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資料２-１ 
 

 

「板橋区環境教育推進プラン（第二次）」素案に対する 

パブリックコメントの実施結果 

 

 

１ 実施概要 

 

募集期間 平成 27年 11月 12日（木）～12月１日（金） 20日間 

閲覧場所 ・環境戦略担当課（区役所北館７階 12番窓口） 

・区政資料室（区役所北館１階７番窓口） 

・エコポリスセンター 

・区立各図書館 

・区ホームページ 

募集対象 区内在住・在勤・在学の方、区内事業者、区内で活動する個人・法

人・各種団体 

提出方法 直接または郵送・FAX・電子メール 

資料 「板橋区環境教育推進プラン（第二次）」素案 

意見数等 意見数：38件 

提出人数：６名（個人及び団体） 

提出方法：郵送０名、FAX２名、電子メール２名、Web２名 
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２ 提出された意見（パブリックコメント）と区の考え方（案） 

 

№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

１ 《p３》 

第１章２ 

プランの期間 

10 年のプランではあるが、10 年

後の社会を見据えていられるので

あろうか。世界情勢はかつてないほ

どの勢いで変化をしている。特に情

報分野はめまぐるしく変化しさら

に加速してきている。それに伴う人

の価値観や評価といった社会環境

の変化に対応しうるプランである

のか。 

10年の半ばでの見直し、変更が出

来るようなシステムの構築を提案

する。 

本プランの具体的な施策や取組に

ついては、進捗状況や社会情勢の変

化に対応するため、必要に応じてプ

ランの見直しを行います。 

なお、進行管理にあたっては、ご

意見いただいた旨を常に考慮したう

えで、ＰＤＣＡサイクルに基づき、

進捗状況の点検・評価を行っていき

ます（p94）。 

２ 《p３》 

第１章３（２） 

環境教育とは 

（下から２行目） 

「…環境教育その他の環境の保

全に関する取組です。」と記載され

ているがわかりにくいので、カッコ

書き等で説明して欲しい。 

ご意見の部分については、環境教

育等促進法に基づいて記載されてい

ます。その旨がわかるように、根拠

となる条項を追加しました。 

 

３ 《p６》 

第１章５ 

プランの体系 

重点施策５の「板橋区の環境教

育・協働取組のスマート化（魅力発

信等）」がわかりづらい。誰が読ん

でも理解できることが必要だと考

える（重点施策２との違いも）。 

重点施策５の取組について、より

わかりやすくするため、また、重点

施策２との違いをはっきりさせるた

めに、ご意見を受け追加しました。 

 

４ 《p９》 

第２章１ 

プランの改定に

ついて 

（上から６行目）） 

「…４月に設置されました。」→

「…４月設置しました。」に修正し

て欲しい（文法上のこと）。 

文法上で正しい表現にするため

に、ご意見を受け修正しました。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

５ 《p13》 

第２章３（２） 

①  情 報 の 整

備・活用 

「施策の実施状況」の下から４行

目「板橋区の環境教育の取組につい

て（保幼小中一貫型の環境教育や環

境プログラムなど）について７割以

上の人が聞いたことがない…」の部

分及び、「成果指標の達成率」の「…

プログラムの利用学校数の目標達

成率が 76.3％とやや低い…」の結果

を受け、「今後の課題」のところに、

「今後は環境情報の発信をより強

化・充実していくとともに、学校等

で、板橋区環境教育プログラムの内

容を実践した情報を保護者・地域に

積極的に発信することは、区民の関

心を高めることにつながる。」等と

入れて欲しい。 

環境教育プログラムの利用学校数

の目標達成率やアンケート結果等を

勘案し、今後の環境教育の推進に重

要な部分であるため、「第２章５板橋

区の環境教育の推進にあたっての課

題（まとめ）」（p33：3つ目の〇下段）

に追加しました。 

 

