに湧水が分布していますが、道路のアスファルト化などによる

浸透面の縮小で水量の減少や消失を招いています。また、近年は集中豪雨が多発し、区内でも

道路の冠水や浸水被害が発生しています。降った雨を地下に浸透させることで、湧水を保全す

るとともに、雨水が川へ一気に流れ込むことによる洪水を軽減する効果もあります。 

■ 取り組みの方向性 

○崖線の緑や湧水、住宅地に残る樹林、荒川の豊かな自然、石神井川などの中小河川、公園や

農地など、板橋の緑や水環境を保全します。 

○緑化を進めて緑を創出するとともに、公園において「地域がつくる公園制度」の普及を図る

などして、誰もが身近に緑を感じられるようにします。 

○板橋区の自然環境の実態を踏まえた生物多様性の保全に関する方針をもとに、人と生きもの

が共生できるまちをめざします。 

○降った雨が地下に浸透するよう、開発などにおいて自然面や浸透能力を確保するとともに、

湧水保全のための取り組みを進めます。  

 

 

 

崖線の緑  花づくりグループの活動 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

緑化指導に基づく緑化箇所数※1 90 件  

緑化指導に基づく緑化面積※1 59,617 m2  

地域がつくる公園制度導入公園数 27 公園  

花づくり活動登録グループ数 83 グループ  

保存樹木指定本数 1,842 本  

雨水流出抑制量※2 4,119 m3  

※1 屋上緑化を含みます。 

※2 石神井川流域及び新河岸川流域における貯留浸透施設と透水性舗装（公共・民間合算）の合計値とします。  

•所有する樹木などの緑をできるだけ残すようにします。また、庭や

ベランダで花や緑を育てて、身近な緑を増やします。

•地域の緑に愛着を持ち、「地域がつくる公園制度」や「花づくりグ

ループ」に参加します。

•敷地内にできるだけ土などの自然被覆を残し、雨水が地下に浸透し

やすくします。

•区民団体などは、地域の身近な自然である公園において、花壇づく

りや清掃活動に取り組みます。

•事業所で所有する樹木などの緑を可能な限り残します。また、事業

所の敷地内の緑化や、建物の壁面・屋上の緑化を行います。

•開発行為の際には、まとまった緑地やオープンスペースの確保に努

めます。また、透水性舗装＊や浸透ます＊、雨水貯留施設＊等を積極

的に整備します。

•「板橋区緑の基本計画（いたばしグリーンプラン）」及び「板橋区

緑の保全方針」＊（平成25年）に基づき、緑・水・生きもののネッ

トワークづくりを進めます。

•保存樹林制度等の仕組みを活用し、民有地の緑を保全します。

•事業者への緑化指導を徹底し、緑地の確保・創出を図ります。

•公共施設の緑化を率先して実施し、緑化推進の普及啓発を行います。

•生物多様性の保全に関する方針づくりを検討します。

•雨水タンクや雨水貯留施設などの普及により、降雨時における水害

の防止とともに、雨水の有効利用を促進します。
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３-② 自然とのふれあい促進や自然の恵みの享受 

■ 現状と課題 

 私たちが自然から受ける恵みには、農産物での収穫物だけではなく、散策などのレクリエー

ション、多様な生きものとの出会い、爽やかな空気、強い日差しを遮る木陰など多くのものが

あります。都市化が進んだ街なかにおいて、自然は希少な存在であり、自然とのふれあいや自

然の恵みを実感する機会は少ない状況です。 

 区では、区民団体などとの協働による緑のガイドツアーや自然観察イベント、農家の協力に

よる区民農園など、身近な自然にふれあえる取り組みを進めています。自然が希少である街な

かにあって、こうした取り組みを積極的に進めていくことは、地域の緑に対する関心や愛着心

を高めるためにも重要です。 

 また、高度経済成長期に悪化した河川の水質は、近年改善傾向が続いていますが、今後は、

区民の水辺への関心を高めて、水辺に親しみを持つ区民を増やしていくことも重要です。 

  

■ 取り組みの方向性 

○都市部に残された自然環境を保全するだけではなく、緑のガイドツアーなど自然を活用した

取り組みを積極的に進めることで、自然とふれあう機会を増やし、多くの区民が板橋区の自

然に対する関心を高めて自然の恵みを実感できるようにします。 

  

 

 

 

自然観察会  区民農園 

  



50 

■ 各主体が取り組むこと 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

グリーンフェスタ参加者数 8,073 人   

緑のガイドツアー参加者数 102 人  

熱帯環境植物館来館者数 103,925 人  

エコポリスセンター「環境観察員」登録者数 57 人  

区民農園応募者数 3,178 世帯  

 

自主的に自然や生きものを調査・観察している区民の割合 ― ％    40 ％ (平成 37 年度) 

  

•週末や余暇に、公園や水辺に出かけたり、農業体験を行うなどして

自然とふれあいます。

•身近な生きものに関心を持ち、庭先やベランダなどに花や植物を育

てたり、自然観察イベントなどに積極的に参加します。

•赤塚植物園や熱帯環境植物館など、自然について体験・学習できる

場を活用します。

•区民団体は、行政と連携・協力し、自然観察イベントなど多くの区

民が自然とふれあえる機会をつくります。また、活動を通じて入手

した生きものや自然環境に関する情報を広く区民へ発信します。

•農業従事者は、区民農園や体験農業に積極的に協力します。

•グリーンフェスタ＊などの自然環境に関する区内イベントを、人材

や情報提供を通じて支援します。

•生産工場などが立地する区外のまとまった自然地を有する事業者は、
区民に対して自然地の利用開放や見学会などを開催します。

•区民団体等と連携・協力し、自然観察イベントなど多くの区民が自

然とふれあえる機会を充実します。

•板橋区内の生きもの情報を区民にわかりやすく発信します。

•区民農園や体験農業を継続し、板橋区の農業に対する関心を高める

とともに、農業従事者と区民との交流を促進します。

•区民団体などと連携・協力し、湧水や中小河川に関するイベントな

どを通じて、区民の水辺に対する関心を向上させます。

 ★リーディングプロジェクト No.1 
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いたばし環境コラム３ 

全国に広がる木の学校 

 文部科学省及び林野庁は「木の学校づくり」を推進しており、平成 25 年度に新しく建築され

た全国の学校 1,242棟のうち、936棟（75.4%）の建物で木材が使用されています※1。学校づくり

における木材使用には、以下の４つのメリットがあると考えられており、環境保全と教育の両面

で重要な取り組みといえます。 
  

学習環境の改善 

・柔らかで温かみのある感触や優れた調湿効果により、豊かで快適な学習環境が形成されます。 

・森林の保全、地域の産業や地球環境問題などについて学習する教材として活用できます。 

地場産業の活性化 

・地域材や地場の職人の技術の活用により、地域経済の活性化や地場産業の振興につながります。 

地球環境の保全 

・鉄やアルミニウム等に比べて、材料製造時に要するエネルギー量が少なく、炭素を貯蔵するた

め温暖化抑制に寄与します。 

地域の風土や文化との調和 

・学校づくりを通じた、地域とのコミュニティ形成や木の文化の継承の機会を提供します。 

出典：文部科学省「全国に広がる木の学校（平成 26年 7月）」 
  

  区においても、平成 23 年に栃木県日光市と

「木材の使用と環境教育についての覚書＊」を締

結し、学校施設の整備の際に日光産の木材使用

に努めています。  

 区では毎年、小学６年生が移動教室（写真）

で日光市を訪れているため、身近に親しんだ日

光の山から切り出した木材を学校施設に使用す

ることは、木が持つやさしさに触れるばかりで

なく、木の循環利用や地球環境問題などを学習

する際に、木や森林に親近感を持つことができ、

環境教育の教材としての効果も期待されます。

 今後も、学校施設をはじめとして公共施設の

改築・改修の際には、建設コストや維持管理の

方法などを考慮しながら、日光産をはじめとし

た木材使用を積極的に推進していきます。 

  
※1：文部科学省「公立学校施設における木材利用状況に関する調

査結果（平成 25年度）」 

 

日光移動教室 

 

日光産の木材使用による学校改修の例 
（板橋第一小学校） 
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■ 基本目標と環境施策 

 

 

■ 環境指標 

指標名 現状値 目標値 めざす方向性 

微小粒子状物質(PM2.5)の基準値 

Ｂレベル以上※1の日数 

25 日 
（平成 26年度） 

23 日 

（平成 37年度） 

 

騒音に係る環境基準の達成率※2 
79 ％  

（平成 26年度） 

85 ％ 
（平成 37年度） 

 

※1 国の暫定的な指針に基づき設定した板橋区独自のレベル。「Ｂレベル以上」は、35μg／ｍ3超。 

※2「騒音に係る環境基準の評価マニュアル 道路に面する地域編」（平成 27年 10月、環境省）に基づく評価方法で
算出した達成率。 

  

基本目標 ４

環境施策基本目標

快適で健康に暮らせる
生活環境の実現

～社会活動に伴って発生する
環境負荷の削減と生活環境の

向上～

４-①

大気汚染や騒音などのない生活環境の保全

４-②

潤いのある景観や美しい街並みの保全

快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

～社会活動に伴って発生する環境負荷の削減と生活環境の向上～ 
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４-① 大気汚染や騒音などのない生活環境の保全 

■ 現状と課題 

 板橋区は、太平洋戦争以前から工業のまちとして発展してきました。昭和 30～40 年代には

大気汚染や水質汚濁などの公害が起こりましたが、その後は公害関係法令に基づく対策が進ん

だ事などにより、次第に従来のような環境汚染は見られなくなりました。一方、近年は、これ

まで工場が多く存在していた地域に住宅が新たに建設されるようになり、住宅などの建設現場

からの騒音や、工場と住宅が近接することによる工場からの騒音といった、従来とは異なった

公害苦情が目立っているため、こうした問題への適切な対応が必要です。 

 また、新たな大気汚染問題として、平成 23 年３月の東日本大震災に伴う福島第一原子力発

電所の事故に起因した放射線の問題や、PM2.5（微小粒子状物質）などの問題も発生していま

す。放射線については、大気中の放射線量＊などについて健康被害を心配する声が寄せられた

ことを受け、区民の安心・安全確保の観点から平成 23 年６月以降、空間放射線量の測定を毎

日継続し、測定結果を区のホームページなどで公表しています。 

 このような目に見えないものを適時監視し、目に見える形で適切に区民へ情報提供すること

が今後も重要です。 

  

■ 取り組みの方向性 

○大気汚染防止法＊や騒音規制法＊などの公害関係法令に基づく対策を進めます。また、苦情ト

ラブルを未然に防ぐためのルールづくりや、トラブル発生後に関係者で協議する機会を持つ

ことなど、適切なコミュニケーションによる解決を進めます。 

○大気汚染物質（放射線・PM2.5 を含む）や騒音などの状態を継続的に測定・監視し、わかり

やすい形で情報提供することで、誰もが簡単に環境の状態を知ることができるようにします。 

○幹線道路においては、道路沿いの建物の幅や高さを規制し騒音が広がらないようにする沿道

地区計画＊の趣旨に沿った建物の建築を行い、環境改善を進めます。 

  

 

 

 

大気環境測定室の内部  放射線測定の様子 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

  

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

公害苦情件数 251 件   

公害相談件数 2,182 件 ― 

公害関係法令に基づく改善指導件数 201 件 ― 

「板橋区大気情報公開システム」アクセス件数※1 564,775 件  

環境調査に関する情報のツイッター発信数 25 件  

※1 「板橋区大気情報公開システム」内でアクセス（ページビュー）数が多かった上位５コンテンツの合計数。 

  

•大気や騒音など身の回りの生活環境の状態に関心を持ちます。

•沿道地区計画などの制度を利用したまちづくりに協力し、良好な住

環境・生活環境の保全に努めます。

•区民団体などは、公害苦情の予防・解決のため、地域住民と事業者

との適切なコミュニケーションに協力します。

区 民

•大気汚染防止法や騒音規制法などの公害関係法令を遵守します。ま

た、自社の操業が周囲へ与える影響に関心を払い、近隣住民の生活

環境へ配慮します。

•工場や不動産事業者などは、苦情トラブル防止のため、近隣住民と

の事前協議の実施や、苦情発生後の丁寧な話し合いなど、適切なコ

ミュニケーションによる解決に努めます。

事業者

•大気汚染物質（放射線・PM2.5を含む）や騒音などの環境を継続的

に調査し、調査結果をわかりやすいかたちで公表します。

•大気汚染防止法や騒音規制法などの公害関係法令に基づき、事業者

に対して適切に指導します。

•住民と事業者の苦情トラブルを未然に防ぐ仕組みを普及します。苦

情が発生した場合、適切なコミュニケーションにより解決が図られ

るよう支援します。

•沿道地区計画に基づく沿道対策を進めます。

区
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４-② 潤いのある景観や美しい街並みの保全 

■ 現状と課題 

 板橋区には、武蔵野台地の崖線の緑や湧水、荒川や石神井川の水辺、板橋宿や街道沿いの史

跡、武蔵野の名残をとどめる屋敷林や農地、常盤台や高島平などの計画的に整備された街並み

など、特徴的な景観が多くあります。また、これ以外にも、高低差のある坂道、にぎわいのあ

る商店街、憩いの場である公園や緑地、工業都市を象徴する町工場など、板橋らしい景観を構

成する要素が各地区に分布しています。 

 区は、平成 23 年度に「板橋区景観計画」を策定し、建物の色や高さなどについて誘導を進

めるとともに、景観シンポジウムなどを通じて、景観に対する区民や事業者の意識を高めるた

めの取り組みを進めています。なお、環境に関する区民アンケート（平成 26 年度）の結果で

は、「今後重視すべき取り組み」の設問で、「不法投棄やごみの散乱防止」が１位、「市街地に

おける緑化・景観への配慮」が４位となるなど、ごみ散乱防止などの取り組み、街なかの緑化

や景観への配慮に対する関心が高くなっています。 

  

