
 

 

 

 

 

 

第４０回板橋区資源環境審議会 

 

 

平成２６年３月２７日（木） 

板橋区役所１１階 第一委員会室 
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. 

午後２時０１分開会 

○井上環境課長 それでは、お待たせいたしました。本日は、委員の皆様方にはご多忙のところ、

ご出席をいただき、まことにありがとうございます。定刻をやや過ぎております。第40回板橋区

資源環境審議会を開会いたしたいと存じます。 

  まず、開会に先立ちまして、今回より新たに委員となられた方々のご紹介をさせていただきま

す。なお、役職につきましては、お配りしております委員名簿に記載がございますので省略させ

ていただきます。 

  それでは、お名前を紹介させていただきます。 

  飯田侃様。本日、ご欠席ということで連絡いただいております。 

  吉田栄様。 

○吉田委員 よろしくお願いいたします。 

○井上環境課長 依田禎子様。 

○依田委員 依田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○井上環境課長 櫻井秀昭様。 

○櫻井委員 櫻井でございます。よろしくお願いいたします。 

○井上環境課長 小林公彦様。 

○小林委員 よろしくお願いします。 

○井上環境課長 近藤智洋様。 

○近藤委員 近藤でございます。 

○井上環境課長 工藤慎市様。 

○工藤委員 工藤です。よろしくお願いします。 

○井上環境課長 以上、７名の方々でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

  なお、本日は４名の方が欠席ということで連絡いただいております。お名前だけ紹介させてい

ただきます。大西隆様、飯田侃様、小泉雅義様、菊田順一様でございます。 

  それでは、審議に入らせていただきますが、まず、資料の確認をお願いいたします。机上にま

ず本日の次第、委員名簿、座席表として配らせていただいております。また、資料についてはま

ず資料１として板橋区環境基本計画（第二次）進捗状況報告書ということで資料１、資料２は板

橋区環境基本計画（第二次）参考資料編、資料２でございます。続きまして、資料３－１として

板橋区環境教育推進プランの進捗状況について、これが資料３－１でございます。続きまして、

資料３－２として環境教育推進プラン成果指標内訳一覧、これが資料３－２でございます。続き

まして、資料３－３として環境教育推進プラン参考指標内訳一覧、資料３－３でございます。 

  以上でございます。 

  それでは、三橋副会長、審議の進行をよろしくお願いいたします。 

○三橋副会長 委員の皆様、こんにちは。大西会長が多忙のために、きょうは進行役を私が代行す

るということでよろしくお願いいたします。 

  本日は、議題（１）板橋区環境基本計画（第二次）の進捗状況についての報告、それから、議

題（２）が板橋区環境教育推進プランの進捗状況の報告という、この二つが中心であります。そ

して、２番目がその他ということになっております。 

  それでは、早速ですけれども、本日は次第の第１議題にありますように、板橋区環境基本計画

の進捗状況について、事務局のほうから説明していただきたいと思います。それでは、どうぞよ

ろしく。 
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○宮村環境戦略担当課長 環境戦略担当課長の宮村と申します。よろしくお願いいたします。 

  私のほうから板橋区環境基本計画（第二次）の進捗状況についてご報告を申し上げます。失礼

しまして着席してご説明を申し上げます。 

  それでは、まず、資料１をお手元のほうにご用意ください。 

  １ページをお開きください。板橋区環境基本計画（第二次）についてですけれども、こちらの

計画につきましては、平成21年３月に板橋区環境基本計画（第二次）として策定をいたしました。

この計画につきましては、環境という視点から区の施策の整理・体系化をするとともに、計画や

実施する施策につきまして、環境の保全に関する基本的方向性を示す役割を担ってございます。 

  体系といたしましては、循環・共生を推進する環境都市板橋及びパートナーシップが支える環

境都市板橋、この二つの理念を基本理念として位置づけまして、二つの理念のもとに五つの望ま

しい環境像、それから、長期計画といたしまして長期計画と16の短期目標、51の施策が位置づけ

られてございます。次のページに計画の体系を掲載しておりますので、ご確認いただければとい

うふうに思います。 

  計画の期間でございますけれども、平成21年度から平成27年度までの７年間でございます。28

年度以降、新たな指針となる第三次の計画策定作業を平成26年度から27年度の２カ年をかけて行

う予定でございます。 

  施策の進捗状況や効果を客観的に把握するため、客観的指標による進行管理を行うこととして

おり、短期目標につきましては望ましい環境像や長期目標の方向性を視野に入れながら、区を取

り巻く現状の環境状況を踏まえまして、本計画の期間（平成27年度）までに取り組むべき目標を

示したものでございます。本計画に定めました51の施策につきましては、庁内のさまざまな担当

課が実施する取り組みでございます。こちらの取り組みによりまして進捗が推進されているとこ

ろでございます。環境の状態をあらわすデータといたしましては、数値として把握できるものを

環境指標と、こちらは５ページ以降に記載しておりますけれども、環境指標として設定してござ

います。 

  では、３ページをお開きください。こちらは数値目標における進捗状況でございます。平成27

年度までに取り組むべき16の短期目標のうち、数値目標が設定されている10の短期目標、15の項

目につきまして進捗状況をあらわしたものでございます。本日はこの表を中心にご説明をいたし

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、達成状況でございますけれども、15個の項目にあります短期目標のうち、目標値を達成

いたしましたのは４項目でございました。未達成は11項目でございました。また、表の右端に目

標値を達成しているものについては太陽のマーク、それから、達成率が50％以上100％未満のも

のにつきましては、太陽に薄雲がかかったマークを入れてございます。達成率が50％未満のもの

につきましては、曇りのマークでそれぞれ表示をさせていただいてございます。 

  さて、未達成の11項目でございますけれども、曇りマークとなってございまして、達成率が

50％未満だった項目につきましては、短期目標の７番の騒音に関する環境基準の達成と、短期目

標15番の環境マネジメントシステム構築事業所数の２項目でございました。また、未達成11項目

のうち、前年度の達成率と比較いたしまして数値が向上したものにつきましては５項目、横ばい

だったものが３項目、下がりましたのは３項目でございました。なお、23年度時点におきまして

未達成となっていました短期目標２番の温室効果ガス排出量（民生業務及び産業部門の合計）で

ございますけれども、こちらは24年度は達成へと転じてございます。 

  それでは、各目標の状況についてご説明を申し上げます。資料２と書かれている参考資料のほ

うもご用意いただければ、適宜、ご説明に使いますのでお手元のほうにご用意いただければとい
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うふうに思います。 

  まず、短期目標の１番でございます。家庭のエネルギー対策の推進でございますけれども、目

標値は民生家庭部門の温室効果ガス排出量54万トン程度でございます。平成24年度の実績は69.1

万トンとなりました。目標といたしましては未達成でございます。 

  ここで資料２の１ページをお開きいただければというふうに思います。図１－２、ちょうど、

ページの中の真ん中のあたりにあるグラフでございますけれども、平成24年度の家庭部門におけ

る電力使用量につきましては、節電が浸透してきたこともございましてごらんのとおり、23年度

と比較してほぼ横ばいに推移してまいりました。ちなみに23年度は1,174百万キロワット、24年

度は1,171百万キロワットでございました。この電気使用量の横ばいに加えまして、電力使用に

由来する二酸化炭素の排出係数が23年度に比べまして下がったため、温室効果ガス排出量が平成

22年度並みの69万1,000トンに減尐いたしました。しかし、排出係数につきましては化石燃料を

使用する火力発電所の稼働率が上がったことによりまして、依然、高い水準で推移をしており、

目標値に対しては依然届いていない状況でございます。 

  では、資料１のほうに戻ります。短期目標の２番でございます。事業所でのエネルギー対策の

推進でございます。目標値は、民生業務及び産業部門の合計の温室効果ガス排出量81万トン程度

でございます。平成24年度の実績につきましては79万1,000トンとなりまして、こちらは目標達

成となりました。民生家庭部門と同様に事業所のおける節電の取り組みが一層浸透いたしまして、

エネルギー使用量が23年度比でほぼ横ばいだったことに加えまして、電力の排出係数が低下した

ため、温室効果ガス排出量が減尐いたしました。目標値を達成することができたということで、

また、産業部門におきましても節電のほか、景気の低迷に伴う工場等の稼働率の低下ですとか、

区外への転出といったような影響もあるかとは思われます。 

  なお、具体的な数値につきましては、こちらも資料２のほうの１ページの図３、先ほどごらん

いただいたグラフの下のところに掲載しておりますけれども、こちらのほうのグラフのほうも確

認していただければというふうに思います。区では省エネルギーあるいは新エネルギーの機器の

導入の支援を続けることといたしまして、環境経営等、非常に重要性を帯びたＰＲ活動も続けて

おきたいと考えてございます。 

  次の短期目標の４でございます。ごみの発生抑制でございます。目標値は区全体から排出され

るごみの量が13万トン程度でございます。平成24年度の実績につきましては14万3,621トンでご

ざいました。目標といたしましては未達成でございました。 

  また、資料２のほうでございますけれども、こちらの資料２の２ページをごらんいただければ

というふうに思います。図２－１のグラフにありますとおり、区のごみの量につきましては平成

17年度以降、毎年、減尐を続けてございます。平成17年度のごみの量を100といたしますと、24

年度は87.2、10％以上の減尐となってございます。この要因といたしましては、平成８年12月か

ら始まりました事業系ごみの全面有料化や資源の分別回収の普及、景気の低迷等が考えられます

が、今後も引き続き各種取り組みを推進し、ごみの減量に取り組んでまいります。 

  続きまして、短期目標の５番でございます。資源の再利用・再生利用の推進でございます。目

標値はリサイクル率25％以上でございます。平成24年度実績は17.8％で達成率は71.2％でした。

区のリサイクル率は、こちらも先ほど資料２の図２－２をごらんいただければと思いますけれど

も、こちらの図２－２で示しているとおり、多尐の増減はありますけれども、安定して推移をし

ております。今後も資源の再利用や再生利用の促進をする取り組みを続けまして、さらなるリサ

イクル率の向上に努めていきます。特に民間の回収システムである集団回収による資源回収量は、

23区の中でも１位となっておりまして、今後も支援を続けてまいりたいと考えてございます。 
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  続きまして、短期目標の７でございます。自動車から発生する環境負荷の削減でございます。