６ 《p14》 

第２章３（２） 

② 機会の提供 

（「成果指標の達成率」２行目） 

「環境講座等参加者数」は、だれ

が主催している講座なのか不明な

ため、説明をつけて欲しい。 

ご質問の環境講座等については、

エコポリスセンターを含めた“区全

体”の環境講座等の参加者数合計で

す。その旨、追加しました。 

７ 《p15》 

第２章３（２） 

③  人 材 の 育

成・活用 

（「今後の課題」下段） 

「…コーディネーターなどの人

材」の次に「の育成を組織的に行う

こと」を入れて欲しい。 

本プランにて環境教育を推進する

うえで組織的な人材の育成が重要で

あると考えるため、ご意見を受け追

加しました。 

８ 《p16》 

第２章３（２） 

④ 場・拠点の整

備・活用 

（「施策の実施状況」４つ目の・） 

「…登録団体は横ばい状況で

す。」とあるが、読んだ人がイメー

ジしやすいように、平成 26 年度現

在の団体数を入れて欲しい。 

本プランを読んだ方が、より現状

をイメージしやすくするために、ご

意見を受け追加しました。 

 

９ 《p16》 

第２章３（２） 

④ 場・拠点の整

備・活用 

（「今後の課題」２つ目の➣） 

「拠点機能の充実を図るために

は、」に続けて、「登録団体等を増や

すため、広報などでも何回か呼びか

けを行うこと」等と入れて欲しい 

エコポリスセンター登録団体の増

加を促すための方法として、ご意見

を受け追加しました。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

10 《p17》 

第２章３（２） 

⑥ その他の取

組 

（「今後の課題」２行目） 

「…区民が主体となる協働取組

を担う組織が立ち上がっているこ

とから、」に続けて、「板橋区との連

携だけでなく」等と入れて欲しい。 

区との協働と合わせ、様々な関連

団体等との連携・協働も環境教育を

推進するために重要なため、ご意見

を受け追加しました。 

 

11 《p29》 

第２章４(４) 

⑥ 環境教育・

環境保全活動の

実施にあたって

の課題 

「⑥環境教育・環境保全活動の実

施にあたっての課題」に、下記の結

果等を受け、「中学校での環境教育

のねらいや効果が保育園、小学校と

比較し低い状況がある。」等と追加

して欲しい。 

また、「⑤今後の環境教育・環境

保全活動の実施意向」で見られるよ

うに、保育園、小学校、中学校の差

が大きく、学校便りなどで学力向

上、体力向上など保護者への丁寧な

報告活動が増えているのに比べ、環

境教育の取組などの報告はまだ、目

立たないため（P30 下のアンケート

学校での環境教育に関する方針を

保護者に伝える 231 名等より）、保

護者や区民に、板橋区環境教育プロ

グラムや保幼小中一貫環境教育カ

リキュラムなどを知ってもらえる

ように、各学校を中心に全体の関心

を高める努力が必要だと考える。 

第２章４「各主体の取組状況（ア

ンケート結果から）」においては、ア

ンケートの結果事実のみを記載して

います。 

また、学校等での環境教育の取組

による成果等の情報を保護者等に発

信することは、広く区民の関心を高

めることに繋がっていくと考えられ

るため、ご意見を受け、第２章５「板

橋区の環境教育の推進にあたっての

課題（まとめ）」（p33：3 つ目の〇下

段）に追加しました。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

12 《p32》 

第２章５ 

板橋区の環境教

育の推進にあた

っての課題（ま

とめ） 

 

事業のイノベーションが無けれ

ば、それにかかわるボランティアや

サポーターの進化は望めず、現事業

のあり様では単なる都合の良いお

手伝いにしかならない。人材育成

は、戦略的でなければと考えてお

り、エコポリスセンターの現在のあ

り様では環境教育の拠点とはなら

ない。 

従って、「②機会の提供に係る課

題」に、「…環境保全活動の実践に

つながる工夫…」そして「…環境教

育の取組を支援…」とあるが、行政

事業のコーディネーターが、各担当

部署の事業を情報収集したうえで、

コラボレーションを研究し、企画す

ることを提案するとともに、あらゆ

る分野へのアプローチが可能な人

材育成をして欲しい。 

 

