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第１章 プランの基本的事項 

 

１ プランの目的 

板橋区環境教育推進プラン 2025（以下、「本プラン」といいます。）は、持続可能な社会＊の実

現を担う人づくりに向けて、板橋区の環境教育の推進にあたっての基本指針を示すとともに、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＊による取組を進めてい

くための方向を定めることにより、一人ひとりの行動の変革や自発的な活動をより一層進めてい

くことを目的とします。 

 

２ プランの期間 

平成 28 年度から板橋区環境基本計画＊2025 の計画年次である平成 37 年度までの 10 年間とし、

取組内容と達成すべき目標を定めます。 

その中で、具体的な施策や取組については、本プランの進捗状況や、社会情勢などを踏まえて、

柔軟に改善、見直しを行います。 

 

３ プランの対象範囲 

（１）対象となる主体 

区民、区民団体、事業者（事業者団体を含む）、学校等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

大学及び専修学校のほか、保育園、児童館などを含む）及び区を対象とします。 

 

（２）環境教育とは 

本プランにおける「板橋区の環境教育」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」（平成 15 年法律第 130 号）（以下、「環境教育等促進法＊」といいます。）第２条の定義に基

づき、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつ

ながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学

習とします。 

また、各主体による環境保全活動注１）を促進するために、環境への関心・興味を深めるための

啓発（環境保全の意欲の増進注２））と、重要な協働取組注３）の推進までを含めるものとします。 

 

注 1)環境保全活動（環境教育等促進法第２条第１項） 
地球環境保全、公害の防止、生物の多様性の保全等の自然環境の保護及び整備、循環型社会の形成その他
の環境の保全（良好な環境の創出を含む。）を主たる目的として自発的に行われる活動です。 

注 2)環境保全の意欲の増進（環境教育等促進法第２条第２項） 
環境の保全に関する情報の提供並びに環境の保全に関する体験の機会の提供及びその便宜の供与であっ
て、環境の保全についての理解を深め、及び環境保全活動を行う意欲を増進するために行われるものです。 

注 3)協働取組（環境教育等促進法第２条第３項） 
区民、区民団体、事業者、行政などの各主体が、それぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場において相
互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組です。  
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（３）環境教育の範囲 

本プランは板橋区環境基本計画 2025に基づく関連個別計画であるため、板橋区の環境教育では、

各基本目標に沿った内容を扱うものとします。 

また、環境教育の推進にあたっては、本プラン以外の各関連個別計画との連携を図ります。 

 

●板橋区環境基本計画 2025の基本目標及び関連個別計画 

 

基本目標 関連個別計画 

「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～ 

板橋区地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）＊ 

「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～ 

板橋区一般廃棄物処理基本計画＊ 

（第三次） 

「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～ 

板橋区緑の基本計画＊ 

（いたばしグリーンプラン 2020） 

「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～ 
板橋区景観計画＊ 

「『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～ 

板橋区環境教育推進プラン 2025 

「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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４ プランの位置づけ 

本プランは、板橋区環境基本計画 2025の「基本目標５：『環境力』の高い人材の育成」及び「基

本目標６：パートナーシップが支えるまちの実現」を具体化していくための計画です。 

また、環境教育等促進法第８条に基づく、「区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環

境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画」として策定するもの

です。 

 

●プランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

板橋区基本構想＊ 

 

板橋区基本計画＊2025 

 

関連個別計画の相互反映 

 

・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 

・板橋区次世代育成推進行動計画
いたばし子ども未来応援宣言＊ 

 2025 

など 

 

いたばし学び支援プラン＊2018 

整合・連携 

 

法（第 8 条）に基づく行動計画 

 

板橋区教育ビジョン＊2025 

 

環境教育等促進法 

 

６つの基本目標 

１ 低炭素社会の実現 

２ 循環型社会の実現 

３ 自然環境と生物多様性の保全 

４ 快適で健康に暮らせる生活環境の実現 

５ 「環境力」の高い人材の育成 

６ パートナーシップが支えるまちの実現 

 

板橋区環境基本計画 2025 

 

いたばしNo.1実現プラン＊ 

 2018 

板橋区教育大綱＊ 

 

具
体
化 

促 

進 
 

板橋区環境教育推進プラン 2025 
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５ プランの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 
 

 

 

 

１ 

エコポリスセン
ター＊の拠点機能
の活性化 

 

２ 

環境教育・協働取組
の参加機会につい
ての情報のスマー
ト化 

３ 

環境教育推進協
議会の役割の活
性化 

４ 

地域環境コミュ
ニティの形成の
促進 
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板 橋 区の 環 境 教
育・協働取組の実践
情報のスマート化
（魅力発信等） 

 

環境教育の推進に向けた取組（施策） 
 

１ 世代に応じた環境教育のねらい 

２ 各主体に期待される役割 

３ 環境教育を進める学びの機会（イベント・講座等）の提供 

４ 環境教育の推進のための基盤となる施策 

５ 学校等における環境教育の充実 

６ 協働取組の促進 

 

 

環境教育の基本指針 

・ESD の視点を取り入れた環境教育の推進 

・持続可能な社会の実現を担う人の育成 

・各主体による環境教育の実践 

板橋区の環境教育 
～持続可能な社会の実現を担う人づくり～ 

 

「『環境力』の高い人材の育成」と「パートナーシッ

プが支えるまちの実現」に向けた取組の具体化 

（環境基本計画 2025 による基本目標５・６の具体化） 

「人と緑を未来へつなぐスマートシティ＊“エコポリス板橋”」 

【環境像】 
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第２章 プラン改定の視点 

 

１ プランの改定について 

板橋区では、平成５年４月の「エコポリス板橋＊」環境都市宣言＊に基づき、平成 11 年３月に

板橋区環境基本計画を策定しました。これを受け、平成 17 年３月の計画改定で、“環境教育の推

進”が重点取組の一つとなり、平成 19 年４月に板橋区環境教育推進プラン（以下、「前プラン」

といいます。）を策定しました。 

その後、前プランに基づき、環境教育のより一層の推進を図るため、板橋区環境教育推進協議

会＊（以下、「環境教育推進協議会」といいます。）を平成 19 年４月に設置し、専門部会として環

境教育カリキュラム部会と環境教育プログラム部会を立ち上げ、区の環境教育がさらに充実する

よう検討を重ねてきました。 

一方、前プランの策定以降、平成 23年３月に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所の稼動

停止などによるエネルギー需給のひっ迫化、それに伴う省エネルギー＊へのさらなる取組や再生可

能エネルギー＊導入の加速化など、環境行政を取り巻く状況が大きく変化してきました。今後は、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、国際社会における新しい地球温暖化＊

対策の枠組みへの合意など、状況変化が続くことが予想されます。 

なお、前プランは、平成 15年７月制定の「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進

に関する法律」（以下、「環境教育推進法」といいます。）及び平成 16 年 9 月策定の「環境保全の

意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」に基づき策定されました。 

環境教育推進法は、平成 23年６月に一部が改正（公布）され、法の目的に「協働取組の推進」、

基本理念・定義規定に、「経済社会との統合的発展等」が追加されました。また、世界の動向も踏

まえて、「体験学習に重点を置く取組」から、「幅広い実践的人材づくりと活用」へと、より一層

の環境教育の推進を図る内容に発展しています。 

このような背景のもと、本プランは、環境教育を取り巻く動向を踏まえ、前プランの基での取

組を振り返り、新たな指針として定めるものです。 

 

２ 環境教育を取り巻く動向 

（１）世界の動向 

環境教育については、昭和 47年の「国連人間環境会議」で採択された「ストックホルム人間環

境宣言」でその重要性が指摘され、平成９年の「環境と社会に関する国際会議」での「テサロニ

キ宣言」において、持続可能な開発と環境教育が不可分であることが示されました。 

その後、平成 14 年に開催された「ヨハネスブルグ・サミット」では、「持続可能な開発のため

の教育（ＥＳＤ＊）」の重要性が認識されるようになり、平成 17年からの 10 年を「国連持続可能

な開発のための教育の 10 年」（以下「国連ＥＳＤの 10 年」といいます。）とすることが、同年の

国連総会で採択されました。 

さらに、国連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
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が平成 25 年 11 月のユネスコ総会で採択され、平成 26 年 12 月の国連総会で承認されました。平

成 26年 11月には、愛知県名古屋市及び岡山市で、「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」が開催され、国連ＥＳＤの 10年を総括したうえで、今後さらなるＥＳＤ

の強化と拡大のため行動を求める「あいち・なごや宣言」が採択されました。 

グローバル・アクション・プログラムは、持続可能な開発に向けた進展を加速するため、あら

ゆる段階・分野での教育及び学習にＥＳＤの推進のための行動を起こし、拡大していくことを目

標とする実施計画です。世界の国や地域、地方レベルにおいて、次のような優先行動分野の元で、

各主体が行動していくことが推奨されています。 

 

●ＥＳＤの普及推進に関わる国際的な動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国の動向 

学校教育においては、教育基本法＊（平成 18年）が改正され、教育の目標として、「生命を尊び、

自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと（第２条第４号）」が新たに規定されまし

た。また、学校教育法（平成 19 年）が改正され、義務教育の目標として、「学校内外における自

然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと

（第 21条第２号）」が新たに規定されました。これを受けて、学習指導要領＊が改訂され、小学校

（平成 23年）、中学校（平成 24年）、高等学校（平成 25年）において全面実施されました。 

さらに、平成 23年６月に環境教育推進法が改正され、環境教育等促進法が公布されました。 

環境教育等促進法には、国民や民間団体等との協働取組や学校教育における環境教育の充実な

どが盛り込まれました。また、第８条により、市町村による「区域の自然的社会的条件に応じた

環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画」の

作成の努力義務が規定されました。 

また、環境教育等促進法を受け、平成 24年６月に閣議決定された「環境保全活動、環境保全の

意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」（以下、「国の基本方針」

国連持続可能な開発のための教育

（ESD）の 10 年（実施計画） 

（平成 14 年国連採択） 

ＥＳＤに関するグローバル・ 

アクション・プログラム 

（平成 26 年国連採択） 

H17～26 年 H27年～ 

＜グローバル・アクション・プログラムの優先行動分野＞ 

・ＥＳＤを教育と持続可能な開発に関する国際及び国内政策へ反映 

・あらゆる段階・場でのＥＳＤへの包括的取組を促進 

・ＥＳＤを実践する教育者を育成 

・ＥＳＤへの若者の参加を支援 

・ＥＳＤへの地域コミュニティの参加を促進 

 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の普及推進 
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といいます。）では、環境教育が育むべき能力や、求められる要素などが新たに規定されました。

また、地方公共団体が行動計画を作成する際には、国の基本方針を勘案することとされました。 

国内におけるＥＳＤの推進については、平成 27年４月に「持続可能な開発のための教育に関す

る関係省庁連絡会議」が設置され、グローバル・アクション・プログラムを踏まえたＥＳＤ国内

実施計画の策定に向けた検討が進められています。 

 

●本プラン策定の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●環境教育推進法（H15年 7 月） 

●国連 ESD の 10年（H17 年～） 

●教育基本法の改正（H18 年 12月） 

教育の目標に、「生命を尊び、自然を大切にし、環境

の保全に寄与する態度を養うこと」を規定 

 

第一次 

●板橋区環境教育推進プラン（H19 年 2月） 

●学校教育法の改正（H19 年 6 月） 
義務教育の目標に、「学校内外における自然体験活動

を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境保

全に寄与する態度の育成」を規定 

 

●学習指導要領の改訂（H20～21 年） 
        （H23年 4 月から順次施行） 
 
＜社会科における学習内容の例＞ 

小学校：国土の保全などのための森林資源の働き及び

自然災害の防止 

中学校：自然環境が地域の人々の生活や産業との関わ

りを持っていること 

高 校：環境や資源・エネルギーをめぐる問題などの

考察 

 

 

学校での環境教育の推進 

●板橋区環境教育プログラム＊（H19年度創設） 

●板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラム 

（H23 年 3月） 

板橋区環境教育推進協議会 

プログラム部会、カリキュラム部会 

 

 

板橋区の取組 国内外の動向 

●環境教育等促進法の改正（H23 年 6月公布） 

家庭、学校、職場、地域等における環境教育の推進、

協働取組の推進、学校教育における環境教育のさらな

る推進（教職員の研修の充実、教材の開発、情報提供

等）を強化 

 

●環境教育等促進法に基づく基本方針の改正 
（H24 年 6月） 

環境教育が育むべき能力や、求められる要素を新た

に規定。行政、民間団体、専門家等と学校との連携・

協力（協働取組）の重要性を明記 

 

 

●板橋区環境基本計画 2025 

（H28～37年度） 

第二次 

●板橋区環境教育推進プラン 2025 

（H28～37年度） 

●ESD に関するグローバル・アクション・プ

ログラム（H26 年 12月） 

「国連 ESD の 10 年」に代わる行動計画。ESD の

考え方の浸透、取組強化を提唱 
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３ 区における環境教育の現状と課題 

（１）成果指標からみた前プランの進捗状況 

前プランでは、その進捗状況や成果を点検・評価するため、環境教育が効果的に実施されてい

るかどうかをはかるものさしとして成果指標及び数値目標（平成27年度）を設定しました。 

前プランで定めた成果指標について、平成26年度の実績値をもとに目標値に対する達成率（％）

を算出しました（次表参照）。 

 

施策 成果指標 当初値※1 
H26 

年度値 
目標値 

(H27 年度) 
達成率 
【％】 

施策別 

達成率 
【％】 

 

 

左表を見ると、成果指標

のうち、目標値を達成して

いる項目（達成率 100％以

上）は、板橋区立エコポリ

スセンター（以下、「エコポ

リ ス セ ン タ ー 」 と い い ま

す。）の「ホームページの

アクセス件数」「環境講座

等参加者数（うちエコポリ

スセンター）」「環境イベン

ト等参加者数」「環境イベ

ント等参加者数（うちエコ

ポリスセンター）」の４項目

でした。 

このように成果指標を見

ると、前プランは目標達成

に向けて進捗しつつあるこ

とがわかります。 

情報の整備・活用 

エコポリスセンターホームページのアクセス件数 126,209 45,157 36,500 123.7 

91.6 
環境教育プログラムの利用学校数※２ 51 58 76 76.3 

プログラムバンクの登録プログラム数 37 197 200 98.5 

いたばしエコ・ショップの店舗数 95 102 150 68.0 

機会の提供 

環境保全キャンペーン参加者数 22,811 28,758 30,000 95.9 

114.5 

エコチェックシートの得点 51.9 56.9 
70 

（満点） 
81.3 

環境講座等参加者数 23,903 23,097 30,000 77.0 

 
（うちエコポリスセンター） 11,686 11,983 10,000 119.8 

環境イベント等参加者数 59,471 96,949 60,000 161.6 

 
（うちエコポリスセンター） 53,687 83,768 50,000 167.5 

集団回収登録団体数 832 883 900 98.1 

人材の育成・活用 
プログラムバンクの登録人数※３ 40 167 300 55.7 

64.2 

環境学習講師派遣人数 500 363 500 72.6 

場・拠点機能の 
整備・活用 

エコポリスセンター事業へのボランティア等 

参加者数 
656 990 1,000 99.0 

87.9 

エコポリスセンター登録環境団体数 13 
23 30 

76.7 
（こどもエコクラブ含む） 

学校における 
環境教育の推進 

小・中学校における環境学習の時間数※４ 4,294 3,792 4,000 94.8 94.8 

※１「当初値」は H19 年度の実績値を記載。ただし、※２と※３は H20 年度値、※４は H22 年度値を記載した 

 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.6

114.5

64.2
87.9

94.8

0

25

50

75

100

情報の整備・活用

機会の提供

人材の育成・活用
場・拠点の整備・

活用

学校における環境

教育の推進

前プランの成果指標目標達成率（平成 26 年度、施策別） 

（２）前プランに基づく施策の進捗状況 

次に、施策毎の進捗状況を見るため、成果指標の

平成26年度値について、施策別に達成率の平均値を

算出しました。その結果、「機会の提供」が高く、

「人材の育成・活用」が低い結果となりました。「情

報の整備・活用」「場・拠点の整備・活用」「学校

における環境教育の推進」は進展しつつあります。 

●目標達成率（施策別） 
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① 情報の整備・活用 

 

＜成果指標の達成率＞ 

「情報の整備・活用」の目標達成率は、91.6％でした。 

この施策の各指標のなかでは、「環境教育プログラムの利用学校数」の目標達成率が 76.3%

とやや低い結果となりました。 

 

＜施策の実施状況＞ 

・ 板橋区では、「板橋区環境白書＊」を隔年（資料編のみ毎年）で発行し、環境の現況や現

行計画の進捗状況を公表するとともに、区内の環境活動団体の紹介など、区民の環境行

動を促すための情報を提供しています。「板橋区環境白書」は、冊子での発行にくわえ、

区ホームページでも閲覧可能となっています。 

・ エコポリスセンターの事業をわかりやすく紹介する環境情報誌「エコポ」（隔月発行）や、

事業者向けの「環境管理ニュース」（月１ 回発行）・「環境管理」（年１回発行）の作成、

「広報いたばし」への環境情報の掲載及び区ホームページでの環境情報の提供など、様々

な媒体を通じて環境情報を提供しています。 

・ エコポリスセンターで、指定管理者制度導入後、ホームページリニューアル（平成 24 年

４月）及び近年利用が普及しているフェイスブック＊やツイッター＊による情報発信に取

り組んでいます。エコポリスセンターのホームページアクセス数は、指定管理者制度へ

移行期である平成 24 年度に一時的に落ち込みましたが、リニューアル後の平成 25 年度

は以前の水準に戻ってきています。 

・ 区民アンケート（平成 26 年 10 月実施）によれば、「エコライフフェア・エコライフウ

ィーク＊」を知らない区民が７割、「板橋かたつむり運動＊」を知らない区民が８割など、

情報が必ずしも全ての区民に行き届いているとは言えない状況があります。 

・ 「板橋区の環境教育に関するアンケート」（平成 27 年８月実施）によれば、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教育プログラムなど）につい

て７割以上の人が聞いたことがないと答えています。 

・ 全国に普及した緑のカーテン＊について、板橋区が発祥の地であることがあまり区民に

知られていないという指摘があります。 

 

＜今後の課題＞ 

 エコライフフェアや環境なんでも見本市などの環境イベントに対する区民の認知度が低

いため、様々な媒体を活用し、参加を促していくことが必要です。 

 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、連携・協働による環境教

育の取組につなげていけるよう、双方向の情報の交流を図っていくことが必要です。 
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② 機会の提供 

 

＜成果指標の達成率＞ 

「機会の提供」の目標達成率は、各施策項目のなかで最も高く、114.5％でした。 

この施策の指標のうち、区全体の「環境講座等参加者数」の目標達成率が 77.0%とやや低

い結果となりました。ただし、エコポリスセンターが実施する環境講座等の参加者数は

119.8%と目標を上回っています。 

 

＜施策の実施状況＞ 

・ 板橋区では、エコポリス板橋環境行動会議＊の主催による「ポイ捨て防止キャンペーン

やクリーン作戦」など、広く区民に環境保全活動の実践を呼び掛けるキャンペーンを行

っています。 

・ また、区民の環境意識の向上を目的とする環境イ

ベントをはじめ、「グリーンフェスタ」や「区民ま

つり」などの機会で環境に関るコーナーを設置す

るなどして、併せて啓発を行っています。 

・ さらに、環境保全についての講座や研修会も充実

しています。 

・ 環境イベントの参加者数は、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 

以前の水準に戻り、さらにエコポリスセンターの展示イベントを充実したため、平成 26

年度より大幅に増加しています。 

 

＜今後の課題＞ 

 環境保全活動を啓発する環境イベントや環境講座

など、様々な学びの機会が提供されています。こ

うした学びの機会への参加を促し、環境保全活動

の実践につなげる工夫をしていくことが大切で

す。 

 ボランティアや環境団体による自主企画講座など

区民が主体となる環境教育の取組を支援し、環境

講座の実施件数や参加者数を増やしていくことが

必要です。 

  

区民まつりでの環境に関するコーナー 

協働プロジェクト 

（コットンプロジェクト） 
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③ 人材の育成・活用 

 

＜成果指標の達成率＞ 

「人材の育成・活用」の目標達成率は、各施策項目のなかで最も低く、64.2%でした。 

この施策の指標には、「プログラムバンク登録人数」と「環境学習講師派遣人数」があり

ます。 

「プログラムバンク登録人数」は、ボランティアとして、様々な場で活躍できる環境教育

の担い手（指導者）の人数を表します。 

「環境学習講師派遣人数」は、環境学習の出前講座を行う際にエコポリスセンターから指

導者やサポーター、職員（スタッフ）を派遣した人数を表します。 

 

＜施策の実施状況＞ 

・ エコポリスセンターでは、指導者養成講座として、「エコライフマスター講座（初級・

中級・上級）」「保育士研修」「教員環境研修」「かんきょう観察」などを実施していま

す。 

・ 板橋区では、環境教育の指導者に対し、環境教育の企画・立案、準備などに役立つ情

報をわかりやすく提供する環境教育プログラムを整備しています。平成 27 年４月現

在 197のプログラム（事例を含む）が登録され、公表されています。 

・ 保育士や小中学校の教員と公募区民が参加する環境教育プログラム部会において検

討が行われ、区内での実践活動を通じて得られたノウハウや、板橋区の地域特性を加

味しながら、発達段階に応じて開発した体験的・実践的な環境教育プログラムが整備

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 環境教育を実践できる人材の拡大のためには、区民団体メンバーの固定化や高齢化など

を踏まえ、大学等との連携も行い、若い世代を含めて環境教育を担う人材を育成してい

くことが必要です。 

 環境分野の専門知識やノウハウを備えた指導者や、教員等の補助及び外部指導者との調

整を行う調整役（コーディネーター＊）などの人材の育成を組織的に行うことが求めら

れています。 

  

環境教育プログラム実証事業 環境教育プログラム実証事業 
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④ 場・拠点の整備・活用 

 

＜成果指標の達成率＞ 

「場・拠点の整備・活用」の目標達成率は、87.9%でした。 

「エコポリスセンター事業へのボランティア等参加者数」の目標達成率が 99.0%となった

一方で、「エコポリスセンター登録環境団体数」が 76.7%と目標達成に至りませんでした。 

 

＜施策の実施状況＞ 

・ エコポリスセンターでは、環境関連講座や区民団体と協力したイベントの実施（エコラ

イフフェア等）、大学との協定事業による講座等を行っています。 

・ 特に、指定管理者制度の導入（平成 24 年度）以降、民間の視点や経験・ノウハウなど

を活かし、区民団体・企業が講師を務める「夏休みこどもエコスクール」の拡大、大学

における環境系講座としての活用、学生インターン・ボランティアの取り込みなど、エ

コポリスセンターにおける学習メニューや実施体制の充実が進んでいます。ホームペー

ジリニューアルやＳＮＳ＊による情報発信にも取り組んでいます。 

・ さらに、エコポリスセンターの実施する事業において、ボランティアの協力により実施

した事業の数、ボランティアの人数とも増加しつつあります。 

・ エコポリスセンターにおいて、環境団体の登録を行っていますが、エコポリスセンター

登録団体数は 23団体（こどもエコクラブ＊３団体を含む）で横ばい傾向です。 

・ 平成 27年８月に実施した「板橋区の環境教育に関するアンケート（区民等 WEBアンケー

ト）」では、区内在住者のうち約３割がエコポリスセンターを利用した経験があります。 

・ また、エコポリスセンターが実施している取組（情報発信、サービス、イベント、体験

学習・教室、プロジェクト）については、約１割が「良く知っている」と回答し、「聞い

たことがある」人を含めると４～５割に達しています。 

・ エコポリスセンターを利用していない人にその理由を聞いたところ、「エコポリスセンタ

ーがあることを知らなかった」「取組内容がよくわからなかった」という理由を挙げた人

が６割に上りました。 

・ エコポリスセンター以外の拠点・場としては、リサイクルプラザや熱帯環境植物館（グ

リーンドームねったいかん）のほか、赤塚植物園やこども動物園などの遊び・体験を通

じて学ぶことのできる施設・公園などもあります。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き、エコポリスセンターの事業での積極的なボランティア導入やエコライフサポ

ーター＊の拡大を行っていくことが必要です。 

 拠点機能の充実を図るためには、広報やホームページなどを活用し、登録を促していく

とともに、講座やイベント、展示などの事業協力をきっかけに学生団体やサークルなど

にも登録を呼び掛けていくことが必要です。 
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⑤ 学校における環境教育の推進 
 