目標値は二酸化窒素の環境基準達成率100％でございます。また、浮遊粒子状物質の環境基準達

成率100％、騒音に関する環境基準の達成率100％及び運輸部門の温室効果ガス排出量45万トン程

度でございます。平成24年度の実績につきましては、二酸化窒素と浮遊粒子状物質は、それぞれ

の測定箇所におきまして目標値を達成しておりますけれども、騒音につきましては達成率が18％

という状況でございます。また、運輸部門の温室効果ガス排出量につましては54万7,000トンと

なりまして、達成率は78.4％ということで未達成となりました。 

  二酸化窒素と浮遊粒子状物質につきましては、低公害車の普及などといった社会的要因のほか、

大和町のオープンスペース化などの取り組みも成果としてあらわれていることと思われます。こ

ちらは資料２の３ページをごらんいただければと思います。ごらんのとおり、各測定箇所におき

ましても数値は年々下がってきておりまして、特に平成17年度前後に、こちらのほうを境に環境

基準を達成している様子がおわかりになると思います。 

  続きまして騒音についてですけれども、こちらについては依然として達成率が低い状況でござ

いますが、基準年度の平成18年度から見ますと若干の改善が見られます。こちらは同じく資料２

の４ページのほうをごらんいただければというふうに思います。表３－１にありますように、経

年変化を見ますと若干の改善傾向が読み取れるかと思います。また、表３－２、下の表ですけれ

ども、そちらのほうに目を移しますと例えば３の双葉町ですとか、９番の小茂根四丁目のように

昼間は基準をクリアいたしまして、夜間に基準をオーバーしてしまっているという地点があるこ

とがおわかりいただけるかというふうに思います。騒音につきましては自動車交通量の増大によ

る影響が大きく、区外からの通過交通も多いことから、区単独の取り組みで解決できることは困

難でございますけれども、区では移動調査などによる測定・監視を続けていくとともに、幹線道

路を管理する国や東京都に対しまして、騒音についての対策強化を要望してまいりたいというふ

うに考えてございます。 

  続きまして、短期目標の10番でございます。緑地の保全と創出でございます。目標値は区全体

の植生被覆率19％程度でございます。直近の調査年は平成21年度の調査でございますが、植生被

覆率は19.3％となりまして目標としては達成してございます。この調査は先ほど申し上げたとお

り、５年に１度の実施となっておりまして、前回、平成16年度の調査と比べまして植生被覆率は

1.1％の増加となってございます。植生被覆率の面積につきましては、35ヘクタールの増加とな

ってございます。平成21年度は前回の調査と比較いたしまして植生被覆率は増加しましたが、引

き続き緑地の保全と創出に努めてまいりたいと考えております。なお、植生被覆率についての説

明につきまして、資料２の５ページに掲載をさせていただいてございますので、ご確認いただけ

ればというふうに思います。 

  次の短期目標の12番です。水環境の保全と活用でございます。目標値は石神井川の水質基準Ａ

類型の達成及び白子川の水質基準Ｂ類型の達成です。目標値としては各指標の用語解説につきま

しては、こちらは資料１の４ページに記載しておりますので、適宜、ご確認いただければという

ふうに思います。表の次のページ、そちらのほうに用語解説を掲載してございます。平成24年度

の実績につきましては、石神井川で５項目中４項目の達成、白子川では５項目中３項目の達成と

なっています。なお、補足になりますけれども、白子川のBOD75％値につきましては、3.2ミリグ

ラム・パー・リットルと目標値の3.0ミリグラム・パー・リットルにつきましては達成しおりま

せんけれども、環境基準のほうはクリアしているということをご報告させていただきます。 

  ところで、両河川とも大腸菌群数が高い値を示していることが表のほうからおわかりいただけ

るかと思います。このことについてでございますけれども、河川の大腸菌群数の検査につきまし
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ては細菌検査のため、数値が大幅に変化をいたします。特に高い数値が出ました平成23年度につ

きましては、測定回数が２回と尐なかったために数値が安定しませんでした。結果、急激に数値

がはね上がっておりましたので、これを受けて平成24年度には測定回数を４回にふやしまして、

数値の平均化を図っておるところでございます。 

  また、石神井川につきましてはＣ類型、白子川につきましてはＤ類型という基準で、東京都に

より指定されておりますけれども、Ｃ類型、Ｄ類型の河川につきましては、大腸菌群数の環境基

準というのが設けられておりませんので、また、基準が設けられているＡ類型ですとかＢ類型の

河川にあっても、この年は45地点中12地点において、平均値が１万を超えているという状況であ

ったというふうに報告を受けております。石神井川や白子川だけが際立って悪くなかったと、悪

いとまでは言えないということがわかってございます。河川の環境基準の適否につきましては、

資料２の６ページに掲載をしております。ご参考にごらんいただければというふうに思います。 

  続きまして、短期目標の13番でございます。環境保全行動を担う人材の育成でございます。目

標値はエコポリスセンターからの環境学習講師派遣人数500人、及び環境イベントなどの参加者

数６万人でございます。平成24年度の実績値につきましては、環境学習講師派遣人数265人、環

境イベントなどの参加者数５万2,112人で、どちらも未達成でございました。環境学習講師派遣

人数につきましては平成23年度は増加したものの、今年度は減尐に転じてしまいました。平成24

年度は派遣した学校数が減尐したことに加えまして、授業１回当たりの派遣人数も減ったため、

大幅な減となったものでございます。一方、環境イベントにつきましては参加人数について増加

をいたしました。これは平成23年度の東日本大震災の影響により落ち込んだ参加者の方が、平成

24年度につきましては回復したことが要因として考えられております。ただ、エコポリスセンタ

ーで施設改修工事を行ったこともありましてイベント数が減ってしまったことから、震災前の平

成22年度の水準の回復には至りませんでした。引き続き各種取り組みを進めまして、環境保全行

動を担う人材の育成に努めてまいりたいと考えてございます。 

  続きまして、短期目標の15番でございます。環境に配慮した経済活動の推進でございます。目

標値は環境マネジメントシステム構築事業所数750事業所で、ISO14001、エコアクション21、板

橋エコアクションの件数の累計を目標値としてございます。平成24年度の実績といたしましては

累計で244事業所となりまして、目標値に対する達成率は39.2％となってございます。板橋エコ

アクションは無料で参加できる簡易版環境マネジメントシステムでございまして、中小規模事業

所が多い区内におきましての普及は、経営面、環境面において有益と考えてございます。板橋エ

コアクションの普及に力を入れながら、環境に配慮した経済活動を推進するために取り組みを推

進してまいります。 

  続きまして、短期目標の16番でございます。計画を推進するための仕組みづくりでございます。

目標値は協働プロジェクトの参加人数500人でございます。平成24年度の協働プロジェクトの参

加人数につきましては442人で、達成率は88.2％でございました。協働プロジェクトは本計画の

基本理念でございますパートナーシップの考え方に基づきまして、区が主体的に実施する環境施

策以外で、区民や事業者が主体となって推進していく取り組みとして位置づけられた活動でござ

います。具体的な活動におきましては、資料の20ページから22ページでご紹介しております。例

えばいたばしエコ活動推進協議会の緑のマッププロジェクトですとか、エコライフフェアなどが

これに該当いたします。 

  なお、基本計画の策定当時は20ページのほうの中段に記載しておりますけれども、三つのプロ

ジェクトを協働プロジェクトのモデル案として挙げまして、参加人数を進行管理することとして

おりました。しかし、現在ではこうした組織及び活動を新たにつくることが難しい一方で、同様
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の目的で活動している組織が既に複数存在していることから、昨年に行いました平成23年度の実