区の環境施策を進めるためには、

組織横断的に協働・連携していくこ

とが重要だと認識しています。また、

人材の育成について、区民や区民団

体、事業者、学校等及び区の各主体

による協働取組を推進するために、

地域における環境教育の指導者や、

活動の調整役（コーディネーター）、

促進役（ファシリテーター）を育成

し、こうした人材が地域等で活躍で

きるよう支援を行っていく予定で

す。その際には、環境省による環境

教育等支援団体の指定制度や、人材

認定等事業の情報等も活用していく

ことも考えています（p77）。さらに、

重点施策「エコポリスセンターの拠

点機能の活性化」の「（仮称）エコポ

リ・ゼミナールの構築と体系化」や

「人材バンクの整備・運用」等の人

材育成・活用の仕組みづくりなどを

検討する際には、ご意見いただいた

趣旨を充分考慮していきたいと考え

ます（p87）。 

13 《p38》 

第３章２（１） 

ＥＳＤの視点を

取り入れた環境

教育の推進 

 

ＥＳＤは、都会における教育で大

事な意味を持っていると思ってい

る。持続可能な社会の実現に向け

て、教育現場で教える全ての分野に

この教育の意味を含めて欲しい。も

ちろん教育現場の人たちは全員知

っているべきだと考える。 

板橋区では、前プランに基づき、

ＥＳＤの一環として、人間と自然と

社会の関わりやつながりを通して、

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目指し

た「板橋区環境教育カリキュラム」

を策定し、区内全教員に配布し、年

間指導計画立案の際に活用していま

す（p66）。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

14 《p38～40》 

第３章２ 

（２）持続可能

な社会の実現を

担う人の育成 

（３） 

各主体による環

境教育の実践 

 