＜成果指標の達成率＞ 

「学校における環境教育の推進」の目標達成率は、94.8%でした。 

これは、「小・中学校における環境学習の時間数」の達成率が反映されています。 

 

＜施策の実施状況＞ 

・ 板橋区では、平成 20年２月に、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＊を策定しました。また、平成 23年３月には、４歳児か

らの実践事例を含んだ保幼小中一貫環境教育カリキュラムを区内全教員に配布しまし

た。 

・ 学校等においては、板橋区環境教育カリキュラムを参考に、総合的な学習の時間をはじ

め、各教科や道徳の時間、特別活動などを通じて環境教育に取り組んでいます。 

・ 学校教育においても全国に先駆けて緑のカーテンの提唱とその実践を図ってきました。 

 

＜今後の課題＞ 

 板橋区の学校等での環境教育の取組は全国的にも注目される"強み"と言え、支援を継

続・充実していくことが必要です。 

 学校等での環境教育の実績・成果を反映できるよう、指標の設定や把握方法について工

夫することが必要です。 

 

⑥ その他の取組 
 

＜その他の取組の実施状況＞ 

・ 区内では、平成 13 年以降、全区的に地域主導で環境保全活動を進める組織づくりが進ん

でいます。現在は、町会・自治会や青少年健全育成地区委員会、老人クラブ、産業、商

業、小・中学校ＰＴＡなどの連合体と各地域センター＊を単位とする地縁型組織の「エ

コポリス板橋 地区環境行動委員会」及びそれらを核として構成される「エコポリス板橋

環境行動会議」を通じた各団体単位での環境保全活動が実施されています。 

・ 区民が主体となり区との協働取組を担う組織として「いたばしエコ活動推進協議会＊」

（平成 24 年設立）があります。この協議会では、４つの部会単位での活動のほか、「環

境なんでも見本市」や「エコライフフェア」を始めとするイベントの企画・運営を行っ

ています。 

 

＜今後の課題＞ 

 エコポリス板橋環境行動会議を中心に展開してきた地域での取組が継続される一方、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、区と協働するととも

に、様々な関連団体等との連携・協働による環境教育の取組の輪を広げていくことが必

要です。 
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４ 各主体の取組状況（アンケート結果から） 

ここでは、平成 27年８月に、家庭、区民団体、事業者、区立保育園・幼稚園、区立小学校・中

学校を対象に実施した「板橋区の環境教育に関するアンケート」の結果を整理しました。 

 

（１）区民等 

区民等を対象にしたアンケート（以下、「区民等 WEB アンケート」）は、家庭での環境教育の実

施状況や自分の子どもが通う学校等での環境教育に対する意識・意向を把握することを目的に、

インターネットを利用して調査を実施しました。 

アンケートの対象は、調査の目的を踏まえ、板橋区あるいは東京都内に在住で、区内の保育園

から大学生までのいずれかの学校等に通学または通園している子どものいる方としました。632

人から回答があり、このうち 268人が板橋区居住者でした。 

 

① 家庭での環境教育、環境保全活動の実施状況 

前プランで示した家庭で取り組むべき環境教育、環境保全活動について実施状況を聞きました

（この図では、区民による実施状況を表すため、板橋区居住者を対象に集計しています）。 

 

●家庭での環境教育、環境保全活動の実施状況（板橋区居住者） 
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見本市等の環境イベントに参加する

買い物の際に、マイバックを持参する
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実施率が高かったのは、省エネルギー・省資源・ごみ減量など環境に関するルールやマナーを

心がけることや、マイバッグ＊の持参でした。 

今後取り組んでいきたい取組については、「環境イベントへの参加」が最も多く、半数程度の人

が回答しました。また、「講座や観察会、環境調査等への参加」「家庭での取組の発信」といった

回答も４割を超え、環境について学ぶ機会や伝える機会へのニーズが高いことがわかりました。 

さらに、「緑のカーテンや屋上緑化」や「エコチェックシート＊の利用」「環境配慮商品の選択」

「打ち水＊など伝統的な省エネルギーの知恵の活用」などの環境保全活動についても、約４割の人

から回答があり、今後の実施意向が高い結果となりました。 

 

② 家庭内での子どもへの環境教育の実施状況 

家庭においては、身近なところからの行動を促す、生きものや自然の素晴らしさを伝え体験さ

せる、環境について会話するなど、日頃子どもと接するなかで環境教育が行われていることがう

かがわれました。 

 

●家庭内での子どもへの環境教育の実施状況【複数回答】 

 

 

③ 学校等での環境教育・環境保全活動への参加・協力 

自分の子どもが通う学校等
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●「学校での環境教育・環境保全活動」への参加・協力の意向 
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（２）区民団体 

区民団体アンケートは、区内で活動している団体による環境教育の実施状況を把握することを

目的に実施しました。アンケートの対象は、エコポリスセンター登録団体とし、18団体回答があ

りました。 

 

① 団体による環境教育等の実施状況 

区民団体においては、啓発・体験・情報提供等を含む環境教育（以下、「環境教育等」）として

48事業が実施されていました。 

これらの事業は、年間で延べ約 230 回が実施され、約 8,500 人が参加していました。これは、

１開催あたり平均 37人の参加規模です。 

 

●エコポリスセンター登録団体が実施している環境教育等の事業内容 
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●エコポリスセンター登録団体が実施している環境教育等の一覧（アンケート結果より） 

団体名 取組・事業の名称 
実施回数 

（年間） 

参加者数 

（年間概算） 
対象世代 

板橋区子どもの科学

を推進する会 

学習講座開催：授業－環境への負荷を減らすエネルギーについて考えよう 1 67 小学生 

エコポリスセンター主催「夏休みこどもエコスクール」への参画：風車発電機 1 36 小学生 

こどもスーパーサイエンス実験教室 10 200 小学生 

いたばし水と緑の会 

会報「みず・みどり」の発行 6 400×6 大人 

バッタ広場観察会 1 25 幼児,小学生,大人 

区内幼稚園園外活動協力 1 20～30 幼児 

生態園周辺保全活動 4 150 大人 

夏休み生態園保全活動 1～2 30 小学生～大人 

いたばし野鳥クラブ 
荒川ゴミ拾いと自然観察 2 100 小学生～大人 

小学校(区内小学校 3 年生) 1 30 小学生 

エコ紙漉きはがき絵

の会 
紙漉き 12 120 大人 

エコラボ未来 

区外中学校 課外授業活動  10 200 中学生 

東日本大震災 被災地支援事業 4 397 その他 

夏休みエコスクール 講師 2 80 小学生 

エコポリスセンター グローブクラブ講師 3 45 中学生 

区内小学校 講師 1 30 小学生 

板橋区協働講座 講師 1 15 大人 

ＮＰＯ法人センスオブ

アース・市民による自

然共生パンゲア 

区民向け 講演と味噌造り体験講座 11 35～40 大人 

講演会・映画会 1 120 大人 

講演会・映画会 1 100 大人 

沖縄エコツアー 1 8 大学生等,大人 

自然分野・エネルギー分野プログラム実施 20 600 幼児,大人 

環境教育（自然分野・循環型社会の分野・エネルギー分野・地球環境問題
分野・健康分野など）プログラム実施 

9 300 小学生,中学生 

家政大学宮地ゼミとの協働環境学習活動―指導助言 1 30 大学生等 

環境教育 ワークショップ 17 98 大学生等,大人 

環境教育情報発信―月刊ニュースの発行 11 61 大人 

環境イベントへの参画、共同出店 4   大人,幼児,小学生 

おもちゃの病院板橋 再資源５R 12～14 350 各世代 

おもちゃの病院エコポ

リス 

再資源５R 
保育園・児童館・リサイクルセンター等へ出向き修理再生・育成・教育事業 

2 10 各世代 

エコポリスセンター主催「こどもエコスクール」への参画 2 40 各世代 

学習講座開催：出前授業－エコで手作りおもちゃの工作（小・中学校） 2 40 幼児,小学生,中学生 

環境を考え行動する

市民グループ「ぽん

ぷ」 

古着交換会 12 500～600 各世代 

講座 1 30 各世代 

グループけやき・花づ

くりグループ・さくらの

会 

こいのぼり大会 1 80 幼児,小学生 

七夕まつり 1 100 幼児,小学生 

寄せ植え講習会とハーブティーのつどい 1 15 大人 

陽だまりコンサート 1 100 各世代 

防災体験大会 1 120 各世代 

芋煮会 1 40 大人 

餅つき体験大会 1 120 各世代 

こより絵虹の会 夏休みエコスクール 1 40 小学生 

裂織りの会 夏休みエコスクール 1 40 小学生 

植物画を描く会  

夏休みエコスクール 1 40 小学生 

なんでも環境展 1   小学生,中学生 

植物画展 1 700 その他 

植物画教室 10 70 その他 

新婦人絵手紙サーク

ル 
新婦人絵手紙サークル 36 500 大人 

リフォームクラブ 夏休みエコスクール 1 40 小学生 

◇上記一覧は、アンケート結果をそのまま転記しています。  
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② 団体が環境教育等の活動を実施する目的・意義 

団体が環境教育等の活動を実施する目的・意義は、仲間や参加者との交流、団体の事業継続、

環境課題や社会的課題の解決への貢献など様々でした。 

 

●環境教育等の活動を実施する目的・意義 

 

 

③ 環境教育等の活動実施における連携 

団体による環境教育等の活動実施の際の連携先は、エコポリスセンターが最も多く、板橋区（エ

コポリスセンターを除く）、他のＮＰＯや区民活動団体と続きました。 

 

④ 環境教育等の活動実施にあたっての課題 

団体による環境教育等の活動実施にあたっての課題については、ほとんどの団体が「団体内の

人材の確保や世代交代」が挙げられました。また、参加者の確保・集客、場所（施設）や資金の

確保も約４割の団体が回答しており、課題となっていました。 

 

●環境教育等の活動実施にあたっての課題 
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（３）事業者 

事業者アンケートは、区内の事業者による職場での環境教育や地域での環境教育活動への協力

の実施状況を把握することを目的に実施しました。アンケートの対象は、板橋区環境管理研究会

に参加している事業者とし、23社から回答がありました。 

 

① 職場での環境教育の実施 

職場での環境教育は、20社（約９割）において、35件の環境教育が実施されていました。 

実施された環境教育のうち、実施されている職場での環境教育のテーマは、エネルギー・地球

温暖化、ごみ・資源、防災、ものづくり、人材育成などでした。また、一般従業員や技術者を中

心に各職層を対象に、日々の業務を通じた教育や社内の研修として実施されていました。 

 

●職場での環境教育の実施状況 

＜テーマ＞ 

 

 

＜対 象＞                ＜実施方法＞ 
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② 職場での環境教育を実施する目的・意義 

「職場での環境教育」を実施する目的・意義は、「モラル向上、法令順守の徹底」「節電・省エ

ネルギーのためのノウハウ習熟」や「社員のスキルアップ」といった社内の人づくりや組織体制

のほか、「企業の社会的責任（ＣＳＲ＊）の履行」も挙げられました。 

なお、こうした職場での環境教育の実施にあたり、外部講師を招聘している事業者は２社で、

いずれもＮＰＯから講師を招いていました。 

 

●職場での環境教育を実施する目的・意義【複数回答】 

 

 

③ 学校や地域、家庭で行われる環境教育活動への協力の実施状況 

実施していると回答した５社では、小学生から大人までを対象に、出前授業、体験・見学の受

け入れ、講習会・勉強会などの形式で、「学校や地域、家庭で行われる環境教育活動への協力・支

援」が実施されていました。 

 

 

～区内での事業者等の取組事例～ 

① 「板橋環境管理研究会（旧板橋公害防止管理者研究会）」は、昭和 53年 4月に（社）

板橋産業連合会の内部組織として発足した団体で、板橋区内の工場・事業場の公

害防止管理者や環境保全担当者の自主研究組織として、区と連携しながら活動し

ています。会員事業者に向け、環境に関するニュースや情報誌の発行、定期的な

研修会・見学会、区内の公害防止管理者への啓発活動などを行ってきました。さ

らに、地域や地球環境問題に寄与するとともに、環境マネジメントシステム＊の

構築・支援をするなど新たな活動を展開しています。 

② 板橋区では、環境に配慮した経済活動の推進については、環境マネジメントシス

テムの普及や「エコポリス板橋環境活動大賞」の表彰などを実施しています。 

③ 区内での環境ビジネスの振興については、板橋製品技術大賞（環境賞）による表

彰、「いたばし産業見本市」や「機械要素技術展」への区内企業の出展支援など、

環境に配慮した製品も含めて販路拡大を促進しています。 
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（４）学校等 

学校等アンケートは、保育園・幼稚園・小学校・中学校の環境教育の実施状況を把握すること

を目的に実施しました。区立保育園（39園）、区立幼稚園（２園）、区立小学校（53校）及び区立

中学校（23校）から回答がありました。 

 

① 学校等において実施している環境教育 

＜環境教育のテーマ＞ 

保育園・幼稚園では、「自然環境・生物多様性の保全」及び「循環型社会の実現」が多く扱われ

ていました。 

小学校では、各学年で「自然環境・生物多様性の保全」が扱われていました。また、発達段階

に応じて、４年生で「循環型社会の実現」、５年生・６年生で「温暖化防止、低炭素社会の実現」

を多く扱っていました。 

中学校では、学校の実態に応じて、テーマの設定がされていました。 

このように、区内の学校等では、子どもの発達段階や学校の実態に応じて、扱うテーマを変え

ながら環境教育に取り組んでいることがわかります。 
 

●環境教育を実施している学校又は園の割合（テーマ別）  
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＜保育園・幼稚園での環境教育＞ 

 保育園・幼稚園では、「遊び、ふれあい」をはじめ、「生活習慣、しつけ」や「手仕事、図画工

作」などの実施場面で、様々な「育てたいこと」をねらいとする環境教育が行われていることが

うかがわれました。 

 

●保育園・幼稚園での環境教育の実施場面、育てたいこと 
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② 「学校等における環境教育」の効果 

保育園・幼稚園、小中学校とも、「子どもたちの変化」や「教育方法の工夫が生まれる」といっ

た効果が挙げられていました。 

環境教育の実施を通じて、地域社会における学校等の役割の発揮、保護者・ＰＴＡとの信頼の

確保にも寄与していることがわかりました。 

 

●「学校等における環境教育」の効果【複数回答】 

 第１位 第２位 第３位 

保育園 

幼稚園 
子どもたちの変化（36 園） 

保育・幼児教育の方法の工夫

（29 園） 

園全体のプロジェクトや活動の

活発化（22 園） 

小学校 子どもたちの変化（44 校） 教育方法の工夫（23 校） 
地域社会における学校の役割

の拡大（17 校） 

中学校 子どもたちの変化（16 校） 
地域社会における学校の役割

の拡大（14 校） 

保護者、ＰＴＡからの信頼の確

保（6 校） 

◇子どもたちの変化については、次に示したような自由回答が寄せられていました。 

 

●教職員から見た子どもたちの変化（抜粋） 

＜保育園・幼稚園＞ 

・ 自分たちで育てたヤゴがトンボになったことで生命の神秘さを知り、命の大切さを身近で感じられる

ことができた。 

・ 自分たちで野菜を育てる活動を通して、野菜が苦手な子でも「食べてみよう」という気持ちがもてる

ようになった。 

・ 苦手な物にも挑戦する心や、作ってくれる方などへの感謝の気持ちを言葉で現すことができた。 

＜小学校＞ 

・ 身の回りの環境に関心をもつ児童が増え、特に自然環境の変化によく気付くようになった。 

・ 「緑のカーテン」を通して、遮光および蒸散による温度上昇抑制効果を知り、夏の冷房使用の省エ

ネ化について考えるようになり、植物栽培に積極的に取り組む児童が増えた。 

・ ごみ処理の過程やごみ減量化について学んだことにより、日常的に３Ｒ＊に取り組む児童が増え

た。５・６年生になっても継続して取り組むようになってきた。 

・ 教室移動の時に、必要のないところの電気を消すようになった。 

・ ごみの出し方や水の使い方について学んだことを生かし、家庭でも実践するようになった。 

・ 授業以外の学校生活においても、環境についての気付きのつぶやきや発言などが聞かれるように

なった。 

＜中学校＞ 

・ 子どもたち自身が環境に目を向け、「物を大切に使う」、「給食をしっかり食べる」、「無駄をなくす」

など、生活の中で自分たちにできるところから実践をするようになってきた。 

・ 環境について学び、その大切さ、生きることとの共通点、未来を考え、自分でできること、やらなくて

はならないことなど、課題に対し真剣に取り組む姿が見られるようになった。 
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③ 「学校等における環境教育」の実施状況 

＜環境教育のねらい＞ 

学校等に対し、環境教育のねらいを聞いたところ、「環境についての感受性、共生や思いやりの

心」「環境に対する気づき」をねらいとする環境教育は、保育園・幼稚園から中学校まで幅広い学

年で多く実施されていました。 

また、「環境に対する思考・表現、必要な技能」及び「環境に働きかける実践力」については、

小学校４年生から６年生までと保育園・幼稚園において多く実施されていました。 

 

●学校等での環境教育のねらい 

 
◇ 板橋区環境教育カリキュラムを参考に年間指導計画＊を立案している学校等からの回答 

 

＜環境教育の実施体制＞ 

小中学校では、学年の系統性や教科間の関連性をもたせたテーマ設定が重視されていました。

また、教員・職員の資質・能力の向上や、保護者・地域などへの成果報告等が行われていました。 

 

●学校等での環境教育の実施体制【複数回答】 

 第１位 第２位 第３位 

保育園 

幼稚園 

職員による勉強会・研修会への

参加を奨励（30 園） 

園内での職員研修を実施 

（24 園） 

保護者等への成果報告等 

（17 園） 

小学校 
学年の系統性や教科間の関連

性をもたせたテーマを設定（45

校） 

教員による勉強会・研修会への

参加を奨励（23 校） 

学校評価の項目に環境教育に

関する目標を設定し評価（16

校） 

中学校 
学年の系統性や教科間の関連

性をもたせたテーマを設定 

（15 校） 

学校評価の項目に環境教育に関する目標を設定し評価（6 校） 

学校評議員や PTA 役員などに成果等を報告（6 校） 

 

＜環境教育の実施にあたり活用しているもの＞ 

保育園・幼稚園では、プログラムバンク（29 園）や環境教育ハンドブック（27 園）、区内の環

境関連施設（27園）が比較的多く活用されています。エコポリスセンターの出前講座は、17園が

利用していました。 

小・中学校では、環境教育プログラム（41校）が比較的多く活用されていました。エコポリス
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センターの出前講座は、34校が利用していましたが、このうち中学校での活用は３校にとどまっ

ていました。 

 

＜外部講師の活用の充実＞ 

小学校の 83.0％（44校）、中学校の 73.9％（17校）、保育園・幼稚園の 80.5％（33園）は、外

部講師の活用を充実したいと考えていました。 

 

＜他の主体との連携による環境教育の実施状況＞ 

他の主体との連携による環境教育は、小学校が 25 校（47.2％）、中学校が 10 校（43.5％）、保

育園・幼稚園が 29園（70.7％）でした。連携先は、エコポリスセンターをはじめ、地域住民・自

治会やＮＰＯ・区民団体が挙げられました。 

 

④ 教育課程＊での環境教育以外の環境保全活動の実施状況、実施意向（小中学校のみ） 

教育課程での環境教育以外の環境保全活動は、「家庭での話し合い、環境保全活動につなげる工

夫」（小学校 37校、中学校 18校）や「学校等での環境に関する取組を地域に発信」（小学校 28校、

中学校 11校）を実施している学校が多くありました。 

今後、実施予定の環境保全活動は、「教職員による環境保全活動の実践を奨励」（小学校 16 校、

中学校 9校）、「学校等での環境に関する取組を地域に発信」（小学校 15校、中学校 10校）、「子ど

もたちに対して、地域の環境保全活動や環境イベント等への参加を奨励」（小学校 15 校、中学校

８校）が多く挙げられました。 

 

⑤ 今後の環境教育・環境保全活動の実施意向 

＜環境教育・環境保全活動の充実＞ 

今後、環境教育・環境保全活動を充実していきたいと回答した学校は、小学校が 62.3％（33校）、

中学校が 69.6％（16校）、保育園・幼稚園が 92.7％（38園）でした。 

 

⑥ 環境教育・環境保全活動の実施にあたっての課題 

時間の確保のほかに、外部講師・講師補助、指導のためのノウハウ・能力、予算、連携先の確

保及び調整交流などが課題として挙げられました。 

 

●学校等での環境教育・環境保全活動の実施にあたっての課題【複数回答】 

 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

保育園 

幼稚園 

人材（外部講師、講師補助）の確保(22 園) 

指導のためのノウハウ・能力の向上（22 園） 

予算の確保 

（21 園） 

時間の確保 

（18 園） 

資料・教材の用

意（17 園） 

小学校 
時間の確保 

（41 校） 

人材（外部講師、講

師補助）の確保（34

校） 

予算の確保 

（31 校） 

指導のためのノ

ウハウ・能力の

向上（28 校） 

学 習 場 所 （ 施

設）の確保（26

校） 

中学校 
時間の確保 

（15 校） 
予算の確保（12 校） 

人材（教員）の確保（11 校） 

人材（外部講師、講師補助）の確保（11 校） 

指導のためのノウハウ・能力の向上（11 校）   
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⑦ 「学校等における環境教育」に対する区民のニーズ（区民等 WEBアンケート結果より） 

＜学校等での環境教育に対する考え＞ 

区民等 WEBアンケートで「学校等での環境教育」について聞いたところ、約７割の人が「よい」

と評価しました。 

 

●「学校での環境教育」に対する考え 

 

 

＜「学校での環境教育」による子どもの変化の認識＞ 

環境教育による子どもの変化については、学校等での様子や楽しみにしていることなどを家庭

内で話していることがわかりました。 

 

●「学校での環境教育」による子どもの変化【複数回答】 

 

 

＜「学校での環境教育」による意義・効果に対する考え＞ 

学校等での環境教育の意義・効果については、「自然体験や社会体験など様々な体験活動の機会」

とらえ、「環境についての感受性、共生や思いやりの心を育む」「環境に対する知識・理解が深ま

る」と考えていることがうかがわれました。 

また、環境に対する知識や理解にとどまらず、問題解決能力、社会生活への応用、課題解決な

ど「生きる力＊」を育む面に期待を寄せる人も比較的多くいました。 
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37.5%

あまりよいと思わ

ない
7.1%

まったくよいと

思わない
3.2%

わからない
18.7%

(n=632)

150

114

70

9

333

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

｢学校での環境教育」の内容など学校で

あったことを家で話すようになった

｢学校での環境教育」を楽しみにするようになった

｢学校での環境教育」で興味を持った

ことを自分で勉強するようになった

その他

特にない
(n=632)
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●「学校での環境教育」の意義・効果に対する考え【複数回答】 

 
 

＜板橋区における「学校での環境教育」の方向性について＞ 

板橋区における「学校での環境教育」の方向性に対しては、「もっと充実すべき」と回答した人

が約４割、「このままでよい」を回答した人が約４割でした。 

 

＜板橋区における「学校での環境教育」の取組を進めるにあたり、学校に期待すること＞ 

学校に期待することとしては、「学校での環境教育の方針を保護者に伝える」ことや、「子ども

への環境教育に役立つ情報を提供する」ことが挙げられていました。 

 
●「学校での環境教育」の取組を進めるにあたり、学校に期待すること【複数回答】 

 
  

275

245

215

192

134

134

126

104

103

63

53

51

4

107

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

自然体験や社会体験などさまざまな体験活動を行うことができる

環境についての感受性、共生や

思いやりの心を育むことができる

環境に対する知識・理解が深まる

環境に対する思考・判断・表現する力が身につく

問題解決に必要な技能が身につく

大人になった際に、社会生活や

実際の場面で活用できるようになる

地域の特性や学校の創意工夫を

生かした特色ある教育が展開できる

環境に働きかける実践力が身につく

環境の枠を越えた横断的・総合的な課題について学習できる

教科の時間が減っており、基礎的・

基本的な内容の学習がおろそかになる

環境教育の授業の準備に時間がか

かり、教師の負担が大きくて大変だ

単なる体験になっており、教科との

関連が不十分で、学力が身につかない

その他

特にない(n=632)