績報告より、人数のカウントを対象とする組織と目標人数については変更しております。具体的

にはいたばしエコ活動推進協議会のメンバーの数と、エコポリスセンターに登録している団体の

参加者数の合計としております。当初目標の200人から500人にふやして進行管理を行っていると

ころでございます。 

  引き続き、20ページをお開きください。こちらの協働プロジェクト、先ほどの16の短期目標の

中でご説明しましたけれども、協働プロジェクトということで省エネキャラバンプロジェクト、

それから、緑が豊かな街プロジェクト、区民のやる気を引き出そうプロジェクトといったことで、

策定時に出されましたモデル案でございます。それぞれのプロジェクトに対応した現在の取り組

みといたしまして、先ほどもご説明いたしましたけれども、エコライフフェアあるいはエコ活動

推進協議会におけます緑のマッププロジェクト、それから、区民のやる気を引き出そうプロジェ

クトにおきましては緑のカーテンコンテスト、エコポリス板橋環境活動大賞などが挙げられます。 

  区民や事業者の方が主体となって推進する取り組みには、ほかにも多数ありますので、この三

つにこだわらずに行政主導ではなく、自主的に活動している団体を協働プロジェクトとして位置

づけていきます。今後の方向性といたしましては、これら団体の活動が活発になるように、各方

面との連携をとりまして盛り上げていきたいというふうに考えてございます。 

  私の板橋区環境基本計画（第二次）の進捗状況の報告は以上となります。よろしくお願いいた

します。 

○三橋副会長 どうもありがとうございました。 

  第二次板橋区環境基本計画についてのこれまでの実績の説明をしていただきました。この第二

次環境基本計画は27年度をもって終了するということですから、かなりこの計画の期間を過ぎて

いるわけです。それを踏まえた上で今の説明を受けて、ご自由にご意見なり、ご感想なりがあれ

ばお出しください。それでは、どうぞ、お願いします。いかがでしょうか。どうぞ。 

○高橋委員 リサイクルの関係なんですが、平成16年から大体17から18ぐらいのペースでずっと歩

んできているわけですね。達成目標というのは25％でしょう。そうすると、ずっと横ばいという

か、ずっとこういうことになっていて、25％を達成するためには何らかのアクションを起こさな

いと達成できないということですよね。ですから、そのことをどういうふうにするのかというこ

とをきちっとやらないと、平均しているからいいんだという話じゃないでしょう、これは。 

  25％という目標があるのにずっと17とか18で推移しているんですから、何らかのアクション、

これをどうするのかということと、もう一つは区独自で考えてもどうしようもならない例えば騒

音の関係とか、そういうようなことについては国とか何かできちっと対応してもらわないと、ど

うしようもないだけではしようがないので、例えば道路をきちっと音の出ないような道路にして

もらうとか、車自体を変えるとか、そういうようなことも必要になってくるのかなと、そのよう

に思います。 

  それともう一つ、石神井川とか白子川の関係なんですけれども、先ほど大腸菌の関係で何か回

数が尐なくてちょうど多くいるときにはかっちゃったなんていうようなことで、平均化すればも

っと下がるという話なんですが、逆に大腸菌が発生しているときにはかって数字を出すというの

が僕は大事な感じがするので、何回か、はかって平均化すれば下がるんだというのは、僕はまや

かしに過ぎないのではないかなというふうに思っています。 

  ですから、逆に言えば、平成23年の基準というものが白子にしても石神井川にしてもあるんだ

なということを認識してもらって、いかにそういうふえる時期、多分、時期の問題もあるんだろ

うと、あとははかる場所もあるんだろうなということですから、その辺の原因をきちっと究明を
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して、善処してきていないで、ただ、はかってこうだったよだけじゃなくて、役所でも随分白子

川については取り組んできたはずなので、ですから、その辺、例えば下水の管理がされていない

とか、白子川に関しては、いろいろなそういう条件があるんだろうから、その辺を含めて練馬側

のほうもそうですし、きちっと区同士が連携して取り組んでいくということが必要じゃないかな

というふうに思います。 

○三橋副会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、今の２点について事務局のほうからお願いします。要するにリサイクルについて

25％ということに対して、大体17％前後で横ばいになっていると、この辺は新しい何らかの対応

が必要じゃないかというのが第１点の質問ですよね。 

○浅賀清掃リサイクル課長 それでは、清掃リサイクル課長からまず１点目、リサイクルに関する

ご意見にお答えさせていただきます。区ではリサイクルの新しい取り組みとしまして、昨年から

小型家電のリサイクル、こちらのほうに着手をいたしました。家庭のほうから出されます使用済

み小型家電を区で回収しまして、従前の不燃ごみとしてのリサイクル、それから一歩進めまして

より効率的にレアメタルなどを回収できる手法に着手いたしました。手法としましては、一つは

イベント回収というもので、区民まつり、農業祭り、それから、地区の祭りなどで回収をすると

いう手法、あわせまして本年１月からは拠点回収として、区の施設10カ所に回収のボックスを設

置しまして、そちらで小型家電を回収すると、そういった流れに着手してございます。新年度か

らはさらに一歩進めまして粗大ごみとして出された、そういったものから金属類を取り出して、

これをリサイクルのルートに乗せると、そういった取り組みに着手するところでございます。 

○三橋副会長 では、２点目。 

○井上環境課長 まず、騒音の件でございます。確かに委員がおっしゃるように国道なり、都道な

りの舗装面というんですか、そこら辺については低騒音化するとなれば、それを都なり、国にお

願いしていくということになりますので、資料の中にはありますけれども、22年度は低騒音舗装

を610平米やったというような実績もありますので、そこら辺は今回の結果を、今後の結果も含

めて国や都にこういった騒音の状況にあるということを情報提供していきたいと思っております。

また、要望もしてまいりたいと思っております。 

  あと、白子川の大腸菌群のところでございますが、大腸菌群を２回から４回にして平均値にし

たというところは、意図的に低くするという意味ではなくて、回数を多くすればするほど、より

実態に近い数字が出ていくとは思うんですね。ですから、そういう意味では平均値にしたんです

が、委員がおっしゃるように平均値にしてしまうと、場合によっては高い部分が隠れてしまうこ

ともありますので、そこら辺についてはほかの項目との兼ね合いもありますが、どのように表記

したらいいかについては検討させていただきたいと思います。あと、他の自治体との連携でござ

いますが、隅田川とか石神井川の関係では連絡協議会というんですか、そういったものを各関係

区で持っておりますので、そういったところでこうした情報提供をしながら、連携して取り組ん

でいきたいと思っております。 

○三橋副会長 では、ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○立川委員 立川です。20ページの協働プロジェクトについてですが、一番最後のほうの活動状況

のところで、行政主導ではなくて自主的に活動している団体を協働プロジェクトとして位置づけ

ておりますとして、数値目標としてはいたばしエコ活動推進協議会とエコポリスセンターの登録

団体ということですが、この二つの団体は行政と関連していますね。特に登録団体のほうはエコ

ポリスセンターに登録することで施設利用等の便宜を与えてもらえる団体なのです。それ以外の

自主的にやっている団体、自主的にやっているところをいかに数値化していくかというのも大事



－８－ 

じゃないかと思うんですね。そうしないと、いつまでたっても行政が主導して協働させるところ

しか数字が出てこないというのは、協働行動の広がりとして見えないんじゃないかと思いますの

で、何らかの工夫をされる必要があるんじゃないかと思います。 

  それに関連してもう一つですけれども、温暖化防止のときに新しい言葉として協創という言葉

ができました。これがどちらかといえばイメージとして先ほど言いました自主的活動をしている

団体、あるいは一時的なグループに相当するのかなと思うわけで、これも協働とは違った形の位

置づけキョウソウ（協創）の項目を立て、事例を入れたほうが、区民の環境意識を引きだすため

に必要な方向性じゃないかと思います。 

○三橋副会長 今の点について事務局のほうで何かコメントはございますか。 

○宮村環境戦略担当課長 環境戦略担当課長でございます。 

  まず、１点目の行政主導ではなく自主的にというところのくだりでのご質問でございますけれ

ども、先ほどの私のご説明の中にもありましたけれども、基本的には行政主導ではなくという意

味につきましては、皆様方、区民の方、事業者様方から、あるいはこういった環境に関する活動

をされている皆様からの発案に基づいて、行政のほうは支援をできるような形を目標としていけ

ればというふうには考えてございます。その中でたくさんのそういった提案がございましたら、

本当に我々のほうのプロジェクトと位置づけて、活動につながっていければというふうなことは

考えてございますが、実態といたしましてはたくさんの提案があるわけではなくて、まだまだ、

尐ない状況ではございますけれども、引き続きプロジェクトの数をふやすべく、あるいは参加者

の方をふやすべく、区としても応援していきたい、取り組んでいきたいというふうに、このよう

に考えてございます。 

  それから、協創というお話でございましたけれども、これは昨年度に策定いたしました地球温

暖化対策の実行計画の中で、協創という言葉を使わせていただいてございます。委員の指摘され

ている部分では、区民、事業者、それから、区が協働しながら一緒につくっていくんだという概

念のもとに、協創という言葉を使わせていただいてございます。あくまでもベースは協働にある

ものというふうには認識はしておるんですけれども、日々、一緒につくり上げていく中で、新し

いものをつくり上げていくんだという考え方に基づいて、新しいチャレンジをしていければとい

うふうに考えございますので、我々のほうはそのような認識と、それから、ＰＲを図っていきた

いというふうに思います。非常に漠然とした考え方かもしれないんですけれども、我々のほうと

しては、そういった取り組みを引き続き行っていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○三橋副会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 