この部分が、急に道徳的なまとめ

になっている。板橋の特徴・強みを

踏まえた文章にして欲しい。 

本プランの基本指針では、板橋区

の環境の保全を図り、持続可能な社

会を構築していくためには、一人ひ

とりの自発的な行動を促し、社会を

構成する多様な主体の参加と協力を

得ることが必要であり、課題解決に

必要な能力・態度を身に付けていく

“人づくり”を中心に、環境教育を

進めていくことが非常に重要と考え

ています。 

さらに、重要課題である“人づく

り”を推進していくためには、【（１）

ＥＳＤの視点を取り入れた環境教育

の推進】を図ること、次に、前プラ

ンに掲げた“板橋区の環境教育が目

指す区民像”を基に、国の基本方針

による“環境保全のために求められ

る人間像”を踏まえ、改めて見直し

た【（２）持続可能な社会の実現を担

う人の育成】を図ること、最後に、

前記（２）の「持続可能な社会の実

現を担う人」の育成に向けて、各主

体が環境教育を実践する際に重要と

なる事項を示した【（３）各主体によ

る環境教育の実践】を取り入れ、こ

の３本柱で「板橋区の環境教育の基

本指針」としております。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

15 《p44》 

第４章１ 

世代に応じた環

境教育のねらい 

「世代に応じた環境教育のねら

い」で、幼児や小・中学生に実践力

を求めるのは難しく、幼少期には

FEEL の部分を多くするなどとした

方が良い。子どもの感性を豊かにす

ることで、環境教育の土壌を作るこ

とができると考えている。逆に大人

はもっと ACTION の部分を多くして

欲しい。 

「環境についての感受性、共生や

思いやりの心」はとりわけ幼児や小

中学生の段階から育まれるものと考

えます。 

板橋区保幼小中一貫環境教育カリ

キュラムにおいて、幼児・児童・生

徒が身に付ける資質・能力・態度と

して明確化されています（p67）。 

一方で、「感受性や思いやりの心」

や「環境に働きかける実践力」は、

各人の発達の段階や生活のあり方の

違いに応じ、さまざまな体験や学習

があるはずです。これらを踏まえ、

各主体が工夫をしながら環境教育を

実践していける取組を進めていきま

す。 

16 《p49》 

第４章２ 

（４）学校等 

「板橋区環境教育ハンドブック

やテキスト『未来へ』の活用」や、

「緑のカーテンづくりやビオトー

プづくりを行う」以外、他自治体で

も同じ文章で通り、生きた取組への

意欲がわく環境教育推進プランに

なりにくいと感じた。 

例えば、「区内学校に、〇箇所に

ビオトープが設置されており、これ

を今後 10 年間で、すべての学校に

何らかのビオトープや自然観察園

を設置していく必要がある。」や、

地域に流れている川の観察や清流

復元に向けた水質検査などの調べ

学習や、崖線の湧水の観察と仕組み

の学習、また、バッタなどの生きも

のの生息場所の観察や実態調査、な

どを入れて欲しい。 

本プランは、持続可能な社会の実

現を担う「人づくり」に主眼をおき、

区民や区民団体、事業者、学校等及

び区などの各主体による環境教育や

協働の取組等を推進していくための

方向性などを記述することを主目的

としております 

ご意見いただいた、板橋区ならで

はの環境教育の取組につきまして

は、今後の事業展開に参考とさせて

いただきます。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

17 《p51》 

第４章３ 

環境教育を進め

る学びの機会

（イベント・講

座等）の提供 

色々なイベントや講座に参加す

ることが学びの機会のようになっ

ているが、区民が興味のわくイベン

トの開催や、環境を自分で気づかな

いうちに学べているような、ハード

ルの低いイベントへの取組も考え

て欲しい。 

 

現在実施している「学びの機会（イ

ベント・講座等）」を掲載しています

が、これらの事業も参考にしながら、

各主体が参加・活動していただけれ

ばと考えます（p52～56）。 

なお、事業の実施内容や参加のあ

り方などについては、ご意見頂いた

事項も加味しながら、環境教育を進

める学びの機会を提供していきま

す。 

18 《p52》 

第４章３（１） 

低炭素社会の実

現に向けた学び

の機会（イベン

ト・講座等） 

 

区民が取り組める低炭素社会の

実現に向けて、具体策をあげて説明

して欲しい。 

 

本プランは、持続可能な社会の実

現を担う「人づくり」に主眼をおき、

区民や区民団体、事業者、学校等及

び区などの各主体による環境教育や

協働の取組等を推進していくための

方向性などを記述することを主目的

としております。 

ご意見いただいた部分につきまし

ては、環境教育を進めるにあたって

取り上げていただきたい学びの機会

（イベント・講座等）として示して

いますが、当該分野における方向性

や具体的な取組につきましては、「板

橋区環境基本計画 2025」や、「板橋区

地球温暖化対策実行計画(区域対策

編)」(平成 25年 3月策定)に示して

おります。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

19 《p54》 

第４章３（３） 

自然環境と生物

多様性の保全に

向けた学びの機

会（イベント・

講座等） 

「自然環境と生物多様性の保全

の実現」に向けた、環境教育で取り

上げたい事業として、「自然観察コ

ーディネーターを育成のうえ、川・

崖線・湧水や、各地の特色ある公園、

個人宅の庭（外から観察できるよう

協力関係をつくる）などをフィール

ドとした、板橋区の自然観察コース

を検討し、各地区の特色に合った、

観察コースや自然保全に向けた観

察会を行う。」等の旨を入れて欲し

い。 

 

本プランは、持続可能な社会の実

現を担う「人づくり」に主眼をおき、

区民や区民団体、事業者、学校等及

び区などの各主体による環境教育や

協働の取組等を推進していくための

方向性などを記述することを主目的

としております。 

「自然環境と生物多様性の保全の

実現」に向けた取組につきましては、

環境教育を進めるにあたって取り上

げていただきたい学びの機会とし

て、エコポリスセンターなどが担っ

ている「自然・農業・里山」及び「緑」

をテーマにした、イベント・講座等

として示しております。 

なお、ご意見いただいた具体的な

内容につきましては、今後の事業展

開に参考とさせていただきます。 

 