231

278

152

84

5

153

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

「学校での環境教育」に関する方針を保護者に伝える

子どもへの環境教育に役立つ情報を提供する

休日や放課後に子どもの環境学習に

役立つ体験活動やイベントを開催する

子どもたちの環境教育・環境学習に対し、保護者が

ボランティアで学校を支援するしくみをつくる

その他

特にない
(n=632)
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５ 板橋区の環境教育の推進にあたっての課題（まとめ） 

前プランの進捗状況から見た課題を基に、「環境教育を取り巻く動向」や「各主体の取組状況（ア

ンケート結果）」を踏まえ、プラン改定にあたっての課題をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環
境
教
育
を
取
り
巻
く
動
向 

各
主
体
の
取
組
状
況 

（
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
） 

①「情報の整備・活用」に係る課題 

・ 「エコライフフェア」や「環境なんでも見本市」などの環境イベントに対する区民の認知

度が低いため、様々な媒体を活用し、参加を促していくことが必要です。 

・ 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、連携・協働による環境教育

の取組につなげていけるよう、双方向の情報の交流を図っていくことが必要です。 

 

 

 ②「機会の提供」に係る課題 

・ 環境保全活動を啓発する環境イベントや環境講座など、様々な学びの機会が提供されてい

ます。こうした学びの機会への参加を促し、環境保全活動の実践につなげる工夫をしてい

くことが大切です。 

・ ボランティアや環境団体による自主企画講座など区民が主体となる環境教育の取組を支援

し、環境講座の実施件数や参加者数を増やしていくことが必要です。 

 

 
③「人材の育成・活用」に係る課題 

・ 環境教育を実践できる人材の拡大のためには、区民団体メンバーの固定化や高齢化などを

踏まえ、大学等との連携も行い、若い世代を含めて環境教育を担う人材を育成していくこ

とが必要です。 

・ 環境分野の専門知識やノウハウを備えた指導者や、教員等の補助及び外部指導者との調整

を行う調整役（コーディネーター）などの人材が求められています。 

 

 
④「場・拠点の整備・活用」に係る課題 

・ 引き続き、エコポリスセンターの事業での積極的なボランティア導入やエコライフサポー

ターの拡大を行っていくことが必要です。 

・ 拠点機能の充実を図るためには、広報やホームページなどを活用し、登録を促していくと

ともに、講座やイベント、展示などの事業協力をきっかけに学生団体やサークルなどにも

登録を呼び掛けていくことが必要です。 

 

 

 

⑥その他の課題 

・ エコポリス板橋環境行動会議を中心に展開してきた地域での取組が継続される一方、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、区と協働するとともに、

様々な関連団体等との様々な連携・協働による環境教育の取組の輪を広げていくことが必

要です。 

 

 

 

⑤「学校における環境教育の推進」に係る課題 

・ 板橋区の学校等での環境教育の取組は全国的にも注目される“強み”と言え、支援を継続・

充実していくことが必要です。 

・ 学校等での環境教育の実績・成果を反映できるよう、指標の設定や把握方法について工夫

することが必要です。 

 

前プランの進捗状況から見た課題【再掲】 
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○ 環境教育を担う人材を増やし、活躍を後押しする拠点と仕組みを整備していくこと 

学校等や地域での環境教育の取組が広がりつつある中で、区民や区民団体なども担い手となれ

るよう、環境分野の専門知識やノウハウを備えた指導者や、教員等の補助及び外部指導者との調

整を行う調整役（コーディネーター）などの人材の育成が必要です。 

また、こうした人材の活躍を後押ししていくためには、エコポリスセンターを拠点とし、環境

団体等の実践活動の拡大や相互連携による活動の充実を図ることが必要です。 

 

○ 学びの機会を連携・体系化し、情報交流を活発化させること 

環境イベントや環境講座など、様々な学びの機会への参加を促し、環境保全活動の実践につな

げることが必要です。そのためには、それぞれの学びの機会を連携させるとともに、関心・興味

を引き出し、参加・体験を通じ、理解・実践につなげていくような体系化が必要です。 

 

○ 学校等での環境教育の成果を継承・発展すること 

保育園・幼稚園から小中学校が一貫したねらいの基に作成された環境教育カリキュラムや、教

員や指導者などが環境教育を実践する際に参考となる環境教育プログラムの作成・活用などは、

全国的にも注目される“強み”と言えます。 

一方、子どもをもつ家庭では、学校等での環境教育を評価する人が多く、環境に対する知識・

理解にとどまらず、子どもの「生きる力」を育む側面にも期待を寄せています。 

学校等においてＥＳＤの視点を取り入れた環境教育の充実を図るとともに、環境教育の実績・

成果を把握していくことが必要です。 

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や地域などに発信することによ

り、広く区民の関心を高めることにつなげていくことが必要です。 

 

○ 地域に根差した協働取組を広げ、環境教育の取組の輪を広げていくこと 

エコポリス板橋環境行動会議を中心に展開してきた地域での取組が継続されています。また、

エコポリスセンターを拠点に様々な活動や、いたばしエコ活動推進協議会など区民が主体となる

協働取組が広がりつつあります。 

今後は、環境教育等促進法の趣旨も踏まえ、様々な連携・協働による環境教育を進めることに

より、環境保全活動の実践を支えていくことが必要です。 

 

○ 板橋区の環境教育の取組についての情報を積極的に発信すること 

現在、板橋区の総人口については増加基調にあり、高齢化が進んでいます。また、東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック競技大会を契機とし、「環境にやさしい五輪の実現」に対し、板橋区

ならではの取組を通じて寄与することが求められています。 

このような中、区内で行われている環境教育の取組の実績・成果、人づくりやパートナーシップ

づくりが生まれつつあることは、板橋区の魅力とも言えます。区民をはじめ、来訪者や今後区内に

居住しようと考えている人たちなどにも情報発信（スマート化）し周知をしていくことが必要です。  



 

 

34 

コラム：東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした環境配慮の推進 

 

 

環境省では、平成 26 年 8 月に、「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機と

した環境配慮の推進について」を発表し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

において、世界に対して発信すべきことは何かについて、環境省としての考え方を整理しま

した。 

これによると、環境面からの意義の一つとして「『環境都市東京』の実現」を挙げています。 

これは、世界最大の都市圏で「循環共生型社会」づくりに取り組み、世界に持続可能な都

市のあり方を示すことや、自然の回復等を通じた良好な環境の創出により魅力的な都市の実

現を目指す考えを示したものです。 

 

＜環境面からの意義＞ 

 

 

資料：「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の推進について」 

   （平成 26 年８月、環境省） 
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第３章 環境教育の基本指針 

 

板橋区では、持続可能な社会の実現を担う人づくりに向けて環境教育を推進します。 

持続可能な社会とは、将来の子どもたちも含め、みんなが幸せに暮らせる社会です。その実現

に向けて、一人ひとりが世界の人々や将来世代、環境との関係性の中で生きていることを認識し、

様々な課題の構造やその解決に向けて、自らの行動を変革していくことが大切です。 

そのために、未来に向けて一人ひとりが主体的に行動し、環境保全活動の実践、参加につなげ

ていく力、いわば「環境力」を高めていけるような環境教育が問われています。 

ここでは、板橋区の環境教育を推進する際の基本指針を示します。 

 

１ 板橋区が目指す環境像 

板橋区環境基本計画 2025では、持続可能な社会の実現を見据え、区の目指ざす環境像を掲げる

とともに、その実現のために、環境の分野に応じた６つの基本目標を設定しています。 

本プランでは、環境教育を推進し、これら基本目標に沿った環境保全の取組を具体化、促進し

ていきます。 

 

●板橋区環境基本計画 2025の区の目指す環境像と基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標】 

①『低炭素社会の実現』 

②『循環型社会の実現』 

③『自然環境と生物多様性の保全』 

④『快適で健康に暮らせる生活環境の実現』 

⑤『「環境力」の高い人材の育成』 

⑥『パートナーシップが支えるまちの実現』 

「人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス板橋”」 

【環境像】 
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２ 板橋区の環境教育の基本指針 

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す。このため、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重要となり

ます。 

板橋区の環境教育では、持続可能な社会の実現に向けた教育（ＥＳＤ）の視点、さらには「持

続可能な社会の実現を担う人の育成」及び「各主体による環境教育の実践」を取り入れて“人づ

くり”を推進していきます。 

 

（１）ＥＳＤの視点を取り入れた環境教育の推進 

「持続可能な社会の実現に向けた教育（ＥＳＤ）」は、一人ひとりが世界の人々や将来世代、ま

た、環境との関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の実現に向けて行動を変革

するための教育を言います。 

持続可能な社会づくりのためには、環境をはじめ、国際理解、健康福祉、多文化共生、まちづ

くり、防災など多岐にわたる課題があります。このためＥＳＤは、様々な課題を多角的にとらえ、

単なる知識の習得や活動の実践にとどまらず、日々の取組の中で課題解決に必要な能力・態度を

身に付けることが重要です。 

環境を保全するためのルールを周知するだけでなく、ＥＳＤの視点を取り入れて環境教育を推

進していきます。 

 

（２）持続可能な社会の実現を担う人の育成 

板橋区の環境教育では、幼児期から各学校段階の教育、そして生涯学習へとつなげていくこと

で、次に示すような「持続可能な社会の実現を担う人」を育成していきます。 

 

＜持続可能な社会の実現を担う人＞ 

・ 板橋の環境を介して、「人と自然」「人と人」「人と社会」のつながりやきずなを 

想像し、理解する人 

・ 知識の習得にとどまらず、自ら考え、公正に判断し、主体的に行動し、成果を 

導き出す人 

・ 知識を得て理解した内容を他者に伝える人 

・ 他者と議論し、合意形成する人 

・ 他者の痛みに共感し、共に働き、汗を流すとともに、協働する人 

・ 理想とする社会像を自ら描き、それぞれの立場と役割で社会づくりを担う人 

・ 既成概念にとらわれず、新しい価値を創り出していく人 

 

なお、これらは、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」を踏まえて見直したものです。  
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（３）各主体による環境教育の実践 

「持続可能な社会の実現を担う人」の育成に向け、区民や区民団体、事業者、学校等及び区の

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ます。 

 

① 自然体験、社会体験、生活体験など実体験を通じた様々な経験をする機会を設けること。

地域を教材とし、より実践的に実感をもって学ぶこと 

地域の身近な課題に対する取組を体験することによって、学びに実感を伴わせることができ、

地域への関心・愛着に裏打ちされた行動につなげることができます。 

 

② 双方向型のコミュニケーションにより、気付きを引き出すこと 

知識の一方通行に終始させるのではなく、協働による取組を実践した経験を通じた双方向型の

コミュニケーションによって、学習に参加する者から気付きを引き出すことができます。 

 

③ 人と環境との関わり、人と人との関わりについて学ぶことが大切であること 

大気、水、土壌、生物等の間を物質が循環し、生態系＊が微妙なバランスを保つことで、地域の

環境が成り立ち、ひいては地球全体の環境が成り立っています。人間が生きるために必要な水や

食料の確保はもちろん、日常の消費生活や事業活動等は健全な環境があって初めて実現します。 

このような人と環境との関わりに加え、環境負荷を生み出している社会経済の仕組み、私たち

の生活や文化の在り方なども理解することで、持続可能な社会に向けての道筋を把握することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●区内での環境教育の実践事例（板橋区環境教育プログラムより） 

緑のカーテンを作ろう 

ねらい 

緑のカーテン作りを通して自然の素晴ら

しさ・環境を守ることの大切さを学ぶ。 

 

 

 

 

緑のカーテンづくり 

まちのヒートアイランドを調べよう 

ねらい 

都市部独特の温暖化現象であるヒートア

イランド現象を実感し、どんな環境が涼し

いのかなどから改善方法を考えられるよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に気温を測定 
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④ 環境に関わる問題を客観的かつ公平な態度でとらえること 

環境問題は、科学的に原因を追求し、対策を講ずることが必要です。環境教育も、科学的な視

点を踏まえ、環境問題を客観的かつ公平な態度でとらえていくことが大切です。 

 

⑤ 生産・流通・消費・廃棄の社会経済システムにおいて、ライフサイクル＊の視点で環境負

荷をとらえること 

私たちの消費生活が直接見えない部分で環境に影響を与えていることについて、気付きを引き

出すために、生産・流通・消費・廃棄といった製品のライフサイクルの視点で温室効果ガスの排

出量や生物多様性への影響等の環境負荷をとらえる視点を盛り込むことが重要です。 

 

⑥ 豊かな環境とその恵みを大切に思う心をはぐくむこと 

恵み豊かな環境が人間の生存にとって不可欠であるのみならず、物質的にも精神的にも大切に

思う気持ちをはぐくむことが重要です。 

 

⑦ いのちの大切さを学ぶこと 

環境教育により、いのちあるものに触れ、いのちの感動を得て、いのちを尊ぶ心をはぐくむこ

とが期待されています。また、この地球上でいのちのあるものは相互に関わり合い、支え合う存

在であることを感じ、理解することも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区内での環境教育の実践事例（板橋区環境教育プログラムより） 

身近な自然を調べてみよう 

ねらい 

身近な校庭や学校周辺の動植物を観察す

ることで自然に関心を持つようになり、自

然を大切にする心を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察ウォークラリーの様子 

食べ物はどこからくるんだろう 

ねらい 

自分たちが普段食べている食材が世界各

国で生産されていることを産地マップを作

りながら理解し、食材の輸送等にかかるエ

ネルギー消費を抑制するためにはどのよう

な行動ができるか考えられるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシから食材の産地マップづくり 
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第４章 環境教育の推進に向けた取組 

 

区民や区民団体、事業者、学校等及び区の各主体は、家庭や地域、職場、学校などで、幼児か

ら小・中学生、高校生、大学生等、大人といった世代に応じた環境教育に取り組むことが大切で

す。 

ここでは、世代に応じた環境教育のねらいや各主体に期待される役割を示します。さらに、板

橋区の環境教育で進めるべき、学びの機会（イベント・講座等）の提供や、基盤となる施策、学

校等における環境教育、協働取組の促進のあり方を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 環境教育を進める学びの機会（イベント・講座等）の提供 

４ 環境教育の推進のための基盤となる施策 

板橋区の環境教育の推進に向けた取組 

 

１ 世代に応じた環境教育のねらい 

５ 学校等における環境教育の充実 

６ 協働取組の促進 

２ 各主体に期待される役割 
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１ 世代に応じた環境教育のねらい 

環境教育は、幼児から小・中学生、高校生、大学生等、大人に至る世代での、発達の段階や生

活のあり方に応じて、内容や進め方を工夫することが効果的です。 

そのためにまず、各主体が、家庭や学校等、職場、地域で環境教育を実施する際に、見据えて

おくべき「環境教育のねらい」を示します。 

 

●世代に応じた環境教育のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料５ 

大 人 

大学生等 

高校生 

小・中学生 

幼 児 

○ 公園や水辺に出か

けたり、農業体験を

行ったりして、自然

に親しみ触れ合う 

 

○ 自然を大切にする

気持を持つ 

 

○ 身近な動植物など

自然に関心を持つ 

 

○ 身近な動植物と関

わりながらいのち

の大切さに気付く 

○ 知識や経験を生かし次

の世代に伝える 

○ 環境保全のため主体的

に働きかける能力や態

度を身に付ける 

○ 環境に関するイベント

や講座など、学びの機会

に参加する 

○ 地域での環境保全活動

に参加又は協力する 

○ 日常生活や事業活動に

おいて省エネ・省資源な

ど環境に配慮した行動

を実践する 

○ 環境に配慮した製品・サ

ービスを購入・利用する 

○ 自らの生活様式を改善

し、実践する 

○ 学校や地域での環境保

全活動に参加する 

○ 環境問題の因果関係や

相互関係を理解する 

○ 課題の解決方法につい

て考える 

○ 身近な環境の良さや問

題点に気付く 

○ 活動、体験を通し、自然

の不思議さや面白さに

気付く 

○ 見る、世話をする、育て

るなどの活動や、日頃の

生活体験を通じて身に

つける 

環 境 教 育 の ね ら い 

FEEL 

環境についての 

感受性、共生や 

思いやりの心 

FEEL ACTION 

環境に働きかける 

実践力 

ACTION THINK 

環境に対する 

見方・考え方 

THINK 
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２ 各主体に期待される役割 

板橋区の環境教育を効果的に進めていくためには、区の各種事業による推進だけでなく、区民

や区民団体、事業者、学校等及び区の各主体が役割を分担しつつ、対等な立場で連携・協働しな

がら、区全体が一体となった取組を進めていく必要があります。 

役割分担を示すことで、区が実施する環境教育に関する施策や、各主体の自主的・積極的な取

組において、それぞれの主体の活動の指針となるとともに、主体間の協働取組の促進を図ります。 

ここでは、区民、区民団体、事業者、学校等及び区の主体毎に、期待される役割を示します。 

 

●各主体における環境教育の推進 
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（１）区民 

 区民は、家庭や地域において、日常生活の中で環境について考え、自主的に環境保全行動を実

践することが大切です。また、遊び・レクリエーションを通じて自然にふれあい、しつけなどの

家庭教育の場で環境教育に取り組むことや、環境保全活動を通じて地域コミュニティの輪を拡げ

ることが期待されます。 

 

① 家庭や地域におい

て省エネ・省資源な

どの環境保全活動を

実践します 

・ エネルギーの無駄遣いを避け、省エネルギーに取り組みます。 

・ ライフスタイルを見直し、ごみを出さない生活を心がけるとと

もに、「板橋かたつむり運動」に関心を持ち、３Ｒ（リデュース、

リユース、リサイクル）を実践します。 

・ 車をできるだけ使わず、徒歩、自転車、バス、電車などの公共

交通を利用します。 

② 暮らしのなかで自

然とのふれあいを取

り入れます 

・ 庭やベランダで花や緑を育て、緑のカーテンづくりにチャレン

ジします。 

・ 週末や余暇に、公園や水辺に出かけたり、農業体験を行ったり

して自然と触れ合います。 

・ 武蔵野台地の崖線＊の緑や湧水＊、荒川や石神井川の水辺、武蔵

野の名残をとどめる屋敷林＊や農地など、板橋区の自然に関心を

持ち、自然を観察します。 

③ 環境に配慮した製

品の購入・サービス

の利用を心がけます 

・ 家電などのエネルギー機器は省エネ性能の高いものを選び、太

陽光発電などの再生可能エネルギー設備を導入、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選びます。 

・ 省エネルギーや再生可能エネルギー、水素利用＊などに関する新

たな環境技術について関心を持ち、情報を入手します。 

④ 環境に関するイベ

ントや講座などに参

加します 

・ 各主体が実施する環境教育に関するイベントや講座などの学び

の機会に参加します。 

・ 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。 

⑤ 地域での環境保全

活動に積極的に参加

します 

・ エコポリス板橋環境行動会議が主催する「板橋クリーン作戦」

や「ポイ捨て防止キャンペーン」などの環境美化活動に参加・

協力します。 

・ 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」などに参加します。 
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（２）区民団体 

 区民団体は、区民や事業者などの各主体に対して環境への関心・興味を深めるための啓発を行

い、地域での環境保全活動の実践を促進する重要な役割を果たすことが期待されます。 

また、これまで培ってきた専門的な知識やノウハウ、行動力を活かし、環境教育の機会を提供

するとともに、協働による環境教育の中心的な役割を担うことが期待されます。 

 

① 団体の活動内容や

環境に関する情報を

発信します 

・ ホームページや会報等を通じて、団体の活動や環境に関する情

報を発信します。 

② 環境に関するイベ

ントや講座などに参

加し、参加の輪を広

げます 

・ 集団回収＊やフリーマーケット、清掃活動など、地域での環境保

全活動に参加・協力します。 

・ 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。 

・ 専門的な知識やノウハウを活かし、区民や事業者などの各主体

に対し、環境保全についての啓発やＰＲを行います。 

③ 各主体と連携・協

力し、実践活動の場

を提供します 

・ 地域等での環境保全活動の機会を企画・実施するとともに、指

導者や促進役（ファシリテーター＊）等を派遣し協力します。 

・ 学校等での環境教育の実施を支援するため、専門的知識を有し

た人材を指導者や調整役（コーディネーター）等として派遣し

ます。 

④ 地域や学校での環

境教育の指導者や主

体間の橋渡し役など

を務めます 

・ エコポリスセンター等に団体登録し、区による環境事業や学校

等・地域での環境教育に協力します。 

・ 団体の活動に参画し、環境教育の推進役となる人材の育成・確

保に努めます。 

・ 他の区民団体との交流を図り、連携します。 
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（３）事業者 

 事業者は、環境に配慮した事業活動や商品・サービスの開発・提供に努めるとともに、協働に

より、地域での環境教育・環境保全活動を促進していくことが期待されます。 

 

 

① 環境に配慮した事

業活動の実施に努め

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

を選び、太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を導入、利

用します。 

・ 事業活動で生じるごみを極力少なくするとともに、事業系ごみ

の分別を徹底し、資源化を図ります。 

・ 環境に配慮した商品・サービス等を開発・提供するとともに、

消費者等に啓発・ＰＲを行います。 

・ 小売業等では、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み、「いたばしエコ・ショップ＊認定制度」

の認定を受けます。 

・ 「板橋エコアクション＊」など、環境マネジメントシステムを導

入します。 

② 職場での環境教育

の実施に努めます 

・ 朝礼や会議、研修会などにより、従業員へ環境教育を行います。 

・ 職場のみならず、家庭や地域における取組につなげます。 

③  見学の受け入れ

等、地域の環境保全

活動に参加し、協力

や支援を行います 

・ 従業員の環境教育・環境保全活動への参加を支援します。 

・ 見学の受け入れ等を行い、事業所を環境教育の場として提供し

ます。 

・ 学校等や地域での環境教育の指導者として、従業員を派遣しま

す。 

④ 環境保全の取組に

ついて発信し、地域

とのコミュニケーシ

ョンを図ります 

・ 環境報告書、環境なんでも見本市などを通じて、事業所での環

境保全の取組を発信します。 
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（４）学校等 

 学校等は、子どもの発達段階に応じた環境教育を実施することで、将来の区民等の行動にも寄

与していく人づくりへの役割が重要となります。また、地域と連携し、学校等の特性を活かした

環境教育の取組を広げていくことが期待されます。 

 

① 保育や幼児教育、

学校教育を通じ、子

どもの発達段階に応

じた環境教育を実施

します 

・ 環境教育カリキュラムを参考に、総合的な学習の時間をはじめ、

各教科や道徳の時間、特別活動などを通じて、系統的な環境教

育を実施します。 

・ 教育課程の編成に、実施にあたっては、子どもの発達段階に応

じて、それぞれの教科等の中で、あるいは、教科等間での連携

を図り、探求型学習へとつなげていきます。 

・ 環境教育の実施にあたり、板橋区環境教育ハンドブックや「テ

キスト『未来へ』」を活用します。 

・ 遊びや体験活動を通じて環境に触れ合うなど、子どもの感受性

を高めます。 

② 地域と連携し、学

校等の特性を活かし

た環境教育を行い、

家庭や地域に波及さ

せます 

・ 学校等での環境教育の効果的かつ効率的な実施のため、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

専門知識を有した地域の人材を、指導者として活用するととも

に、教員等の補助及び外部指導者との調整役（コーディネータ

ー）として活用します。 

・ 学校等での環境教育の取組を、保護者や地域の人々にも紹介、

発信していきます。 

・ 地域でのイベントや環境教育・環境保全活動の機会において積

極的にその活動を支援します。 

③ 教員等を対象にし

た環境教育に関わる

研修を実施します 

・ 教職員等は環境教育やＩＣＴの活用に関する研修会等を通じ、

環境に関する知識を深め、指導力向上を図ります。 

④ 学校等での省エネ

ルギー・省資源など

の環境保全活動を実

践します 

・ 学校等において、緑のカーテンづくりやビオトープ＊づくりを行

うほか、太陽光発電や省エネルギー設備を導入するなど、環境

保全活動を実践します。 

⑤ 大学や専修学校な

どでも環境教育を実

践していきます 

・ ボランティア活動やサークル活動、研究活動などを通じて、学

生による環境教育や環境保全活動に取り組んでいきます。 

・ 環境教育や環境保全に関する専門知識を有する教員や学生等

が、地域における環境教育の指導者等として活動します。 
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（５）区 