■ 取り組みの方向性 

○「エコポリス板橋クリーン条例」に基づき、ごみの投げ捨てなどを防止し、地域の環境美化

活動の推進を図って、良好な生活環境を確保します。 

○板橋区の景観の核となる武蔵野台地の崖線、石神井川、住宅地に残る屋敷林や農地などの自

然資源や、歴史的建造物、寺社群などの歴史文化資源を保全します。 

○崖線、川、道、商店街、住宅地、公園・緑地、農地、工場など、地域ごとの景観を構成する

要素を発掘するとともに、川や道の美化活動や、板橋の歴史文化資源の周知啓発イベントな

どを通じて、街の景観に対する区民などの関心を高めます。 

○景観形成重点地区＊の拡大など、住民主体による地域の良好な景観づくりを進めます。 

  

 

 

 

崖線の緑と湧水（志村城山公園）  石神井川の桜 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

景観形成重点地区指定数 ４ 地区   

「板橋クリーン作戦」参加者数 18,721 人 ― 

「板橋クリーン作戦」におけるごみ回収量※1 6,600 袋 ― 

路上禁煙地区(8地区)内の定点におけるたばこのポイ捨て月平均本数 1,300 本/月※2  

※1 ごみ回収量は、拾い集めたごみを入れたごみ袋（45リットル）の数量を集計。 

※2 平成 27年度の数値（平成 28 年１月までの 10 ヶ月間の平均値）。 

  

•たばこの吸い殻やごみのポイ捨て、自転車の放置などをせず、マナ

ーを守り、まちの美化を推進します。

•地域の美化活動に積極的に参加します。

•街なかの景観に関心を持ち、地域住民同士で景観づくりについて話

し合います。景観に対する関心が高まってきたところでは、景観形

成重点地区の指定制度も活用し、住民主体の景観づくりを進めます。

•所有する樹林や歴史的な建物などを可能な限り残します。

•区民団体などは、街なかの美化活動を通じて景観を良くし、区民に

対して景観への関心を高める活動を行います。また、地域の景観形

成について積極的に提案を行います。

区 民

•事業所などの新築・増改築にあたっては、景観形成基準に適合する

よう配慮します。

•所有する樹林や歴史的な建物などを可能な限り残します。

•地域の美化活動に積極的に参画し、良好な景観づくりに協力します。

事業者

•「板橋区景観計画」に基づき良好な景観を誘導するとともに、景観

形成基準＊を適切に運用します。

•景観づくりについて周知啓発を進めるとともに、景観形成重点地区

の拡大のため、地域への働きかけや支援を行います。

•公共建築物の増改築などにあたっては、景観形成基準に適合するよ

う配慮します。

•まちの美化に対する区民、事業者などの意識を高めるため、板橋ク

リーン作戦などの環境美化活動を定期的に開催・支援します。

区
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いたばし環境コラム４ 

いたばし健康づくりプロジェクト 

 板橋区内には、崖線沿いの坂などの特徴的な地形、新緑の

もとの爽やかな空気、公園で見られる花や生きもの、歴史・

文化的な由来を伝える寺社群などがあり、これらを巡ってま

ちを歩く人も見られます。区では、歩くことは健康づくりの第

一歩という考えのもと、「区民一人ひとりが健康づくりに取り組

めるまち」をめざし、平成 27年度から、ヘルスプロモーション

分野で高い実績・ノウハウを持つ(株)タニタ（本社：板橋区）

と連携し、「いたばし健康づくりプロジェクト」を開始しました

（平成 31年度まで実施予定）。同プロジェクトでは、区民の方々

が積極的かつ継続的に参加できるように「食事や運動」などを

テーマとしたセミナーを開催しています。皆さんも板橋のまち

を歩いて自然環境に親しみながら、健康づくりに取り組みましょう！ 

 

 参加者にはタニタ製の活動量計を配付し、ウォーキングなどの運動後に計測スポット（区内の

体育施設や健康福祉センターなど、平成 27年現在 11か所に設置）で活動量・体重・体脂肪率・

筋肉量・血圧等のデータを計測。専用サイトでデータ管理することで、からだの状態や運動の成

果を「見える化」し、自らの健康管理に役立てることができます。 

健康増進コース 
タニタ管理栄養士などによる栄養セミナーなどを開催し、健康になる
秘訣をレクチャーします。 

スポーツコース 
トップアスリートを講師に迎え、マラソンや水泳、エクササイズなど
のセミナーを開催し、運動の継続をサポートします。 

国保生活習慣病 
予防コース 

特定健康診査の結果より、生活習慣病にかかわるリスクをお持ちのか
たなど、対象者を限定して参加者を募集し、自ら日常生活の中で楽し
みながらウォーキングに取り組んでいただきます。 

  

  

 

たべる 

あるく 

わかる きづく 

かわる 

保健・健康施設 
計測スポットを健康 

福祉センターに設置 

企 業 

(株)タニタをはじめ 

様々な企業と連携 

スポーツ 
計測スポットを 

体育施設に設置 

スポーツコースを開催 

商店街 
計測スポットを 

商店街に設置 

ヘルシーレシピを展開 

歩く・はかること
から始まる 
健康づくり 

区全体をフィールドとした 
健康まちづくり 



58 

 

 

■ 基本目標と環境施策 

 

■ 環境指標 

指標名 現状値 目標値 めざす方向性 

人材育成に関わる環境講座参加者数 
199 人 

（平成 26年度） 

400 人 

（平成 37年度） 

 

外部人材を活用した環境学習実施校

(園)の割合※1 

76.1 ％  
（平成 26年度） 

100 ％ 

（平成 37年度） 

 

環境教育プログラム利用校(園)の割合※1 
74.4 ％ 

（平成 26年度） 

100 ％ 

（平成 37年度） 

 

エコ生活(アクション9)の実施状況※2 
75.0 ％  

（平成 26年度） 

100 ％ 

（平成 37年度） 

 

※1 区立の保育園・幼稚園・小学校・中学校を対象に集計。 

※2 環境関連イベントでのアンケート結果を基に集計。  

基本目標 ５

環境施策基本目標

「環境力」の高い人材の
育成

～環境に配慮したライフスタ
イルの実現に向け主体的に行

動できる人づくり～

５-①

環境教育の推進、環境保全活動を担う人材の育成

５-②

わかりやすい環境情報の発信

「環境力」の高い人材の育成 

 ～環境に配慮したライフスタイルの実現に向け 

               主体的に行動できる人づくり～ 
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５-① 環境教育の推進、環境保全活動を担う人材の育成 

■ 現状と課題 

 エコポリスセンターでは、豊富な蔵書やビオトープ＊などが環境学習に利用されるとともに、

多くの環境関連の講座やイベント、学校や地域へ出かけていく出前講座などが展開されていま

す。また、学生ボランティアや CSR＊活動に関心を持つ企業との協力関係が強化されつつあり

ます。ただし、環境に関する区民アンケート（平成 26 年度）の結果によると、エコポリスセ

ンターを利用したことがある区民と、エコポリスセンターを知らない区民がそれぞれ約 4割で

同数となっており、さらなる利用者拡大の余地があるといえます。 

 学校などの教育現場では、小学校入学前（幼稚園・保育園）から中学校までの発達段階に応

じた「板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム」に基づく環境教育が進められており、体験

型の環境教育プログラムも活用されています。その一方で、環境分野の専門知識や ESDの実践

に必要なノウハウの不足、他教科との兼ね合いによる授業時数の拡大などの課題もあります。 

 環境活動団体は、地域における環境教育・学習をサポートする役割が期待されますが、メン

バーの固定化や高齢化が課題となっている団体もあります。 

  

■ 取り組みの方向性 

○エコポリスセンターやいたばし総合ボランティアセンター、グリーンカレッジ＊などの場を

通じて、区民団体・企業・大学などとの連携・協力体制を強化し、これらの組織が持つ知識・

ノウハウ・人材などを活用することで、講座やイベントなどの充実を進めます。 

○学校などでは、ESDの視点を取り入れ、「持続可能な社会を担う人づくり」をめざすとともに、

教育現場での環境教育の実施にあたっては、エコポリスセンターや地域団体などとの協力や、

放課後など学校授業以外への拡大なども検討し、柔軟に実行します。 

○環境保全活動を行う団体や、環境について専門知識や教育意欲のある人材を登録し、学校や

地域など環境教育の現場に活用します。  

  

 

 

 

エコポリスセンターでのイベント  学校での環境教育(生きものさがし)の様子 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

  

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

環境講座・教室開催回数 677 回   

環境講座参加者数（人材育成に関わる講座を除く） 22,898 人  

環境学習講師派遣人数 363 人  

環境学習施設の入館者数※1 270,195 人  

環境講座受講前後の知識・考え方の変化 ― ％  

※1 エコポリスセンター、熱帯環境植物館、リサイクルプラザの各施設入館者数の合計を集計。 

  

環境をテーマとした講演会等※２に参加したことのある区民の割合 6 ％    33 ％ (平成 37 年度) 

※2 講演会のほか、環境をテーマとした講座、勉強会、イベントを含みます。  

•環境に関心を持って学び、学んだことを他の人に教えるともに、自

ら環境保全活動を実践します。

•エコポリスセンターなどが行う環境の出前講座を活用するなどして

環境について学び、実践に生かします。

•環境活動団体は、エコポリスセンターに団体登録し、区による環境

事業や学校・地域の環境教育に積極的に協力します。

区 民

•社員研修などで環境について学ぶ機会を設け、各社員が理解・実践

します。

•区による環境事業や学校・地域の環境教育に積極的に協力します。
事業者

•学校などの現場では、体系的なカリキュラムに基づく環境教育を行

います。

•環境教育プログラムを現場からのニーズに即して更新・追加してい

くとともに、学校以外（放課後授業など）での利用も検討・実施し

ます。

•環境保全活動を行っている団体の情報を収集し、エコポリスセンタ

ー登録団体制度を発展させるなどしてデータベース化します。さら

に、データベースをプログラムバンクと連動させるなどし、人材や

ノウハウを環境教育の現場に活用できる仕組みをつくります。

区

 ★リーディングプロジェクト No.4 
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５-② わかりやすい環境情報の発信 

■ 現状と課題 

 環境に関する情報は、「板橋区環境白書」、環境情報誌「エコポ」、「広報いたばし」、エコポ

リスセンター及び区のホームページをはじめ、「環境なんでも見本市＊」や「エコライフフェア」

などの環境イベント、ツイッター＊やフェイスブック＊といった SNS＊などでも入手できるよう

になっています。しかし、環境に関する区民アンケート（平成 26 年度）では、エコライフフ

ェアや「板橋かたつむり運動」の認知度が 2～3 割程度となっており、情報の発信方法を工夫

するなどして、さらなる情報の浸透を図っていく必要があります。 

 近年は、インターネットを通じて情報の発信や入手が容易に行うことができるようになって

います。情報の入手やコミュニケーションを図るための手段として、スマートフォンやタブレ

ット端末などの身近な情報通信技術は、今後もさらに発展・普及していく事が予想されます。 

 また、こうした情報通信技術のみならず、町会・自治会や業界団体などこれまで築かれてき

た強固な情報ネットワークを、今後さらに活用していくことも重要です。 

  

■ 取り組みの方向性 

○これまでの冊子や広報、ホームページ、SNS などを用いた幅広い情報発信に加え、情報通信

技術などの最新技術の活用や、情報発信力のある民間事業者との協力、町会・自治会などの

既存の情報ネットワークの活用など、あらゆる情報発信チャンネルを活用し、身近な生活の

場面に環境情報が届くようにします。 

○環境への関心があまり高くない人にも目にとまり興味を持ってもらえるよう、面白く興味を

ひくコンテンツの作成に力を入れ、区民の環境に対する関心の底上げを図ります。 

  

 

 

 

エコポリスセンターのフェイスブックページ  板橋区環境白書などの冊子 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

  

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

区から発信する環境情報の更新回数※1 356 件  

環境イベント等開催回数 244 回  

環境イベント等参加者数 96,949 人  

※1 エコポリスセンターの公式ホームページ、ツイッター、フェイスブックの情報を更新した回数の合計を集計。  

  

  

•環境に対して関心を持ち、積極的に情報を入手して、自ら調べたこ

となどを情報通信技術を活用し発信します。区民団体は、自分たち

が行っている環境保全活動を積極的にPRします。

•環境関連イベントや、情報発信のためのコンテンツ作成などに積極

的に協力します。

区 民

•自社の環境保全の取り組みについて積極的にPRします。

•環境関連イベントや、情報発信のためのコンテンツ作成などに積極

的に協力します。

事業者

•区民・区民団体・事業者による環境保全活動の情報を収集し、毎年

発行する「環境白書」をはじめ、様々な媒体を用いて発信します。

•区民団体や事業者などと協力し、情報通信技術の活用、わかりやす

さや入手しやすさを重視したコンテンツ作成に努めます。

•地域の環境について情報を交換し議論する機会を多く設けます。

区
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いたばし環境コラム５ 

区内に広がる協働による取り組みの輪 

 環境保全の取り組みは、区民・事業者・区の協働で進めることが重要です。板橋区では多くの

取り組みを協働で行っており、代表的なものをご紹介します。これらの取り組みの経験などを踏

まえ、今後、協働の取り組みの輪をさらに広げていきます。  

  