20 《p60》 

第４章４（３） 

人材の育成、活

躍促進 

ぜひ、人材の育成、活躍促進のた

めに、コーディネーターやファシリ

テーター、自然案内人育成に取り組

んで欲しい。 

人材の育成について、区民や区民

団体、事業者、学校等及び区の各主

体による協働取組を推進するため

に、地域における環境教育の指導者

や、活動の調整役（コーディネータ

ー）、促進役（ファシリテーター）を

育成し、こうした人材が地域等で活

躍できるよう支援を行っていく予定

です。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

21 《p61》 

第４章４（４） 

場・拠点の整

備・活用 

場・拠点の整備・活用の事業とし

て、みどりと公園課と連携し、全公

園を対象に実態調査の上、各公園に

バッタ広場をつくって欲しい。ま

た、公園案内人制度等を構築し、公

園管理と幼稚園・保育園児や学校の

児童に生き物、植物の説明等ができ

る人材を育成して欲しい。 

本プランは、持続可能な社会の実

現を担う「人づくり」に主眼をおき、

区民や区民団体、事業者、学校等及

び区などの各主体による環境教育や

協働の取組等を推進していくための

方向性などを記述することを主目的

としております。 

人材の育成については、エコポリ

スセンターにおいて、「エコライフマ

スター講座」などの指導者養成講座

を実施しています。引き続き、各主

体による協働取組を推進するため

に、環境教育の指導者等を育成し、

地域等で活躍できるよう支援を行っ

ていく予定です。 

なお、ご意見いただきました、

「場・拠点の整備・活用」の事業に

つきましては、今後の事業展開に参

考とさせていただきます。 

22 《p74》 

第４章５（３） 

② 遊びや自然

とのふれあい、

体験を重視した

環境教育 

（②の５行目） 

「…幼児期に重要な様々な体験

を提供していくことが可能です。

…」の「提供」を「制度を作る」等

と修正して欲しい。 

本プランにて、幼児期に様々な体

験をすることが重要だということを

ストレートに伝えるために、ご意見

を受け変更しました。なお、制度化

等につきましては、今後の事業展開

に参考とさせていただきます。 

23 《p74》 

第４章５（３） 

② 遊びや自然

とのふれあい、

体験を重視した

環境教育 

（②の最下段） 

「…幼児期の環境教育の実践に

ついての研修の機会を提供しま

す。」となっているが、毎年、研修

会を複数回行い、全保育園から参加

者が出られるような研修の企画を

つくって欲しい。 

 

幼児期から、遊びや自然とのふれ

あい、体験を重視した環境教育を実

践することは、小学校以降で扱う環

境学習の基盤となり、次の発達段階

での学びや成長の基礎に繋がる視点

から、大変重要なことと認識してい

ます。引き続き、各園の状況等も十

分考慮の上、研修会を実施していき

ます。 



11 

№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

24 《p74》 

第４章５（４） 

② 家庭や地域、

ＮＰＯ等との連

携を図る環境教

育 

総論賛成だが、具体的に何をやる

のかが不明である。 

私たちＮＰＯも参加した、策定検

討委員会（p78～82）にて、実際に

活動してきたことを発表している

ので、この部分に反映して欲しい。 

 

家庭や地域、ＮＰＯ等との連携を

図る環境教育として、身近な自然環

境や生活環境に関わる問題に接する

ことのできる体験について、実際に

活動されてきた取組を記載し、イメ

ージしやすくするため、ご意見を受

け追加しました。 

25 《p74》 

第４章５（４） 

家庭や地域と連

携した環境教

育、環境保全活

動の展開 

大人への環境教育のアプローチ

は難しく、もっと幼児などに重点を

置き、その親や家族を巻き込んでい

くような手法を取り組んで欲しい。 

 

家庭と学校等で連携しながら環境

教育を進めていくことが大切だと考

えています。 

また、家庭や地域、ＮＰＯ等との

連携を図るなかで、世代を超えて環

境教育が展開していける取組を検討

して行きます（p74）。 

26 《p75》 

第４章６（１）

取組の方向 

図：「協働による

環境教育の取組

のイメージ」 

各主体間のつながりは必要だが、

誰がどのようにまとめていくかの

プラットホームが見えてこない。エ

コポリスセンターと区の環境教育

担当部署でプラットホームを作り

上げて欲しい。 

各主体間での協働による取組の実

践を進めるための区の役割として、

「主体間の交流の促進」や「情報収

集・発信」等の役割を明確化するた

めに、ご意見を受け追加しました。 

なお、本イメージ図内の“区の役

割”の中心を担うのは、エコポリス

センターと区の環境教育担当部局と

認識しています。 

27 《p76》 

第４章６（１） 

取組の方向 

 