区は、各主体による環境教育の取組を支援し、区全体の環境保全活動の普及促進や、協働によ

る環境教育・環境保全活動の実践を支援する役割を担います。 

 

 

① 環境保全に向けた

基本的かつ総合的な

施策を実施します 

・ 板橋区における環境教育の推進に向けて、情報の提供・活用促

進、各主体による環境教育の取組の支援、人材の育成・活躍促

進、場・拠点の整備・活用を図ります。 

・ 学校等における体系的な環境教育の推進を支援します。 

・ 関連施策間の連携・調整を図り、環境教育に関する事業を実施

します。 

・ 国や都、他自治体等との連携・調整を行います。 

② 環境教育の拠点機

能の充実を図ります 

・ 世代やテーマに応じた環境教育の機会や環境保全に向けた実践

活動の機会を提供します。 

・ エコポリスセンターの拠点機能を活用し、各主体間の橋渡しを

行い、環境関連施策への多様な主体の参画を促進します。 

③ 各主体による環境

教育の取組を支援し

ます 

・ 区民や区民団体、事業者、学校等との協働により、板橋区の自

然・地域特性を活かした環境教育プログラムを開発・提供しま

す。 

・ 環境教育の指導者や調整役（コーディネーター）、促進役（ファ

シリテーター）となる人材の育成と活躍促進を図ります。 

④ 板橋区の環境教育

や環境保全活動など

について情報を発信

します 

・ 板橋区の環境教育や環境保全活動についての情報を収集し、ニ

ーズに応じた情報を分かりやすく提供するとともに、関心・興

味を深めていくために情報発信をします。 
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３ 環境教育を進める学びの機会（イベント・講座等）の提供 

ここでは、板橋区環境基本計画 2025の基本目標１～４に沿って板橋区の環境教育を進めるため

に、「関心・興味」を深め、「参加・体験」による実感を伴う学びや、「理解・実践」へとつながる

学習へと展開する、一連の学びの機会を例示します。 

なお、各機会の参加対象世代については、わかりやすく示すため「幼児」「小・中学生」「高校

生」「大学生等」「大人」と区分していますが、この区分に限らず、幅広い世代の方々の参加が期

待されます。また、各主体は、これら学びの機会や板橋区環境基本計画 2025及び関連個別計画（４

頁参照）を参考に、環境教育を実践したり、ボランティアとして参加したりすることができます。 

 

●環境教育を進める学びの機会（イベント・講座等）の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜板橋区環境基本計画2025の基本目標＞ 

３ 

環
境
教
育
を
進
め
る
学
び
の
機
会 

（
イ
ベ
ン
ト
・
講
座
等
）
の
提
供
（ 

～ 
頁
） 

51 
 
56 

４ 

環
境
教
育
の
推
進
の
た
め
の 

基
盤
と
な
る
施
策
（ 

～ 

頁
） 

57 
 
64 

①『低炭素社会の実現』 

②『循環型社会の実現』 

③『自然環境と生物多様性の保全』 

④『快適で健康に暮らせる生活環境の実現』 

⑤『「環境力」の高い人材の育成』 

⑥『パートナーシップが支えるまちの実現』 
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（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） 

家庭や事業所においては、日常生活や事業活動における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対策に取り組みます。 

また、省エネ性能の高いエネルギー機器やエネルギー管理システム＊の導入のほか、太陽光発電

などの再生可能エネルギーの利用を進めます。さらに、ハイブリッド車や電気自動車などの環境

にやさしい自動車＊の導入や、公共交通機関の利用、カーシェアリング＊の取組などにより、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。 

このような環境保全活動の実践につなげるため、「エコライフウィーク」や「エコライフフェア」

などの関心・興味を促す環境イベントや「エコチェックシート」などの参加・体験のできる機会

を提供します。 

 

●「低炭素社会の実現」に向けた学びの機会（イベント・講座等）

 

◇各機会の参加対象世代については、わかりやすく示すため「幼児」「小・中学生」「高校生」「大学生等」及び「大人」と区分していますが、

この区分に限らず、幅広い世代の方々の参加が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提供 幼児 小・中学生 高校生 大学生等 大人

エコライフウィーク

エコライフフェア

打ち水キャンペーン

関心・興味

参加・体験

公共交通機関・自転車利用の促進

アイドリングストップ啓発用看板の配布

環境にやさしい運転など自動車適正利用に関する 啓発

エコチェックシートによるライフスタイルのチェック

エコライフフェア エコライフウィーク（緑のカーテン見学ツアー） 
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（２）循環型社会の実現に向けた学びの機会（イベント・講座等） 

区内でのごみの減量や分別を進めるため、日常生活のなかで３Ｒ(リデュース、リユース、リサ

イクル)の取組の定着と向上を図ります。また、事業系ごみについては、排出ルールの遵守し、ご

みの排出抑制を図ります。さらに、使い捨てをしないことや、効率よく大切に使うことを心がけ

ることで、ごみ自体をなるべく出さないライフスタイルや事業活動のあり方への変革を促します。 

このため、日常生活のなかで３Ｒをより意識できるよう、関心・興味を深める「板橋かたつむ

り運動」を実施・展開するとともに、「『いたばしエコ・ショップ』の認定・公表」を通じた事業

者の取組の周知・ＰＲを行います。 

また、「リサイクルワークショップ」のような参加・体験のできる機会や、「環境学習出前講座」

「リサイクルプラザにおける講座・講習」など理解・実践を深める機会を提供します。 

 

●「循環型社会の実現」に向けた学びの機会（イベント・講座等） 

 
◇各機会の参加対象世代については、わかりやすく示すため「幼児」「小・中学生」「高校生」「大学生等」及び「大人」と区分していますが、

この区分に限らず、幅広い世代の方々の参加が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提供 幼児 小・中学生 高校生 大学生等 大人

商店街連合会環境委員会事業

ごみ減量とリサイクル推進のための学校等への環境
学習出前講座

「板橋かたつむり運動」関連のキャラクター・歌・踊り・パネル・チラシ・かるた・ぬりえ等の作成、出前講座やイベントでの啓発事業

板橋区立リサイクルプラザにおける講座・講習

環境・リサイクルパネル展

ベランダでできる生ごみからたい肥＊づくり講習会

リサイクルワークショップ

リサイクル推進員との協働によるごみ減量・リサイクル

ごみの減量・リサイクル講座・研修会

関心・興味 「いたばしエコ・ショップ」の認定、公表

フリーマーケット情報の提供

参加・体験

理解・実践

「板橋かたつむり運動」の一環の啓発イベント たい肥づくり講習会 
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（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） 

人と生き物が共生できるまちを目指し、志村から赤塚にかけての崖線の緑や湧水、荒川の豊か

な自然、石神井川などの区内の中小河川、自然とふれあえる公園や農地など、板橋らしい自然環

境を将来にわたって守り育てていきます。 

板橋区の自然環境の実態を踏まえ、生物多様性の保全に対する関心・興味を深めるため、自然

に親しみ触れ合う機会となる「グリーンフェスタ」を開催します。また、参加・体験のできる機

会として、「農業体験」や「里山＊体験」、「緑のカーテン普及事業」「緑のガイドツアー」を実施・

提供します。 

さらに、理解・実践につなげるため、熱帯環境植物館や赤塚植物園などで実施される講習会や

観察会、「公園刈り込みボランティア」や「板橋森林ボランティア」などの機会を提供します。 

このように都市部に残された自然環境の保全につなげると同時に、自然や緑とふれあう機会を

増やしていくことで、多くの区民が地域の恵みを実感し、自然に対する関心や愛着心を高めてい

くことが大切です。 

 

●「自然環境と生物多様性の保全の実現」に向けた学びの機会（イベント・講座等） 

＜「自然・農業・里山」をテーマにしたもの＞ 

 

◇各機会の参加対象世代については、わかりやすく示すため「幼児」「小・中学生」「高校生」「大学生等」及び「大人」と区分していますが、

この区分に限らず、幅広い世代の方々の参加が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提供 幼児 小・中学生 高校生 大学生等 大人

アドベンチャー講座

熱帯環境植物館における講習会等

関心・興味
板橋農業まつり

赤塚植物園における講習会・観察会理解・実践

参加・体験

自然塾

里山体験

農山村交流

農業体験学習

熱帯環境植物館の定期ガイドツアー

かんきょう観察事業

里山体験（田植え体験） 里山体験（間伐体験） 
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＜「緑」をテーマにしたもの＞ 

 

◇各機会の参加対象世代については、わかりやすく示すため「幼児」「小・中学生」「高校生」「大学生等」及び「大人」と区分していますが、

この区分に限らず、幅広い世代の方々の参加が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提供 幼児 小・中学生 高校生 大学生等 大人

関心・興味

公園刈り込みボランティ
ア・板橋森林ボランティア

参加・体験

理解・実践

緑のカーテンコンテスト（緑のカーテン普及事業）

緑のカーテンまちぐるみで広げようプロジェクト（緑のカーテン普及事業）

緑のガイドツアー

緑のカーテンサポートクラブ

グリーンフェスタ

緑のカーテン育成講習会（緑のカーテン普及事業）

緑のカーテンサポートクラブ（講習会） グリーンフェスタ 

緑のカーテンサポートクラブ（パネル展示） 緑のガイドツアー 
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（４）快適で健康に暮らせる生活環境の実現に向けた学びの機会（イベント・講座等） 

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、いこ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、“いたばし”らしい景観を構成する要素が各地区に分布して

います。 

エコポリス板橋環境行動会議を中心に連携・協働で実施する「板橋クリーン作戦」や「ポイ捨

て防止キャンペーン」などの環境美化活動に参加・体験する機会をはじめ、自分が住むところや

まちなかの景観に関心を持つ機会を提供します。 

 

●「快適で健康に暮らせる生活環境の実現」に向けた学びの機会（イベント・講座等） 

 

◇各機会の参加対象世代については、わかりやすく示すため「幼児」「小・中学生」「高校生」「大学生等」及び「大人」と区分していますが、

この区分に限らず、幅広い世代の方々の参加が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提供 幼児 小・中学生 高校生 大学生等 大人

関心・興味

喫煙マナーアップキャン
ペーン、条例周知キャン
ペーン（路上禁煙地区内）

理解・実践 喫煙マナーアップ推進員

ポイ捨て防止啓発用看板の配布

エコポリス板橋環境行動会議による春、秋の板橋クリーン作戦

エコポリス板橋環境行動会議によるポイ捨て防止キャンペーン

板橋クリーン作戦ゴミ拾い選手権

参加・体験

板橋クリーン作戦ゴミ拾い選手権 エコポリス板橋環境行動会議による 

ポイ捨て防止キャンぺーン 
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４ 環境教育の推進のための基盤となる施策 

板橋区では、板橋区環境基本計画 2025の「基本目標５：『環境力』の高い人材の育成」及び「基

本目標６：パートナーシップが支えるまちの実現」の具体化に向けて、「情報の提供・活用の促進」

「各主体の環境教育の取組の支援」「人材の育成・活躍促進」及び「場・拠点の整備・活用」と設

定し、環境教育を推進していきます。 

ここでは、このような環境教育の推進のための基盤となる施策（62～64頁の一覧を参照）を示

します。 

なお、文中の【⇒重点施策○】の表示については、「第５章 重点施策」（85～90頁）との関連

を示します。 

 

（１）情報の提供、活用促進 

① 環境白書、ホームページ、広報誌等による資源・環境情報の提供 

環境に関する情報は、板橋区環境白書、エコポリスセンターニュース「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、「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。 

板橋区の環境教育や環境保全活動に関する正確な情報を誰もが入手できるよう、庁内の関係部

署の連携を図りながら、情報公開とＰＲを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学びの機会の提供、情報の発信と共有促進 

板橋区では、様々な主体により、環境イベントや環境講座、環境学習会などの参加の機会が提

供されています。 

エコポリスセンターを中心に参加の機会に関する情報の発信を進めますが、「いたばし総合ボラ

ンティアセンター＊」とも連携しながら、区民等に対して参加の機会についての情報をわかりやす

く、興味をもってもらえるよう工夫を図っていきます。 

また、インターネット等による情報共有の仕組み（プラットフォーム）の可能性についても研

究していきます。 

【⇒重点施策２：環境教育・協働取組の参加機会についてのスマート化】 

【⇒重点施策５：板橋区の環境教育・協働取組実践情報のスマート化（魅力発信等）】  

エコポリスセンターのホームページ エコポ 
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③ 体験的な環境教育プログラムの作成と活用促進 

これまで板橋区が進めてきた学校等を中心にした環境教育プログラムの開発・整備の実績を継

承・発展させるため、あらゆる場、主体、発達段階などに応じた環境教育や協働取組に役立つプ

ログラムの体系的な整備を図ります。 

また、環境教育推進協議会のもとでの環境教育カリキュラム部会と環境教育プログラム部会の

連携を充実・強化し、プログラムの活用促進を図ります。 

さらに、区民や区民団体、事業者などによるプログラムの利活用や主体的なプログラムづくり

を支援するため、地域でのプログラムの利用のための指導を担う人材についての情報共有を図り

ます。 

【⇒重点施策３：環境教育推進協議会の役割の活性化】 

 

④ 環境に関する教材・学習資料の作成・配布 

環境保全活動の必要性や具体的な取組方法などを示す教材・学習資料を作成します。わかりや

すく、興味の持てるような内容とします。 

また、配布するだけでなく、教材・学習資料の活用を促すために、活用方法や内容などを説明

する人材の育成との連携にも配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

かたつむりのおやくそくハンドブック 環境啓発リーフレット 

かたつむりのおやくそくブック 

（小学４年生向け） 

緑のカーテンハンドブック 
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（２）各主体による環境教育の取組支援 

① 地域での取組の支援 

町会・自治会等の地域での環境教育の実践を促すためには、子育て・保育、生涯学習、地域の

環境保全活動などの様々な場面において、学びの機会を提供していくことが必要です。 

分野を横断して環境教育の取組を支援できるよう、参加の機会や区有施設の体系的な位置づけ

を整理し、区民等にわかりやすく情報を提供（見える化）します。 

 

② 職場での取組の支援 

職場における環境教育や環境保全活動を支援するため、環境法令等や事業活動における環境負

荷の低減などの知識・技術などの理解を深めるための学びの機会を提供します。 

また、社会貢献に資する事業活動やボランティア活動などに取り組むなど、事業者の強みを発

揮して地域において協働取組に関わっていくことを促します。 

 

③ 子どもたちによる自発的な学習活動の支援 

子どもたちの自主的な環境教育、環境保全活動を促す取組を継続して実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

板橋グローブクラブ 夏休みエコスクール 

環境マネジメントシステム構築・維持支援 環境管理研究会との協働による研修会 
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（３）人材の育成、活躍促進 

① 教職員、保育士等に対する環境研修の実施 

学校等における環境教育の推進役として重要な役割が期待される教職員、保育士等に対しては、

環境に対する豊かな感受性や見識を高め、指導力等の向上を図り、授業の改善や充実などに資す

る研修の機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

環境教育の推進にあたっては、地域において環境教育を担う人材の役割が重要となりますので、

こうした方々の環境教育の指導の実践に役立つ研修の機会を提供します。 

学校等での環境教育においても、体験活動や実践活動を実施する際には、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を、指導者として活用す

るとともに、教員等の補助及び外部指導者との調整役（コーディネーター）として活用します。

こうした取組により、教員の負担を軽減し、地域に根差した環境教育の実践にも役立つと考えら

れます。 

さらに、エコポリスセンターが窓口となり、人材の活用を促進するような仕組みづくりも有効

となります。 

【⇒重点施策１：エコポリスセンターの拠点機能の活性化】 

【⇒重点施策４：地域環境コミュニティの形成の促進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育士等への研修会 教員環境教育研修会 

エコライフマスター講座 エコライフマスター講座 
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（４）場・拠点の整備・活用 

① エコポリスセンターの整備・充実 

板橋区は、環境及びリサイクルに関する総合的啓発拠点施設としてエコポリスセンターを平成

７年４月に開設し、区民、区民団体や事業者への情報提供や様々な環境教育に取り組んできまし

た。 

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、学生ボランティアの活用やＣＳＲに関心をもつ企業との協力関係が強化されつつあります。 

さらに、区立の小中学校に通学した子どもたちの多くは、エコポリスセンターを訪れているた

め、子どもを持つ親にも知られる機会もあります。 

今後は、エコポリスセンターの利用者の拡大や取組の一層の充実を図ることで、環境教育の拠

点機能をさらに活性化させていきます。 

【⇒重点施策１：エコポリスセンターの拠点機能の活性化】 

 

② 区施設における環境教育の取組の連携促進 

区内には、エコポリスセンターの他に、リサイクルプラザ、熱帯環境植物館、赤塚植物園、赤

塚公園、荒川などの環境教育に適した施設等があります。 

こうした区内の特色ある施設やフィールドを活かし、区民や区民団体、事業者や学校等におけ

る環境教育の連携を深め、協働取組の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リサイクルプラザ 

赤塚植物園 熱帯環境植物館 

エコポリスセンター 
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●基盤となる施策一覧 （★印：前プランに対し追加した事業） 

施策 取組 事業 担当課 

（１） 

情報の提供、活用

促進 

① 環境白書、ホ

ームページ、広

報誌等による資

源・環境情報の

提供 

環境白書の作成・公表 環境戦略担当課 

「いたばし環境だより」の発行 環境課 

事業者向け情報誌の発行 環境戦略担当課 

「エコポ」の発行 環境課（エコポリスセンター） 

エコポリスセンターホームページの

充実 
環境課（エコポリスセンター） 

植村冒険館館報「通信 植村冒険館 

ADVENTURE FORUM」の発行 

スポーツ振興課 

植村冒険館 

環境共生住宅の情報提供 住宅政策課 

② 学びの機会の

提供、情報の発

信と共有促進 

夏休み４館（ｴｺﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ、教育科学

館、熱帯環境植物館及びリサイクル

プラザ）合同スタンプラリー 

環境課（エコポリスセンター） 

清掃リサイクル課（リサイク

ルプラザ）、生涯学習課 

板橋区民まつり等における環境イベ

ント（地域のイベントも含む） 

清掃リサイクル課 

環境課（エコポリスセンター） 

環境なんでも見本市 環境課（エコポリスセンター） 

エコポ祭り 環境課（エコポリスセンター） 

いたばしまちの環境発表会 環境課（エコポリスセンター） 

エコポリスセンターにおける展示等

による啓発 
環境課（エコポリスセンター） 

環境アトラクション★ 環境課（エコポリスセンター） 

板橋エコ写真★ 環境課（エコポリスセンター） 

手作り市フェア★ 環境課（エコポリスセンター） 

季節の歳時記講座★ 環境課（エコポリスセンター） 

大学との連携事業（大学文化祭への

出展） 
環境課（エコポリスセンター） 

環境ミニ教室 環境課（エコポリスセンター） 

いたばし暮らしを考えるプロジェク

ト★ 
環境戦略担当課 

各拠点独自の活動内容のデータベー

ス化と情報提供 
環境課（エコポリスセンター） 

学習・スポーツガイドの作成・配布 生涯学習課 
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施策 取組 事業 担当課 

（１） 

情報の提供、活用

促進 

③ 体験的な環境

教育プログラム

の作成と活用促

進 

環境教育プログラムの作成・配布 
環境戦略担当課 

指導室 

④ 環境に関する

教材・学習資料

の作成・配布 

家庭科用副読本（「小学生向け」、

「中学生向け」）の作成・配布 

くらしと観光課消費者セン

ター 

環境啓発リーフレットの配布 環境課 

かたつむりのおやくそくハンドブッ

クの作成・配布 
清掃リサイクル課 

環境副読本（｢就学児童啓発リーフレ

ット｣、「4 年生からのリサイクル」

など）の作成・活用 

清掃リサイクル課 

指導室 

緑のカーテンハンドブックの作成・

発行★ 
環境課（エコポリスセンター） 

（２） 

各主体による環境

教育の取組支援 

① 地域での取組

の支援 

新エネルギー・省エネルギー機器等

導入補助［住宅用］ 
環境戦略担当課 

雨水タンク＊の助成 環境課 

屋上緑化＊助成 みどりと公園課 

接道部緑化助成 みどりと公園課 

集団回収支援 清掃リサイクル課 

② 職場での取組

の支援 

騒音計の貸出 環境課 

新エネルギー・省エネルギー機器等

導入補助［事業所用］★ 
環境戦略担当課 

企業団体等のエコ情報の展示★ 環境課（エコポリスセンター） 

指定管理者に対する環境教育訓練 環境戦略担当課 

環境管理研究会との協働による研修

会・セミナー★ 
環境戦略担当課 

環境マネジメントシステム（板橋エ

コアクション等）構築・維持支援★ 

産業振興課 

環境戦略担当課 
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施策 取組 事業 担当課 

（２） 

各主体による環境

教育の取組支援 

③ 子どもたちに

よる自発的な学

習活動の支援 

身近な環境に関する標語・ポスター

展★ 
環境課（エコポリスセンター） 

ものしり博士クイズ大会★ 環境課（エコポリスセンター） 

夏休み子どもエコスクール 環境課（エコポリスセンター） 

環境実験教室★ 環境課（エコポリスセンター） 

板橋グローブクラブ＊ 環境課（エコポリスセンター） 

こどもエコクラブ 環境課（エコポリスセンター） 

（３） 

人材の育成、活躍

促進 

① 教職員、保育

士等に対する環

境研修の実施 

保育士等への研修会 環境課（エコポリスセンター） 

教員環境教育研修会 
指導室 

環境課（エコポリスセンター） 

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 

環境マスター・リーダー講座 環境課（エコポリスセンター） 

エコライフマスター講座（初・中・

上級編）★ 
環境課（エコポリスセンター） 

区の環境教育事業への参加・協力を

通した人材育成（ボランティア、大

学生インターンシップ等） 

環境課（エコポリスセンター） 

ボランティア研修会★ 環境課（エコポリスセンター） 

ボランティアの派遣 環境課（エコポリスセンター） 

グリーンカレッジ（高齢者大学校） 長寿社会推進課 

エコポリス板橋環境行動会議による

環境講演会 
環境課 

ボランティア・市民活動（環境ミニ

教室） 

生涯学習課 

大原社会教育会館 

（４） 

場・拠点の整備・

活用 

① エコポリスセ

ンターの整備・

充実 

 

② 区施設におけ

る環境教育の取

組の連携促進 

公園の整備 みどりと公園課 

区民農園の貸出 赤塚支所 

農地の保全 赤塚支所 

保存樹木、保存樹林・保存竹林、保

存生垣の指定と管理助成 
みどりと公園課 

校庭の芝生化 新しい学校づくり課 

太陽光発電の設置（小中学校）★ 新しい学校づくり課 
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５ 学校等における環境教育の充実 

ここでは、学校等における環境教育を推進していくための「取組の方向」を掲げたうえで、幼

児期における環境教育や、家庭・地域との連携による環境教育の推進・展開等を示します。 

 

（１）取組の方向 

① 教育改革と環境教育 

学校等の教育においても、持続可能な社会の実現の担い手を育む教育としてＥＳＤが注目され

ており、教育課程でのあり方について、中央教育審議会＊において議論注 1）が進んでいます。 

ＥＳＤでは、知識の伝達だけに偏らず、学ぶことと社会とのつながりをより意識した教育を重

視するものです。 

こうした視点を取り入れ、学校等での環境教育を進めることで、子どもたちが基礎的な知識･

技能を習得したり、実社会や実生活の中でそれらを活用したりしながら、自ら課題を発見し、そ

の解決に向けて主体的･協働的に探究し、学びの成果等を表現し、さらに実践に生かしていけるよ

うにすることが考えられます。 

このようなＥＳＤの視点は、学習指導要領にも取り上げられており、学校においても、教科等

の学習活動を進める中で、持続可能な社会づくりに関わる課題を見いだし、それらを解決するた

めに必要な能力や態度を身に付けていくことが期待されています。 

 