板橋クリーン作戦 

 全区的な一斉清掃活動。区内 18 地域ごとに

設置されたエコポリス板橋地区行動委員会、地

元企業、区民団体などが周知・参加の協力を行

っています。 

 

  

夏休みエコスクール 

 夏休み期間中、エコポリスセンターで日替わ

り講座を行っています。講座メニューの企画

実・施について、企業や区民団体の協力を得て

行っています。 

 

  

環境なんでも見本市 

 環境の取り組みを紹介するイベントです。区

内の環境活動に関する展示や環境にやさしい

暮らし方の体験コーナーなどがあります。毎

回、多くの企業や区民団体が出展協力を行って

います。 

 

  

エコライフウィーク 

 平成 18 年度より、夏冬に一週間ずつ、CO2

削減の啓発のための期間を設定し、関連イベン

トなどを行っています。区民ボランティア組織

「いたばしエコ活動推進協議会」や区民団体が

企画に協力しています。 
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■ 基本目標と環境施策 

 

■ 環境指標 

指標名 現状値 目標値 めざす方向性 

全区民参加型環境保全キャンペーン

参加者数※1 

25,674 人 
（平成 26年度） 

31,500 人 

（平成 37年度） 

 

エコポリスセンター事業へのボラン

ティア等参加者数  

990 人  
（平成 26年度） 

1,300 人 
（平成 37年度） 

 

環境登録団体数※2 
27 団体  

（平成 26年度） 

37 団体 
（平成 37年度） 

 

環境学習講師派遣人数 
363 人  

（平成 26年度） 

500 人 
（平成 37年度） 

 

※1 「ポイ捨て防止キャンペーン」、「打ち水キャンペーン」、「板橋クリーン作戦」の参加者合計数を集計。 

※2 エコポリスセンター及びいたばし総合ボランティアセンターへの登録団体数を集計。  

基本目標 ６

環境施策基本目標

パートナーシップが
支えるまちの実現

～自助・共助・公助の連携に
よる地域環境づくり～

６-①

環境保全活動への参加や協働を進める仕組みづくり

パートナーシップが支えるまちの実現 

 ～自助・共助・公助の連携による地域環境づくり～ 
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６-① 環境保全活動への参加や協働を進める仕組みづくり 

■ 現状と課題 

 環境教育等促進法＊の改正（平成 24 年 10 月施行）では、環境行政への民間団体の参加と、

多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれ、あらゆる環境政策の立案や実

行にさらに多くの参加・協働が求められています。 

 区では、区民団体（エコポリス板橋環境行動会議、いたばしエコ活動推進協議会）と区との

協働による環境なんでも見本市やエコライフフェアの開催、エコポリスセンターと区民団体・

事業者などとの協働による夏休みエコスクールの開催、全区的な取り組みである「板橋クリー

ン作戦」への多くの区民団体や事業者の参加など、参加や協働による取り組みがいくつもあり

ます。また、環境分野に限らず、従前より町会・自治会、商店会、企業、NPO・ボランティア

などとの連携・協働や、板橋区基本計画をはじめとする各種計画の策定にあたり、ワークショ

ップや区民検討会を開催するなど、様々な分野においても参加・協働の取り組みを進めていま

す。また、ボランティア参加や区民団体の活動を支援するいたばし総合ボランティアセンター

など、参加・協働による環境保全活動を支える基盤も強化されています。 

   

■ 取り組みの方向性 

○区民・団体・事業者それぞれが自覚を持って環境保全活動へ参加します。 

○環境教育や情報発信の拠点であるエコポリスセンター、ボランティア参加や団体活動を支援

するいたばし総合ボランティアセンター、学校など、区民参加・協働を進める上で核となる

組織間の連携・協力を強化します。 

○エコポリスセンターを拠点に、環境保全活動を行う団体同士のネットワーク化を進め充実を

図ります。また、イベントなどの機会を通じ、環境活動団体と町会・自治会など、これまで

接点が少なかった団体同士の連携・協力を進め、区全体の環境保全活動の活性化を図ります。 

  

 

 

 

エコライフフェア  板橋クリーン作戦 
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■ 各主体が取り組むこと 

 

  

■ 取り組みの指標（活動指標） 

指標名 現状値（平成 26年度） めざす方向性 

ボランティアなどの協力を受入れたエコポリスセンター事業数 183 件  

自主講座支援回数 ２ 回  

喫煙マナーアップ推進員人数 157 人  

集団回収登録団体数【再掲】 883 団体  

地域がつくる公園制度導入公園数【再掲】 27 公園  

花づくり活動登録グループ数【再掲】 83 グループ  

 

環境をテーマとした講演会等に参加したことのある区民の割合 6 ％    33 ％ (平成 37 年度) 

 

•「自分たちのまちは自分たちでつくる」という意識を持ち、日常生

活の中であるいは環境活動団体に参加するなどして、環境保全活動

を実践します。

•環境保全活動を実践するとともに、参加者の拡大や、区が行う環境

の取り組みへ協力します。また、環境活動を行う他の団体との交流

も積極的に進めます。

区 民

•地域社会を構成する一員として、地域における環境保全活動に参加

するとともに、人材や活動場所の提供などで協力します。事業者

•あらゆる事業について、区民参加・協働の可能性や効果を検討し、

実行します。

•エコポリスセンターやいたばし総合ボランティアセンター、学校な

ど、区民参加・協働を進める上で核となる組織間で連携・相互協力

するため、情報交換を行います。

•エコポリスセンターは、登録団体制度を活用するなどし、環境活動

団体同士のネットワーク化、連携・協力体制の強化を図ります。

区

 ★リーディングプロジェクト No.4【再掲】 

 



 

 

 

 

 

  

第４章 

リーディングプロジェクト 
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第４章 リーディングプロジェクト  

１ リーディングプロジェクトの位置づけ 

 本計画では、６つの環境分野の体系に沿って、「取り組みの方向性」や「各主体が取り組む

こと」を示していますが、これらの中には、現状とめざすべき将来とのギャップを踏まえて特

に加速度的に取り組むべきものや、効果が複数の環境分野にまたがり、取り組み全体の底上げ

につながるものもあります。このような取り組みのうち、“誰もが参加できる”、“環境への取

り組みのきっかけとなる”、“みんなで取り組んだ成果が見える”、“板橋区の環境ブランドとな

る”といった観点などを踏まえ、本計画で重点的に取り組んでいくものを「リーディングプロ

ジェクト」として位置づけます。 

 リーディングプロジェクトは、いわば「本計画全体が環境像に向かっているかどうかを端的

に示すものさし」となり得るものであり、これを中心に、本計画に記載する取り組みを進める

ことで環境像「人と緑を未来につなぐスマートシティ“エコポリス板橋”」の実現をめざしま

す。 

  

 

※1 「組織横断・連携」は、環境の分野にとどまらず、教育・健康・産業・都市整備など複数の分野に関連し、多
くの組織が連携して取り組む必要があるプロジェクトです。 

図 リーディングプロジェクトの概要 

  

２ リーディングプロジェクトの内容 

次ページ以降に、各リーディングプロジェクトの内容を示します。 

  

区民の力で自然・生きものを調べよう！ 

区民参加型で自然や生きものを調べ、自然環境への関心を高め、貴重なデ

ータとして活用します。 

いたばし水素タウンを実現しよう！ ★組織横断・連携※1 

スマートシティの実現に向けて水素エネルギーなどの新技術の導入を進

めます。 

いたばしの緑を感じよう！ ★組織横断・連携※1 

緑のカーテンの普及、間伐材などの木材使用、自然体験の機会拡大により、

自然の恵みを感じられるようにします。 

資源の循環を大きくしよう！ 

資源リサイクルに効果がある取り組みを検討・実施し、資源循環の環を大

きくします。 

地域の環境人材を活かそう！ ★組織横断・連携※1 

(仮)エコポリ・ゼミナールや環境人材バンクの設立により、地域の環境人

材を環境学習に活用していきます。 

No.１ 

No.２ 

No.３ 

No.４ 

No.５ 
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リーディングプロジェクト No.１ 

区民の力で自然・生きものを調べよう！ 

関連する主な環境分野 

 

 

 

 

 

目的と概要 

 生きものは、環境に対する関心を持つきっかけとなるのみならず、区内の自然環境や生物

多様性の状態、ときには地球温暖化などの状況を知る指標としても重要です。区では、区内

の生きものの生息状況を調べた「かんきょう観察マップ」を作成していますが、リアルタイ

ムに情報発信できないことなどから、多くの区民に知られるまでには至っていません。 

 一方で、区内には、自主的に自然観察や生きもの調査などを行っている団体があります。

これらの成果を広く発信・共有していくとともに、生物多様性の保全のために、さらに多く

の自然環境データを取得することが重要です。近年、ICT技術の進展と普及により、インタ

ーネットを通じてリアルタイムで情報を発信・記録することが可能となっています。 

 本プロジェクトでは、ICTインフラを活用し、区民参加型で自然環境や生きものの調査を

行い、身近な自然や生きものへの関心を高めるとともに、自然や生きものの保全を図ります。 

自然や生きものに対する関心を高めることが、本プロジェクトの当面の目標ですが、精度

の高い調査の実績を増やしていくことで、大学や学校などの教育機関とも連携し、調査研究

の材料などとして活用することも視野に入れます。  

  

 

 

 

かんきょう観察の実施風景  区民環境団体による緑の調査風景 

  

自然環境 環境教育 参加･協働
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取り組みと役割分担 

  

進め方 

 

主な 

プレイヤー 

       

        

区民・事業者 

       

        

かんきょう観察員

など 

       

        

学校・研究機関 

など 

       

        

区 

       

   

※1 例えば、スマートフォンなどの ICT（情報通信）端末で投稿された情報がデータベース化され、分かりやすく
公表される仕組み。 

 

【参考】モデル調査のテーマ例 

・荒川の生物生態園にすむ生きものを調べよう（春・夏・秋・冬） 

・板橋区内の桜前線を描こう 

・石神井川で見つけた鳥を調べよう 

  

Step1 

参加型調査のため

の ICT環境※1の構

築 

Step2 

モデル調査の運

用、実績の蓄積 

Step3 

定期調査の定着、 

調査研究などへの

活用 

・参加型調査のための ICT 環境の整備 

     ・調査方針、調査テーマ、活用方法などの検討 
     （かんきょう観察員などと協力） 

         ・毎年の環境事業への活用 

         ・独自又は協働による調査研究などの実施 

・ICT環境へのアイディア提案 

     ・生きもの情報の投稿（調査への参加） 

     ・成果を活用した調査研究など 

・ICT環境へのアイディア提案 

     ・生きもの情報の投稿（調査への参加） 

     ・調査方針、調査テーマ、活用方法などの検討 
     （区と協力） 

・ICT環境へのアイディア提案 

     ・調査成果を活用した環境学習、調査研究など 
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リーディングプロジェクト No.２ 

いたばし水素タウンを実現しよう！ 

関連する主な環境分野 

 

 

 

 

目的と概要 

 スマートシティを実現するためには、ICT 技術の活用による HEMS/BEMSなどの先進的な省

エネルギー対策の導入とともに、再生可能エネルギーや次世代エネルギーなどを積極的に導

入していくことも重要です。水素エネルギーは、次世代エネルギーの 1つとして注目されて

おり、発電時の排出物質が水だけであるなど環境負荷が少ない技術であること、様々な石油

製品や物質から製造可能でありエネルギー源の多様化という点で災害時に強い街づくりに

貢献できること、新たな産業の創出のきっかけとなることなどが期待されています。 

 板橋区では、すでに区による家庭用燃料電池＊の導入支援を行っているほか、民間による

水素ステーションの設置注1)も行われています。また、国や東京都においても、「東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会」での環境技術の PR など、水素社会の実現に向け

た機運が高まっています。 

 区では、環境像「人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス板橋”」をめざし、

再開発などの都市更新のタイミングに合わせた面的な低炭素対策の導入を進めていきます。 

本プロジェクトでは、その一環として、新しいエネルギー技術である水素についても、積

極的に導入していくことをめざします。  

  

 

 

 

水素自動車（施設への給電の様子） 

（写真提供：本田技研工業(株)） 
 

移動式水素ステーション 

（JX エネルギー(株)HPより） 

  

                            
注1) 平成 27年度、民間事業者により移動式水素ステーションを設置。移動式は、移動可能なトラックの荷台に水素

充填装置を積み、燃料電池自動車に水素を充てんするもので、小スペースに比較的簡単に設置できるのが特徴。 

低炭素社会 生活環境 環境教育
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取り組みと役割分担 

  

進め方 

主な 

プレイヤー 

       

        

区民・事業者        

         

バス事業者など        

        

エネルギー事業者 
       

        

不動産事業者、 

建築事業者 

       

        