○依田委員 私は商連の依田と申しますが、主婦の立場としまして、ごみを尐なくするという、す

ごくいつもスーパーなんかに行きますと、私は年ですので昔をよく知っていますけれども、あん

なプラスチックのこういう全てお刺身でも何でも入っていますよね。ああいうのですごくごみが

多くなると思うので、ああいうのをスーパーや何かで何とかしていただくという方法はないんで

しょうかね。昔はああいった入れ物を使うということはほとんどなかったんですけれども、回収

しているところもありますが、一々、毎日毎日、回収のところに持っていくということは大変な

ことなので、主婦としてはああいったものを何とかなくして、もっと簡単にごみにならないよう

なものに入れていただくようにしてほしい。だんだん、毎年、すごくふえちゃうんですね、その

プラスチックみたいな入れ物が。ああいうものを尐なくする方法を、そうするとごみも尐なくな

ると思うんですけれども、いつも常にそれを思っていましたので言わせていただきました。すみ

ません。 



－９－ 

○三橋副会長 時代もいろいろ何か変わり、意思表意行動も変わってきているということもあるけ

れども、おっしゃることも十分理解できるので、もし事務局のほうでご感想があれば。 

○浅賀清掃リサイクル課長 清掃リサイクル課長からお答えさせていただきます。今のご意見はま

ことに私たちも悩んでいるところでございまして、食品などを個別包装して販売するということ

は見栄えがよくなるということで、商店ではどうしても商品を売りたいがために過剰包装とかに

つながってしまうと、その反面でごみが多くなってしまうと、非常に私どもも悩んでいるところ

です。最近は各大手スーパーさんなどもレジ袋を有料化するなど、そういったところの取り組み

がやっとごく普通の取り組みとして広がってきたところです。私たちもこういったものがより広

がって、それがごく当たり前に進められればいいなということで、日々、やっておりますけれど

も、商店などは売り上げを求める、そういった性質もありますので、尐し時間はかかると思いま

す。過剰包装の抑制などに私たちはこれからも一生懸命、取り組んでいきたいと思っております。 

○依田委員 よろしくお願いします。 

○三橋副会長 どうぞ。 

○竹内委員 資料１の３ページのほうというのは、短期目標の概略といいますか、概要ということ

でよろしいんでしょうか。それで、18ページのほうに短期目標の環境保全行動を担う人材の育成

というふうにありまして、環境指標がここの数値目標で３ページのほうにあるよりも、細かく項

目が分かれていると思うんですけれども、これを同じものとして見ていいのか、まず、確認をし

たいんですけれども、その上で、小中学校での環境教育実施件数というのがあるんですけれども、

こちらの３ページのほうでは、エコポリスセンターからの小中学校への環境学習講師派遣人数が

24年度は265人というふうになっているんですけれども、18ページのほうにはそれに該当する数

字がなくて、環境学習講師（職員）の方とボランティアの方の派遣の人数を足しても242名にし

かならないと思うんですけれども、この数字が265人というのと整合性があるのかないのか、ご

説明していただきたい。 

  その上で、500名の派遣をすることによって、環境保全行動を担う人材の育成というところに、

どういうふうに効果が上がるのかなというのがわからないんですけれども、その後の環境教育推

進プランの進捗状況という資料３のほうを見ると、小中学校における環境学習の時間数そのもの

はふえているんですね。そうすると、こっちの計画では派遣する講師の人数は減っているのに時

間数がふえているということは、別に講師を派遣することが環境学習のほうに、イコールになっ

ていないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺の学習内容の課題と、それか

ら、講師派遣の現状がかみ合っているのか、かみ合っていないのか、もし、今の第２期の間に改

善することができるものがあるんだとしたらどういうものがあるのか、その辺の認識をお聞かせ

ください。 

○三橋副会長 では、よろしく。 

○宮村環境戦略担当課長 まず、短期目標、３ページの表のことでございますけれども、こちらは

１ページの環境基本計画（第二次）というところの（５）番の短期目標・環境指標ということで、

この短期目標の位置づけといたしましては、望ましい環境像や長期目標の方向性を視野に入れな

がらも、区を取り巻く現状の環境状況を踏まえまして、計画期間の間に取り組むべき目標とした

ものでございますというふうに記載させていただいてございます。その中で数値目標、つまり、

数値として取り組みやすい、あるいは定量的あるいは定性的に達成するために短期目標として定

めまして、こちらのほうに数値を代表的なものとしてあらわしたものでございます。 

  それから、小中学校の部分ですけれども、エコポリスセンターから小中学校への環境学習講師

派遣人数、まず、265人というふうに記載があって、それから、18ページ、こちらのほうの数字
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を合計しても265人の人数が合わないのではなかろうかというご指摘でございますけれども、ま

ず、こちらのほうは小中学校のほうに講師を派遣しているということで、265人と記載をさせて

いただいていまして、こちらの内訳のほうにつきましては、失礼しました、逆です、こちらの内

訳のほうにつきましては、それぞれ、小学校、中学校、失礼しました、３ページの表の265人と

いう数字には保育園とか、あるいは幼稚園というところに講師を派遣した人数というのが含まれ

てございます。そして、18ページのところには小学校、中学校の派遣人数という形で表記をして

おりまして、数字の違いが生まれているものでございます。こちらにつきましては確かに委員の

ご指摘のとおり、多尐、わかりにくい部分というのがございますので、数字のあらわし方あるい

は表記の仕方、目標設定のあり方については見直しが必要なのかなというふうには考えてござい

ます。 

  それから、500人という目標設定でございますけれども、環境教育推進プランの進捗状況につ

きましては、時間数で目標を設定しているというようなご指摘だったかと思います。500人とい

う確かに達成状況も思わしくないところというのがございますけれども、小学校への環境学習の

講師派遣人数ということで、目標としては500人と設定をさせていただいていますけれども、こ

ちらの環境教育推進プランの時間数というものにつきましても、こちらのほうは4,118時間で目

標達成という形にはなってございます。 

  この環境学習の時間数というのも、最初は件数で目標設定をいたしまして進行管理をしていた

ところでございますけれども、昨年度、時間数という形で目標の設定を変更してございます。委

員のおっしゃるとおり、時間数だけやれば目標が達成されたというふうに言えるのかという部分

というのは、確かにご指摘のとおりかと思いますけれども、我々のほうとしては出発時点の時間

数、実態的なものをかんがみまして、目標値を設定したものでございまして、この数字は必ずし

も確かに委員のおっしゃるとおり、全ての環境学習の実態をあらわしている数字かと言われると、

ご指摘の部分というのがあるというふうに我々のほうとしては認識をしてございます。こちらの

ほうも正しい目標値の設定として何がふさわしいのかということにつきましては、引き続き検討

させていただければというふうに考えてございます。 

○竹内委員 細かいことですみません。そうすると、23年度までは小中学校の環境教育実施件数の

中に、保育園や幼稚園の講師派遣の分は入っていなかったということなんですね。そうしたら、

環境指標のところに括弧書きで24年度からはということで、書いていただけるといいかなという

ふうに思います。その学習講師の派遣についてなんですけれども、これもさっき高橋委員からも

ありましたように、こちらで講師派遣をしたいということでやるというよりは、どちらかという

と学校側でこういう１年間のプログラムを組むということなんじゃないかなと思うので、今、お

っしゃられたように努力というふうにおっしゃるんですけれども、全体の学校の授業との関係が

あると思うので、余り件数が多いとか尐ないからといって、それがいいとか悪いというふうには

ならないんじゃないかなというふうに思うので、より学習の中身ですとか、そういうことが目に

見えるような指標を第２期以降になるかもしれませんけれども、お示しいただければなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○宮村環境戦略担当課長 わかりました。 

○三橋副会長 どうぞ。 

○立川委員 データのことなんですけれども、13ページの水環境の取り組みで水環境保全について

は区内４河川と三つの池というのが毎月１回、水質を測定しておりますと書いていますけれども、

実際に15ページの短期目標の12番ですが、そこには石神井川と白子川のことしか書かれていない
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んですね。ずっとそういう状況が続いているんですが、なぜ、ほかのところを除外しているんで