② 学習指導要領等における環境教育の充実 

平成 20 年に改訂された幼稚園教育要領及び平成 21 年に改訂された小学校、中学校及び高等学

校の学習指導要領においては、環境に関する学習内容について一層の充実を図っています。 

例えば、学校の教育活動全体で行われる道徳教育の目標の一つとして、環境の保全に貢献する

日本人の育成するための道徳性の養成が明記されています。また、社会科、理科、技術・家庭科

などを中心に環境に関わる内容を充実しており、特に中学校の社会科及び理科においては、それ

ぞれのまとめ学習として持続可能な社会の形成に関わる内容を新設しました。 

こうした中、各教科、道徳の時間、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれ

の特質等に応じ、環境に関する学習を展開することが重要となっています。 

幼稚園教育要領では、幼児期の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎

を培う重要な学習であることを考慮し、遊びを通して総合的に指導することを重視しています。 

このように、発達段階において、ＥＳＤの観点から様々な課題を多面的、総合的に取り扱う具

体的な学習活動を一層強化していくことが環境教育に求められています。また「学習指導要領」

の内容を踏まえ、小学校から中学校までを見通した系統的なカリキュラム＊の編成及び実践が重要

です。 

 

 

 

注 1）「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」（平成 26年 11月 20日 中央教育審議会） 
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③ 板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラムの充実と活用促進 

板橋区では、平成 20年２月に、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」を策定しました。平成 23年４月には、就学前からの実践事例を含んだ「板橋

区保幼小中一貫環境教育カリキュラム」を区内全教員に配布しました。また、平成 25年４月には、

新たに平成 23 年度・24 年度の授業実践例等を掲載し、区内全ての保育園・幼稚園・小学校・中

学校へ配布し、板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラムに基づいた環境教育を実施しています。 

なお、学校等へのアンケート（平成 27年８月実施）の結果によると、保育園・幼稚園では 58.5％、

小学校では 75.5％、中学校では 56.5％が環境教育カリキュラムを参考に年間指導計画を立案して

います。 

各学校等においては、環境教育カリキュラム等を参考にして、総合的な学習の時間をはじめ、

各教科や道徳の時間、特別活動などを通じて、系統的な環境教育のさらなる推進を図っていくこ

とが重要です。 

また、教育課程の編成、実施に当たっては、それぞれの教科等の中で、あるいは、教科等間で

の連携を図り、児童・生徒の関心や興味、気付きを引き出し、探究型の学習へとつなげていくた

めの工夫をすることが大切です。 

 

●板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラムの概要 

 

○ 身の回りの環境と同時に地球規模の環境について考え、知識・理解を深めるとともに、より

よい環境づくりの主体としての技能や態度を身に付けさせる。 

○ 環境に関する学習を中心として、「持続可能な社会の構築」に資するとともに、他者に対する

「思いやり」の気持ちを育み態度化を図る学習とする。 

○ 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、保幼小中一貫型のカリキュ

ラム構成とする。 
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●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・態度の系統性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

段階 
学

年 

幼児・児童・生徒が１１年間で身に付ける資質・能力・態度 

環境についての感受性 

共生や思いやりの心 

環 境 に 対 す る 見 方 ・ 考 え 方 
環境に働きかける実践

力 環境に対する思考・判断・表現 
問題解決に必要な技

能 

環境に対する知識・理

解 

評
価
・意
思
決
定
期 

中３ 

中２ 

○環境問題を総合的に思考・判断し、賢明な選択・意思決定が行えるような学習活動を設定し、環境保全や環境の改善に主体的に働きかける能力や態度を育成す

る。 

【環境を身近なものとして捉える感受性】 

●地球的規模の環境問題を自分

の生活と関連付けて捉え、興味・

関心をもって関わることができる。 

●毎日の生活の中から、地球環境に

大きな影響を与えている問題を見付け

出し、解決方法について考えることが

できる。 

●地球環境と身近な環境との関わりに

目を向けて、環境を構成する一員とし

て、自らの考えを深めることができる。 

●自分で考えたことやまとめたことを

効果的に発表することができる。 

●地球的規模の環境問題について、

取材活動やインターネット、実験など

の情報ソースを組み合わせ、自分の

考えをまとめることができる。 

●環境問題について取

材活動やインターネッ

ト、実験などから、自ら

情報を収集・選択・検証

することができる。 

●世界の自然・社会環境を

めぐる様々な問題につい

て、現状や歴史的・経済的

背景を理解することができ

る。 

●人類も地球環境を構成

する一員であることを自覚

し、その開発には重い責任

を伴うことを認識することが

できる。 

●「未来に持続する社会」

に向けて、世界の人々の工

夫や努力を理解することが

できる。 

●地球市民としての自覚をも

ち、環境保全に関わる諸外

国や各自治体の様々な活動

に共感をもち、積極的に参加

することができる。 

●「未来に持続する社会」の

視点に立ち、家庭や学校、地

域におけるアクションプランを

策定し、環境を守り育てる活

動を継続して実践することが

できる。 

【共生や他者に対する思いやりの心】 

●人と自然とが相互に関係し合っ

ていることを意識し、自然や多様

な人々との共生を大切にしようと

する心をもつ。 

認
識
・問
題
把
握
期 

中１ 

小６ 

小５ 

○環境に関わる事象に直面させるとともに、因果関係や相互関係の把握、課題解決能力を育成する。 

【環境を身近なものとして捉えるあ感受性】 

●身近な地域や現在の社会が抱

える環境問題について、自分の

生活と関連付けて捉え、興味・関

心をもって関わることができる。 

●身近な地域や日本の自然環境、社

会環境の中から自ら課題を見付けるこ

とができる。 

●自ら見付けた課題と世界の様々な

地域の環境問題を関連付けて考える

ことができる。 

●課題やそれに対する自分の考えを

筋道立てて表現することができる。 

●集めた情報を基に、グラフや図表な

どを用い、課題や自分の考えを相手意

識をもってまとめることができる。 

●目的を明確にし、取

材活動やインターネット

などから、情報を収集・

選択することができる。 

 

●日本や世界の自然環境

や社会環境をめぐる様々な

問題について、人々の生活

との関わりを基に、その原

因・実態を理解することが

できる。 

●人間の環境に対する責

任や使命を自覚し、身近な

場面にも自分たちができる

環境改善や保全に向けた

取り組みがあることに気付

き、理解を深めることがで

きる。 

●環境改善や保全について

学習した内容を基に、自らの

生活様式を改善し、実践する

ことができる。 

●自らも「未来に持続する社

会」の一員であることに気付

き、積極的に地域社会の環

境保全活動に継続して参加

することができる。 

【共生や他者に対する思いやりの心 

●自分も自然界の一員であること

を意識し、他者を含めた自分を取

り巻く環境を大切にしようとする心

をもつ。 

感
受
期(

後
期) 

小４ 

小３ 

○自然に触れ、自然の事物・現象から感受する活動の機会を多く設定し、自然を体験するなかから、守るべき自然がどのようなものであるか捉えさせる。 

【環境を身近なものとして捉える感受性】 

●身近な地域の自然環境や社会

環境に興味・関心をもち、意欲的

に関わることができる。 

●様々な体験活動を通して、身近な地

域の環境のよさや問題点に気付くこと

ができる。 

●人々の生活は、環境と深く関わって

いることや、よりよい環境づくりのため

の人々の工夫や努力に気付くことがで

きる。 

●課題やそれに対する自分の考えを

分かりやすく表現することができる。 

●集めた資料を効果的に活用し、課題

や自分の考えをまとめることができる。 

●目的を明確にした取

材活動や観察・調査を

行い、情報を収集・選

択することができる。 

●身近な地域の自然環境

や社会環境の特徴と現状

について理解することがで

きる。 

 

●自分たちの生活は、より

よい地域の環境を作ろうと

する人々の努力の上に成

り立っていることを理解す

ることができる。 

●観察、飼育・栽培等の活動

を通して、自分たちの生活が

自然との深い関わりの上に

成り立っていることに気付き、

身近な生き物や植物を大切

にすることができる。 

●ごみのリサイクルや緑のカ

ーテンなど身近な生活を見直

すことにより、自分たちの豊

かな生活が限りある資源によ

って支えられていることに気

付き、ものを大切にすること

ができる。 

【共生や他者に対する思いやりの心】 

●自然のすばらしさや不思議さに感

動し、命や自然を大切にしようとする

心をもつ。 

感
受
期 

(

前
期) 

小２ 

小１ 

○自然の事物や現象に親しみ触れ合う機会や場をより多く設定し、体験を通して自然に対する気付きを高める。 

【環境を身近なものとして捉える感受性】 

●身近な動植物など自然や社会

と親しみ、自分から関わろうと

する。 

●身近にある自然に親しみをもって繰り返し関わろうとする。 

●身の回りの自然やものを使った遊びを自分なりに考えたり工夫

したり振り返ったりする。 

●身近な動植物を観察し、気付いたことや感じたことを言葉や

絵、動作、劇などで表現する。 

●身の回りの動物や植物、

自然の事象や現象、季

節による様々な自然の

変化などから、自然の不

思議さや面白さに気付

く。 

●身近な人々や社会、自

然と関わり、自分を見つ

め、自分のよさや可能性

に気付く。 

●観察、飼育・栽培等の活動

を通して、自分たちの生活

が自然と関わっていること

に気付き、身近な生き物や

植物を大切にする。 

●身近にある物を繰り返し使

ったり無駄なく使う工夫を

したりするなどして、ものを

大切にする。 

【共生や他者に対する思いやりの心】 

●自然の不思議さや面白さに気付

き、命や自然を大切にしようとす

る。 

５歳児 

４歳児 

○自然の事物や現象に親しみ触れ合う機会や場をより多く設定し、感性を養う。 

【環境を身近なものとして捉える感受性】 

●身近な動植物など自然事象に

関心をもち、自分から関わろう

とする。 

●身近な環境に好奇心をもったり、身近な動植物と関わったりし

て、発見を楽しんだり、生活に取り入れたりする。 

●身の回りの自然やものを使った遊びを自分なりに考えたり、遊

びに使うものを作ったりする。 

●気付いたことや感じたことを話したり、絵や動きなどで表現した

りする。 

●身近な動植物、自然や

季節の様子から、その自

然の不思議さや面白さに

気付く。 

 

●身近な人々や自然を大

切にする気持ちをもつ。 

●見る、世話をする、育てる

などの活動を通して、身近

な生き物や植物の生命を

感じたり、親しみをもって接

したりする。 

●身近にある物を繰り返し使

ったり無駄なく使ったりする

など、ものを大切にする。 
【共生や他者に対する思いやりの心】 

●身近な動植物と関わりながら命の

大切さに気付く。 
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④ 教育課程における環境教育の位置づけ 

学校で取り扱われている内容は、小学校・中学校とも「自然環境」の割合が高く、中学校にな

ると「公害・生活環境」、「地球規模の環境問題」の内容が増加しています。環境教育で扱う内容

は、自然環境から社会環境まで幅広く、多岐にわたります。 

小学校、中学校及び高等学校の教育課程における環境教育では、児童・生徒の発達段階を踏ま

えながら各教科、道徳の時間、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質等に応じ、環

境に関する学習が充実されるよう配慮されることが大切です。 

例えば、社会科、地理歴史科、公民科において、環境、資源・エネルギー問題などの現代社会

の諸課題についての学習の充実を図ること、理科において、野外での発見や気付きを学習に生か

す自然観察や、エネルギー学習の充実を図ること、家庭科、技術・家庭科において、資源や環境

に配慮したライフスタイルの確立、技術と社会・環境との関わりに関する内容の改善・充実を図

ることなどが考えられます。 

 

●教科における環境教育の例（小学校） 

社会科 （第３・４学年） 

 飲料水、電気、ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生活や産業と

のかかわり 

 節水や節電などの資源の有効な利用 

 自然環境、伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域 

（第５学年） 

 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ 

 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止 

理科 （第３学年） 

 身近な自然の観察 

（第６学年） 

 生物間の食う食われるという関係などの生物と環境とのかかわり 

生活科 （第１・２学年） 

 自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち、自然

のすばらしさに気付き、自然を大切にすること 

家庭科 （第５・６学年） 

 自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き、物の使い方などを工

夫できること 

体育科 （第３・４学年） 

 健康の状態は、主体の要因や周囲の環境の要因がかかわっていること 

 健康に過ごすには、生活環境を整えることが必要であること 

道徳の時間 （第５・６学年） 

 自然環境を大切にする 

総合的な 

学習の時間 

 体験活動、観察・実験、見学や調査、発表や討論などの学習活動 

資料：環境教育指導資料［幼稚園・小学校編］（平成 26 年 10 月、国立教育政策研究所教育課程研究センター）  
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⑤ 環境教育の学習方法 

現在、小学校・中学校とも「体験学習」、「調べ学習」といった作業的・体験的学習が重視され

ていますが、環境学習を積み重ねる中で「知識・理解」とともに、実生活における「実践力」を

培うように学習方法や評価等を工夫することが大切です。 

 

⑥ 体験活動の重視 

体験活動は、子どもの学びと成長の過程において重要なものと言えます。とりわけ、保育園・

幼稚園・小学校の段階は、あらゆる事象に対して豊かに感受する時期でもあり、体験活動が感受

性を高め、遊びや学びの土台となっていきます。 

自然や社会の中で自発的な遊びや体験を通じて、感性を働かせ、子どもが事象の面白さやすば

らしさを感じ取り、自然や社会に対する興味・関心を高め、知識や経験を自分の行動につなげて

いくためには、体験活動が欠かせません。 

このため、体験活動の充実に向けて保育園・幼稚園と小学校が連携し、子どもの発達に必要な

体験をさせていくことが大切です。教育課程における環境教育はもとより、学校内外を問わず、

発達段階を通じて、子どもの多様な体験活動を与えていくことが必要です。 

 

⑦ 地域環境に根差した環境教育の重視 

環境教育は、様々な世界情勢を踏まえながら、時代を超えて、グローバルに広がりつつありま

す。一方で、その取組は、自然環境や生活環境といった観点で地域によって異なるものとなるた

め、地域の特性など身近な問題に目を向けた教育や学習の内容で構成し、身近な活動から始める

ことが望ましいと考えられます。 

このため、板橋区の環境課題に即し、区内の自然環境や生活環境、地域社会、そこでの生活や

まちづくりが、身近な環境問題が地球環境問題につながっていることを認識し、地球環境を配慮

した問題解決の意欲、態度、行動力を育てていくことが大切です。 

 

⑧ 様々な学校等との協力・連携 

これまで前プランの基ではあまり対象としていなかった、高等学校、大学、専修学校などと協

力・連携することも、板橋区の環境教育を進めていくうえで効果的です。 

例えば、区内には、環境保全に関わる科目や研究活動を行う大学、職業教育を行う専修学校な

どがあります。 

こうした学校による地域への貢献活動の一環として、環境教育や環境保全活動に知識・経験が

豊富な教育や学生等が、他の学校での外部講師や、地域での環境教育の指導者等として活躍して

もらうこと等が考えられます。 

また、私立の小学校・中学校に対し、板橋区の環境教育カリキュラムや環境教育プログラムな

どを紹介していくことも大切です。 
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（２）学校等における環境教育の推進 

① 環境教育ハンドブックの作成、配布・活用 

板橋区では、環境教育の指導者に対し、環境教育の企画・立案、準

備などに役立つ情報をわかりやすく提供する環境教育プログラムを整

備しています。 

「板橋区環境教育ハンドブック」は、環境教育・環境学習を行う際

に、教員などの指導者が活用（または参考に）しやすいように、環境

教育プログラムの進め方や時間配分、使用する道具やワークシートな

どを掲載しています。 

区立全小中学校と公立・私立の保育園・幼稚園にハンドブックを配

布していますが、さらに各学校等において活用を図っていきます。 

 

② 環境教育教材・学習資料の作成、配布・活用 

環境教育カリキュラムに基づく学習活動を各学校で効果的に実施す

るため、小学校３年生から中学校３年生までを対象とした「テキスト

『未来へ』」及び「教師用指導書」を作成し、各校に配布しています。

自然や文化、産業も含めた身の回りの全てを環境と捉え、その「多様

性」に気付き、自分の生活との「つながり・かかわり」についての理

解を深め、その上で自らが環境に働きかける実践力を育成していける

ような内容になっています。 

今後も、各学校等において「未来へ」の活用を図っていきます。 

 

③ 校種間の連携の促進 

子どもは、幼稚園、小学校、そして中学校へと学習の場を移していきます。子どもの発達段階

に応じて、次の発達段階への円滑な接続を考えていくことが必要となります。例えば、幼稚園・

保育園における様々な体験が、小学校における教科等の学習につながっていくように工夫するこ

とが考えられます。 

このため、幼稚園・保育園、小学校、中学校などといった各校種における環境教育の目標やね

らい、指導計画などについての情報共有を図り、学びの連続性に配慮した取組を促す機会を設け

ます。 

また、校種を超えて、子ども同士の交流の機会を設けたり、教職員が互いの教育や学習の進め

方についての理解を深めるための意見交換や相互理解を深める研修を設けたりします。 

 

④ 外部人材の活用 

環境教育を充実させ、子どもの理解を深め、実践に結び付けるためには、エコポリスセンター

の指導員や登録団体、区職員、事業者、教育機関などの外部の人材を、ゲストティーチャー＊やイ

ンストラクター＊といった指導者としての活用を図ります。 
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⑤ 外部人材の活用を支援する仕組みづくり 

外部講師による環境教育を実施する際には、教員等と外部講師との間で、子どもの実態把握、

指導のねらい、指導方法、必要な時間数、役割分担などについて調整が必要となります。 

こうした場面で、地域の保護者や専門家などが補助者として関わっていける仕組みづくりも検

討していきます。 

 

⑥ 環境教育重点モデル校での環境教育の充実 

環境教育重点モデル校では、年間指導計画に基づき板橋区の環境教育カリキュラム及び環境教

育プログラムを活用した環境教育の実践を行います。また、ＰＤＣＡサイクル＊による年間指導計

画の改善を年間通して実施し、環境教育の実践を図っていきます。 

また、環境教育重点モデル校を小学校及び中学校で指定し、その指定校にて環境教育に関する

優れた能力をもつ「子ども環境大使」を育成のうえ、エコポリスセンター等で環境に関する発表

会やイベント等に参加するなど、環境教育の充実を図っていきます。 

 

⑦ 環境教育におけるＩＣＴの活用 

情報社会の進展など社会の変化を踏まえ、環境教育の分野でもＩＣＴ（タブレット、電子黒板、

実物投影機、デジタル教科書等）を有効活用していくことが必要です。 

板橋区では、平成 26 年度に策定した板橋区ＩＣＴ化推進計画に基づき、平成 27 年度からすべ

ての区立小・中学校に順次、ＩＣＴ機器を導入しています。 

 

⑧ 教育支援センター＊による環境教育の実践活動の支援 

教育支援センターは、教員の指導力向上を図るため、授業改善を目的とする「研究」「研修」機

能、児童・生徒・保護者などからの教育に関する「相談」機能を拡充させた施設として、板橋区

の公立学校園の中枢としての役割を担っています。また、学校が必要とする支援について相談に

応じ、支援人材と学校をつなぐ教育支援人材コーディネート事業を実施し、子どもたちの豊かな

学びと育ちをサポートしています。 

教育支援センターでは、教員を対象にした環境教育の研修やＩＣＴ研修の充実を図ります。ま

た、ＩＣＴ機器の効果的な活用のためには、実践研修や操作研修を実施するほか、ＩＣＴ支援員

の導入も検討し、教員の指導力向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育ＩＣＴ機器を活用した授業      研修で実際にＩＣＴ機器を操作する教員  
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●板橋区環境教育ハンドブックの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

板橋区環境教育ハンドブックは、学校の

先生の他、区民、事業者など指導者が学習

の状況や展開に応じて、様々な学習へと発

展できるよう、関連するプログラムの情報

や参考となるデータ、環境教育を支援して

いただける団体等の情報を掲載していま

す。 

 

＜構成＞ 

第１章 環境教育ハンドブックについて 

第２章 板橋区環境教育プログラム 

第３章 環境教育プログラム事例集 

第 4 章 プログラムバンク 

第 5 章 利用できる施設、活動支援団体等 

 

プログラムの概要、

進め方、使用するも

の、参考となるデー

タなどを掲載 

実践に役立つ 

学習シートも豊富 

実施にあたって 

留意する点も詳しく 
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●「テキスト『未来へ』」の概要 

 

板橋区では、環境教育カリキュラムに基づき、区立小中学校で効果的な環境学習を

進めていくためのテキスト『未来へ①』（小学校 3・４年生）、『未来へ②』（小学校 5・

６年生・中学校 1 年生）及び『未来へ③』（中学校 2・３年生）を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇『未来へ①』「ごみはどこへ行くのだろう」、『未来へ②』「空気中にはどんな物質が含まれているのか調べよう！」「安全な

エネルギーを作り出すためにどんな工夫をしているのだろう？」「防災の問題について考えよう」、『未来へ③』「オリンピ

ック・パラリンピックに向けた取組を知ろう！」より抜粋。  
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（３）幼児期における環境教育の推進 

① 幼児期の子どもの生活と環境教育 

幼児期の子どもの生活のほとんどは興味や関心に基づいた自発的な活動としての遊びから成り

立っています。子どもは、興味や関心に沿って遊ぶ中で、自らを取り巻く環境に様々に働き掛け

る体験を重ねながら、自分が生きている世界を学んでいます。子どもにとっては、自発的な活動

としての遊びや生活そのものが重要な要素といえます。 

板橋区では、幼児期（４歳児）から小学校低学年向けの環境教育プログラムを整備するととも

に、「板橋区環境教育ハンドブック感受期前期（４歳児～小学２年生）編」を作成しています。今

後は、公立・私立の保育園・幼稚園にハンドブックを配布していますが、さらに活用を図ります。 

 

② 遊びや自然とのふれあい、体験を重視した環境教育 

幼児期の環境教育では、自然環境や地域資源と触れあう様々な体験活動を通じて、感性を刺激

し、想像力、発想力、コミュニケーション力などを育む視点から重要です。 

自然には、子どもの興味や感覚を刺激する事象がたくさんあります。自然とのふれあいの中で、

発達段階に応じた刺激を受け、感覚を働かせて、試したり、考えたり、友だちと力を合わせたり

しながら、幼児期に様々な体験をしていくことが重要です。 

幼児期の体験や備わった生活習慣が、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つながっていきます。 

このため、保育園・幼稚園の教職員、保育士等に対しては、遊びや自然とのふれあい、体験を

重視した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。 

 

（４）家庭や地域と連携した環境教育、環境保全活動の展開 

① 家庭での環境教育との連携 

子どもが学校等で学んだ節電やごみの減量・分別などの環境負荷を減らす工夫が、家庭や地域

社会の中で実際に実践され、実感されることが期待されます。学校等での環境教育で身に付けた

資質・能力は、家庭や地域社会における実生活に生かされることによって深められ、確かなもの

になるからです。 

このため、家庭での子育てや生活における環境教育を促進する取組を検討します。 

また、子どもが通う学校での環境教育や環境保全活動に関する情報を、家庭や地域などに伝え

ていく取組を検討します。 

 

② 家庭や地域、ＮＰＯ等との連携を図る環境教育 

学校、家庭、地域やＮＰＯなどが、それぞれの教育機能を十分に発揮するとともに、相互に連

携協力を図りながら、学校等を中心とした環境教育を進めていくことが期待されます。 

このため、子どもに「地域や社会に役立ちたい」という思いを抱かせ、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として、ビオトープづくりや緑化活動など地域で行

われる環境保全活動や地域社会に役立つ活動などに参加する機会を提供していきます。 

また、地域の協力も得ながら総合的な学習の時間を効果的に実施することや、地域に根ざし地

域と一緒に日常的な環境教育を進めるための課外活動を設けることなど、保護者や地域の人々と

学校が連携・協働する機会を支援する仕組みの検討を行います。  
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６ 協働取組の促進 

ここでは、協働取組を効果的に実施するための「取組の方向」を掲げたうえで、協働取組を促

進するための施策や、地域での環境教育の取組モデルについて示します。 

 

（１）取組の方向 

環境教育を体系的に推進するためには、各主体が単独で実施するには限界があり、各主体が協

働して取り組むことが大切です。 

このため、各主体においては、次図のように主体間で協力・連携していくことで、協働による

取組の実践につなげていくことができます。 

 

●協働による環境教育の取組の推進イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 など 
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  、 
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また、協働取組を効果的に実施するため、次に掲げる事項が重要です。 

 

① 対等な立場と役割分担 

協働取組に参加する各主体は、対等な立場を互いに確認しつつ、それぞれの役割に則った自主

的な取組を、相互に連携しながら行います。 

 

② 相互理解と信頼醸成 

環境保全に対する現状認識や問題意識、活動目的などは主体ごとに異なることがあり、効果的

な協働取組は、それらを相互に理解し、尊重することが大前提となります。そのためには、参加

主体同士が対話を重ねて、認識や目的を共有していきます。 

また、相互理解を深め、議論し、合意形成していく過程で、時間をかけて醸成されていく信頼

関係は強固なネットワークを築くための礎になるものです。 

 