区 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Step1 

板橋区で導入可能

な水素対策の検討 

Step2 

都市更新に合わせ

た地域レベルでの

対策の実施 

Step3 

実績の広がりによ

る水素タウンの実

現 

・家庭や事業所における燃料電池や水素自動車の導入 

・区との協力による水素バスの運行検討・実施 

・家庭用燃料電池、電気自動車・水素自動車の普及支援、PR 

・エネルギー事業者との協力による水素ステーションの新設増
加、水素由来の電気エネルギー供給 

・  

      ・再開発などに合わせた対策導入（電気自動車と 
       水素ステーションの導入、建築物の低炭素対策 
       の適正な誘導など） 

・区との協力による水素ステーションの設置、水素由来の電気
供給（区外からの供給含む） 

・水素インフラ導入方針を踏まえた家庭・事業所への水素利用
技術の導入 
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リーディングプロジェクト No.３ 

資源の循環を大きくしよう！ 

関連する主な環境分野 

 

 

 

 

目的と概要 

 板橋区から出される可燃ごみの中には、25％の紙ごみ、15％のプラスチック類が含まれ、

そのうちの７割は資源化が可能です。また、不燃ごみに含まれる金属類を中心に分別するこ

とにより、その９割を資源化することが可能になると言われています。 

持続可能な社会の実現に向けては、資源を効率よく使う仕組みを充実していくことが必要

であり、モノの消費量を減らすとともに、資源の再利用や循環を進めていくことが重要です。 

 区ではその試みとして、平成 26年度より可燃ごみに含まれる紙パック、ＯＡ紙、紙袋を、

「雑がみ」として回収するモデル事業を開始するとともに、回収エリアを区内全域に拡大す

る計画を立てています。また、現在、拠点での回収を行っている食品トレイやプラスチック

ボトルを、大規模集合住宅での回収に拡げ、その結果から効率的な回収方法等の検討を行い、

今後の区内全集積所での回収に向けた取り組みに拡大していくなど、区民に分かりやすく、

利用しやすい資源化の施策を展開していくことが重要です。一方、板橋区内では、区民団体

などにより、廃食油のバイオディーゼルとしての再生や生ごみの堆肥化など資源の再利用に

貢献するユニークな活動も行われています。区がこうした活動をＰＲしたり、各団体同士が

連携を図ったりすることで、ごみの資源化に貢献する取り組みを区内全域に展開していくこ

とも重要です。 

 このような認識のもと、本プロジェクトでは、特に、資源リサイクルの取り組みの一層の

推進を目的として、既存の取り組みの普及と新たな取り組みの検討・実施という観点で、実

行可能な取り組みを進めていきます。  

   

 

 

 

雑がみの集積所回収の様子  拠点回収の様子 

  

低炭素社会 循環型社会 環境教育 参加･協働
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取り組みと役割分担 

進め方 

 

主な 

プレイヤー 

       

        

区民・事業者 
       

         

町会、マンション

管理組合、商店街

など 

       

         

区民団体 
       

        

区 

       

  

※1 取り組みの候補としては、例えば、以下のようなものを想定しています。 

  ・現在「可燃ごみ」として区分されるプラスチックごみの分別資源化 

  ・区民団体との協働による生ごみ堆肥化とその活用方法の検討（例：公園の土づくりへの活用など） 

  ・区民団体や飲食店などとの協働による廃食油のバイオディーゼル化の取り組みの拡大 

 

Step1 

雑がみ資源化エリ

ア拡大、ごみの資

源化に資する新た

な取り組みの検討 

Step2 

モデル事業の実施

と効果検証と実装

化、更なる取り組

みの検討 

Step3 

様々な取り組みの

実装化による資源

利用効率の向上 

・ごみ出しルールを守り、正しいごみ出しの実践 

・「かたつむりのおやくそく」（３Ｒ）の実践 

・雑がみの資源回収の全区的実施 

・ごみ出しルール、板橋かたつむり運動の普及啓発 

・拠点回収場所の増加（町会、マンション管理組などと協力） 

・ごみの資源化に貢献する取り組み※1の検討とモデル地区の選
定（町会、区民団体などと協力） 

      ・モデル事業の実施と効果検証 

      ・成果の PR と協力地域の拡大 

            ・成果に基づく取り組みの PR と、 
             全区的な導入検討 

            ・環境学習講座などへの反映 

・拠点回収への積極的な協力 

・廃棄物の資源化に資する取り組み※1の検討（区との協働によ
る事業化など） 

・モデル地区への積極的協力 

      ・住民などへの協力要請と啓発 

      ・成果 PRによる他地区への波及協力 
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リーディングプロジェクト No.４ 

地域の環境人材を活かそう！ 

関連する主な環境分野 

 

 

 

 

目的と概要 

板橋区が持続可能な社会の実現を担う人づくりのためには、多くの区民が環境保全に関

心・理解を持ち行動を起こし、環境について学べる機会を増やしていくことが重要です。 

板橋区では、学校において「環境教育カリキュラム」に基づく環境教育が進められていま

す。しかし、環境教育をさらに発展させるためには、地域を含む、学校以外での学習機会を

増やすことや、外部講師を効果的に活用することなどが今後の課題といえます。 

一方で、区内で活動する環境活動団体のなかには、エコポリスセンターが実施する環境関

連講座などでの講師経験やノウハウを持つ方もおり、このような人材が、環境学習の講師な

どとして活躍できる機会を増やしていくことが重要です。 

このような状況を踏まえ、本プロジェクトでは、環境学習を自主的に企画し実施できる場

として、「（仮称）エコポリ・ゼミナール」を創設し、人材が活躍できる場を増やします。ま

た、こうした人材を「人材バンク」に登録することで、学校や地域での環境学習に対する需

要と供給が結びつけられ、誰もが容易に活用できます。 

この取り組みにより、学校や地域で行われる環境学習のメニューが多様化されることが期

待されます。また、環境活動団体や個人においては、環境学習の担い手となることで、経験

やノウハウが獲得できるとともに、活動のモチベーション向上にもつながります。 

  

 

 

 
環境教育プログラムを活用した 

学校での環境学習の様子 

 

 

エコポリスセンターでの 

団体との協働による環境講座 

（夏休みエコスクール） 

  

環境教育 参加･協働
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取り組みと役割分担 

 進め方 

主な 

プレイヤー 

       

        

区民・事業者・ 

一般団体 

       

        

環境活動団体、大

学など教育機関 

       

        

学校 
       

        

区 

       

  

  

Step1 

(仮)エコポリ・ 

ゼミナール創設 

Step2 

環境人材バンクの

登録 

Step3 

環境人材活用の 

実績の拡大 

・環境学習の受講 

     ・環境人材バンクへの登録 

           ・  

 

・学校での環境教育における環境人材バンクや環境教育プログ
ラムの積極的活用 

・利用拡大のための PR 

・様々な事業での人材活用による実績効果の把握・PR 

・エコポリスセンターでの自主講座などの企画実施（区や他団
体などと協働） 

     ・環境人材バンクへの登録 

          ・環境人材供給者としての活動実績の 
           蓄積やスキルアップ 

・(仮)エコポリ・ゼミナールの創設、支援、促進、場の提供 
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 リーディングプロジェクト No.５ 

いたばしの緑を感じよう！ 

関連する主な環境分野 

 

 

 

 

目的と概要 

 私たちの暮らしは多くの物質やエネルギーの消費で成り立っています。例えば、建築材料

や食料などは自然界からの恵みであり、そのことを感じ理解することが重要です。 

大半が市街化されている板橋区では、山や川などの大自然を体験できる機会は多くありま

せんが、例えば板橋区では、友好都市である日光市と「木材の使用と環境教育についての覚

書」を締結しており、学校の建て替え等における日光産木材の使用や、区内小学生を対象と

する移動教室（ハイキングや川遊び体験授業）を進めるなど、木や森林を身近に感じられる

よう努めています。移動教室などの自然体験ツアーでは、自然の恵みと暮らしとのつながり

を体験的に理解することができます。 

 一方、木や森林には、自然体験や環境学習の教材としての効果のみならず、二酸化炭素を

吸収・固定し、温室効果ガスを削減する効果もあります。 

 板橋区では、身近に取り組める温暖化対策として「緑のカーテン」の取り組みがあります。

緑のカーテンは、日射を遮ることで室温を下げる効果や、冷房を控えることによる省エネル

ギー効果があるほか、老若男女問わず誰でも簡単に取り組め、植物の観察や収穫など環境学

習・地産地消の格好の題材でもあります。自然や土と接する機会が少ない都会において身近

に緑を感じることができる取り組みとしても、緑のカーテンは代表的な取り組みといえます。 

 実際に区内に大きな森を創出することは難しいですが、本プロジェクトは、身近な暮らし

のなかに自然の恵みの象徴である「緑」や「森」とのつながりを感じることができるよう、

様々な取り組みを組み合わせて進めていきます。 

  

 

 

木材を使用した建築 

（板橋第一小学校） 
 

緑のカーテンの取り組み 

（富士見団地自治会） 

  

低炭素社会 循環型社会 自然環境 環境教育 参加･協働
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取り組みと役割分担 

進め方 

 

 

 

 

 

主な 

プレイヤー 

        

 
       

区民・事業者 

       

         

不動産業者、建築業者、

研究機関など 

       

        

学校 
       

        

区 

       

  

※1 日光産木材をはじめ国産材（多摩産材など）を推奨 

 

  

Step1 

学校等での木材

使用、PR 

PRによる利用者

の拡大、新規メニ

ューの開発 

取り組む家庭・事

業所の増加 

Step2 

一般建築物への

普及策の検討 

自然体験メニュ

ーの多様化 

重点普及モデル

地区の設定 

Step3 

一般建築物への

普及の推進 

板橋区の代表的

取り組みとして

の定着化 

区全体への波

及・定着化 

【木】建築における地域産木材※1の使用 

【自】自然とふれあう体験（区から提供される体験機会やその
他レジャー活動など） 

【緑】家庭や事業所での緑のカーテン実施、知人などへの PR 

【木】学校など公共施設への地域産木材※1使用 

   木材建築のよさや区内事例の PR（業者などと協力） 

   一般建築物への普及策の検討と推進（不動産業者などと
協力） 

【自】自然体験機会の PR（町会、事業者などと協力） 

   自然体験メニューの開発（日光市、観光業者などと協力） 

【緑】緑のカーテンの取り組み支援と PR（緑のカーテンサポー
トクラブ＊などと協力） 

   緑のカーテン重点普及モデル地区での面的な展開（町
会・自治会、商店街など） 

木材使用 

自然体験 

緑の 

カーテン 

【木】…木材使用 【自】…自然体験 【緑】…緑のカーテン 

【木】木材建築の PR（区と協力） 

      【木】一般建築物への木材使用の普及策の 
検討と推進（区と協力） 

 

【自】日光市などでの自然体験授業の継続 

【緑】緑のカーテンの継続的実施 
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いたばし環境コラム６ 

栃木県日光市にある「板橋区の森」 

 板橋区は、大自然と都市の文化交流による互いの発展をめざして、友好都市である栃木県

栗山村（現日光市）と「みどりと文化の交流」協定を締結しています。 

 平成５年に、交流 10 周年記念事業として、栗山村（当時）から植林した樹木を育てる権

利を譲渡いただき、区はこの森林を「板橋区の森」と名付け、将来にわたって育てることと

しました。「板橋区の森」の面積は約 12.7ha で、クリ・ケヤキ・ヒノキ・スギなどが植樹さ

れています。 

 「板橋区の森」は、管理をはじめて 20年が経過しており、「板橋区森林ボランティア」に

よる森林管理活動の場としても使われています。また、（社）国土緑化推進機構が主催する

「平成 16 年度ふれあいの森林づくり表彰」において、区の取り組みが会長賞を受賞しまし

た。 

板橋の森におけるこれまでの取り組み 

①いたばし親林塾 

 平成７～18年度まで、毎年夏休み期間中に、親子で参加する２泊３日の「いたばし親林塾」

を開催しました。参加者は山火事防止用啓発看板や樹名板等の作成を体験しました。 

②森林保護協力会の設置 

 平成７年、森林の保護、緑化、造林についての知識を有する学識経験者・区民・教育関係者

等で構成する「板橋区森林保護協力会」を設置し、平成 19 年まで、「板橋区の森」の有効活用

のための事業のあり方を検討してきました。（なお、一定の成果を得られたことから、同協会の

活動は現在休止しています。） 

③森林ボランティアの設立 

 平成 12 年、板橋区森林保護協力会の提唱により、森と区民が恒常的に関わりを持つ試みとし

て、23区初の森林ボランティアが発足しました。森林ボランティアは、平成 12年から現在に至

るまで、森林の維持作業を年３回行っています（平成 26 年度現在の会員は 47名）。 

  

  

板橋区の森 ボランティアによる森林管理の作業 

  



 

 

 

 

 

  

第５章 

計画の進行管理 
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第５章 計画の進行管理 

１ 進行管理の体制 

 本計画を実効性のあるものとしていくため、計画の進行管理を行います。計画の進行管理

は、学識経験者などによる区の付属機関である｢板橋区資源環境審議会｣、および庁内検討組

織である「『エコポリス板橋』推進本部」により行います。また、環境保全活動に関する区

民や事業者への普及啓発や区との連絡調整のため、区民や事業者などによる｢エコポリス板

橋環境行動会議｣と連携しながら計画を推進していきます。進行管理の体制と各組織の役割

は以下のとおりです。 

  

図 計画の進行管理体制 

  

  