内容、各主体の協働をまとめるプ

ラットホームづくりについて、記述

して欲しい。 

 

 

各主体間での協働による取組の実

践を進めるための区の役割として、

「主体間の交流の促進」や「情報収

集・発信」等の詳細な役割を明確化

するために、ご意見を受け、第４章

６（１）に⑤として、“区の役割”を

追加しました。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

28 《p77》 

第４章６（２） 

② 指導者や調

整役（コーディ

ネーター）、促進

役（ファシリテ

ーター）の育

成・活用 

調整役（コーディネーター）等の

育成計画の具体化を示して欲しい。 

 人材の育成については、区民や区

民団体、事業者、学校等及び区の各

主体による協働取組を推進するため

に、地域における環境教育の指導者

や、活動の調整役（コーディネータ

ー）、促進役（ファシリテーター）を

育成し、こうした人材が地域等で活

躍できるよう支援を行っていく予定

ですが、その際には、環境省による

環境教育等支援団体の指定制度や、

人材認定等事業の情報等も活用して

いくことを考えています（p77）。ま

た、重点施策「エコポリスセンター

の拠点機能の活性化」の「（仮称）エ

コポリ・ゼミナールの構築と体系化」

や「人材バンクの整備・運用等」等

の人材育成・活用の仕組みづくりの

際にも、ご意見いただいた育成計画

の具体化を念頭に検討していきたい

と考えます（p87）。 

29 《p77》 

第４章６（２） 

④ 環境教育を

広げるネットワ

ークづくり 

環境教育を広げるネットワーク

づくりへの呼びかけは、だれがやる

のかを入れて欲しい 

 

環境教育を広げるネットワークづ

くりにあたっては、エコポリスセン

ターと区環境教育担当部局が中心と

なって各主体に呼びかけをしていく

ものと認識しています。 

また、環境教育の拠点であるエコ

ポリスセンターが持っている、「人材

や団体に関する情報」や、「それぞれ

のニーズの蓄積」を活かす旨を、ご

意見を受け追加しました。 
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30 《p90》 

第５章４ 

地域環境コミュ

ニティの形成の

促進 

公園や地域の自然案内人を大量

に育成する講座を開催し、年〇単位

受講すると資格を取得できる制度

の構築及び、コーディネーター・ネ

イチャーガイドの育成取組につい

ても入れて欲しい。 

 

人材の育成について、区民や区民

団体、事業者、学校等及び区の各主

体による協働取組を推進するため

に、地域における環境教育の指導者

や、活動の調整役（コーディネータ

ー）、促進役（ファシリテーター）を

育成し、こうした人材が地域等で活

躍できるよう支援を行っていく予定

です。 

31 （プラン全般へ

のご意見） 

区民が実際にやるべき環境保全

活動等を、細かく具体的に記載し、

一人で実践する時、グループで実践

する時などに分け、列記し示して欲

しい。 

 

板橋区環境基本計画 2025の策定に

関する区民検討会議において、「いた

ばしの環境をよくするために私たち

ができること」と題し、1人でできる

こと・10 人でできること・区全体で

できることについて検討していただ

き、その結果を環境基本計画 2025に

掲載しています。 

一方、本プランでは、環境教育を

進める学びの機会（イベント・講座

等）として世代に応じた事業を掲載

していますので、これらの事業も参

考にしながら、各主体が参加・活動

していただければと考えます（本プ

ラン p52～56）。 

32 （プラン全般へ

のご意見） 

環境保全活動を実行している

人々に対して、ポイントを付与する

制度をつくって欲しい。そのポイン

トで区施設の利用が出来たり、各種

手数料等に充当出来たりすると良

い。 

各主体が環境保全活動を促進する

ための支援策については、あらゆる

視点から検討していきます。 
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№ 該当箇所 意見の概要 区の考え方 