しょうか。同じようにデータをとっているのであれば、お示ししていただきたいと思います。 

○三橋副会長 いかがでしょうか。 

○井上環境課長 では、環境課長の私、井上からお答えさせていただきます。今回のあくまでも結

果のほうは石神井川、白子川を指標にするということで、計画のときに皆さんにご同意いただき

ましたので、その部分のみ結果が出ているということで、もし、今後、また次の計画のときにほ

かのところもということであれば、そこら辺は十分検討させていただきたいと思います。 

○立川委員 前のほうのときは、そういうところはとっていないんじゃないかなというような誤解

というのか、印象を受けていたんですね。だから、ないデータは仕方ないんですけれども、この

ようにたくさんとられているのであれば、それを説明することは必要なんじゃないかと、状況の

変化が、特に新河岸川はどうなっているかという私も見てもそうなんですけれども、改善してい

るのか、改善していないかというのがすごく気になるところなんですね。水質的なことですが、

だから、そういうのをとっていないというのであれば仕方ないんですけれども、とってあるので

あれば示していただいたほうがいいんじゃないかという希望です。今回は間に合わないかもしれ

ませんけれども。 

○井上環境課長 それで、今のご説明に尐し加えさせていただきますと、指標上はこのような形で

すけれども、環境白書のほうには新河岸川も含めて例えば23年度の環境白書は67ページに載って

おりますので、指標としてこちらに載っていて結果は別のところに載っているということですの

で、そこら辺、記載に仕方を今後、工夫させていただきたいと思います。 

○三橋副会長 どうぞ。 

○石垣委員 ごみのことと大腸菌群のことについてお伺いいたします。 

  まず、ごみのほうですけれども、環境計画の指標上は区全体から排出されるごみの量を、27年

度に13万トン程度まで減らすという目標があるということで、資料２の２ページのグラフを見る

と、トレンドとしては減っているねというのはわかるんですけれども、この減り方だと27年度に

13万トンまではとても到達しないと思うんです。前々から板橋区のごみの中身を見ているときに、

家庭のごみは一生懸命、減ってきていると、皆さん、よく頑張って減ってきているんだけれども、

事業系のごみがちっとも減らないという問題があったと思うんです。割と１本のグラフで描いて

しまうと、区全体のごみがこうなっていますしか見えないんですけれども、実は事業系と家庭系

と分けると、全然、違うトレンドが見えて、そのためにやらなければいけないことというのも必

然的に決まってくるというか、違ってくるんじゃないかなと思うんですが、割とそういう記載が

ないので、何となく減っていてよかったねで終わってしまっては、よくないんじゃないかなとい

うのが一つごみの点です。 

  それから、大腸菌群については先ほどからもお話が何度かあるのであれなんですけれども、基

本計画の中では２回測定してとか、それを４回にふやしてとか、いろいろ工夫されてやっていく

のは結構だと思うんですけれども、それぞれの部局としては高いときには高い理由があるはずな

んですね、大腸菌群が高くなる何かの理由があると。総数というのは大体、生活排水とか、そう

いうもので決まっているわけですから、それがなぜ高くなっているかという原因を探って、その

対処をするということがすごく大事になってくると思うんです。これは非常に重要な手がかりで

あって、それは何も基本計画の中に書く必要はないのかもしれませんが、こういう情報が出てく

ると見た人は気になりますので、何が原因で、そのためにどういう対策をしてとか、そういうこ

とも裏情報としてあれば、まず、この場で教えていただきたいなというのと、基本計画の進捗状

況の中への記載についてもご検討を願えればなと思います。 
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○三橋副会長 きょうの議論は、第二次環境基本計画の数値目標の進捗状況についての議論なので、

今のご質問に対してはこれから第三次等々をつくるときに、非常に参考にさせてもらいたいとは

思っています。ただ、裏情報として、今、知りたいということなので、それについてはせっかく

ご質問があったので、もし、お答えできればお願いします。 

○石垣委員 すみません、補足ですけれども、決して裏情報として個人的に知りたいということで

はなくて、進捗状況報告書というものの中に例えば騒音もそうですけれども、大腸菌群もそうで

すけれども、よかったことは文章として書いてあるんですけれども、達成できていない指標につ

いての言及はほとんどないんです。それはよろしくないのではないかというご指摘です。 

○三橋副会長 ということなのでいかがですか。 

○浅賀清掃リサイクル課長 それでは、まず、ごみの関係でございますけれども、清掃リサイクル

課長よりお答えさせていただきます。今、ご指摘いただいたように家庭から出るごみ、こちらに

つきましては私たちが積極的に取り組んだ成果も若干出てきておりまして減尐傾向にあると、た

だ、一方、今、委員からご指摘のありました事業系ごみですけれども、こちらに関しては各事業

者が自分たちの責任でもって片づけるという、そういった仕切りがありましたので、これについ

ては今、ご意見もありましたので、区としても啓発に力を入れなくてはいけないのかなという印

象を持ちました。これにつきましてはどのように啓発できるのか、または企業としてもごみを出

すよりは資源にしていただいたほうが、企業としてのメリットもあると思いますので、そこら辺

の指標について尐しお時間をいただいて、研究していきたいというふうに思います。 

○三橋副会長 数値目標については、最終的に27年度で終わった段階できっちりした報告書を出し

てもらうわけですから、そこには、今、議論されてきたようなこと、数値達成が低いようなとこ

ろについても、その理由などもしっかり書き込んでほしいというようなことも生かしてほしいと

思います。それで、大分、皆さんのご意見を伺いました。まだまだ、ご意見がおありの方が多い

と思うんですけれども、どうぞ。 

○井上環境課長 私からよろしいですか。大腸菌群のことにつきましては、悪かった原因について

は事務局のほうと相談して文章をどのように入れるか、検討させていただきたいと思っています。

大腸菌群数の状況が悪かったことについては、区内で25年５月から６月と、一応、再度、検証し

てみました。それで、明確なこういう原因だということはわからないんですが、先ほど申し上げ

たような河川の前日の天候とか、いろいろな部分で高くなったんじゃないかということで推測は

しておりますので、どのように書き込めるかは、また、十分検討させていただきたいと思います。

ただ、はっきりとした原因はわからなかったということで、申しわけございません。調査はやり

ましたけれども、明確な原因はわからなかったと。 

○石垣委員 上流の自治体との連携とか情報交換は。 

○井上環境課長 上流域との比較もやらせていただきました。 

○三橋副会長 どうぞ。 

○吉田委員 １番と２番の家庭でエネルギーの達成率の問題なんですけれども、家庭のほうのやつ

が72％で事業系が102％となっていますけれども、まず、事業系が100％を達成したのは何か原因

はおわかりでしょうか。企業が減っているとか、そういうことで減ったということですか、それ

とも、企業がいろいろ努力をして、ここまで達成したということなのかどうかわからないのが１

点。それから、家庭のほうは電力のほうを見るとほとんど電力の使用量が横ばい状態ですので、

これでいくと目標達成は難しいだろうと思うんですよね。何らかのアクションをしないと達成で

きないんじゃないかと思うですが、いかがでしょうか。 

○三橋副会長 では、事務局のほうでお願いします。 
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○宮村環境戦略担当課長 まず、事業所でのエネルギー対策の推進ということで、温室効果ガス排

出量は目標達成となったわけでございますけれども、まず、ご説明の中で使いました資料２のグ

ラフの１－３をごらんいただきながら、ページでいきますと６ページ、こちらのほうの６ページ

の上から３行目以降になりますけれども、民生業務部門におけるエネルギー、それから、電気、

ガス、それから、産業部門にということで数値的なものをこちらのほうに掲載をしてございます。

産業部門については先ほども委員がおっしゃられたように、考えられるものとしては事業所の廃

業等あるいは移転等というのが考えられるんですけれども、一つ、電気量といたしましては微増

にはなったものの、ご説明の中でも申し上げましたけれども、電気の量があるいはエネルギーの

量が大きく変わらなければ排出係数がある程度下がると、二酸化炭素排出量の量としては、減尐

するというような形であらわれたものというふうに認識はしてございます。明確な理由というこ

とでは、これというふうな理由というのはつけられないんですけれども、幾つかの要素が重なっ

て、経過といたしましては達成になっているというようなことで考えてございます。 

  また、家庭部門におきましては、非常に達成が難しいのではないかというふうな委員のご指摘

もございました。これも昨年度と比較いたしましては、当然、先ほどご説明の中で申し上げたと

おり、排出量につきましては下がってございます。それから、同じページのグラフの中でも排出

係数が、平成23年度は0.463だったものが0.406という形で下がってございます。その影響があっ

て量としては下がったということを考えてございます。区といたしましても省エネルギーでの取

り組みといたしましては、電気の使用が非常に多い夏場ですとか、あるいは冬場ですとか、そう

いった機会の前に節電への取り組みを区民の皆様にお願いをしているところで、引き続き、そう

いった区としての取り組みを強化していきながら、区民の皆様に節電をすることの意義を伝えて

いきたいというふうに考えてございます。数字の実態といたしましては、このような実態として

は数字としてありますけれども、先ほど申し上げたような経過をたどりながら、あるいは普及活

動を続けながら、尐しでも下がる方向に区としても努力していきたいというふうに、このように

考えてございます。 

○三橋副会長 いろいろ、ご意見はまだおありだと思いますけれども、最後ということでお願いし

ます。 

○小林委員 最後にすみません。ペットボトルの回収なんですが、ペットボトル自体はそんなに減

っていないと聞いているんですが、その他ボトルがありますね。あれの回収率が減っていると聞

いたんですが、それで、今は確かに拠点回収していると思うんですが、集積回収まで持っていか

ないとなかなか回収率がふえないと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか、 

○浅賀清掃リサイクル課長 清掃リサイクル課長よりお答えを申し上げます。拠点回収のボトル容

器の減尐ですけれども、最近は一つの原因としましては詰めかえが随分ふえてきていると、容器

ごと入れかえるのではなくて詰めかえに重点が移ってきているということもありますので、容器

自体を廃棄するというものが減ってきている傾向にございます。これが一つの要素かなと思いま

す。あと、集積所での回収というお話もございましたけれども、今の段階でボトル容器、これを

回収しますと家庭から出てくるボトル容器の量が非常に尐ないものですから、回収のコストのほ

うが逆にかかり過ぎるということで、今現在は様子を見ている状況にございます。 

○三橋副会長 まだまだ、恐らくご意見がおありだと思いますけれども、次の議題もありますので、

この議論はここで打ち切らせていただければと思うんですけれども、最後に資料１の３ページで

数値目標における進捗状況について、16項目について説明があったし、皆さんのご意見も伺った

わけです。それで、これからの事務局への参考にということもあって、こういうようなことで簡

単にこの数値目標に対する皆さんの評価というものが伺えればと思うんですけれども、大学なん
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かでいいますと100点満点で60点以下、これは不可、つまり、59点以下は不可、60点から69点だ