庁内体制 

「エコポリス板橋」推進本部及び幹事会 

事務局 

（環境戦略担当課） 
各担当課 

エ
コ
ポ
リ
ス
板
橋
環
境
行
動
会
議 

報告 評価・意見 

区民（団体）・事業者（団体） 

進捗公表・情報交換 

報告 評価・意見 

進捗報告 

取組点検 

板橋区資源環境審議会 

意見 

情報提供 

概  要 

資源・廃棄物・環境に関する行政の円滑な運営を図るために設置された区長

の付属機関です。区長の諮問に応じ、専門的な見地から、資源・廃棄物・環

境に関する計画や施策に関する審議を行います。 

主な役割 
・計画の目標の達成状況や取組状況の点検評価 

・計画の見直しについての調査・審議  等 

構  成 
区議会議員、学識経験者、地域団体等の代表者、区民、関係行政機関（国・

東京都）、区職員 

 

板橋区資源環境審議会 
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概  要 

区民及び事業者が環境への負荷を低減する必要性について共通認識を持ち、

自主的かつ組織的な活動を行うことを目的として、平成 13 年に設立された

組織です。環境活動に関する情報交換や連絡調整を行い、活動方針の策定、

普及啓発活動等を行っています。 

主な役割 
・団体間の連携・調整 

・協働の取組の実践  等 

構  成 学識経験者、地域団体等の代表者、区内の環境保全団体の代表、区職員 

 

エコポリス板橋環境行動会議 

概  要 
人と環境が共生する都市「エコポリス板橋」を実現するために、庁内に設置

された組織です。区内の全課を横断した見地から点検・評価を行います。 

主な役割 
・各課で取り組む環境に関する施策・事業の総合的な調整・推進 

・計画の目標の達成状況や取組状況の点検評価 

構  成 

区長を本部長とし、副区長、教育長、常勤監査委員を副本部長、各部長等を

本部員として組織します。また、推進本部の下に課長級等の幹事会を設置し

ます。 

＜本部＞ 

本部長：区長 

副本部長：副区長、教育長、常勤監査委員 

本部員：政策経営部長、総務部長、危機管理室長、区民文化部長、産業経

済部長、健康生きがい部長、板橋区保健所長、福祉部長、子ども

家庭部長、資源環境部長、都市整備部長、土木部長、会計管理者、

教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務

局長、区議会事務局長 

＜幹事会＞ 

会 長：資源環境部長 

幹 事：政策企画課長、総務課長、庁舎管理・契約課長、東京二十三区清

掃一部事務組合板橋清掃工場副工場長、防災危機管理課長、地域

振興課長、産業振興課長、長寿社会推進課長、福祉部管理課長、

子ども政策課長、環境課長、環境戦略担当課長、清掃リサイクル

課長、都市計画課長、土木部管理課長、みどりと公園課長、会計

管理者、教育総務課長、指導室長、小学校校長会会長、中学校校

長会会長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査

委員事務局長、区議会事務局次長 

 

「エコポリス板橋」推進本部及び幹事会 
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２ PDCAサイクルによる進行管理 

 本計画を実効性のあるものとしていくためには、計画に記載されている活動指標をもとに、

それに関連した取り組みを定期的に点検・評価して、その内容や成果を踏まえ、次の実践へ

とフィードバックさせていくことが重要です。 

 そのため、本計画では、「Plan（計画）→Do（実行）→Check（点検）→Act（改善）」とい

う PDCA サイクルに基づき、毎年度、計画の進捗状況の点検・評価を行います。点検・評価

にあたっては、環境施策ごとに設定した活動指標の変化を定期的に把握するとともに、基本

目標単位で設定した環境の状態を表す環境指標において評価を行います。なお、個別計画を

有する分野については、その個別計画での評価や取り組みの進捗状況などを踏まえた上で総

合的に評価を行います。 

 また、点検・評価の結果は「板橋区環境白書」としてとりまとめ、板橋区資源環境審議会

へ報告するとともに、同審議会の評価を受けた後、区のホームページなどを通じて広く区民

へ公表します。 

  

 

図 PDCAサイクルによる進行管理の考え方 

  

○環境基本計画の策定（または修正） 

○指標の設定 

○活動指標の見直し 

○新規事業の検討・立案 

○区民・事業者等の新たな取り組みの提案 等 

 

 Plan 

（計画する） 

Do 

（実行する） 

Check 

（点検する） 

Act 

（改善する） 

○本計画に基づく事業の実施 

○個別計画に基づく事業の実施 

○区民、事業者、区による実行・協働 

○環境指標による基本目標の進捗状況の点検・評価 

○活動指標による活動量の把握 

○板橋区環境白書の作成・公表 

○板橋区資源環境審議会等への報告・意見聴取 

 

○計画（基本目標、環境指標等）の見直し 

次
期
計
画
へ
反
映 

“エコポリス板橋”の実現へ 

必
要
に
応
じ
て
計
画
へ
反
映 

毎
年
度
の
反
映 
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「エコポリス板橋」環境都市宣言 

 

豊かな自然 澄んだ空気 静かでやすらぎのある暮らしは 私

たちすべての区民の願いです 

板橋区には みどりと水の豊かな自然やいきいきとしたまちな

みなど 誇れる環境が残されています 

しかし 近年の盛んな都市生活は かつての良好な環境を徐々

に失わせ さらに地球環境をも悪化させています 

環境にやさしい暮らし方や事業活動を進めながら かけがえの

ない地球環境を子孫に引き継いでいくことが 私たちに課せられ

た責務です 

私たち板橋区民は 真に快適な環境を創造するために 人と環

境が共生する都市「エコポリス板橋」の実現を目指していくことを

ここに宣言します 

 

１ 私たちは 毎日の生活が地球環境に影響を及ぼしていること

を認識し 地球市民として行動します 

２ 私たちは リサイクルの推進やエネルギーの節約に努め 地

球の資源を大切にします 

３ 私たちは みどりや水 空気を大切に守り 様々な生物が共

に生きていける環境づくりに努めます 

 

平成五年四月一日 

 

１ 「エコポリス板橋」環境都市宣言 
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２ 策定における検討経過 

本計画の策定にあたっては、本計画の進行管理組織である「エコポリス板橋」推進本部や

板橋区資源環境審議会を中心に検討が進められてきました。また、中間まとめと素案の段階

でパブリックコメントを行い、区民・事業者の方々からの意見を広く募集しました。 
  

表 本計画の策定における検討経過 

開催日 会議名 検討内容 

【平成 26年】 
7 月 9 日 

「エコポリス板橋」推進本部幹事会 
・環境基本計画（第三次）※1の策定について 

7 月 24日 「エコポリス板橋」推進本部 

9 月 9 日 第 41 回資源環境審議会 
・環境基本計画（第三次）の策定について【諮問】 
・環境基本計画（第二次）の進捗状況について 

10月 8日 
～10月 20日 

環境に関する区民アンケート（郵送） 配布：1,500 通、回収数：423 通、回収率：28.2% 

12月 2日 
～12月 8 日 

環境に関する区民アンケート（Web） 回収数：379 通 

10月 16日 
～1月 29 日 

関係団体ヒアリング ６団体 

11月 10日 エコポリス板橋環境行動会議 ・環境基本計画（第三次）の策定について 

11月 30日及び 
1 月 17日 

第１、２回区民検討会議（ワークショ
ップ） 

テーマ：“いたばしの環境”の強みと弱み 

12月 4日 「エコポリス板橋」推進本部幹事会 
・現行計画（第二次）の点検評価について 
・庁内施策調査（ヒアリング）について 
・区民・事業者等意識調査（アンケート、ヒアリ

ング）について 
・今後の進め方について 

12月 22日 「エコポリス板橋」推進本部 

【平成 27年】 
2 月 27日 

「エコポリス板橋」推進本部幹事会 

・中間まとめ（案）について 
3 月 11日 「エコポリス板橋」推進本部 

3 月 27日 第 42 回資源環境審議会 

4 月 16日 
～5月 8日 

パブリックコメント(「中間まとめ」
について) 

意見６件（３名） 

4 月 20日 エコポリス板橋環境行動会議 
・「中間まとめ」の公表とパブリックコメントの募

集について 

4 月 28日 
～5月 26 日 

第３～５回区民検討会議（ワークショ
ップ） 

 テーマ：いたばしの環境をよくするために私た
ちができること 

6 月 15日 「エコポリス板橋」推進本部幹事会 ・「中間まとめ」に対するパブリックコメントの結
果について 

・進行管理手法等について 
・区民検討会議（ワークショップ）の実施結果に

ついて 

6 月 30日 「エコポリス板橋」推進本部 

7 月 30日 第 43 回資源環境審議会 

7 月 13日 エコポリス板橋環境行動会議 
・「中間まとめ」に対するパブリックコメントの結

果について 

9 月 18日 「エコポリス板橋」推進本部幹事会 

・「素案」について 10月 7日 「エコポリス板橋」推進本部 

10月 30日 第 44 回資源環境審議会 

11月 12日 
～12月 1 日 

パブリックコメント(「素案」につい
て) 

意見 29件（８名） 

12月 18日 「エコポリス板橋」推進本部幹事会 
・「素案」に対するパブリックコメントの結果につ

いて 
・環境基本計画 2025「計画案」について 

【平成 28年】 
1 月 26日 

「エコポリス板橋」推進本部 

3 月 11日 第 45 回資源環境審議会 

※1 「環境基本計画（第三次）」は、「板橋区環境基本計画 2025」の仮称です。    
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３ 検討組織の構成 

表 板橋区資源環境審議会の構成 

委員 氏名 団体名/役職名 

会長 大西 隆 国立大学法人豊橋技術科学大学学長 

副会長 三橋 規宏 千葉商科大学名誉教授 

委員 

平山 義康 大東文化大学教授 

石垣 智基 国立研究開発法人国立環境研究所主任研究員 

飯田 侃 板橋区町会連合会副会長 

吉田 栄 一般社団法人板橋産業連合会副会長 

依田 禎子 板橋区商店街連合会副会長 

中尾 美佐男 東京商工会議所板橋支部建設分科会副分科会長 

皆川 三彦 板橋区資源リサイクル事業協同組合理事長 

櫻井 秀昭 東京あおば農業協同組合代表理事専務 

手島 有哉子 板橋区婦人団体協議会ホームヘルプ部部長 

小泉 雅義 東京都環境衛生事業協同組合板橋区支部長 

小田倉 勝夫 区民代表 

蓮沼 浩子 区民代表 

元山 芳行 板橋区議会議員（～平成 27年 5月 21日） 

菊田 順一 板橋区議会議員（～平成 27年 5月 21日） 

しば 佳代子 板橋区議会議員（～平成 27年 5月 21日） 

竹内 愛 板橋区議会議員（～平成 27年 5月 21日） 

五十嵐 やす子 板橋区議会議員 

中村 とらあき 板橋区議会議員（平成 27年 5月 22日～） 

間中 りんぺい 板橋区議会議員（平成 27年 5月 22日～） 

成島 ゆかり 板橋区議会議員（平成 27年 5月 22日～） 

松崎 いたる 板橋区議会議員（平成 27年 5月 22日～） 

近藤 智洋 環境省総合環境政策局環境計画課長（～平成 27年 2月 24日） 

大村 卓 環境省総合環境政策局環境計画課長（平成 27年 2月 25日～） 

大坪 満 東京都環境局総務部環境政策課自治体連携推進担当課長 

安井 賢光 板橋区副区長（～平成 27年 6月 30日） 

橋本 正彦 板橋区副区長（平成 27年 7月 1日～） 

幹事・事務局   

幹事 

渡邊 茂 政策経営部長 

山崎 智通 資源環境部長 

老月 勝弘 
都市整備部長（～平成 27年 3月 31日） 

土木部長（平成 27年 4月 1日～） 

杉谷 明 都市整備部長（平成 27年 4月 1日～） 

谷津 浩史 土木部長（～平成 27年 3月 31日） 

寺西 幸雄 教育委員会事務局次長 

事務局 

井上 正三 環境課長事務取扱資源環境部参事 

宮村 宏哉 環境戦略担当課長 

浅賀 俊之 清掃リサイクル課長（～平成 27年 3月 31日） 

藤田 典男 板橋東清掃事務所長 

長谷川 聖司 
板橋西清掃事務所長（～平成 27年 3月 31日） 

清掃リサイクル課長（平成 27年 4月 1日～） 

榎本 一郎 板橋西清掃事務所長（平成 27年 4月 1日～） 

宮津 毅 みどりと公園課長 
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４ 指標について 

（１）指標一覧 

本計画に掲載されている「環境指標」及び「活動指標」と、リーディングプロジェクトの活

動指標について、以下の表にとりまとめました。 

■ 環境指標 

基本目標 指標名 現状値 目標値 
めざす 

方向性 

基本目標 1 

区内エネルギー消費量 
（熱量換算） 

24,307 TJ 

（平成 24年度） 

22,901 TJ 

（平成 32年度） 

 

区内温室効果ガス排出量 
231.4 万 t-CO2  

（平成 24年度） 

220.1 万 t-CO2 

（平成 32年度） 
 

基本目標 2 

区民一人当たりの一日の 
ごみ排出量 

709 g 

（平成 26年度） 

670 g 

（平成 33年度） 
 

リサイクル率 
17.9 ％  

（平成 26年度） 

27.7 ％ 

（平成 33年度） 
 

基本目標 3 

区全体の植生被覆率 
18.28 ％ 

（平成 26年度） 

21 ％ 

（平成 37年度） 
 

公園率 
5.88 ％  

(平成 27年４月) 