③ 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）の活用 

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（指導者）が重要となります。 

また、主体間の違いを埋め合わせ、つなげる役割をもった調整役（コーディネーター）の存在

が重要となります。 

さらに、各主体から問題意識や意欲を引き出し、それらの内容を明らかにすることを助け、主

体的な行動につなげていく役割を持った促進役（ファシリテーター）も、ネットワーク形成のた

めには重要です。 

 

④ 情報の公開と政策形成への参画 

協働取組の参加主体同士のコミュニケーションを円滑化し、相互理解と信頼醸成を図るために

は、それぞれの各主体が有する情報を公開することが重要です。 

また、協働取組を進め、区が行う環境政策を効果的に実施するためには、計画策定段階から、

パブリックコメント＊やワークショップ＊など、多様な主体が参画する機会を設けることが重要で

す。さらに、区は政策に関する情報を適切に公開していきます。 

 

⑤ 区の役割 

板橋区は、区民団体や事業者、区民などの各主体に向け、交流の促進、環境教育・協働取組へ

の支援・促進、情報の収集と発信、調整役（コーディネーター）や促進役（ファシリテーター）

の育成と活用、啓発活動などを行っていきます。 
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（２）協働取組を促進するための施策 

① 協働による環境教育の取組の促進 

板橋区では、区民団体と区との協働による「エコライフフェア」の共催、エコポリスセンター

と企業の協働による「夏休みこどもエコスクール」の開催、全区的な取組である「板橋クリーン

作戦」への多くの区民団体や企業の参加など、参加や協働による取組がいくつもあります。 

とりわけ、環境教育事業の企画や運営から区民等が主体的に関わっているような協働取組の充

実を図っていきます。 

 

＜協働により企画・実施されている環境教育事業（主なもの）＞ 

・ 環境なんでも見本市（実行委員会：いたばしエコ活動推進協議会） 

・ エコライフフェア（実行委員会：いたばしエコ活動推進協議会） 

・ 協働による講座・講習会等の実施 

・ いたばし暮らしを考えるプロジェクト 

・ エコポリスセンターによる自主企画講座支援事業 など 

 

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 

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で活躍できるよう支援を行います。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注１）や人材認定等事業注２）の情報等も活用します。 

 

③ 環境教育を広げるための拠点づくり 

環境教育や情報発信の拠点であるエコポリスセンターをはじめ、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、地域ごとに配置された地域センターなど、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。 

 

④ 環境教育を広げるネットワークづくり 

板橋区では、エコポリスセンターを拠点に、人材や団体に関する情報やそれぞれのニーズの蓄

積を生かし、環境保全活動を行う団体同士のネットワーク化や充実を図ります。また、イベント

等や機会を通じ、テーマ型組織と地縁団体など、これまであまり接点が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。 

 

 

注 1）環境保全活動、協働取組等を行う国民や民間団体等を支援する事業を行う団体を、団体からの申請を受

けて、主務大臣が指定する制度です。指定団体の周知により、環境教育等を実践しようとする人や団体が、

広域的な情報やニーズに合った情報の、適時な入手を可能とすることなどを目的としています。 

注 2）全国で行われている、環境教育等の指導者等を育成または認定する事業、または環境教育等に関する教

材を開発し提供する事業について、事業者の申請を受けて、国が登録する制度です。  
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（３）「地域での環境教育の取組モデル」を拠り所とする実践・展開 

本プランの策定にあたっては、公募区民や環境教育の現場（小中学校の教員、保育士）等から

意見を収集し、施策に反映していくため、「板橋区環境教育推進プラン（第二次）注１）策定検討委

員会」（以下「策定検討委員会」といいます。）を設置しました。 

策定検討委員会では、区民、事業者、教員、保育士及び区職員など 18人が参加し、課題抽出や

将来の環境教育についてワークショップ形式での検討を行いました（平成 27年６月から８月にか

けて３回開催）。 

その結果、「地域における環境教育の取組モデル」が提案されました。 

今後、地域においては、策定検討委員会での検討経過を環境教育プログラムとして参考にし、

地域の人たち自らが企画・立案し、環境教育の取組を実践、展開していくことが期待されます。 

これは、「第５章 重点施策」の「重点施策４：地域コミュニティの形成の促進」（90頁）に関

連しています。 

 

●策定検討委員会でのワークショップ企画 

 

 

 

注 1) 板橋区環境教育推進プラン（第二次） 

※「板橋区環境教育推進プラン（第二次）」は、「板橋区環境教育推進プラン 2025」の仮称です。 
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●策定検討委員会での検討経過（平成 27年６～８月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２回：環境教育の場・機会、主体間をつなげよう！ 

第１回で作成した「活動カード」「マップ」

から、「食育・農体験」「エネルギー」「自然」

といったテーマを抽出し、これらのテーマに

ついて検討を行うグループを編成しました。 

グループ別に、「解決したい課題」と「これ

からの活動」をまとめました。 

 

第３回：アクションプラン（行動計画）を立案しよう！ 

第２回で検討した「解決したい課題」と「これからの活動」に対して、各主体は何ができ

るのか、どのような連携ができるのか、これから何に注力して取組んでいく必要があるのか

といった検討を行い、「地域における環境教育の取組モデル」を立案しました。 

グループ別に、①環境里山公園、②エネルギー、③ビオトープづくりと飼育栽培活動の３

つのモデルをまとめました。 

 

第１回：環境教育の取組を「見える化」し、未来を描こう！ 

学校、保育園、事業者、各種団体、エコポリスセンター、区などの各主体が現在行ってい

る環境教育に関する活動について、目的や内容を記入した「活動カード」を作成し、マップ

形式で整理しました。 

検討にあたっては、３グループに分かれました。 
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地域における環境教育の取組モデル① 

「環境里山公園」 

 

＜解決したい課題、必要な活動＞ 

・ 区内に自然環境を体験できる拠点ができるとよい。この拠点は、箱モノ的なものでなく、ま

た教える場でもない。実験できる場、あるいは活動できる場とするイメージである（里山、

炭づくりなども）。 

 

＜行動計画＞ 

・ 環境里山公園を提案 

 環境里山公園では、土いじりや農体験、里山体験、炭づくりなどができるとよい。例え

ば、家庭で廃棄する土を受け入れ、たい肥にして家庭に戻す体験をできるようにするプ

ログラムが考えらえる。循環型社会を考えるとき、里山は重要なものであるが、都市部

においても可能性があると思えた。 

 このような、環境・里山を学ぶ現場があれば、知識の高い人材づくりにつながる。 

 大学と共同研究すれば都市での里山を題材に勉強できるかもしれない。環境大学を作る

という提案もあった。 

 

・ 環境里山公園からの環境教育の発信 

 環境意識が高い方からそうでない方まで、環境里山公園を中心に、取組を広げていくこ

とができる。 

 ツイッターやフェイスブック、エコポイント＊などの仕組みを活用し、参加を促すプログ

ラムを作っていくことができる。 

 シニア世代の方々は、農作業や草鞋（わらじ）づくりなどの知識や経験がある方も、次

世代に伝える場として活用できるのではないか。 

 環境里山公園のような自然体験や実践活動のできる拠点を中心に、区域を越えた人材の

活躍・交流の機会の創出、板橋区の環境教育の区内外への発信につなげていくことが期

待される。 

 

・ 環境里山公園の立地イメージ 

 閉校した学校の跡地などを利

用し、このような公園を広げ

ていくことができるかもしれ

ない。 

 候補地としては、赤塚公園が

考えられると思うが、調整が

必要となるだろう。 
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地域における環境教育の取組モデル② 

「エネルギー」 

 

＜解決したい課題、必要な活動＞ 

・ 自然エネルギー＊の良さを実感してもらい、資源やエネルギー消費のムダをなくすためには、

区民の行動のきっかけづくりとして、環境教育プログラムを作成する必要がある。 

・ 学校での環境教育が主体となるが、太陽光や風力だけでなく、水力や地熱、バイオマスも含

め、自然エネルギーについてバランスよく知らせるプログラムを作るとよい。 

・ また、大人向けは、行動を促す、活動につなげるプログラムを作ること。子ども向けは、見

学や体験できるようなプログラムを作るとよい。 

 

＜行動計画＞ 

・ 自然エネルギーを知らせるプログラムづくり 

 太陽光や風力だけでなく、水力や地熱、バイオマスも含め、自然エネルギーについてバ

ランスよく知らせるプログラムを作る。 

 

・ 自然エネルギーを見学、体験できるプログラムづくり 

 太陽光パネルの設置が増えているが、実際に使われていることを子どもたちが実感しに

くい面がある。子どもたち自身が参加し、何ができるだろうと考えることが大事。自然

エネルギーを利用した設備を見たり、自分の家に設置されている太陽光パネルを調べた

りすることができる。 

 その際、社会で稼働している設備を教材化し、実際の取組に触れることができるように

することがポイントとなる。 

 その実現のためには、区や区民団体との連携が欠かせない。また、区民団体の活躍が重

要で、教育の世界でも把握しておくことが大事である。 

 

・ 資源の再生・再利用、エネルギーのムダをなくすプログラムづくり 

 区民団体や区とも協力し、区内の学校での具体的な取組を実践する（例：学校給食残さ

の再利用）。こうした取組に子

どもたちが参加していくこと

で、生きた教材化とすること

ができる。 

 

・ 区が行っている取組を 

知らせる 

 区が行っている取組を知らせ

るためのリーフレットを作り、

教材とする。  
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地域における環境教育の取組モデル③ 

「ビオトープづくりと飼育栽培活動」 
 

＜解決したい課題、必要な活動＞ 

・ 自然への気づき、命をみつめる機会として、飼育活動が活発であるべき。また、学校等に整

備されているビオトープを再整備、活用するとよい。 

・ 自然とのふれあいを確保するためには、大規模な栽培活動を展開、公園を“草原化”するこ

とも考えられる。また、農地の活用、生態系保全のための土の復活、崖線に沿った湧水の保

全、旧河道を中心とした緑のネットワークづくりなどは、板橋区の自然環境に根ざした環境

教育のフィールドとして重要である。フィールドでの環境教育を担う指導者の育成や、教員

のためのマニュアルの整備、研修などが必要となる。 

 

＜行動計画＞ 

・ ビオトープづくり 

 ビオトープを作って活用することが、自然地に保全につながっていく。しかし、すべて

の学校や保育園に作ることが難しいので、見学や観察が可能な区内のビオトープについ

てのパンフレットを作り、子どもたちに紹介してはどうか。 

 これまで整備されている学校のビオトープの中には、維持管理のための予算確保、地域

や専門家の協力、支援が得られれば、従来からあるビオトープを復活、活用することが

できるかもしれない。各学校での取組の成果を発表する「ビオトープコンクール」を開

催し、区内に広めていくことも考えられる。 
 

・ 区内の自然地の有効活用 

 板橋区緑の基本計画（いたばしグリーンプラン 2020）では、荒川・崖線・石神井川を骨

格となる３つの「緑の軸線」と、これらの緑を取り巻くまちなかの街路樹や河川、まと

まりある樹林地などを生物の移動ルートなるよう、緑のネットワーク化を進めることと

している。こうしたフィールドにおいて、生物の生息空間を保全し、自然を復元するビ

オトープづくりに学校等が参加する。 

 いたばしエコ活動推進協議会による「緑のマップづくり」の成果を活用できる。 
 

・ 学校での飼育・栽培活動 

 学校での飼育・栽培活動を継続

できるよう、夏休みや冬休みな

どに保護者や周辺住民等が世

話をする里親になることや、逆

に学校に動物を貸し出す仕組

みが考えられる。 

 こども動物園などでの触れ合

う機会を確保する。 
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第５章 重点施策 

 

これまで、前プランに基づき、板橋区保幼小中一貫環境教育カリキュラムを策定し、学校等で

の環境教育の実践を図るとともに、板橋区環境教育推進協議会や板橋区環境教育プログラムを創

設することにより、環境教育の実践のための体制づくりなどを行ってきました。 

このような成果をもとに、各主体における環境教育の取組をさらに促進し、地域での協働取組

の実践に波及させていくため、次のような考えのもと、５つの重点施策を設定します。 

 

 

＜重点施策設定の考え方＞ 

○ 環境教育の拠点の役割・機能をさらに発揮させるための施策 

○ 各主体による学びの機会への参加や、地域が主体となって企画・実施する協働取組の

実践を促していく施策 

○ 区民等の関心・興味を深めることで、主体的な環境教育の取組につなげていく好循環

を生み出す施策 

 

 

 

＜重点施策＞ 

１ エコポリスセンターの拠点機能の活性化 

２ 環境教育・協働取組の参加機会についての情報のスマート化 

３ 環境教育推進協議会の役割の活性化 

４ 地域環境コミュニティの形成の促進 

５ 板橋区の環境教育・協働取組実践情報のスマート化（魅力発信等） 
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１ エコポリスセンターの拠点機能の活性化 

「人と環境が共生する都市“エコポリス板橋”」を目指して平成７年に開設されたエコポリス

センターでは、新たな役割や機能を見直すための“あり方検討委員会”が平成 22年度に設置され、

以後検討が進められてきました。そして「環境問題は“啓発期”から“実践期”へ移行している」

との考え方から、様々なイベントに対応する環境の最新情報・最先端技術等を紹介するため、展

示用什器のリニューアル（平成 27年４月）をしました。 

今後は、環境団体等の実践活動の拡大や相互連携による活動の充実を図り、エコポリスセンタ

ーの拠点機能を活性化していきます。 

 

【 施設機能の充実 】 

リニューアルにあたっては、「見える・交流できる」「遊び・新しい発見」「自然・緑・癒し」

の３つのテーマで整備を行い、新たな展示として、１階の環境情報交流コーナーにはウェルカム

ウォールやエコライブラリーを設置。地下１階の環境活動情報コーナーにはコロコロエコボール

やエコポリクイズ、映像装置を設置することで、遊びを通して環境を学ぶことができます。 

今後のエコポリスセンターはリニューアルを機に、これまで以上に“エコポリス板橋”の実現

に向け取り組んでいきます。 

 

【 実践活動の充実 】 

 平成 22年３月策定の「新しい環境立区いたばし第２ステージ」で検討された「“啓発期”から

“実践期”」の移行には区民の主体的な参加や活動を促す必要があります。 

このような主体的な活動を多く促していくためには、興味・関心の異なる様々な区民のニーズ

に対応できるよう幅広い活動メニューの充実が求められます。また、環境を主テーマとした活動

以外にも、多彩な分野での活動に環境の視点を加味した環境学習や環境活動を展開していくこと

も大切です。 

そこで、これらに対応していくための環境づくりのために、幅広い分野や情報・知識、幅広い

主体との連携・ネットワーク化による、(仮称）エコライフネットを構築します。 

 (仮称）エコライフネット構築にあたっては、現在のエコポリスセンター登録団体、ＮＰＯ等を

中心とした組織とし、相互に連携や情報交換の出来やすい仕組みづくりやそれぞれの活動の広報

活動などを積極的に行っていくような仕組みづくりを行います。 

また、この仕組みを通して、様々な主体が相互に活動をしていくことで、従来の枠組みを超え

た“輪”が広がり、活動を活性化することができます。 

さらには、様々な主体と連携することで、幅広い視点からの環境学習・環境活動を展開してい

きます。それらを活用して、人材の育成や発掘を行い、区民が企画から実施段階までを担い、エ

コポリスセンターを始め、学校や地域等においての講師として、環境教育・環境学習を行うこと

が出来るような人材活用の仕組みづくり等に取り組んでいきます。 
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■重点取組 

○ (仮称）エコポリ・ゼミナールの構築と体系化 

(仮称）エコポリ・ゼミナール（愛称：エコポゼミ）（以下「エコポゼミ」という。）は、エ

コポリスセンターを拠点とした、環境学習協働講座であり、「エコポリス板橋」環境都市宣言

（平成５年４月）実現のための「仕組みつくり機構」です。 

対象は、「幅広い年齢層の区民・団体・事業者等各主体」（以下「各主体」という。）を想

定しています。この講座では、ＥＳＤの視点を取り入れ、区内各主体が環境教育に関わる取組

を実施することにより、区民等の環境意識の向上と行動変容、環境保全への寄与はもとより、

持続可能な社会の実現のための能力・態度の向上などを図っていきます。 

例えば、エコポゼミの趣旨に賛同した各主体、行政等が企画を持ち寄り、修了者が講座を受

け持つなど、講座をきっかけに活動の輪が広がっていくような仕組みづくりに力を入れます。 

 

○ 登録団体の活性化  

エコポリスセンター登録団体は、エコポリスセンターを中心に活動しています。 

今後は、登録団体の活動を活性化させ、地域での協働取組を促進する拠点としてエコポリス

センターが機能を発揮できるよう、「情報の交換・共有・発信」を目的としたネットワーク体

制の構築、情報誌の発行など、きめ細かな支援を行っていきます。 

 

○ 人材バンクの整備・運用 

学校等や地域において指導者や調整役（コーディネーター）、促進役（ファシリテーター）と

なる人材の活用を図ることが重要です。 

このため、こうした人材と利用希望者との橋渡しをできるよう、エコポリスセンターが窓口

となり人材を登録する制度を整備・運用します。 

また、人材バンクの登録者には、実践力を高める機会として、体験学習やワークショップの

進め方、資料作成の手法などについてのスキルアップ研修を実施します。 

さらに、学校等の教員と外部人材との仲介や調整などを行う調整役（コーディネーター）と

なる地域の保護者や専門家などの人材の情報についても共有する仕組みを検討していきます。 

 

●人材バンクのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  

など 

など 
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２ 環境教育・協働取組の参加機会についての情報のスマート化 

板橋区内の各地域での環境教育や協働取組の促進を図るためには、板橋区やエコポリスセンタ

ーはもとより、区民や区民団体、事業者などが企画・実施する環境イベントや環境学習講座など

の情報を、広く区民等に届けていくことが必要です。 

現在は、区内で環境イベントや講座の企画・実施する人は、自らチラシで作成・配布、ホーム

ページやメール等での告知などにより集客を図っていると想定されます。 

今後、ＩＣＴの整備が進み、さらに利便性が高まっていくと見込まれることから、各主体によ

る情報の受発信を支援し、仲間との出会いや交流を促すような仕組みづくりを行い、区内各所で

協働取組の実践を広げていきます。 

■重点取組 

○ (仮称）板橋区環境教育・協働取組情報交流サイトの整備 

環境教育や協働取組を企画・実施する人（実施者）が、告知、申込受付、開催報告などを簡

便にできるようにするとともに、参加者となる区民等、支援者となりうる人（企業や団体等）

をつなぎ、さらに、区内での各主体による環境教育・協働取組の成果についても把握・モニタ

リングできるような、インターネット上に情報交流サイトの構築を検討します。 

 

●情報交流サイトの基本機能のイメージ 
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３ 環境教育推進協議会の役割の活性化 

前プランの重点施策に基づき、環境教育のより一層の推進を図るため、環境教育推進協議会が

設置（平成 19年４月）されました。環境教育推進協議会は、その目的を達成するため、環境教育

カリキュラム部会（教員）及び環境教育プログラム部会（公募区民・教員・保育士・事業者）の

二つの専門部会を設置しました。 

板橋区の環境教育の推進にあたっては、プログラム作成・運用や年間指導計画、カリキュラム

の立案に至るまで、環境教育の推進の各段階において一貫した機能強化を図っていくことが大切

です。また、学校等において、教員等の補助及び外部指導者との調整役（コーディネーター）な

どを活用できる仕組みの整備、運用も必要となってきます。 

■重点取組 

○ (仮称）環境教育実践部会の創設 

保育園・幼稚園から中学校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

リキュラムを参考にした学校現場での環境教育の実践を支援するため、また、大人のための環

境教育の支援を図るため、環境教育カリキュラム部会と環境教育プログラム部会の相互の連携

を深め、かつ組織的に運用することができるような専門部会のあり方について検討していきま

す。 

 

○ 環境教育カリキュラムに即した学校等での環境教育の実施状況や成果の把握 

各学校等においては、体系的な環境教育の取組による成果として、学校での事例の収集や子

どもたちへの変化などを積み重ねることが大切です。 

保護者等においては学校等の環境教育の成果や取組方針についての情報を求めていると考え

られますので、保護者や地域との関係づくりに寄与するような情報発信のあり方についても検

討します。 

●環境教育推進協議会の役割の活性化（イメージ） 
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４ 地域環境コミュニティの形成の促進 

地域における環境保全活動には、地域ぐるみで身近な環境を守り、良くしていこうとする意識・

能力の向上が求められています。 

環境教育・環境保全活動を活発化するには、地域コミュニティの中で、異なる立場・意見を持

ったものがコミュニケーションしながら、課題解決に向けて取り組んでいく「協働取組」が大切

です。協働取組の実施の過程を通じて、さまざまな学びや人づくり、パートナーシップづくりが

生まれるため、地域での課題解決のための事業実施に展開させていくことが重要です。 

■重点取組 

○ (仮称）まちの環境ワークショップの開催 

(仮称）まちの環境ワークショップは、環境区民団体等が進行役となり、町会・自治会等の地

域の方々とともに、地域における環境保全活動の取組や、担うべき役割を考えていくことで、環

境保全に向けた行動力のある地域コミュニティの形成を促進していきます。さらに、「地域での

環境教育の取組モデル」をまとめた策定検討委員会での検討経過（78～82頁）を参考に、地域の

人たち自らが企画・立案し、環境教育の取組を実践、展開していくことを目指します。 

５ 板橋区の環境教育・協働取組実践情報のスマート化（魅力発信等） 

これまで区内では、環境教育や環境保全活動を通じて、人づくりやパートナーシップづくりが

進みつつあります。 

●板橋区の環境教育・協働取組の魅力（例） 

・ 板橋区独自の保幼小中一貫環境教育カリキュラムや環境教育ハンドブックを作成

し、区内の学校等に配布していること。 

・ 教職員や区民団体、事業者などが参画し環境教育プログラムを作成する取組を毎年

継続し、インターネットを通じて、広く一般にも利用できるようしていること。 

・ 指定管理者制度のもと民間の知恵・ノウハウを導入して運営しているエコポリスセ

ンターでの講座やイベント、そこを拠点としたボランティア活動の広がり。 

・ 板橋区発祥の緑のカーテンづくりを各主体がチャレンジし、それを広めていき、今

や全国に知れ渡るようになったこと。 

・ 区民団体では、自主的に環境教育に関わる取組を地域で実践し、事業者団体を中心

に地域の事業者とともに昭和 50年代から環境保全に取り組んでいること。 

・ 環境教育を通じて子どもたちに変化が生まれていること 

このように、“取組の魅力”を挙げれば、枚挙にいとまがありません。今後も、様々な主体が、

環境教育や協働取組の実践活動を進めていくなかで、さらに、板橋区の魅力が醸成され、区民の

愛着や誇りにつながっていくことを目指します。 

■重点取組 

○ 環境教育・協働取組の魅力についての情報の把握・発信 

板橋区の環境教育及び協働取組の魅力として、各主体による取組成果に関わる情報を収集し

ます。これらの情報は、区内外の多くの方々に伝えるため、情報誌や冊子、リーフレットとい

った印刷物やインターネットなどを活用し、発信します。また、ＳＮＳをはじめとするＩＣＴ

の活用を図り、区民等による情報の共有・拡散を促進します。 
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第６章 プランの進行管理 

 

１ 進行管理の体制 

環境戦略担当課と教育委員会事務局指導室は、区の施策の進捗状況、目標達成状況及び各主体

における環境教育の推進状況を把握し、区ホームページなどを通じて積極的に公表します。 

把握した結果は、資源環境審議会及び環境教育推進協議会に報告し、本プランの進捗状況の評

価や各主体の活動を支援するための具体策の検討などを行い、各主体の取組に活用していきます。

また、「エコポリス板橋」推進本部等において、本プランの進行管理を行い、区の施策に反映しま

す。 

 

●プランの進行管理体制 
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２ ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本プランを実効性のあるものとしていくためには、施策・事業を着実に実行に移し、その進捗

状況や成果を点検・評価し、さらにそれを次の取組にフィードバックさせていく仕組みが重要で

す。 

そこで、本プランの進行管理は、「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、進捗状況の点検・評価を行います。 