と可ですか、それから、70点から79点が良、80点以上になると優ですか、そのような採点をして

いるところが多いんですけれども、そういうことで、皆さん、事務局の説明と、それから、いろ

いろ、今、皆さんからご質問、ご提案などがありました。そういうものを踏まえて、この進捗状

況は59点以下だなと思う方はありますか。さすがにあれですね。 

  全体としての感じで結構なんです。60点から69、可、これはいかがでしょうか。 

  では、70点から79の良、このあたりはいかがでしょうか。どうもありがとう。 

  では、よくできたいんじゃないのということになるんでしょうか。80点以上というふうに評価

される方はいかがでしょうか。 

○依田委員 いいですよ。これだけやるのは大変なことですから、自分でもしやるなんていったら

大変ですから80点でいいと思いますよ。 

○三橋副会長 よく頑張ってやったというようなことでしょうか。どうぞ。 

○高橋委員 ちなみに達成率のパーセンテージを全部足して割ったら幾つになるんですか。それぞ

れ達成率と書いてあるわけだから、それを全部足して割ってみたら幾つになりますか。それぐら

いしか言えないですね。 

○三橋副会長 すぐにそういう数字は計算していないと思いますので、全体としては第二次環境基

本計画で、皆さん、頑張っておやりになったんじゃないかなというような感じが私は個人的には

しますけれども、ただ、例えば15番の環境マネジメントシステムの目標値750事業所とか、こう

いうのは目標値の決め方にも問題があったんじゃないかなというふうには思ったりはしますよね。

これはかなり大ざっぱに板橋区に中小企業がどのくらいあって、大体、こんなものじゃないかみ

たいな形でお決めになったので、達成率が非常に難しくなってしまったとか、そういう目標値の

決め方なんていうのは、また、第三次環境基本計画なんかを考える場合には当然、参考にしてい

かなくてはいけないと思うんです。そんなこともあって、いろいろ、皆さん、よかったんじゃな

いか、ほどほどだね、いろいろなご意見があったと思います。そういうことで、きょうの（１）

環境基本計画の進捗状況の報告は終了させていただきたいと思います。 

  続きまして、板橋区環境教育推進プランの進捗状況の報告についてお願いします。 

○宮村環境戦略担当課長 環境戦略担当課長の宮村のほうから、環境教育推進プランの進捗状況に

ついてご報告を申し上げます。お手元に資料３－１をご用意いただければというふうに思います。 

  板橋区環境教育推進プランにつきましては、区民、区民団体、事業者、学校など、あと、区が

展開する環境教育の推進に必要な事項を定めております。各主体にそれぞれの環境教育及び各主

体の連携によりまして、環境教育の効率的、効果的な推進を目的といたしまして、平成19年２月

に策定をいたしたものでございます。環境教育が効果的に実施されているかどうかをはかる物差

しとして15の成果指標、現在は14でございますけれども、設定をいたしまして、計画の６年目に

当たる平成24年度末における成果指標の達成状況について以下のとおり、ご報告するものでござ

います。 

  全体の達成の状況でございますけれども、目標を達成したものが２項目でございます。80％以

上、達成したものが４項目でございます。70％以上の達成が３項目、それ以下のものにつきまし

ては５項目ということになってございます。なお、向上したものは８項目、下がった項目につき

ましては６項目となってございます。 

  それでは、資料３－１の１ページをごらんいただきながら、成果指標及び目標に対する進捗状

況のご報告を申し上げます。こちらにつきましては幾つかご説明する点を絞ってご説明していき

ますので、全てについてのご説明は省かせていただきたいと思います。 
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  まず、エコポリスセンターホームページのアクセス数でございます。こちらはエコポリスセン

ターのホームページを通じて、環境情報の発信や講座、イベントの情報の発信など、環境に関心

を持っていただくためのツールとして指標としたものでございます。平成24年度は９月から12月

までの館内改修工事がございまして、企画展などの実施ができなかったことも一つ影響として考

えられまして、１万4,709件の減尐というふうになってございます。 

  次に、③番のプログラムバンクの登録人数でございます。これは多くの環境教育の担い手にさ

まざまな場で活躍していただくため、エコポリスセンターの登録制度に登録された人数を指標と

しているものでございます。平成24年度は194人、前年度比で136人の増加というふうになってご

ざいます。これはかんきょう観察員ですとか、あるいはインターンシップ、緑のカーテンサポー

トクラブ、熱帯環境博物館インタープリター、緑のサポーター会議メンバーが新たに加わったた

め、136人の増となってございます。近年、高齢を理由に更新を辞退される方もございまして、

若手の人材確保ですとか、こういったものが喫緊の課題となってございます。今後も目標達成に

向けまして、指導者養成講座の参加などの登録を呼びかけてまいりたいと思います。 

  申しおくれましたけれども、３ページをごらんいただければというふうに思います。 

  ④番のプログラムバンク登録プログラム数でございます。指標②番で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というのがありますけれども、こちらのプログラム

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でございます。こちらにつきましては、

平成24年度は６件、プログラム事例としては１件、新たに登録をいたしました。既存プログラム

のデータが古くなってまいりまして、プログラムの改善も行ってございます。平成24年度は累計

で187件の登録というふうになっておりまして、前年度に対しまして７件の増加というふうにな

ってございます。23年度からはプログラムの充実とともに内容の充実も図りながら、既存プログ

ラムの見直しと改善を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  次に、４ページの⑥番の環境保全キャンペーン参加者数でございます。こちらは平成23年度に

東日本大震災の影響によりまして、大幅に落ち込んだ参加者数が24年度に回復をしてきたためと

いうふうに考えられまして8,214人の増加がありまして、３万240人の参加者数となってございま

す。今後も各キャンペーンの目的や効果が広く区民の方に浸透するよう、ＰＲ方法の改善を図っ

てまいりたいというふうに考えてございます。 

  次の⑦番のエコチェックシート得点でございます。24年度は70点満点中57.8点でございました。

前年度と比較いたしまして1.6点の増加でございます。参加者数といたしましても117人の増加と

いうことになってございます。 

  続きまして、⑧番のページでいきますと５ページになりますけれども、小中学校における環境

学習の時間数でございます。こちらは指標の②番、③番、④番にかかわらず、区立の小中学校に

おいて環境学習がどのくらい実施されているかをはかる指標としているものでございます。平成

24年度は前年度と比較いたしまして、93時間の増加ということで4,118時間となってございます。

目標としては達成ではございますけれども、今後も環境教育カリキュラムや環境教育プログラム

を充実いたしまして、より板橋らしい環境教育が浸透していくことを目指しまして、4,000時間

を維持していきたいというふうに考えてございます。 

  次の⑩番の環境イベント等参加者数でございます。こちらは24年度は５万2,112人となってご

ざいまして、前年度と比べまして１万53人の増加になってございます。環境イベントの参加者数

をふやしまして、区民の環境への関心を高めようという指標でございますけれども、エコポリス

センターの環境イベントのほかにも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ものでございます。エコポリスセンターの実施分につ
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きましては、先ほどもご説明の中で申し上げましたが、減尐要因といたしましては９月から12月

の施設改修工事によりまして、企画展あるいはイベントができなかったものがございまして、エ

コポリスセンター実施分につきましては減尐となってございます。今後はエコポリスセンター館

内の環境イベントのみならず、大学祭やあるいは地域イベントへの積極的な出展を図っていきた

いというふうに考えてございます。 

  次、⑮番です。ページでいきますと７ページになります。環境学習講師派遣実施件数・派遣人

数でございます。本指標につきましては、区内保育園、小中学校における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、職員を派遣した人数を指標としている

ものでございます。平成24年度の実績といたしましては265人でございまして、188人の減尐とな

っておりますけれども、減尐の主な原因といたしましては派遣件数の減尐とともに、１回当たり

の出前授業に要する派遣人数も減尐したものというふうに考えてございます。派遣件数の拡大の

ために今後は保育園や小中学校に対しまして、さらに積極的な出前講座のＰＲを行ってまいりた

いというふうに考えてございます。 

  事務局からの板橋区環境教育推進プランの進捗状況につきまして、雑駁ではございますけれど

も、ご説明は以上となります。 

○三橋副会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、今、板橋区環境教育推進プランの進捗状況について説明していただきました。また、