6.1 ％ 

（平成 37年度） 
 

石神井川及び白子川における
生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量
（BOD75%値） 

石神井川：0.7 mg/L 

白子川：3.8 mg/L 

（平成 26年度） 

石神井川：1.0 mg/L 以下 

白子川：2.0 mg/L 以下 

（平成 37年度） 

 

基本目標 4 

微小粒子状物質(PM2.5)の 
基準値Ｂレベル以上の日数 

25 日 

（平成 26年度） 

23 日 

（平成 37年度） 
 

騒音に係る環境基準の達成率 
79 ％  

（平成 26年度） 

85 ％ 

（平成 37年度） 
 

基本目標 5 

人材育成に関わる環境講座 
参加者数 

199 人 

（平成 26年度） 

400 人 

（平成 37年度） 
 

外部人材を活用した環境学習
実施校(園)の割合 

76.1 ％  

（平成 26年度） 

100 ％ 

（平成 37年度） 
 

環境教育プログラム 
利用校(園)の割合 

74.4 ％ 

（平成 26年度） 

100 ％ 

（平成 37年度） 
 

エコ生活(アクション 9)の実

施状況 

75.0 ％  

（平成 26年度） 

100 ％ 

（平成 37年度） 
 

基本目標 6 

全区民参加型環境保全 
キャンペーン参加者数 

25,674 人 

（平成 26年度） 

31,500 人 

（平成 37年度） 
 

エコポリスセンター事業への
ボランティア等参加者数 

990 人  

（平成 26年度） 

1,300 人 

（平成 37年度） 
 

環境登録団体数 
27団体 

（平成 26年度） 

37団体 

（平成 37年度） 
 

環境学習講師派遣人数 
363人 

（平成 26年度） 

500 人 

（平成 37年度） 
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■ 活動指標 

環境施策 指標名 
現状値 

（平成 26年度） 
めざす 
方向性 

基本目標１    

１-①  

区民・事業者に
おける省エネ・
再エネの推進 

区内の住宅用太陽光発電システム導入発電容量 4,611 kW  

区公共施設における緑のカーテン実施施設数 180 施設  

環境マネジメントシステム新規構築事業所数 14 事業所  

新エネルギー・省エネルギー機器設置補助件数 347 件  

１-②  

建物や交通など
インフラの低炭
素化の促進 

「板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に
関する指針」に基づく省エネ建築物受付件数 

57 件  

街灯の更新 ― 基  

区役所で使用している自動車の低公害車率 74 ％  

自転車道整備延長距離（累計） 4,670 ｍ  

基本目標２    

２-①  

板橋かたつむり
運動の推進 

ごみ減量に関する出前講座の実施回数 43 回  

資源回収品目数 11 品目  

リサイクル推進員研修会参加者数 433 人  

小型家電の資源売却量 544,570 kg  

いたばしエコ・ショップ（ゴールド）認定数 ―事業所  

２-②  

適正で効率的な
ごみ収集・処理
体制の構築・運
用 

家庭ごみの排出量（可燃・不燃・粗大ごみ） 110,742 t  

事業系ごみの排出量（可燃持ち込みごみ） 29,520 t  

資源の回収量 13,869 t ― 

高齢者・障がい者などに対する戸別収集件数 783 件  

集団回収登録団体数 883 団体  

基本目標３    

３-①  

板橋らしい良好
な緑や水環境の
保全・創出 

緑化指導に基づく緑化箇所数 90 件  

緑化指導に基づく緑化面積 59,617 m2  

地域がつくる公園制度導入公園数 27 公園  

花づくり活動登録グループ数 83 グループ  

保存樹木指定本数 1,842 本  

雨水流出抑制量 4,119 m3  

３-② 

自然とのふれあ
い促進や自然の
恵みの享受 

グリーンフェスタ参加者数 8,073 人   

緑のガイドツアー参加者数 102 人  

熱帯環境植物館来館者数 103,925 人  

エコポリスセンター「環境観察員」登録者数 57 人  

区民農園応募者数 3,178 世帯  

  



94 

環境施策 指標名 
現状値 

（平成 26年度） 
めざす 
方向性 

基本目標４    

４-①  

大気汚染や騒音
などのない生活
環境の保全 

公害苦情件数 251 件   

公害相談件数 2,182 件 ― 

公害関係法令に基づく改善指導件数 201 件 ― 

「板橋区大気情報公開システム」アクセス件数 564,775 件  

環境調査に関する情報のツイッター発信数 25 件  

４-②  

潤いのある景観
や美しい街並み
の保全 

景観形成重点地区指定数 ４ 地区   

「板橋クリーン作戦」参加者数 18,721 人 ― 

「板橋クリーン作戦」におけるごみ回収量 6,600 袋 ― 

路上禁煙地区(8 地区)内の定点におけるたばこのポイ捨て月平均本数 1,300 本/月※1  

基本目標５    

５-①  

環境教育の推
進、環境保全活
動を担う人材の
育成 

環境講座・教室開催回数 677 回   

環境講座参加者数（人材育成に関わる講座を除く） 22,898 人  

環境学習講師派遣人数 363 人  

環境学習施設の入館者数 270,195 人  

環境講座受講前後の知識・考え方の変化 ― ％  

５-②  

わかりやすい環
境情報の発信 

区から発信する環境情報の更新回数 356 件  

環境イベント等開催回数 244 回  

環境イベント等参加者数 96,949 人  

基本目標６    

６-①  

環境保全活動へ
の参加や協働を
進める仕組みづ
くり 

ボランティアなどの協力を受入れたエコポリスセン
ター事業数 

183 件  

自主講座支援回数 ２ 回  

喫煙マナーアップ推進員人数 157 人  

集団回収登録団体数【再掲】 883 団体  

地域がつくる公園制度導入公園数【再掲】 27 公園  

花づくり活動登録グループ数【再掲】 83 グループ  

※1 平成 27年度の参考数値。 

■ リーディングプロジェクトの指標 

プロジェクト名 指標名 現状値 
目標 

(平成 37 年度) 

① 区民の力で自然・生きものを調べよう! 自主的に自然や生きものを調査・観察している区民の割合 ― ％ 40 ％ 

② いたばし水素タウンを実現しよう! 水素技術を導入した区民の割合 ― ％ ７ ％ 

③ 資源の循環を大きくしよう! 「板橋かたつむり運動」を知っている区民の割合 12 ％ 20 ％ 

④ 地域の環境人材を活かそう！ 環境をテーマとした講演会等に参加したことがある区民の割合 6 ％ 33 ％ 

⑤ いたばしの緑を感じよう! 緑のカーテンに取り組んでいる区民の割合 23 ％ 28 ％ 
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（２）環境指標の設定について  
本計画の「環境指標」について、第二次計画と本計画との関係や指標設定の考え方について、以

下に整理しました。 

 

○低炭素社会 分野（基本目標 1） 
 第二次計画「数値指標」 本計画「環境指標」 

指
標
名 

・温室効果ガス排出量(民生家庭部門) 

・温室効果ガス排出量(民生業務＋産業部門) 

・温室効果ガス排出量(運輸部門) 

○区内温室効果ガス排出量（民生家庭、民生業務、

産業、運輸、廃棄物、その他部門の合計）※1 

○区内エネルギー消費量※2 

※1 これまでの区独自の算定方法から、オール東京 62市区町村共同事業の算定手法へ変更します。排出量の傾向
自体は変わりませんが、算定に含むエネルギーなどの対象範囲が広がりました。 

※2 オール東京 62市区町村共同事業「特別区の温室効果ガス排出量」の算定手法により算出。 

 

 

図 温室効果ガス排出量の目標 

【目標設定の考え方】 

「低炭素社会の実現」の環境指標は、第二次計画に引き続き、温室効果ガス排出量を設定しま

した。さらに、二酸化炭素排出係数に影響されず、各主体の省エネの取り組みなどの成果が直接

表れやすいエネルギー消費量を設定しました。 

【目標の関係性】 

第二次計画では、「板橋区地球温暖化防止地域推進計画」（平成 17年 12月策定）で定めた目標

［各部門合計の温室効果ガス総排出量を、平成 27 年度までに 180 万トンに削減］の達成をめざ

し、取り組んできました。しかしながら、平成 24 年度には温室効果ガス総排出量は 208.6 万ト

ンとなり、目標達成が非常に困難となりました。このような状況を受け、本計画では、平成 25

年３月に策定した「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を踏まえ、追加的な地球温

暖化対策が何も行われないと仮定した場合（現状すう勢）の平成 32 年度までの温室効果ガス排

出量 267.3万トンに対し、17.6％削減となる 220.1万トンを目標として定めることとします。 
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○循環型社会 分野（基本目標 2） 
 第二次計画「数値指標」 本計画「環境指標」 

指
標
名 

・区全体から排出されるごみの量(資源回収を除く) 

・リサイクル率 

○区民一人当たりの一日のごみ排出量 

○リサイクル率 

【目標設定の考え方】 

 第二次計画に引き続き、ごみの総排出量とリサイクル率の２つの観点で指標を設定しました。

ただし、ごみの総排出量については、人口の変化による影響を除外し、区民一人ひとりの取り組

み効果を把握するため、区民一人当たりの値として設定しました。 

【目標の関係性】 

  ごみ排出量及びリサイクル率は、第二次計画の目標［13万トン／25％程度（平成 27年度）］に

対し、平成 26年度実績がそれぞれ 14.1万トン／17.9％となり、目標は達成できませんでした。 

それぞれの目標値は、関連個別計画の「板橋区一般廃棄物処理基本計画」（以下、「一廃計画」

といいます。）で想定した“資源化シナリオ”に基づいて設定したもので、現状では、資源化シ

ナリオにある４つの項目のうち、「ペットボトルの資源化」と「びん・缶の資源化」の２項目に

おいて取り組みが進捗し、「紙類の資源化」と「プラスチック注1の資源化」の２項目において取

り組みが遅れている状況です。 

本計画では、引き続き、ごみ排出量とリサイクル率について、一廃計画で設定（平成 24 年３

月策定）した数値目標に基づき、同計画の終了年度である平成 33 年度の目標値を暫定目標とし

て設定します。ただし、一廃計画策定時に想定した資源化シナリオの一部において、着手開始や

進捗が遅れているものがあることなどから、同計画の中間見直し（平成 29年度予定）の際には、

資源化シナリオの内容を再度精査し、その時点で本計画の計画期間である平成 37 年度末までの

目標値を定めることとします。 

 

  

図 ごみ総排出量と一人一日当たりの排出量           図 リサイクル率  

  

                            
注1) 容器包装リサイクル法の対象となるプラスチック（食品用トレイ・プラスチックボトル容器など）。 
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○自然環境 分野（基本目標 3） 

 第二次計画「数値指標」 本計画「環境指標」 

指
標
名 

・区全体の植生被覆率 

・石神井川及び白子川の水質基準達成割合 

（全項目） 

○区全体の植生被覆率 

○石神井川及び白子川における生物化学的酸素

要求量（BOD75%値） 

○公園率 

【目標設定の考え方】 

 緑の量を把握する指標として「区全体の植生被覆率」を、区内を流れる中小河川の水質の状況

を把握する指標として「石神井川及び白子川における生物化学的酸素要求量」を設定しました。

また、区民が身近にふれあえる自然の状況を把握するための指標として、新たに「公園率」を設

定しました。 

【目標の関係性】 

 植生被覆率は、第二次計画の目標［19%程度］に対し、平成 26年度は 18.28％でしたが、本計

画ではより高い目標［21%］をめざします。 

 水質指標については、有機物による汚濁を示す代表的な指標の「生物化学的酸素要求量（BOD）」

を採用し、目標値については、各河川に定められている環境基準類型注1)（石神井川：Ｃ類型、白

子川：Ｄ類型）よりそれぞれ３ランク上位（石神井川：AA類型、白子川Ａ類型）の環境基準類型

を設定しました。 

  

○生活環境 分野（基本目標 4） 
 第二次計画「数値指標」 本計画「環境指標」 

指
標
名 

・騒音に関する環境基準の達成率 

・二酸化窒素（NO2）環境基準達成率 

・浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準達成率 

○騒音に係る環境基準の達成率※ 

○微小粒子状物質の基準値 B レベル以上の日数 

※ 第二次計画では、区内 17の評価地点における達成状況の割合で評価を行っていましたが、本計画では、「騒音
に係る環境基準の評価マニュアル 道路に面する地域編」（平成 27年 10月、環境省）の算定方法に基づき、道
路周辺の区画内全ての住居について評価（面的評価）する方法に改めます。 

【目標設定の考え方】 

 幹線道路からの騒音は、環境基準値を超過している地点が現在も多く存在している状況で、引

き続き監視を継続する必要があるため、「騒音に係る環境基準の達成率」を指標として設定しま

した。 

 大気環境については、従来から観測している二酸化窒素や浮遊粒子状物質が近年では環境基準

値を下回るようになり、目標を達成している状況です。一方で、健康への影響が懸念される微小

粒子状物質（PM2.5）が、新たな大気汚染物質として、近年注目されるようになりました。こう

したことを受け、本計画では、これまでの指標を変更し、微小粒子状物質（PM2.5）に関する指

標を新たに設定します。なお、二酸化窒素や浮遊粒子状物質については、今後も測定を継続して

いきます。 

  