33 （プラン全般へ

のご意見） 

学校において、社会的なスキルを

持った人材が必要であるが、現在

は、環境教育に関わる優秀な人材が

不足している。 

 

環境教育を推進するうえで組織的

な人材育成が重要であることを認識

しています。教職員等に対しては、

教育支援センター等も活用し、授業

の改善や充実などに資する研修の機

会を提供していきます。 また、外部

人材の活用も図り、それを支援する

仕組みづくりも検討していきます

（p70～71）。 

34 （プラン全般へ

のご意見） 

コーディネーターが関与し、行政

の環境関連業務の調査及び協力・連

携して活動できる事業を企画立案

することで、行政の事業を革新する

ことができると考える。 

異なる考え方をもつ各主体間で相

互理解を深め、合意形成して、ネッ

トワークを形成していくにあたって

は、地域で日頃から環境保全活動を

実践している区民団体や事業者など

の専門知識を有した人材の役割が重

要となります。さらに、主体間の違

いを埋め合わせ、繋げる役割を持っ

た調整役（コーディネーター）等が

必要不可欠であることを認識してお

り、ご意見の趣旨を踏まえたうえで、

区の環境政策を効果的に推進してい

きます。 

35 （プラン全般へ

のご意見） 

 

 

行政の各部署の壁を超える横断

的な事業を企画にしなければ区民

には受け入れられない。これは各部

署の担当業務にとらわれることの

ない“コーディネーターやファシリ

テーター”が事業の企画立案をする

ことを提案する。特に、環境・防災・

土木の連携事業を意識したプラン

であることを望む。 

環境教育の推進にあたっては、組

織横断的に協働・連携することが重

要になると認識しています。なお、

本プランは、庁内組織である「エコ

ポリス板橋」推進本部等において進

行管理を行い、板橋区の施策に反映

していきます（p93）。 
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36 （プラン全般へ

のご意見） 

環境教育推進プランが机上の空

論にならぬよう、一人でも多くの区

民に実践していただけることを願

う。 

 本プランの推進段階にあたって

は、多岐にわたる施策・事業を推進

していくことが不可欠ですが、区が

単独で実施するには限界がありま

す。 

 主体間で協力・連携していく協働

取組を促進し、広く区民の方々によ

る環境教育の実践につなげていくこ

とを進めていきます。（p75～77）。 

37 （プラン全般へ

のご意見） 

保育園・幼稚園の時代から、環境

教育の実施場面・育てたいことをス

テップワイズに高度化した、いくつ

かのプログラムを組み、実践したう

えで、成果をまとめ、将来への環境

教育の推進に資するようにしては

どうか。 

板橋区では、就学前（４歳児）か

ら中学校３年生までの 11 年間を見

通した、板橋区保幼小中一貫環境教

育カリキュラムを策定しています

（p66～67）。 

環境教育推進協議会のもとで、環

境教育カリキュラムと環境教育プロ

グラムの連携を充実・強化しながら、

発達段階などに応じた環境教育プロ

グラムの体系的な整備を図っていき

ます（p58）。 

38 （プラン全般へ

のご意見） 

行政サイドの施策を統一化して

欲しい。例えば、環境戦略担当課に

て、緑の育成・強化を図る環境教育

の充実をすすめる一方で、公園の樹

木・街路樹が原形を留めない剪定を

目の当たりに見るようでは、“チグ

ハグ感”を否めない。 

環境教育の推進にあたっては、組

織横断的に協働・連携することが重

要になると認識しています。 

なお、街路樹の剪定は道路機能を

維持する上で不可決です。通行する

方に嫌悪感を感じさせないよう留意

して実施します。また、公園樹木の

剪定にあたっては、公園利用者への

安全確保や隣地への落ち葉被害防止

などに配慮しつつ、樹木本来の樹形

をできるだけ保てるように努めてお

ります。 

 

 

 