今の説明に対してのご意見あるいはご感想などがあれば、また、自由にお出しください。どうぞ。 

○石垣委員 今、お話を聞いた限りだと大変よろしいんじゃないかなと思います。いろいろなメニ

ューを用意されて、達成率ということではまだ尐ないものとか、達成しているものとか、いろい

ろありますけれども、非常にいろいろやられていて大変そうだなと。ここにかけているエフォー

トと達成率ということを考えると、大変なご苦労なんじゃないかなと思うんです。一方で、一部

で達成率がふえていかないとか、そういうところというのは、もう尐し工夫が必要なんじゃない

かなと思うんですけれども、ここでお聞きしたいのは、板橋区内のイベントについてここでいろ

いろ書いていただいているんですけれども、都内で行われているほかのイベントの出展、例えば

環境省さんがやっておられるようなエコライフフェア、代々木公園でやるようなもの、ああいう

ところに板橋区として出展して、板橋区はこういうことをやっていますよみたいなこととか、そ

ういうのはやられているんですか。 

○宮村環境戦略担当課長 一つは東京ビッグサイトでエコプロダクツというのがございますけれど

も、これはほかの区でも取り組みがありますけれども、そちらのほうのエコプロダクツのほうに

板橋区としても出展を共同で実施しているものがございます。あと、区の活動というわけではな

いですけれども、先ほど委員のおっしゃられたエコライフフェアには、区の中にあります環境団

体の中から参加している団体もあるというふうには聞いてございます。あと、追加ですけれども、

飯田橋のほうの東京区政会館という建物がございますけれども、そちらの１階のロビーのところ

でパネル展示を定期的に実施しているものもございます。そういった活動を通じて、板橋区の取

り組みをＰＲしていければというふうには考えてございます。 

○石垣委員 ありがとうございます。板橋区の人が板橋区内だけで動いているとは思えないので、

都内にそういういろいろ出かけたときに、自分たちの区でこういうことをやっているんだという

のをフィードバックじゃないですけれども、戻って今度はあそこへ行ってみようとか、ホームペ

ージを見てみようというところにつながると思うので、大変よろしいんじゃないかと思います。

ありがとうございます。 

○三橋副会長 では、ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
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○手島委員 私が見落としているのかもわからないですけれども、保育園ですが、先ほど幼稚園も

ありましたよね。幼稚園も環境学習の時間を設けていらっしゃるというように理解してよろしい

ですか。資料３－１の５ページの上のところですが、環境学習の時間の目安として、小学３年生

から中学３年生までの各学年にということですが、もし、幼稚園、保育園で行い、小学校１、２

年生はなぜそこが抜けるのでしょうか。どうせならば継続して子どもたちに学ばせ、鉄は熱いう

ちに打てと言われますが、なるたけ小さいうちに身につけさせることが、大切ではないかなとい

うように思っております。 

○三橋副会長 では、お答えください。 

○寺西教育委員会事務局次長 教育委員会次長の寺西です。まず、今、ご指摘がありました５ペー

ジの環境学習の時間のことですが、ここで取り上げているのは総合的な学習の時間の中でという

ことになりますので、３年生から中学３年までにそういう教科が設定されておりますので、記載

になっております。それで、幼稚園、小学校１、２年生も当然、必要でございますが、通常の幼

稚園ですと遊びの中でいろいろなものを自然と触れ合うというようなカリキュラムを用意してご

ざいますし、１年生もそういう中で社会とか理科とか、そういった中で環境に対して触れる時間

を設けているというところでございます。 

○三橋副会長 今の質問として、小学３年以上ということの理由はわかったんだけれども、ご質問

としては例えば幼稚園とか小学校なんかも今後は、幼児の環境教育が重要なので、その辺は考え

たらどうかという質問だったと思います。 

○寺西教育委員会事務局次長 小学校１、２年生と、あと、幼稚園、保育園での取り組みですけれ

ども、例えば具体的なものを申し上げますと、身近な環境を探してみようというようなことで、

自然とか、社会のごみのことですとか、そういった体験を通じて行っております。もう尐し具体

的に申し上げますと、落ち葉やドングリを探そうというようなことで、自然を感じるというよう

な取り組みですとか、紙を大切に使おうというようなことなど、さまざまなカリキュラムを用意

をして、それを幼稚園ですと遊びの中で、小学生ですとそれぞれの教科の中で取り組んでおりま

す。それが板橋で取り組んでおります環境教育のカリキュラムということで、先ほど186でした

か、カリキュラムが用意されているというようなことを報告させていただいておりますが、それ

を活用して行っております。 

○浅賀清掃リサイクル課長 清掃リサイクル課長から追加でご説明させていただきます。今回、こ

の資料の中では小中学校の環境教育ということでカウントはされておりませんけれども、私ども

清掃事務所と協力をいたしまして、幼稚園、保育園の出前講座というものを実施してございます。

板橋区で進めております「かたつむりのおやくそく」という、こちらを題材としまして幼尐期か

ら物を大切に使うんだとか、無駄なことはしないと、そういったことを教育するために清掃事務

所の職員が各幼稚園、保育園などに出向きまして寸劇、劇などを通じまして環境教育を実施して

ございます。そういったことを通じてお子様が自宅に帰って、親と一緒に環境について、ごみの

減量などについて話し合うと、そういったきっかけづくりに取り組んでいるところでございます。 

○三橋副会長 幼稚園、保育園の幼児の環境教育、これなんかについては例えばドイツで非常に環

境問題に熱心な背景には、そういう幼稚園とか保育園とか、そういうあたりでの環境教育という

のを相当しっかりとやっているんですよね。板橋区も今のご説明だといろいろおやりになってい

るので、それをさらに体系化して、今、ご質問が出たように、その辺の目標なり、成果なりもこ

れからの課題としてテークノートしておいてください。 

  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○竹内委員 まず、１点は「かたつむりのうた」ってありますよね。かたつむりって生き物のカタ
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ツムリではなくて、ごみの「かたつむりのおやくそく」の歌、結構、あれを子どもたちが歌って

いるんですけれども、パンフレットの配布とか作成とかということだけじゃなくて、その歌をど

ういうふうに活用しているのかというのが指標になると、そんな歌があるんだというところから、

分別についての関心が向くんじゃないかなと思うので、どういうふうに活用しているのかという

ことをお答えいただければ、それをひとつお願いしたいのと、ぜひ、指標にも何らかの形で載せ

ていただけるといいなというふうに思いました。 

  もう１点は、大学との連携事業なんですけれども、資料３－３の３ページのほうには、23年度

は淑徳短期大学と大東文化大学のほうに出展しているんですけれども、24年度は淑徳のほうだけ、

区内にはもっと大学がありますよね。そういったところとはほかにも出展できる機会があるのだ

ったら、そういう機会をもっとふやしたほうがいいのかなというふうに思うので、そのあたりに

ついても今後の取り組みの見通しですとか、もう淑徳さんとしかやりませんよということなのか、

そのあたりのことを教えてください。 

○浅賀清掃リサイクル課長 まず、「かたつむりのうた」につきまして清掃リサイクル課長からお

答えさせていただきます。今、委員からのご提案も含めていろいろご意見をいただきましたけれ

ども、私どもは区民まつりとか、農業祭りのイベントの際にはその音楽を流しながら、テントで

環境もしくはごみの減量についての啓発活動を行ってございます。それから、もう一つは「かた

つむりのおやくそく」にちなんだ歌、これをYouTubeで区のホームページから見られるようにも

してございます。あと、もう１点、環境課のほうで今回、水の動画をつくったときにもそのBGM

で「かたつむりのうた」を流すと、そういったじっくりとＰＲは進めているところでございます。 

○井上環境課長 あと、大学との連携というお話でございました。平成24年度に大東文化大学さん

ですとか、あるいは家政大学さん、区内にあります大学さんのほうに参加させてもらいたい旨を

お伝えしたんですけれども、スペースあるいは予約する問題もございまして、残念ながらスペー

スを確保することができなかったという状況でございます。早目にそういった情報を捉えて我々

のほうとしては参加をさせていただけるように要望を出して、参加させていただければというふ

うに思ってございますので、引き続き、そういった取り組みをしていくことを考えてございます。 

○三橋副会長 どうぞ。 

○竹内委員 せっかくなのでYouTubeの再生回数なんかを掲載できれば、そういうのってすごく入

りやすいと思うので、何か目に見えるような形で成果を示せるような指標を検討していただきた

いということをお願いしておきたいと思います。 

○三橋副会長 ほかにいかがでしょうか。 

○宮村環境戦略担当課長 カウンターのほうで件数につきましては把握ができているというふうに

聞いておりますので、指標の中に入れられるかどうか、事務局のほうで引き続き検討させてもら

えればというふうに、ここですぐに載せられますというふうにお答えできないのもあれなんです

けれども、載せる方向で何とかできないかということで、検討はさせていただければというふう

に思っております。 

○三橋副会長 環境教育というのは非常に重要ですから、永遠の課題ではあると思います。さらに

こういうようなことをやったらいいじゃないかとかいうご意見があれば、あと一つか二つ伺って

おきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。どうぞ。 

○吉田委員 プログラムバンクの登録人数なんですけれども、今回、急にふえたということなんで

すけれども、ほかにもこういうふうな資格を備えた人たちのもので何かあるのでしょうか。それ

よりももっと積極的に指導者養成講座というのがあるということなんですけれども、これは年に

何回ぐらい開催して、どういうふうな参加の募集をしているのか、教えていただきたいんですが。 
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○宮村環境戦略担当課長 委員のご質問のありましたプログラムバンクの登録人数だと思いますけ