                            
注1)

 類型のランクは、下からＥ→Ｄ→Ｃ→Ｂ→Ａ→AA類型の順となっており、AA類型が最も厳しい基準です。 
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○環境学習・情報発信 分野（基本目標 5） 

 第二次計画「数値指標」 本計画「環境指標」 

指
標
名 

・エコポリスセンターから小中学校への環境

学習講師派遣人数 

・環境イベントなどの参加者数 

○人材育成に関わる環境講座参加者数 

○外部人材を活用した環境学習実施校（園）の割

合 

○環境教育プログラム利用校（園）の割合 

○エコ生活（アクション 9）の実施状況 

【目標設定の考え方】 

 環境学習の進展を把握するための指標として、第二次計画では「環境学習講師派遣人数」を設

定していましたが、本計画では、取り組みを実施した結果を把握するための指標（アウトカム指

標）として、「人材育成に関わる環境講座参加者数」及び「外部人材を活用した環境学習実施校

（園）の割合」を設定しました。 

 また、「環境イベントなどの参加者数」は、情報発信の結果が把握できる取り組みの認知度を

把握する指標として第二次計画では設定していましたが、本計画では、「環境教育プログラム利

用校（園）の割合」及び「エコ生活の実施状況」を指標として設定します。なお、エコ生活の実

施状況については、イベントなどでのアンケートにより把握する予定です。 

  

 

○参加・協働 分野（基本目標 6） 

 第二次計画「数値指標」 本計画「環境指標」 

指
標
名 

・協働プロジェクトの参加人数 

・環境マネジメントシステム構築事業所数 

○全区民参加型環境保全キャンペーン参加者数 

○エコポリスセンター事業へのボランティア等

参加者数 

○環境登録団体数 

○環境学習講師派遣人数 

【目標設定の考え方】 

 協働による取り組みへの参加状況を把握するための指標として、第二次計画では、「協働プロ

ジェクト参加人数」を設定していましたが、本計画では、全区民参加型で協働の取り組みをより

的確に把握できる「全区民参加型環境保全キャンペーン参加者数」及び「エコポリスセンター事

業へのボランティア等参加者数」を設定しました。 

 また、「環境マネジメントシステム構築事業所数」は、この取り組みの結果である省エネルギ

ー化に着目して、基本目標１（低炭素分野）の活動指標に掲載しました。 
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５ 用語解説 

あ行                    

アクション 9（ナイン） 

いたばしエコ活動推進協議会が実施している普及啓

発事業の一つ。地球温暖化防止のために日々の暮ら

しの中でできる９つの行動を紹介している。 

いたばしエコ・ショップ 

ごみの減量及び再生商品の販売その他リサイクルに

積極的に取り組んでいる事業者を、「いたばしエコ・

ショップ」として認定し、区民（消費者）にお店の

紹介などをする制度。 

いたばしかたつむり運動 

区が独自に展開する、ごみ減量・リサイクルの区民

運動。「か」は「かたづけじょうず」、「た」は「たい

せつにつかう」、「つ」は「つかいきる」、「む」は「む

だにしない」、「り」は「りさいくる」を意味する。 

板橋環境管理研究会 

企業等の環境保全技術の研究や知識の普及等を目的

とし、板橋産業連合会内に設置された研究会。「公害

防止管理者研究会」（昭和 53 年）を起源とし、平成

13 年に改称。区と協力し、環境法令の動向等の情報

を冊子「環境管理」やニュース形式「環境管理ニュ

ース」で発信している。 

板橋区環境教育ハンドブック 

様々な環境学習の事例を参考にしながら、区独自の

情報や特性をふまえて開発された体験的なプログラ

ムを掲載したもの。全国で実施されているプログラ

ム事例も多数紹介している。 

板橋区一般廃棄物処理基本計画 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、

板橋区域内の一般廃棄物の発生量、抑制方策、分別

区分、適正な処理内容などを示したもの。一般廃棄

物とは産業廃棄物以外の廃棄物で「ごみ」と「し尿」

に分類される。「ごみ」は商店、オフィス、レストラ

ン等の事業活動で生じた「事業系ごみ」と一般家庭

の日常生活で生じた「家庭ごみ」に分類される。 

板橋区環境教育推進プラン 

区における環境教育の基本的な方針を示し、 各主体

（区民、区民団体、事業者、学校等、区）が展開す

べき環境教育の方向や環境教育に関する基盤の整備

など、 環境教育の推進に必要な事項を定めたもの。 

板橋区基本計画 

区政の長期的な指針である「板橋区基本構想」の実

現に向け、区政を総合的・計画的に推進していく方

向性と目標を示し、 中長期的な施策体系を明らかに

したもの。 

板橋区基本構想 

将来の板橋区の望ましいまちの姿を示すものであり、

区政の長期的指針として、区はもとより区民一人ひ

とりや地域の様々な団体、関係機関など区内のあら

ゆる主体が共有するもの。 

板橋区景観計画 

区における景観形成の基本的な方向性を示し、景観

法に基づく諸制度を活用した施策を定めたもの。 

板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮

に関する指針 

主に大規模建築物を対象に、区内おいて建築物等を

建築する際に、環境に配慮した省エネルギー、省資

源、資源循環型の設計が採用され、さらには低炭素

建築物が整備されるよう必要な事項を定めたもの。 

板橋区大気情報公開システム 

区内 6 カ所に設置した大気汚染測定室等から 1 時間

毎にデータを収集・解析し、インターネットで最新

の大気環境状況を公開するシステム。 

板橋区大規模建築物等指導要綱 

区内において大規模建築物等が建築される場合、事

業地及びその周辺が良好な都市としての生活環境を

保つことができ、かつ、公共施設及び公益施設が整

備されるよう、必要な指導事項を定め、安全で快適

なまちづくりの促進を図ることを目的とした要綱。 

板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

区内の自然・社会的条件に即した地球温暖化対策に

関する基本的な考え方のほか、区民・事業者・区が

各々の役割に応じて取り組むべき対策と進行管理の

方法等を示し、区内の温室効果ガス排出量削減の取

り組みを総合的かつ計画的に推進することを定めた

もの。 

板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム 

環境教育は、幼児、児童、生徒という発達段階に応

じた人格の形成や持続可能な社会の担い手の育成を

めざすという考え方に基づき策定されたもの。 

板橋区緑の基本計画（いたばしグリーンプラン） 

都市緑地法に基づき、区内の緑地の保全や緑化の推

進に関して、その目標、施策などを定めたもの。 

板橋区緑の保全方針 

樹林地等や農地を保全し、区の環境を支える緑を守

り、板橋らしい風土を将来に引き継いでいくための

具体的な方針を定めたもの。 

いたばし産業見本市 

区内製造業を中心とする企業が一堂に会して優れた

製品や技術を PRする産業展示会で、ビジネスチャン

スの拡大・地域産業の振興を目的としている。 
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いたばし No.1実現プラン 

板橋区基本計画に基づき、施策を着実に推進してい

く短期的なアクションプログラムとして、計画的に

実施すべき事業について各年度の事業量及び事業経

費等の枠組みを示したもの。 

雨水貯留施設 

雨水が川や水路へ流出するのを一時的に抑えること

で出水による被害を軽減したり、地下水量の保全を

したりするための浄化槽転用貯留槽や雨水貯留槽

（雨水タンク）を持つ施設。蓄えた雨水は植物への

散水に使えるなど、有効に利用できる。 

エコポリス板橋環境活動大賞 

区内で環境活動に取り組んでいる個人、団体、学校、

事業所、企業などを顕彰し、その活動をより一層発

展させることを目的とする表彰制度。 

エコライフフェア・エコライフウィーク 

区民、区民団体、事業者へ地球温暖化対策の啓発を

目的とする CO2 削減区民運動。エコポリス板橋環境

行動会議、いたばしエコ活動推進協議会、区の３者

が主催し、夏と冬はそれぞれ 1 週間の期間を設定し

イベント等を行うほか、春や秋にもエコライフフェ

アのイベントを行う。 

沿道地区計画 

まちづくり手法のひとつで、「幹線道路の沿道の整備

に関する法律」に基づき、建築物の間口率や高さの

最低限度などを定める制度。 

温室効果ガス 

太陽光を吸収して加熱された地表面から放射される

赤外線を吸収するガス。吸収された熱の一部は大気

の外に放出され、残りは地表面に放出される。地表

面に放出された熱は地表面を加熱するため地表面温

度はより高くなり、これを温室効果という。主な温

室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカー

ボン、六ふっ化硫黄がある。なお、本計画の進行管

理における温室効果ガスの算定は、「オール東京 62 

市区町村共同事業」の算定手法に基づいている。 

か行                    

カーシェアリング 

複数の人が自動車を共有すること。個人で所有する

マイカーと比べて、過度な自動車利用の抑制や公共

交通機関の利用の促進などにより、環境負荷を削減

できることが期待される。 

家庭用燃料電池 

都市ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を化

学反応させ、電気をつくり出す装置。さらに、発電

の際に発生する熱を捨てずにお湯をつくり給湯に利

用するなど、エネルギーをフルに活用するシステム

も製品化されている。 

環境基準 

大気・水質・騒音などに関して、健康保護と生活環

境保全の観点から維持されることが望ましい基準を

定めたもの。行政機関が公害対策を進めていく上で

の目標として利用されることが多い。 

環境教育等促進法 

環境保全活動、環境教育、協働取組等について、基

本理念を定めるとともにこれらの推進に必要な事項

を定める法律。正式名は「環境教育等による環境保

全の取組の促進に関する法律」。 

環境なんでも見本市 

板橋区内外で行われる様々な環境活動や環境にやさ

しい暮らし方などを紹介し、来場者に見学、体験し

てもらうことで、自分たちの暮らし方の見直しやで

きることについて考えてもらうイベント。ボランテ

ィアの区民などが主体となって参加しているいたば

しエコ活動推進協議会が企画・運営している。 

環境マネジメントシステム 

自治体や企業などの事業組織が、事業活動で生じる

環境への影響を自主的・継続的に改善するための仕

組み。国際的な規格として「ISO14001」、環境省によ

る中小事業者向けの支援ツールとして「エコアクシ

ョン 21」、板橋区による事業者向け支援ツールとし

て「板橋エコアクション」がある。 

環境力 

本計画内では、「「環境力」の高い人材の育成」とい

う表現で使われており、区民一人ひとりが環境に関

心を持ち行動するようになることを意味する。 

協働プロジェクト 

板橋区環境基本計画（第二次）で位置づけられてい

た、区民や事業者が主体的に推進していく取り組み。

本計画でも、各取り組みやリーディングプロジェク

トの中に区民協働の考え方は継承されている。 

クールシェア／ウォームシェア 

各家庭や各地域において、冷暖房を使用する場所に

できるだけ大勢の人が集まることで、消費電力を少

なくしようという取り組みのこと。 
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クールビズ／ウォームビズ 