１年を基本単位として点検・評価を実施しますが、本プランの進捗状況や社会情勢の変化に対

応するため、期間の終了時及び必要に応じて見直しを行います。 

 

●ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 

（計画する） 

Do 

（実行する） 

Check 

（点検する） 

Act 

（改善する） 

○本プランの策定 

○指標の設定 

○本プラン及び板橋区環境基本計画2025に基づ

く事業の実施 

○関係部署による事業の実施 

○区民、区民団体、事業者、学校等及び区による 

実行・協働 

○指標による本プランの進捗 

状況の点検・評価 

○板橋区資源環境審議会及び板橋区環境教育推進 

協議会への報告・意見聴取 

○指標による事業の見直し 

○新規事業の検討・立案 

○新たな協働取組の提案 など 

毎年 

○本プランの見直し 
本プランの

期間の終了

時等 

次
期
プ
ラ
ン
へ
反
映 

板橋区の環境教育の推進へ 
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３ 指標の設定 

本プランの推進にあたっては、施策分野毎に進捗状況を測るものさしとして、板橋区環境基本

計画 2025 で設定されている環境指標の数値目標を活用するとともに、成果指標を設定し、平成

37年度までの目標を立てます。 

また、成果指標を補足するための参考指標を設定します。 

 

●指標の体系化の考え方 

 

 

 

 

 

 

●成果指標 

施 策 成 果 指 標 
現 状 

（平成 26 年度） 

目 標 

（平成 37 年度） 

学びの機会 

の提供 

① 全区民参加型環境保全キャ

ンペーン参加者数 
25,674 人 31,500 人 

② 環境講座参加者数 

（④人材育成に関わる講座を除く） 
22,898 人 30,000 人 

情報の提供 

・活用促進 

③ 環境教育プログラム利用校

（園）の割合 

74.4％ 

87/117 校（園） 
100％ 

人材の育成 

・活躍促進 

④ 人材育成に関わる環境講座

参加者数 
199 人 400 人 

⑤ 環境学習講師派遣人数 363 人 500 人 

場・拠点の 

整備・活用 

⑥ 環境登録団体数 27 団体 37 団体 

⑦ 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 1,300 人 

学校等での環境

教育の充実 

⑧ 外部人材を活用した環境学

習実施校（園）の割合 

76.1％ 

89/117 校（園） 
100％ 

行動変容 

⑨ エコ生活（アクション９＊）

の実施状況 

75.0％ 
（イベントでのアンケー

ト結果から） 

100％ 

⑩ 環境講座受講後の知識・考え

方の変化があった者の割合 
－ 100％ 

  

成果指標 

事業を実施したことによる直接的な成果を表す指標。 

（例：参加数、利用数など） 

参考指標 

事業の実施状況に係る指標。 

（例：開催回数、発行数など） 
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●参考指標 

施 策 参 考 指 標 

学びの機会の提供 

環境保全キャンペーン実施回数 

エコチェックシート参加者数・得点 

標語・ポスター展応募学校数及び応募者数 

環境イベント等開催回数・参加人数 

｛内エコポリスセンター環境イベント等開催回数｝ 

環境講座等開催回数 

｛内エコポリスセンター環境講座等開催回数｝ 

エコポリス板橋環境行動会議活動数 

喫煙マナーアップ推進員登録数 

いたばしエコ活動推進協議会活動数 

情報の提供・活用促進 

環境情報誌等の発行回数及び発行部数 

環境に関する教材・学習資料の発行回数及び発行部数 

啓発用看板配布数 

エコポリスセンターホームページ更新回数 

環境教育プログラム数 

各主体による環境教育の 

取組支援 

住宅用新エネルギー・省エネルギー機器導入補助件数 

事業者用新エネルギー・省エネルギー機器導入補助件数 

雨水タンクの設置基数 

環境教育器材の貸出回数 

商店街・オフィスリサイクル参加事業所数及び回収量 

いたばしエコ・ショップ店舗数 

集団回収登録団体数 

屋上緑化助成件数 

生垣助成及びブロック塀撤去助成の距離 

人材の育成・活躍促進 

人材育成に関わる環境講座開催回数 

ボランティア等の協力を受けたエコポリスセンター事業数 

環境学習講師派遣実施件数 ｛内ボランティア活用件数｝ 

環境教育の担い手人数 

環境保全行動の表彰件数 

場・拠点の整備・活用 

公園面積 

市民緑地の開設数 

区民による公園樹木手入れ参加者数 

区民農園面積 

農地面積 

保存樹林等面積・保存樹木本数・保存生垣延長距離 

公共施設の緑化件数 

エコポリスセンター入館者数 
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参考資料１ 策定における検討経過 

項 目 日 程 主な内容 

板橋区環境教育推進プラン 

（第二次）※1策定検討委員会① 

平成 27年 

６月 25日 

・ 第１回ワークショップ 

環境教育の取組を「見える化」し、未来を描こう！ 

｢エコポリス板橋｣推進本部① ６月 30日 ・ 策定の着手について 

板橋区環境教育推進協議会① ７月 13日 
・ 策定の着手について 

・ 策定方針について 

板橋区環境教育推進プラン 

（第二次）策定検討委員会② 
７月 23日 

・ 第２回ワークショップ 

環境教育の場・機会、主体間をつなげよう！ 

板橋区資源環境審議会① ７月 30日 
・ 策定の着手について 

・ 策定方針について 

板橋区の環境教育に関する 

アンケート 
８月実施 

・ 家庭、区民団体、事業者、区立保育園・幼

稚園、区立小学校・中学校、区内に所在す

る高等学校・大学等を対象にしたアンケー

トの実施 

板橋区環境教育推進プラン 

（第二次）策定検討委員会③ 
８月６日 

・ 第３回ワークショップ 

アクションプラン（行動計画）を立案しよう！ 

｢エコポリス板橋｣推進本部幹事会① ９月 18日 ・ 素案について 

｢エコポリス板橋｣推進本部② 10月７日 ・ 素案について 

板橋区環境教育推進協議会② 10月 26日 ・ 素案について 

板橋区資源環境審議会② 10月 30日 ・ 素案について 

パブリックコメント 
11月 12日 

～12月１日 
・ 意見数 38件、提出人数６名（団体含む） 

代表校長会 11月 19日 ・ 素案について 

定例校長会 12月４日 ・ 素案について 

｢エコポリス板橋｣推進本部幹事会② 12月 18日 
・ パブリックコメントの結果について 

・ 最終案について 

｢エコポリス板橋｣推進本部③ １月 26日 
・ パブリックコメントの結果について 

・ 最終案について 

板橋区環境教育推進協議会③ ２月 24日 
・ パブリックコメントの結果について 

・ 最終案について 

板橋区資源環境審議会③ ３月 11日 
・ パブリックコメントの結果について 

・ 最終案について 

※1「板橋区環境教育推進プラン（第二次）」は、「板橋区環境教育推進プラン 2025」の仮称です。 
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参考資料２ 検討組織の構成 

 

◆板橋区環境教育推進プラン（第二次）※1策定検討委員会 

区民（６名程度） 実際に環境教育に取り組んだ実績のある団体の構成員又は個人で区の

公募に応じた者。 

事業者（２名程度） 実際に環境教育に取り組んだ実績のある事業者で、区の募集に応じた

事業者。 

教員（６名程度） 下記の環境関連研究部会長（教育委員会）から推薦された者。 

小学校：理科、社会科、生活科・総合的な学習教育 

中学校：理科、社会科、総合学習の時間 

保育士（２名程度） 保育サービス課（子ども家庭部）から推薦された者。 

区職員等（２名程度） 生涯学習課・エコポリスセンター 

※1「板橋区環境教育推進プラン（第二次）」は、「板橋区環境教育推進プラン 2025」の仮称です。 

 

◆「エコポリス板橋」推進本部 

推進本部 幹事会 

＜本部長＞ 

区長 

＜副本部長＞ 

副区長、教育長及び常勤監査委員 

＜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 

政策経営部政策企画課長 

総務部男女社会参画課長 

区民文化部地域振興課長 

産業経済部産業振興課長 

産業経済部くらしと観光課長 

健康生きがい部長寿社会推進課長 

福祉部障がい者福祉課長 

子ども家庭部子ども政策課長 

資源環境部環境課長 

資源環境部環境戦略担当課長 

資源環境部清掃リサイクル課長 

土木部管理課長 

土木部みどりと公園課長 

教育委員会事務局教育総務課長 

教育委員会事務局生涯学習課長 

教育委員会事務局指導室長 

小学校生活科・総合的な学習教育研究部長 

小学校理科研究部長 

小学校社会科研究部長 

中学校総合学習の時間研究部長 

中学校理科研究部長 

中学校社会科研究部長 
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参考資料３ 前プランの進捗 

「板橋区環境教育推進プラン」（平成19年４月）では、ＰＤＣＡサイクルを用いた進行管理を

行うことを規定しています。また、環境教育が効果的に実施されているかどうかをはかるものさ

しとして、成果指標を設定し、平成19年度から平成27年度までの９年間の数値目標を立てていま

した。 

【 】内は、本プランにおける指標としての位置づけを示しています。 

 

 

① エコポリスセンターホームページのアクセス件数 

 

＜指標の説明・目的＞  

本指標は、エコポリスセンターホームページを通じて環境情報の発信や講座やイベント情報

の発信など、環境に関心をもっていただくためのツールの一つとして指標にしたもの。 

＜方向性＞ 

エコポリスセンターの事業に関する情報の見せ方や発信の工夫を行いながら、区民が「見た

い」、「知りたい」と思う情報は何か、という視点をもち、変化に対応していく。今後は、ホー

ムページ、Facebook、Twitterの更新頻度を上げ、区民の目に触れる機会を増やしていく。 

【⇒「アクセス件数」に代わり、「更新回数」として把握していく：参考指標】 

 

② 環境教育プログラムの利用学校数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

環境教育プログラムとは、様々な場において実践されている環境教育・環境学習の中から、

板橋区の地域特性などを加味しながら、発達段階に応じて開発した体験的・実践的なプログラ

ム。環境教育・環境学習を行う際に、教員などの指導者が活用（または参考に）しやすいよう

に、プログラムの進め方や時間配分、使用する道具やワークシートなどを掲載した「板橋区環

境教育ハンドブック」を作成している。 

また、その内容をインターネット上で公開している。ハンドブックは区立全小中学校と、公

立・私立の保育園・幼稚園へ配布している。 

本指標は、区立小中学校において環境教育プログラムを活用している学校数をあらわすもの。 
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＜方向性＞ 

環境教育プログラムに対する教職員への認知度が低いことが課題となっている。そのため、

校長会や各教員研究部会などへの周知をさらに行いながら、総合的な学習の時間に限らず、

様々な教科で活用できることも含めて PR していく。授業時間以外での活用（あいキッズ＊や

いきいき寺子屋プラン事業＊等）についても、事例を集めて紹介することで、活用の広がりを

見つけていく。 

また、保育園・幼稚園での実施も増えてきていることから、今後は小中学校だけでなく、保

育園と幼稚園も含めて、活用状況を把握していく。 

【⇒成果指標として把握していく】 

 

③ プログラムバンクの登録プログラム数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

指標②環境教育プログラムをインターネット上で公開する「プログラムバンク」に登録して

いるプログラムの件数をあらわすもの。環境教育の幅広い分野を網羅し、また発達段階に応じ

たプログラムを提供するため、毎年プログラムを追加してきた。 

数値は「板橋区環境教育プログラム」と「環境教育プログラム事例」を合計した数。前者は

環境教育プログラム部会において開発された板橋区独自の環境教育プログラム。後者は全国で

実践されているプログラム事例を収集し、その概要を紹介するもの。 

＜方向性＞ 

平成 23年度以降は、プログラム数の充実から内容の充実にシフトし、新規プログラムの開発

と同時に、過去に登録してきた既存プログラムの見直しと改善を進めてきた。 

今後は「環境教育プログラム」をより活用するための検討を行っていく。 

【⇒参考指標として把握していく】 

 

④ いたばしエコ・ショップの店舗数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

「いたばしエコ・ショップ」は、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、区がリサイクル推進事業者として認定し、区民にホームページ等

で紹介している。 
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＜方向性＞ 

区民への周知は、ホームページでの公開のほか、区民まつり等のイベントでパンフレットに 

よる紹介を行っている。 

今後は、区民まつり等のイベントでのＰＲやエコ・ショップスタンプラリーなどの実施を検

討し、登録を促していく。 

【⇒参考指標として把握していく】 

 

⑤ 環境保全キャンペーン参加者数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

「ポイ捨て防止キャンペーン」、「クリーン作戦」、「打ち水キャンペーン」など、広く区民に

呼び掛けて取り組んだ事業（キャンペーン）の参加者数を指標としている。 

＜方向性＞ 

各キャンペーンの目的や効果が広く区民に浸透するよう、ＰＲ方法の改善などを図り、参加

者数の増加につなげていく。 

今後は、全区民参加型キャンペーンとして対象事業を絞り、進捗を把握していく。 

【⇒成果指標として把握していく】 

 

⑥ エコチェックシートの得点 

 

＜指標の説明・目的＞ 

区民の環境意識の変化について状況を把握するために行っているチェックシート。チェック

項目を点数化し、意識の度合いが上がっているか確認するもの。イベントや講座等でチェック

している。 

＜方向性＞ 

それぞれの項目が区民の日常生活に定着するよう、今後も啓発活動を続けていく。今後は、

項目の見直しを図るとともに、行動変容を把握するための適切な指標について検討していく必

要がある。 

【⇒参考指標として把握していく】 
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⑦ 環境講座等参加者数（内エコポリスセンター環境講座等参加者数） 

 

＜指標の説明・目的＞ 

エコポリスセンターをはじめ、区が行っている環境に関する講座等の実施状況やその参加者

数を集計し、指標としている。 

＜方向性＞ 

ボランティアや環境団体の自主企画講座など支援することで、環境講座の実施件数や参加者

数を増やしていく。 

【⇒成果指標として把握していく】 

 

⑧ 環境イベント等参加者数（内エコポリスセンター環境イベント等参加者数） 

 

＜指標の説明・目的＞ 

区民の環境意識の向上のために実施している環境イベント等の参加者数を増やし、区民の環

境への関心を高めるという指標。 

なお、エコポリスセンターの環境イベントのほか、みどりと公園課のグリーンフェスタや区

民まつりでの環境コーナーへの参加者数などを集計している。 

＜方向性＞ 

エコポリスセンターの展示イベントを充実したため、平成 26年度は大幅に増加した。今後も、

エコポリスセンター主催の環境イベントにくわえ、大学祭や地域イベントへの積極的な出展も

実施していく。 

【⇒参考指標として把握していく】 

 

⑨ 集団回収登録団体数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

住民が 10世帯以上集まって団体をつくり、収集の日時や場所をきめて、定期的に古紙（新聞・

雑誌・段ボール）や古布などを集め、資源回収業者に引き渡す自主的な活動。その団体数を指

標としている。 
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＜方向性＞ 

ごみの減量に寄与する身近なリサイクル活動であると同時に、地域コミュニティの醸成にも

寄与しているため、今後も取組を促進していく。 

【⇒参考指標として把握していく】 

 

⑩ プログラムバンクの登録人数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

環境教育・環境学習は、学校や保育園、エコポリスセンターなど行政だけで行うだけでなく、

様々な区民や環境団体等の担い手による環境学習の機会を促進し、多様な環境教育活動に対応

していこうとするもの。本指標は、ボランティアとして、様々な場で活躍できる環境教育の担

い手の人数を指標としている。 

＜方向性＞ 

 実際に活用されている例は多いとは言えない現状である。今後は、新たに、調整役（コーデ

ィネーター）や促進役（ファシリテーター）の役割も担える人材を育成する仕組み（人材育成

講座の充実等）に力を入れていく。 

【⇒参考指標として把握していく】 

 

⑪ 環境学習講師派遣人数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

区内保育園や小中学校等における環境学習の出前講座（主に「ヤゴ救出作戦」）を行う際にエ

コポリスセンターから指導者やサポーター、職員（スタッフ）を派遣した人数を指標としてい

る。 

＜要因分析と方向性＞ 

保育園や小中学校等に対し積極的にＰＲを行っていくとともに、ボランティアの参加を促し、

指導者養成につなげていく。 

【⇒成果指標として把握していく】 

 

⑫ エコポリスセンター事業へのボランティア等参加者数 
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＜指標の説明・目的＞ 

環境教育・環境学習の担い手（指導者やサポーター）をできる限り増やし、区内全域で環境 

ボランティアが活躍するよう目指している。本指標は、具体的にエコポリスセンターの事業に

協力したボランティアの人数を指標としている。 

＜方向性＞ 

引き続き、エコポリスセンターの事業で積極的なボランティア導入やエコライフサポーター

の拡大を行なっていく。 

【⇒成果指標として把握していく】 

 

⑬ エコポリスセンター登録環境団体数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

本指標は、エコポリスセンターに登録している環境活動団体の数を指標としている。環境団

体を増やし、区内の環境教育・環境学習の担い手として、ボランティアと同様に大きな役割を

期待している。 

＜方向性＞ 

講座やイベント、展示などの事業協力をきっかけに学生団体やサークルなどにも登録を呼び

掛けていく。今後は、いたばし総合ボランティアセンターの登録団体（環境保全活動を実施し

ている）も含め把握していく。 

【⇒成果指標として把握していく】 

 

⑭ 小中学校における環境学習の時間数 

 

＜指標の説明・目的＞ 

区立小中学校において、環境学習がどれくらい実施されているかをはかる指標。 

＜方向性＞ 

実施状況は年度により時間差は見られるが、各学校においては、年間指導計画に基づき計画

的に環境学習を進めている。 

今後は外部人材を活用した環境学習を充実し、より板橋らしい環境教育が浸透していくこと

を目指す。 

【⇒「時間数」の代わりに、「外部人材を活用した環境学習の実施校（園）の割合」として幼

稚園・保育園も含めて把握していく：成果指標】 
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参考資料４ 環境教育を進める学びの機会（イベント・講座等）一覧 

この一覧は、「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」（51～56

頁）に示した学びの機会の概要と担当課を記載しています。 

学びの機会への参加や、ボランティアとして活動していく際の参考にしてください。 

（なお、これらの事業の情報は、変更する場合があります。） 

 

◆低炭素社会の実現に向けた学びの機会 

№ 事業名称         事業概要 担当課 

1 エコライフウィーク 

区民・区民団体・事業者などへ地球温暖化対策

の啓発を目的とする「CO２削減区民運動」のひと

つとして展開しています。夏と冬のそれぞれ１週

間を「エコライフウィーク」として設定し、講座

等を行っています。 

環境戦略担当課 

2 エコライフフェア 

区民・区民団体・事業者などへ地球温暖化対策

の啓発を目的とする「CO２削減区民運動」のひと

つとして展開しています。年２回程度、区内のス

ーパーマーケットの店頭などで啓発イベントを

行っています。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

環境戦略担当課 

3 打ち水キャンペーン 
ご家庭やご近所、各団体、グループなど、地域

で打ち水に参加できる環境活動です。 
環境戦略担当課 

4 

エコチェックシート

によるライフスタイ

ルのチェック 

エコチェックシートによるライフスタイルの

チェックを行う取組です。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

5 
公共交通機関・自転車

利用の促進 

公共交通機関・自転車利用の促進のための啓発

を実施しています。 
環境課 

6 

環境にやさしい運転

など自動車適正利用

に関する啓発 

環境にやさしい運転など自動車適正利用のた

めの啓発を実施しています。 
環境課 

7 
アイドリングストッ

プ啓発用看板の配布 

アイドリングストップ啓発用看板を配布し、地

域での啓発活動に役立てています。 
環境課 

  



 

 

108 

◆循環型社会の実現に向けた学びの機会 

№ 事業名称         事業概要 担当課 

8 

「板橋かたつむり運

動」関連のキャラクタ

ー・歌・踊り・パネル・

チラシ・かるた・ぬり

え等の作成、出前講座

やイベントでの啓発

事業 

「板橋かたつむり運動」関連のキャラクター・

歌・踊り・パネル・チラシ・かるた・ぬりえ等の

作成、出前講座やイベントでの啓発を行っていま

す。 

清掃リサイクル

課 

9 
「いたばしエコ・ショ

ップ」の認定、公表 

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）にお店の紹介をしています。 

清掃リサイクル

課 

10 
環境・リサイクルパネ

ル展 

エコポリスセンターで、環境やリサイクルにつ

いての展示をしています。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

11 
リサイクルワークシ

ョップ 

家で眠っている古布や不要な紙を、手仕事で生

まれ変わらせるワークショップです。毎月２～４

回程度開催しています。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

12 
フリーマーケット情

報の提供 

フリーマーケットの開催情報をホームページ

等で情報提供しています。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

13 

ごみ減量とリサイク

ル推進のための環境

学習出前講座 

ごみ減量とリサイクル推進のため、学校等への

出前講座を実施しています。 

清掃リサイクル

課 

14 
ごみの減量・リサイク

ル講座・研修会 

清掃リサイクル課では、町会や自治会など区民

の方のグループに対し、ごみの減量・リサイクル

の普及をテーマとし、出前講座や講師派遣などを

無料で行っています。 

清掃リサイクル

課 

15 

ベランダでできる生

ごみからたい肥づく

り講習会 

ベランダでできる生ごみからたい肥づくりに

ついての講習会を開催しています。 

清掃リサイクル

課 

16 

リサイクル推進員と

の協働によるごみ減

量・リサイクル 

板橋区リサイクル推進員は、清掃及びリサイク

ルに関する情報の発信及び伝達を行うほか、資源

物やごみの排出方法、集積所の清潔保持、集団回

収、環境負荷の少ない生活様式の普及啓発などを

行います。区内 18地区の推進員に対し、研修会

を行っています。 

清掃リサイクル

課 

17 

板橋区立リサイクル

プラザにおける講

座・講習 

リサイクルプラザでは、子どもから大人まで資

源と再利用について楽しみながら理解を深めて

いただく目的で、 施設見学会やリサイクル関連

の講座・イベントなど、 様々な催しを開催して

います。 

清掃リサイクル

課（リサイクル

プラザ） 

18 
商店街連合会環境委

員会事業 

商店街連合会環境委員会では、リサイクルを目

的としてペットボトルキャップの回収を行って

います。 

産業振興課 
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◆自然環境と生物多様性の保全に向けた学びの機会（「自然・農業・里山」をテーマにしたもの） 

№ 事業名称         事業概要 担当課 

19 
熱帯環境植物館の定

期ガイドツアー 

板橋区立熱帯環境植物館では、館内の熱帯植物

や水族館の魚についてくわしい説明を聞きなが

ら見学できるガイドツアーを開催してします。 

環境課（熱帯環

境植物館） 

20 板橋農業まつり 

赤塚支所では、身近にある板橋の農業を広く知

っていただくため、区内で栽培された新鮮な野菜

や果物などの展示・即売や古くから伝わる郷土芸

能の披露など、楽しい催しを行っています。 

赤塚支所 

21 農業体験学習 
赤塚支所では、区民に都市農業の理解を深める

ための農業体験学習を実施しています。 
赤塚支所 

22 里山体験 
里山の手入れや米作りなどを手伝いながら、１

年を通して里山の管理などを体験できます。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

23 農山村交流 

都市交流型農業・漁業を実践する首都圏近郊農

業者・漁業者やユニークな試みを行う地域との体

験学習イベントを実施します、農業・漁業体験や

林業体験を通じて、バランスのとれた自然を維持

することの大切さや新しい農林業・漁業の試みに

触れることができます。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

24 自然塾 

植村冒険館が実施する、小学４年生から高校３

年生対象の野外体験事業です。 自然のフィール

ドに出て「ウエムラ・スピリット」を学びます。 

スポーツ振興課

（植村冒険館） 

25 アドベンチャー講座 
植村冒険館が実施する、山小屋泊まりの登山や

雪山登山など自然を体験する講座です。 

スポーツ振興課

（植村冒険館） 

26 
熱帯環境植物館にお

ける講習会等 

熱帯環境植物館では、熱帯などの動植物の紹介

や熱帯環境に関する情報提供等を中心に展開し、

意識啓発を行っています。区民一人ひとりを熱帯

における森林や動植物などの自然環境保護の実

践も促していく各種講座を実施しています。 

環境課（熱帯環

境植物館） 

27 
赤塚植物園における

講習会・観察会 

赤塚植物園では、植物観察会、親子スズムシ教

室、ボタニカルアート教室、区の花ニリンソウ展

など、一年を通して、様々な講習会・展示会を開

催しています。 

みどりと公園課 

28 かんきょう観察事業 
野草・昆虫・野鳥などをテーマに、かんきょう

観察員が区内の調査や観察会を行います。 

環境課（エコポ

リスセンター） 
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◆自然環境と生物多様性の保全に向けた学びの機会（「緑」をテーマにしたもの） 