れども、これまで登録していなかった環境観察員さんですとか、インターンシップ、緑のカーテ

ンサポートクラブ、熱帯環境館のインタープリターさん、それから、緑のサポーター会議のメン

バーさん等も加えて、この人数となっているものでございます。そういった方を養成する講座に

どのようなことをやっているのかというお話がございますけれども、ごらんいただきたい資料が

ございまして、お配りしている３－２の資料でございますけれども、３－２の４ページでござい

ますけれども、一番下のところにエコライフマスター講座というのがあると思うんですけれども、

24年度から新規に、初級、中級、上級と各２回、こういったエコライフマスターという講座をエ

コポリスセンターで設けてございます。そういった講座を通して、あるいはその上のところにご

ざいます、環境マスター・リーダー講座といったようなリーダーを養成する講座というのも設け

てございます。 

  開催回数につきましては記載のとおりとなってございますので、こういった広報の仕方といた

しましては区の広報に掲載をしたりですとか、あるいは区のホームページに掲載をしたりですと

か、開催が近づきますとなるべく目立つような形での掲載という形にはなってございますけれど

も、そういったものを見ていただいた方に参加をしていただいているといったような状況でござ

います。区のほうといたしましても、こういった講座に積極的に参加をいただきましてエコライ

フマスターですとか、あるいはリーダーになっていただくような方を多数、養成してまいりたい

というふうに考えてございます。 

○吉田委員 ありがとうございます。それで、今回、114名の方が延べで参加しているみたいです

けれども、この人たちも登録というような形にはならなかったんでしょうか。 

○宮村環境戦略担当課長 お答えいたしますけれども、参加いただいた方に登録のほうはお願いを

しております。残念ながら登録にその場では応じていただけなかったというのが実態的なところ

でございます。 

○三橋副会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

  それでは、ありがとうございました。尐し時間がありますので、最後に（１）も含めてきょう

の説明に対するご意見、ご質問などもあれば伺ってみたいと思います。よろしいですか。 

  それでは、きょうの議題の２番目、その他について事務局のほうからお願いします。 

○井上環境課長 その他については特にございません。 

○宮村環境戦略担当課長 すみません、環境戦略担当課長です。一つ、私のほうからご報告を申し

上げた部分の訂正箇所と、先ほど委員さんのほうから平均では幾つかというようなご質問があっ

たと思います。計算ができておりますので、そのご報告だけは参考にしていただきたいと思いま

す。 

  まず、環境基本計画の進捗状況の報告の中で、短期目標の報告を244事業所と私は読み上げて

いるんですけれども、これは294事業所で、ごらんいただいた資料のほうが正しいということで

ございます。 

  次に、環境基本計画（第二次）の達成度ということで、単純な項目数で割り返した割合という

ことになりますけれども、76.02％というふうになってございます。ちなみに環境教育推進プラ

ンの達成率も平均を出しましたところ、これも単純な割り返しでございますけれども、77.52％

とご参考までにご報告だけしておきます。よろしくお願いします。 

○竹内委員 一つ指標が出ていないのがあると思いますので、14項目で割り返さないと。 

○宮村環境戦略担当課長 出している数字の個数で割っておりますので、申しわけございませんけ

れども、そのような形で。 
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○三橋副会長 それでは、きょうの主要な議論は終わりましたけれども、一言、二言、私の感想を

申し上げておきたいと思います。板橋区の環境政策というのは全国的にも非常に進んでいます。

それから、幾つかの自治体のこういう環境基本計画の作成とか、実施状況なんかについてもおつ

き合いさせてもらっていますけれども、板橋区はその点では非常に進んでいます。それは恐らく

委員の皆さんと事務局、あと、板橋区民の皆さんが非常に熱心だということもあるんでしょう。

引き続き委員から厳しい注文を事務局に出してもらって、また、事務局はそれにこたえるという

ような形で、さらに全国的にも先頭集団を走っている板橋区の環境への取り組み、これをさらに

進めてほしいなというように思います。 

  それともう一つ、雑談的に皆様の話題としてお話ししておきたいなと思っていることが１個あ

るので、話題として耳に残しておいていただければと思います。今、横浜でIPCCの緩和対策の議

論をやっています。温暖化というのは避けることができない状況になっていて、世界の気候に大

きな影響を与えてしまっているので、大きな影響を与えていることに対して対策をとっていかな

くてはいけないというのが緩和政策なんですけれども、それを今月いっぱい横浜でやっています。 

  それとの関係で温暖化についてはこういう議論があるんですよ。今世紀に入ってから地球全体

の温暖化が進んでないんじゃないかという指摘が一部の科学者から出ているわけです。それは例

えばIPCCなんかの報告でいうと、大気中に占めるＣＯ２の濃度というのは400ppmを超えて、どん

どん大気中のＣＯ２濃度が高くなっている。その割には地球の平均温度は横ばい状態になってし

まっているということで、一部の温暖化を認めたくない学者の人たちからは、温暖化とＣＯ２濃

度とは関係はないんじゃないのというような指摘があって、今、これが割と温暖化問題をやって

いる人たちの間で大きな問題になっているんです。 

  それについて海洋学者、この人たちが今、新しい問題提起をしています。それはどういう問題

提起かというと、皆さんも新聞なんかでよくごらんになったことがあると思うんですけれども、

ラニーニャ現象とか、エルニーニョ現象という話を聞いたことがあると思います。赤道の東側の

ほう、ペルー、チリがあるあたりですか、そこの温度が通常のときよりも熱くなる、あるいは低

くなると、そういう現象が起こると、それが引き金になって世界的な気候変動を起こすというこ

となんです。 

  それで、ラニーニャ現象というのが起こってくると、地球全体の平均気温を低めるということ

なんです、海洋学者たちの仮説だと。エルニーニョ現象が起こってくると地球の温度は上昇する。

これの頻度が15年から20年周期であるというんですよ。例えば1960年代から1970年代にかけては

ラニーニャ現象というのが起こって、どちらかというと余り地球の温暖化というのは進まなかっ

たというんです。しかしながら、80年に入ってから2000年ぐらいまでの20年間、これはエルニー

ニョ現象が頻繁に起こった期間なんです。その間は地球表面の平均温度というのはぐっと上がっ

たわけです。それで、2000年に入ってから今は14年ですか、十四、五年がたつわけです。この間

はラニーニャ現象が頻繁に起こった時代だというんです、起こっている時代だと。したがって、

大気中のＣＯ２濃度が高くなっているにもかかわらず、ラニーニャ現象のおかげで地球の温暖化

は想定されているほど進まない状況が起こっていると。 

  しかし、16年ぐらいから今度はラニーニャの時代が終わってエルニーニョが頻繁に起こる時代

がやってくると。そうなると、だから、16年になるのか、17年になるのかわかりませんけれども、

そのころからエルニーニョ現象が起こってくるので、地球表面の温度というのは急激に上がって

いくだろうと。その上がり方というのは、恐らく80年代から2000年にかけた上がり方以上に急激

に上がるだろうと。そうすると、それに対する備えというものをかなり真剣にやっておかないと、

大変なことになるよというのが環境学者たちの問題提起なんです。したがって、温度が急速に上
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昇する時代というのがあと数年後に、海洋学者たちの仮説だとそういう時期が間もなくやってく

るというわけです。そうなると、その対応策というのは今まで以上に真剣にやっておかないと大

変な状況になりますよと、もちろん、大型の台風の発生だけではなくて、温暖化によって作物な

んかもどんどん北上していくとか、いろんな影響が出てくるというようなことを言っているわけ

です。 

  きょうは環境省の方も来ていますけれども、地球環境研究総合推進費でそういう研究をやりた

いという学者グループに審査員がしかるべき研究費を出したので、その人たちもあと３年後ぐら

いには結果を出してくると思いますけれども、皆さん方はラニーニャが終わって地球の温度が上

がらない時期から今度は上がる時期にはいってくる。そうすると400ppm、大体2000年ごろの大気

中に占めるＣＯ２濃度というのは280ppmとか、そういうようなことが言われていたんです。それ

が今はいろんなところで観測していて400ppmを超えている。したがって、温暖化はどんどん起こ

ってこなくてはいけないというところにもかかわらず、今までは下がってはいないんだけれども、

目立って上昇しなかったんです。しかし、その上昇の時期は数年後にやってくるだろうというこ

となんです。これが正しいかどうかというのはわかりませんけれども、皆様方の頭の片隅にでも

入れておいていただけるとよろしいかなと思いますので、つけ加えさせていただきました。 

  つまらない雑談をしましたけれども、そういうことなので、いずれにしても温暖化の問題とい

うのは、これから大変な時代を迎えてくるだろうなというふうに私個人は思っていますけれども、

では、これできょうの議論は全てつつがなく終了しましたので、これをもちまして第40回板橋区

資源環境審議会を閉会いたしたいと思います。事務局にバトンタッチします。 

○井上環境課長 三橋副会長並びに委員の皆様、ありがとうございました。 

  本日の予定はこれで全て終了いたしました。それでは、これで閉会といたします。どうもお疲

れさまでした。 

午後３時４７分閉会 