オフィスの冷房温度を夏は 28℃、冬は 20℃にした場

合でも、「効率的に恰好良く働くことができる」とい

うイメージを分かりやすく表現した、ビジネススタ

イルの愛称。クールビズは、ノー上着等の軽装スタ

イル、ウォームビズは、重ね着、温かい食事などが

その代表である。 

区民農園 

区が板橋区内の農地を借り、その土地を区民の家庭

菜園として貸し出す制度。 

グリーンカレッジ（高齢者大学校） 

シニア世代の多様化・高度化する学習意欲への対応

や、地域社会における活動の推進を目的とし、区内

在住又は在勤の 60 歳以上の方を対象とする学習機

会を設けている。 

グリーンフェスタ 

緑を大切にする心と行動を広く啓発し、区民参加の

まちづくり運動を推進するために毎年赤塚植物園で

行われているイベント。 

景観形成基準／景観形成重点地区 

景観形成基準は、景観法第 8 条に基づく、景観計画

区域内（板橋区の場合は区内全域）での良好な景観

を形成するための行為の制限の基準。具体的には配

置、高さ・規模、形態・意匠・色彩等についての基

準がある。景観形成重点地区は、特に良好な景観の

形成を図る必要があると認める区域。 

自転車シェアリング 

街中にいくつもの自転車貸出拠点（ポート）を設置

し、利用者がどこでも貸出・返却できる新しい交通

手段。「コミュニティサイクル」「サイクルシェアリ

ング」「都市型レンタサイクル」等とも称される。CO2

排出量の削減・市街地の渋滞緩和等の効果が見込め

るため、海外では広く普及し、日本では都市部を中

心に、導入のための社会実験が各地で実施されてい

る。 

さ行                    

再生可能エネルギー 

化石燃料や原子力エネルギーなどといった埋蔵資源

を利用せず、自然環境の中で再生産できるエネルギ

ー。具体的には、太陽、風力、水力、地熱などのエ

ネルギーが含まれる。資源を枯渇させず半永久的に

利用可能であることに加え、大気汚染物質や温室効

果ガスの排出が少ないなどの利点があるが、一方で、

エネルギー密度の低さ、コストの高さなどが課題と

してあげられる。 

指定管理者制度 

株式会社を含めた民間事業者等に公の施設の管理を

行なわせることを可能にし、民間の持つノウハウや

活力を活用することで、行政の効率化・住民サービ

スの向上を図ろうとする制度。区では、エコポリス

センターを始めとする複数の施設で導入している。 

志村みの早生大根 

江戸東京野菜の 1 つで、江戸時代に清水村（中山道

板橋宿の北）で作られていた。青首大根よりやや細

く辛みがあるのが特徴。病気に弱かったこともあり、

一時期全く栽培されなくなっていたが、近年、復活

を目指して取り組んでいる。 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるも

のとして提示された概念。循環型社会基本法では、

第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二

に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源と

して適正に利用し、最後にどうしても利用できない

ものは適正に処分することが徹底されることにより

実現される、「天然資源の消費が抑制され、環境への

負荷ができる限り低減された社会」としている。 

小水力発電 

水力発電のうち、ダムなどによる大規模な水力発電

ではなく、河川や水路に設置した水車などを用いて

発電する小規模な水力発電のこと。 

植生被覆率／緑被率 

植生被覆率、緑被率ともに緑の量を把握する指標。

植生被覆率は、植物による緑色の部分が全体面積に

占める割合。［植生に覆われた区域の面積］÷［地区

の面積］×100 で定義される。ただし、作物（植物

体）のない農地は含まない。緑被率は、［樹木被覆地

＋草地＋農地＋屋上緑化の面積］÷［地区の面積］

×100 で定義され、農地は作物がなくても抽出対象

とし、工事中などの未利用地の草地は含まない。 

浸透ます 

都市部などに降った雨水を地面へと浸透させること

のできる設備。地下水を涵養することにより、水害

の軽減・地球温暖化の防止などといった働きを果た

すことが可能であり、雨水を資源として有効活用す

ることを目的としている場合もある。 

水素自動車（燃料電池自動車）／水素ステーション 

燃料電池による水素と酸素の化学反応によって発電

した電気エネルギーを使って、モーターを回して走

る自動車。ガソリン内燃機関自動車が、ガソリンス

タンドで燃料を補給するように、燃料電池自動車は

水素ステーションで燃料となる水素を補給する。大

気汚染物質を排出しないため、クリーンエネルギー

車として期待されている。 
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生物多様性 

生物に関する多様性を示す概念。地球上の生きもの

は 40 億年という歴史の中で様々な環境に適応して

進化し、3,000 万種ともいわれる多様な生きものが

存在する。生命は一つひとつに個性があり、全て直

接に、間接的に支えあって生きている。生物多様性

条約では、生態系・種・遺伝子の３つのレベルで多

様性があるとしている。 

生物多様性基本法 

生物多様性の保全と持続可能な利用について基本原

理を定めるとともに、これらに関する施策の基本と

なる事項を規定した法律。 

騒音規制法 

生活環境の保全のため、工場や事業場における事業

活動、建設工事に伴い発生する騒音について必要な

規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度

を定める法律。 

た行                    

大気汚染防止法 

生活環境を保全することを目的として、工場や事業

場における事業活動、建築物等の解体等に伴うばい

煙の排出規制、自動車排出ガスに係る許容限度等を

規定する法律。 

地域がつくる公園制度 

地域住民と区が、区立公園の管理について役割分担

を決めて協働で公園を管理する制度。地域の共有財

産である身近な公園を地域住民で見守ることにより、

公園の美化と郷土愛の醸成を目的とする。 

地産地消 

「地元で生産されたものを地元で消費する」という

意味。近年、消費者の農産物に対する安全・安心志

向の高まりつつあり、農業者と消費者を結びつける

取組にもなる。 

ツイッター（Twitter） 

2006 年 10 月に米国でスタートした情報サービスの

こと。投稿できる文字数は最大 140 文字で、「つぶや

き」と表現される短いフレーズの投稿により、ゆる

やかなつながり、自然発生的なコミュニケーション

が図れるため、世界中で利用者が増えている。メー

ルなどと並ぶ新たなコミュニケーションツールとし

てだけでなく、ユーザーが誰でもリアルタイムの情

報を伝えられるメディアの一種として、さまざまな

シーンで活用されている。 

低炭素社会 

地球温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン、一酸

化二窒素などの温室効果ガスの排出が少ない社会・

経済のこと。 

適応策 

気候の変動やそれに伴う気温・海水面の上昇などに

対して人や社会、経済のシステムを調節することで

影響を軽減しようとすること。対症療法的な取り組

みで、その具体例としては、沿岸防護のための堤防

や防波堤の構築、水利用の高効率化、土壌の栄養素

の改善、伝染病の予防などがあげられる。 

電力の小売り全面自由化 

これまで各地域で決まった 1 つの電力会社しか行え

なかった家庭や小規模事業所向けの電気の小売販売

について、新規参入を可能にする制度（平成 28年 4

月より導入）。すべての家庭や事業所で、電力会社や

料金メニューを自由に選択できるようになる。 

透水性舗装 

雨水を積極的に地中に浸透させることを目的とし、

透水性舗装材等（表層）の下に浸透層を設けた舗装

のこと。水をそのまま地下に浸透させるため、豪雨

時などに起こる下水や河川の氾濫の防止や植生・地

中生態の改善、地下水の涵養等の効果がある。 

な行                    

夏休みエコスクール 

小中学生を対象に、夏休み期間にエコポリスセンタ

ーなどで実施する、環境について楽しく学べる教室。

自然物・廃材・リサイクル材等を使った工作教室を

はじめ、自由研究に役立つ調査・実験教室や、環境

科学教室などがある。 

二酸化炭素（CO2） 

温室効果ガスの一つ。代表的な炭素の酸化物であり、

炭素単体や有機化合物の燃焼によって容易に生じる。

気体は炭酸ガス、固体はドライアイス、液体は液体

二酸化炭素、水溶液は炭酸・炭酸水と呼ばれる。 

二酸化窒素（NO2） 

一酸化窒素が酸素に触れると生成する赤褐色の気体。

自動車のエンジンなどで副生し、大気汚染の原因と

なる。 
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は行                    

バイオディーゼル（BDF） 

油糧作物（なたね、ひまわり、パーム）や廃色用油

といった油脂を原料として製造する軽油代替燃料。

化石燃料由来の燃料と違い、大気中の CO2 を増加さ

せない特性を持つ。 

ハイブリッド車 

制動時のエネルギーを電力や圧力エネルギーに変換

して保存し、発進・加速時にエンジンを補助する動

力を持つ低公害車。エンジンのみの場合より大気汚

染物質の排出量や騒音が少なく、燃費も向上するの

が特徴。 

ヒートアイランド現象 

都市部において郊外部よりも気温が高くなる現象の

こと。等温線が島のような形になるためこう呼ばれ

る。エアコンなどに起因する人口排熱、太陽熱のア

スファルトへの蓄積・放射、蒸発散による熱の低減

効果が期待される自然被覆面の減少、建物などによ

る都市郊外への熱移動の阻害などが原因とされる。 

ビオトープ 

Bio（生物）と Tope（場所）との合成語で｢生物生息

空間単位｣を意味する。野生生物の生息可能な自然環

境を復元するための理論で、20 年ほど前にドイツで

用いられ始めた。 

微小粒子状物質（PM2.5） 

SPMのうち、粒径 2.5μm（マイクロメートル:μm=100

万分の 1m）以下の小さなもの。健康への影響が懸念

されている。 

フードバンク 

「食料銀行」を意味する社会福祉活動であり、食品

企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、

福祉施設等へ無料で提供する団体・活動。余ってい

る食べ物を持っている支援者と食べ物を必要として

いる受益者とをつなぐ役割を果たしている。 

フェイスブック（Facebook） 

友人同士のコミュニケーションツールにとどまらず、

ビジネスや就職活動にまで使用される世界最大のソ

ーシャルネットワーキングサービスのこと。最大の

特徴は、実名登録が規約で義務付けられていること

が挙げられる。友人との繋がりや情報交換だけでは

なく、様々な情報収集ツールとしても利用できる。 

浮遊粒子状物質（SPM） 

Suspend Particulate Matter。大気中に浮遊する粒

子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）のうち

粒径が 10μm（マイクロメートル:μm=100 万分の 1

ｍ）以下のものをいう。 

放射性物質／放射線量 

放射性物質は、放射能（放射線を出す能力）を持つ

物質の総称。放射性物質には原子力発電で利用され

る核燃料、原子力発電から排出される放射性廃棄物、

放射能治療に用いられる放射線源などがある。放射

線量は、ガンマ線による空気吸収線量率（Gy/h：グ

レイ毎時）で表される物理量。空気吸収線量（Gy：

グレイ）とは、1kg の空気が放射線を受けることで

得るエネルギー（J：ジュール）の量で定義される。 

保存樹木 

市街地に残された屋敷林や社寺林などの大径木を、

自然資源、歴史的資源、景観のランドマークとして

残すために「板橋区緑化の推進に関する条例」に基

づき指定される樹木。保存樹木の管理者は所有者で

ある。 

ま行                    

緑のカーテン 

“へちま”や“ゴーヤー”などのつる性の植物を育

成させ、窓を覆うように茂らせた植物のカーテンの

こと。夏の強い日差しや外からの熱を和らげ、室温

の上昇を抑える効果がある。これにより、冷房の使

用抑制による省エネルギー効果、建物に熱を蓄積さ

せないことによるヒートアイランド現象緩和の効果

が期待できる。 

緑のカーテンサポートクラブ 

緑のカーテンの普及を目的とする区民団体。緑のカ

ーテンを育てた経験のある方が会員となり、緑のカ

ーテン育成講習会の講師やハンドブックの作成など、

区の事業に参画・協力している。 

緑のガイドツアー 

見過ごしがちな区内の緑や自然環境などを、緑のボ

ランティアグループ「緑のサポーター会議」による

わかりやすい解説つきで歩いてみて回るツアー。 

緑のサポーター会議 

「板橋区緑の基本計画」に位置づけられた区民協働

のしくみで、「緑のガイドツアー」のガイド役、緑の

マップづくり、「グリーンフェスタ」などを行ってい

る区民団体。サポーターは毎年公募。 

未利用エネルギー 

今まで利用されていなかったエネルギーの総称。未

利用エネルギーの種類としては、生活排水や中・下

水の熱、清掃工事の排熱、超高圧地中送電線からの

排熱、変電所の排熱、河川水・海水の熱、工場の排

熱、地下鉄や地下街の冷暖房排熱、雪氷熱等がある。 
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木材の使用と環境教育についての覚書 

板橋区の学校施設整備に使う木材について、日光市

産の利用に努めるとともに、日光市において、子ど

もたちに環境教育の機会と場の提供を努めることを

定めたもの。 

アルファベット                

3R 

廃棄物の発生を抑制する「リデュース（Reduce）」、

一度使用して不要になったものをそのままの形でも

う一度使う「リユース（Reuse）」、一度使用して不要

になったものを回収し、原材料としての利用または

焼却熱のエネルギーとして利用する「リサイクル

（Recycle）」の頭文字がそれぞれ R であることから

名付けられた総称。循環型社会を形成するために必

要な取り組みである。 

BEMS  

Building and Energy Management System の略。業

務用ビルや工場、地域冷暖房といったエネルギー設

備全体の省エネ監視・省エネ制御を自動化・一元化

するビルエネルギー管理システムのこと。 

BOD 

Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）

の略。水中の有機物が微生物により分解される際に

消費される酸素量。河川の有機物汚濁を測る代表的

な指標。 

CO2排出係数 

活動量（生産量、使用量、焼却量など）当たりの CO2

排出量。電力においては、電気 1kWhを発電する際に

発生する CO2排出量となる。 

CSR 

corporate social responsibility（企業の社会的責

任）の略。企業活動をする中で、自社の利益だけで

なく、社会全体に与える影響や企業が行うべき社会

貢献にも配慮した行動を選ぶという企業のあり方を

意味する。慈善事業とは異なり、あくまで企業活動

の中で行われる。 

ESD 

Education for Sustainable Development（持続可能

な開発のための教育）の略。環境の保全、経済の開

発、社会の発展を調和の下に進めていくために、私

たち一人ひとりが日常生活や経済活動の場で世界の

人間や将来世代、環境との関係性の中で生きている

ことを認識し、行動を変革するための教育。 

FEMS 

Factory and Energy Management System の略。工場

内の配電設備、空調設備、照明設備、製造ラインの

設備等のエネルギー使用量を最適に制御・管理する

工場エネルギー管理システムのこと。 

GPS 

Global Positioning System（全地球測位システム）

の略。GPS とは、人工衛星を利用して自分が地球上

のどこにいるのかを正確に割り出すシステム。カー

ナビゲーションや携帯電話でも利用されている。 

HEMS 

Home and Energy Management System の略。住宅内

で使用される家電製品と、太陽光発電システム・燃

料電池などを利用してエネルギーを創出する創エネ

機器、蓄電池や電気自動車（EV）などを利用してエ

ネルギーを蓄積する蓄エネ機器とをネットワーク化

し、住宅内のエネルギーを最適に制御・管理する住

宅エネルギー管理システムのこと。 

ICT  

Information and Communication Technology（情報

通信技術）の略。IT（Information Technology）と

ほぼ同義の意味を持つが、コンピューター関連の技

術を IT、コンピューター技術の活用に着目する場合

を ICTと、区別して用いる場合もある。国際的に ICT

が定着していることなどから、日本でも近年 ICT が

IT に代わる言葉として広まりつつある。 

SNS  

Social Networking Service（ソーシャルネットワー

キングサービス）の略。人と人とのつながりを促進・

サポートを目的に、コミュニティ型のサービスを提

供する web サイトのこと。「フェイスブック」や「ミ

クシィ」などが該当する。 

 