№ 事業名称         事業概要 担当課 

29 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春に

行われています。 

みどりと公園課 

30 

緑のカーテンコンテ

スト（緑のカーテン普

及事業） 

緑のカーテンについて、意欲的で優れた取組を

行っている者を表彰することにより、意識啓発を

行い、身近な地球温暖化対策として緑のカーテン

を広く普及しています。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

31 

緑のカーテンまちぐ

るみで広げようプロ

ジェクト（緑のカーテ

ン普及事業） 

登録者の方に、育成方法やワンポイントアドバ

イス、講習会やコンテスト開催などの情報を提供

しています。緑のカーテンに興味のある方、育て

てみたい方、個人でも団体でもどなたでも登録し

ていただくことができます。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

32 緑のガイドツアー 

緑のボランティアグループ「緑のサポーター会

議」のメンバーと区の職員が区内の緑や自然環境

などをわかりやすく解説しながら歩き、緑豊かな

環境に関心を持ってもらう緑の町歩きです。 

みどりと公園課 

33 
緑のカーテンサポー

トクラブ 

緑のカーテンを育てた経験のある方々が会員

となり、区の事業に一緒に参画・協力していただ

く取組です。会員は「育成講習会」や「料理講習

会」などに“講師”や“アシスタント”として参

加するほか、「環境なんでも見本市」などのイベ

ントにおいて啓発活動を行います。 

環境戦略担当課 

34 

緑のカーテン育成講

習会（緑のカーテン普

及事業） 

緑のカーテンの効果、育てる植物の種類、実例

の紹介等の講習会を行います。 

環境課（エコポ

リスセンター） 

35 

公園刈り込みボラン

ティア・板橋森林ボラ

ンティア 

区内の公園で刈り込みなどの整備を行うボラ

ンティア活動や、板橋区と交流関係にある旧栗山

村にある「板橋区の森」における樹木の刈り込み、

剪定などを行うボランティア活動が行われてい

ます。 

みどりと公園課 
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◆快適で健康に暮らせる生活環境の実現に向けた学びの機会 

№ 事業名称         事業概要 担当課 

36 
板橋クリーン作戦ゴ

ミ拾い選手権 

チームでごみを拾い、拾ったごみの量を競い合

うことで楽しみながら板橋のまちをきれいにす

るイベントです。 

環境課 

37 

エコポリス板橋環境

行動会議による春、秋

の板橋クリーン作戦 

ごみの投げ捨てのないきれいなまちにしてい

くために、全区的統一清掃活動です。個人、団体、

町会・自治会、商店街、事業所、老人クラブ、学

校、スポーツ少年団、学生ボランティア、官公庁

等が参加し、道路や歩道の清掃などを行います。 

環境課 

38 

エコポリス板橋環境

行動会議によるポイ

捨て防止キャンペー

ン 

エコポリス板橋環境行動会議は、ゴミのポイ捨

てが多く多数の人が行き来する駅周辺等で、年に

1回、ポイ捨て防止キャンペーンを実施していま

す。 

環境課 

39 
ポイ捨て防止啓発用

看板の配布 

ポイ捨て防止啓発用看板を配布し、地域での啓

発活動に役立てています。 
環境課 

40 

喫煙マナーアップキ

ャンペーン、条例周知

キャンペーン（路上禁

煙地区内） 

区職員と喫煙マナーアップ推進員(区ボランテ

ィア)による駅頭キャンペーン。年 30回程度、区

内全駅の駅頭および周辺にて「喫煙マナーアップ

キャンペーン」や「条例啓発キャンペーン」と称

し、啓発物品の配布や呼びかけ、周辺のごみ拾い

などを行っています 

環境課 

41 
喫煙マナーアップ推

進員 

区職員と区ボランティアによる喫煙マナーア

ップ推進員は、区職員とともに、区内全駅の駅頭

および周辺での「喫煙マナーアップキャンペー

ン」や「条例啓発キャンペーン」で活動していま

す。 

環境課 
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参考資料５ 用語解説 

あ行              
あいキッズ 

次代を担う子どもたちの健やかな成長と多様

な体験を通した豊かな人間形成を願って、地域コ

ミュニティの基盤である学校内で、放課後子ども

教室と放課後児童健全育成事業を一体的に運営

する放課後対策事業。 

“あいキッズ”とは、「“I”tabashi」の“I(あ

い)”をとって「板橋の子ども」の愛称。 

 

アイドリングストップ 

自動車が走っていない時にエンジンのかけっ

ぱなし（アイドリング）をやめること。不必要な

アイドリングをやめることで、燃料の使用に伴う

温室効果ガスの削減が期待できるほか、燃料代が

節約できる。 

 

アクション９（アクション・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。 

エコライフフェアや環境なんでも見本市など

のイベントの際にアンケートを行い、「アクショ

ン９」の実施率から温室効果ガスの削減量を換算

している。 

① 冷暖房の設定温度に注意しよう 

② テレビの明るさを調整しよう 

③ 照明はこまめに消し、ＬＥＤランプを選ぼう 

④ 冷蔵庫の温度は「強」から「中」にしよう 

⑤ 調理の火力をこまめに調節しよう 

⑥ 水道はこまめに止めよう 

⑦ お風呂は間をあけずに入浴しよう 

⑧ 遠出はできるだけ公共交通、自転車、徒歩で

移動しよう 

⑨ 新しいライフスタイルに取り組もう 

 

いきいき寺子屋プラン事業 

板橋区の独自事業。土、日曜日や放課後に学校

施設を活用して工作教室、料理教室、英会話教室、

パソコン教室、各種スポーツ、デイキャンプ、お

まつり、ボランティア・奉仕活動などを実施する。

事業の実施形態については、クラブ形式やイベン 

ト形式がある。 

 

生きる力 

変化の激しいこれからの社会を生きるために

必要となる、確かな学力、豊かな人間性、健康・

体力の知・徳・体のバランスのとれた力のこと。 

 

板橋エコアクション 

区民や事業者の皆さんが、無理なくエコアクシ

ョン（環境負荷低減活動）を実行するための仕組

み。板橋区版の環境マネジメントシステム。 

 

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。 

 

いたばしエコ活動推進協議会 

環境に関する様々な活動を行う区民・団体・事

業者・学校等・区の協働組織。板橋環境会議と板

橋区地球温暖化防止活動推進協議会の２つの組

織が母体。区の環境をより良くしていくために、

環境に配慮したまちづくりや環境にやさしい暮

らし方の普及などの具体的な取り組みについて、

自ら行動し、活動を広げることを目的としている。 

月１回の定例会のほか、部会活動、エコライフ

フェアや環境なんでも見本市など、大規模な PR

イベントの企画・運営を行っている。 

 

板橋かたつむり運動 

板橋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。 

 

板橋区環境基本計画 

板橋区の環境の保全に関する総合的･長期的な

方針を示し、区、区民、民間団体、事業者の全て

の主体が、それぞれの立場で環境への負荷を低減

していくための基本計画。計画では望ましい環境
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像を明らかにし、区のあらゆる施策を良好な環境

の確保に向けて積極的に誘導していく役割を担

う。 

 

板橋区環境教育カリキュラム 

板橋区では、環境を単に自然の面だけで捉えて

教材化するのではなく、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めざす

といったＥＳＤの考え方に基づくカリキュラム

を策定している。 

 

板橋区環境教育推進協議会 

持続可能な社会の構築に向けて、環境教育のよ

り一層の推進を図るために設置したもの。環境教

育カリキュラム及び体験的な環境教育プログラ

ムの作成並びに板橋区環境教育推進プランの区

の環境教育の進捗状況の評価及び助言等を行う。

学識経験者、区民、教員及び区職員により構成さ

れる。 

 

板橋区環境教育プログラム 

板橋区では、様々な環境学習の事例を参考にし

ながら、板橋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ている。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。環境学習の知識や経験の少ない方でもプロ

グラムの指導ができるよう「進め方」「指導上の

注意点」「使用するもの一覧」「参考データ」「ワ

ークシート」などをわかりやすく掲載している。 

 

板橋区環境白書 

環境の現状に加え、区民一人ひとりの環境行動

が推進されるような情報を提供することを目的

として発行している資料。本編・概要版は２年に

１回、資料編は毎年発行している。 

 

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。 

「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」の３つを基本理念とする。概ね 10 年後

を想定して、「（将来像）未来をはぐくむ緑と文化

のかがやくまち“板橋”」と定めている。さらに、

政策分野別の「あるべき姿」のひとつとして、環

境分野：「緑と環境共生」ビジョンを掲げている。 

 

板橋区教育大綱 

板橋区基本構想における将来像を実現するた

め、学校教育、生涯学習、文化、スポーツ施策に

おける方向性を示すもの。 

 

板橋区教育ビジョン 

板橋区基本構想に示された教育分野のあるべ

き姿である『「魅力ある学び」支援ビジョン』及

び板橋区教育大綱の実現に向けて、教育が中心的

に担う人づくりの方向性を明らかにするもの。 

 

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。 

 

板橋区次世代育成推進行動計画いたばし子ど

も未来応援宣言 

「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定さ

れた行動計画。区民や企業などと一体となって今

後取り組むべき子育て支援施策の方向性や目標

を定めたもの。 

 

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

出量削減の取組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。 

 

板橋グローブクラブ 

「環境のための地球規模の学習および観測」
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（GLOBE）を行うプログラムを通して、子どもた

ちが、国際的な環境科学および環境教育に関する

活動を行うクラブ。 

 

いたばし総合ボランティアセンター 

板橋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。区民、NPO法人、板橋区社会

福祉協議会、板橋区の四者協働により設置・運営

されている。 

 

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。 

 

いたばし学び支援プラン 

板橋区教育ビジョンの実現に向けて、具体的な

施策を推進するために策定した板橋区教育振興

推進計画。教育基本法に定める基本計画に相当。 

 

インストラクター 

技能や専門的なことを指示的に教える人。 

 

雨水タンク 

雨水貯留槽のこと。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。 

 

打ち水 

道路や庭に水をまいて、夏の間、涼を得たり、

土ぼこりを防いだりする日本人の知恵のひとつ。 

 

エコチェックシート 

各家庭で環境配慮の取組をチェックするため

のシート。チェック項目への記入により、区民に

おける環境配慮に対する意識を向上させること

を目的としている。区では、エコチェックシート

を回収し、環境配慮行動の意識調査の資料として

も役立てている。 

 

エコポイント 

消費者が購買時に選択する環境配慮行動に対

して付与されるサービスまたは環境配慮行動促

進のための仕組みをいう。 

 

エコポリス板橋 

エコポリスとは、「エコロジー（=Ecology：生

態学）」と「ポリス（=都市）」の合成語で、「エコ

ロジカルポリス」（=環境に配慮した都市）を意味

する。自然生態系が有する機能を模範として、都

市の構造・社会システム・住民の生活行動様式を

環境負荷の小さいものに変え、都市内部の環境を

改善しようとする都市づくりの概念である。 

 

エコポリス板橋環境行動会議 

板橋の環境を区民自身の手で守っていくため

に行動することを宣言し、設立した会議。区内の

団体代表者、地区環境行動委員会代表者、学識経

験者で構成され、情報交換、連絡調整を行って、

ポイ捨て防止キャンペーンなどの活動や意識啓

発のためのシンポジウムなどを開催している。 

 

「エコポリス板橋」環境都市宣言 

板橋区は、平成５年４月に、人と環境が共生す

る都市をめざし「「エコポリス板橋」環境都市宣

言」を行った。 

 

エコポリスセンター 

人と環境が共生する都市「エコポリス板橋」の

実現をめざして開設された施設。主にリサイクル

を啓発する事業、環境学習・環境教育を推進する

事業、 環境・リサイクルをテーマにしたイベン

ト事業、環境・リサイクル団体の活動の支援事業

などを実施。環境活動、環境学習の拠点施設とな

っている。 

 

エコライフウィーク 

区民・区民団体・事業者などへ地球温暖化対策

の啓発を目的とする「CO２削減区民運動」のひと

つとして展開。夏と冬のそれぞれ１週間を「エコ

ライフウィーク」として設定し、講座等を行って

いる。 

 

エコライフサポーター 

エコポリスセンターがエコ活動をもっと普及

し推進するために募集している人材で、環境学習

指導員の補助（環境学習出前授業・ヤゴ救出作

戦・里山体験・館内業務など）を行う。大学生・

専門学校生など、子ども・植物・生物等が好きで

環境教育に興味のある方が対象である。 
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エネルギー管理システム 

エネルギー管理システム（EMS）とは、センサ

ーや IT 技術を駆使して、電力使用量の見える化

（可視化）を行うことで節電につなげたり、再生

可能エネルギーや蓄電池等の機器の制御を行っ

て効率的なエネルギーの管理・制御を行ったりす

るシステムのこと。対象によって HEMS（家庭の

エネルギー管理システム）、BEMS（建築物のエネ

ルギー管理システム）、FEMS（工場のエネルギー

管理システム）、CEMS（地域のエネルギー管理シ

ステム）などと称される。 

 

屋上緑化 

建物の屋上スペースに植栽すること。緑化と緑

被面積に拡大により、大気の浄化、ヒートアイラ

ンド現象の緩和、自然生態系のバランスの回復が

図れるほか、屋上緑化による断熱効果で冷房用電

力の省エネ効果も大きい。 

 

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。 

 

 

か行              
崖線 

崖線は、河川や海の浸食作用でできた崖地の連

なり。崖線の緑は、自然の地形を残し、市街地の

中で連続する緑であり、東京の緑の骨格となって

いる。 

 

学習指導要領 

学習指導要領は、全国どこの学校で教育を受け

ても一定の教育水準を確保するために、各教科な

どの目標や内容などを文部科学省が定めている

もの。社会や子どもたちの変化を踏まえ、概ね

10 年に１回、改訂されている。 

 

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。 

 

カリキュラム 

「カリキュラム」とは、教育目標を達成するた

めに各学校が行う教育活動全般を指す。具体的に

は、目標、内容、指導計画、指導方法、教材・教

具、児童生徒の学習活動、評価という一連の教育

活動を総合化したもの。 

 

環境にやさしい自動車 

ハイブリッド車や電気自動車、水素自動車、天

然ガス自動車、メタノール自動車などがある。 

ガソリン自動車やディーゼル自動車に比較して、

排出ガス中の環境負荷物質（窒素酸化物、浮遊粒

子状物質、黒煙など）や騒音・振動等の公害の発

生を抑えた自動車。次世代自動車とも呼ばれる。 

 

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」。 

 

教育課程 

一般的に学校教育をはじめ、児童、生徒、学生

などによって学ばれることの体系である。 

 

教育基本法 

「教育基本法」とは、わが国の教育に関する根

本的・基礎的な法律。現行の教育基本法（平成

18年 12月 22日に公布・施行）は、昭和 22 年発

布・施行の教育基本法を改正したもの。 

 

 

教育支援センター 

板橋区教育委員会事務局内に設置されている。

教員の指導力向上を図るため、授業改善を目的と
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する「研究」「研修」機能、児童・生徒・保護者

などからの教育に関する「相談」機能を拡充させ

た施設として、板橋区の公立学校園の中枢として

の役割を担う。また、学校が必要とする支援につ

いて相談に応じ、支援人材と学校をつなぐ教育支

援人材コーディネート事業を実施し、子どもたち

の豊かな学びと育ちをサポートしている。 

 

協働 

一般には、異なる主体が何らかの目標を共有し、

ともに力を合わせ活動することをいう。 

 

ゲストティーチャー 

指導者として特別に学校に招いた一般の人々

のこと。 

 

コーディネーター 

物事が円滑に行われるように，全体の調整や進

行を担当する人。 

 

こどもエコクラブ 

次代を担う子どもたちによる地域の中での主

体的な環境教育・活動を環境省が支援する事業。

小・中学生のグループにおとなの連絡係を加えて

構成され、自治体の環境担当課がコーディネータ

ーとなり、年度ごとに登録・活動を行う。 

 

 

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可能な

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挙げられる。 

 

里山 

環境省では、「里地里山」と称し、「都市域と原

生的自然との中間に位置し、様々な人間の働きか

けを通じて環境が形成されてきた地域であり、集

落をとりまく二次林と、それらと混在する農地、

ため池、草原等で構成される地域概念」と定義し

ている。 

また、里地里山は、特有の生物の生息・生育環

境として、また、食料や木材など自然資源の供給、

良好な景観、文化の伝承の観点からも重要な地域

とされる。 

 

持続可能な社会 

健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な

地域まで保全されるとともに、それらを通じて世

界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受で

き、将来世代にも継承することができる社会をい

う。板橋区では、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”」を掲げ、持

続可能な社会の実現に向けて取り組んでいる。 

 

自然エネルギー 

太陽エネルギー、地熱、風力、潮力などの自然

現象から得られるエネルギー。化石燃料や核エネ

ルギーとは異なり、資源は無限にあり、地球温暖

化や廃棄物による環境汚染等の極めて小さいク

リーンなエネルギー。再生可能エネルギーとも言

われる。 

 

集団回収 

10 世帯以上が集まって団体を作り、収集の日

時や場所を決めて定期的に古紙や古布などを集

め、資源回収業者に引き渡す自主的な資源回収活

動。区では、回収量に応じて報奨金の支給などの

支援を行っている。 

 

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。 

 

省エネルギー 

エネルギーの合理化、効率化を図ったり無駄を

省いたりすることで節約し、エネルギーの消費を

減らすこと、あるいはそうした運動をさす概念。

エネルギーの使用にかかる費用（光熱費）を削減

することとは質的に異なる（費用削減＝エネルギ

ー消費にならない場合もある）。 
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水素利用 

水素を主要なエネルギー源に転換し、使用する

こと。 

水素（化）社会の実現には、燃料電池・水素利

用技術の開発と実用化、経済性の向上、および関

連インフラの整備などが必要である。水素は、使

用・消費段階ではゼロエミッションのエネルギー

源であり、地球温暖化問題や大気汚染問題の解決

に資するものである。また、水素は、化石燃料・

水・バイオマスなど様々な物質から製造が可能な

ため、エネルギー源の多様化や分散型エネルギー

システムの構築も可能とするとされる。ただし、

水素の製造過程にはエネルギーが必要で、二酸化

炭素をまったく排出しない水素社会の実現のた

めには、再生可能エネルギーなどからの水素の製

造が必須となる。 

 

スマート化 

ＩＣＴ技術の活用や多様な施策を組み合わせ、

既存施設・資源、さらにはヒト・モノ・情報をネ

ットワーク化し、効率化・最適化・快適性の向上・

利便性の向上を図ること。 

 

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。 

 

生活環境 

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。 

 

生態系 

生物と、生物を取り巻く無機的環境が相互に関

係しあって、生命（エネルギー）の循環をつくり

だしているシステムのこと。生態系の規模は、地

球のような巨大空間から、森林、草原、河川、た

め池まで様々である。 

 

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、生態系の多様性・種の

多様性・遺伝子の多様性という 3つのレベルで多

様性があるとしている。 

 

 

た行              
堆肥 

腐敗した有機物質の混合物で、肥料や土壌調整

剤に用いる。 

 

地域センター 

地域活動にかかわる業務を遂行する組織。セン

ターには集会施設が併設されており、現在区内に

は 18 の地域センターがある。 

 

地球温暖化 

温室効果ガスの大気中濃度が上昇することに

より地球の気温が上昇すること。現在問題になっ

ているのは自然の現象ではなく、産業革命以降の

化石燃料の大量消費などの人間活動が原因で地

球温暖化が加速していること。最近の地球温暖化

の規模・速度は急激であり、異常気象や海面上昇

を含む様々な悪影響をもたらすことが予想され

ている。 

 

中央教育審議会 

中央省庁等改革の一環として、従来の中央教育

審議会を母体としつつ、生涯学習審議会、理科教

育及び産業教育審議会、教育課程審議会、教育職

員養成審議会、大学審議会、保健体育審議会の機

能を整理・統合して、平成 13 年１月６日付けで

文部科学省に設置。 

 

ツイッター 

ユーザーが「つぶやき」と呼ばれる 140字以内

の短い記事を書き込み、ほかのユーザーがそれを

読んだり、返信をしたりすることでコミュニケー

ションが生まれるインターネット上のサービス。 

 

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。 

 

 

な行              
年間指導計画 

１年間の流れの中に単元を位置付けて示した
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ものであり、どのような学習活動を、どのような

時期に、どのくらいの時数で実施するのかなど、

年間を通しての学習活動に関する指導の計画を

分かりやすく示したもの。 

 

 

は行              
ハイブリッド車 

２種類の動力源を組み合わせて走行する自動

車。内燃エンジンと電気モーターを組み合わせた

電気・ガソリンハイブリッド車が代表的。排ガス

や CO2排出量を従来のガソリン車より大幅に削減

することが可能で、燃費もよい。 

 

パートナーシップ 

立場の異なる人やグループが、お互いを尊重し、

役割分担・連携を図りながら、それぞれの特性を

活かし、できることをできる人が行うことによっ

て、地域や社会の課題解決やより良いまちづくり

を行っていくこと。 

 

パブリックコメント 

行政機関が政策立案を行う際、その案に関して、

区民や事業者に対して広く公表するとともに意

見を募集する機会を設けること。区民や事業者の

多様な意見を政策などに反映させることを目的

とする。 

 

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、ドイツで用い

られ始めた。 

 

ファシリテーター 

促進役。「行動やある過程を容易に促進する」

という意味の facilitate から転じた言葉であり、

あることを容易にするために問題を議論する過

程において、進行役や引出し役となる人のことを

指す。 

参加者と水平的位置にありながら、参加者の主

体性（意欲・知識・経験等）を上手に引出し、コ

ミュニケーションを円滑に促進していく役割を

担う。 

 

フェイスブック 

Facebook,Inc.が運営するインターネット上の

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮ

Ｓ）。 

 

 

ま行              
マイバッグ 

消費者が買い物時に持参する買い物袋。買い物

時のレジ袋を減らすことで、資源の浪費とごみの

散乱を防ぐ。 

 

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。 

 

 

や行              
屋敷林 

農家などの屋敷の周囲を取り囲む林で、防風、

遮光、防火などの機能のほか、落ち葉などによる

燃料やたい肥の調達の場としての機能も持つ。 

 

湧水 

地下水が自然に湧き出した水を湧水といい、湧

き水のある場所を湧泉という。東京の湧水は、湧

出の形態から大きくみると、台地の崖の部分から

湧出する崖線タイプと台地面上の谷地形のとこ

ろから湧出する谷頭タイプに分けられる。 

 

 

ら行              
ライフサイクル 

ある製品が開発され、発展普及し、やがて新製

品の開発によって衰退する一連の過程。製品の一

生。 

 

ライフスタイル 

個人や集団の生き方で、単なる生活様式を超え

てその人のアイデンティティーを示す際に用い

られる。 

 

 

わ行              
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ワークショップ 

原義は、「作業場」や「工房」であるが、教育

や学習の場面で用いられる場合には、一連の流れ

をもった学びの様式、もしくは場として理解され

る。 

体験学習法を取り入れ、主体的に参加する学習

者が、経験や知識を共有しながら互いに学び合う

ことを特徴とする。 

 

 

アルファベット・数字      
３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル） 

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。 

 

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 の略

で「持続可能な開発のための教育」と訳されてい

る。 

ＥＳＤとは、これらの現代社会の課題を自らの

問題として捉え、身近なところから取り組む

（think globally, act locally）ことにより、

それらの課題の解決につながる新たな価値観や

行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可

能な社会を創造していくことを目指す学習や活

動である。 

本プランでは、ＥＳＤを、地域レベルからはじ

める取組であることを伝える観点から、「持続可

能な社会の実現に向けた教育」と表現している。 

 

ＩＣＴ 

ICT は 「 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。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

マネジメントサイクルの一つで、計画（Plan）、

実行（Do）、点検・評価（Check）、見直し（Act）

のプロセスを順に実施し、最後の改善を次の計画

に結び付け、らせん状に品質の維持・向上や継続

的な業務改善活動などを推進するマネジメント

手法。 

 

ＳＮＳ 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（Social Networking Service）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

ィー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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


