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３－８ 短期目標８：事業所から発生する環境負荷の削減 
1）環境の現状と変化 

 

  

※ 板橋氷川測定室(氷川町 13-1）は板橋第一小学校改築工事のため、平成 22年 10月に休止し、平

成 22年 12月より板橋総合ボランティアセンター（本町 24）に仮移転して測定している。 

 

区内５か所の測定室において、一般環境（自動車交通等の移動発生源の影響を受けない地点）に

おける大気汚染物質の濃度を測定している。二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度は、ここ数年は

減少傾向にあり、環境基準を達成している。しかし、オキシダントについては、環境基準を超過し

ている。 

このほか、区内４か所の測定室において、有害大気汚染物質５項目（ベンゼン、トリクロロエチ

レン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類）の調査を行っているが、いずれ

の項目も環境基準を達成しており、さらに減少傾向にある。 

公害苦情及び公害相談を合わせた件数は、ここ数年、2,000件前後を推移している。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－10のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６ 一般環境における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度 

図３－７ 氷川町における有害大気汚染物質濃度（年間平均値） 図３－８ 公害苦情及び公害相談件数 
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表３－10 環境指標の状況（事業所から発生する環境負荷の削減） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策８－１ 

事業者によ

る 

自主的な 

環境配慮 

の促進 

環境マネジメントセミ

ナー 

開催数、参加企業数 

２回 

21 社 

１回 

９社 

１回 

７社 

冊子「環境管理」など

の 

発行数 

環境管理発行数 ２回 環境管理発行数 １回 環境管理発行数 １回 

環境管理ニュース発行数 

12 回 

環境管理ニュース発行数 

12 回 

環境管理ニュース発行数 

12 回 

リーフレット等発行種類数 

８種類 

リーフレット等発行種類数 

８種類 

リーフレット等発行種類数 

８種類 

騒音振動測定講習会 

開催数 
１回 １回 １回 

騒音計・振動計 

貸し出し台数 
64 台 87 台 67 台 

施策８－２ 

法律や条例

等による 

規制・指導 

有害大気汚染物質 

濃度 

大気中ダイオキシン類の 

環境基準達成率  100％ 

大気中ダイオキシン類の 

環境基準達成率 100％ 

大気中ダイオキシン類の 

環境基準達成率 100％ 

ベンゼン濃度 1.3μg/m3 ベンゼン濃度 1.3μg/m3 ベンゼン濃度 1.0μg/m3 

トリクロロエチレン濃度 

1.7μg/m3 

トリクロロエチレン濃度 

2.0μg/m3 

トリクロロエチレン濃度 

1.5μg/ m3 

テトラクロロエチレン濃度 

0.66μg/m3 

テトラクロロエチレン濃度 

0.56μg/m3 

テトラクロロエチレン濃度 

0.33μg/ m3 

ジクロロメタン濃度 

3.5μg/m3 

ジクロロメタン濃度 

4.3μg/m3 

ジクロロメタン濃度 

3.2μg/ m3 

ダイオキシン類濃度 

0.048pg-TEQ/m3 

ダイオキシン類濃度 

0.047pg-TEQ/m3 

ダイオキシン類濃度 

0.034pg-TEQ/ m3 

公害関係法令に基づ

く規制・指導件数 

工場・事業場等の 

苦情件数 101 件 

工場・事業場等の 

苦情件数 122 件 

工場・事業場等の 

苦情件数 165 件 

認可受付数 19 件 認可受付数 16 件 認可受付数 12 件 

届出受付数 940 件 届出受付数 1,071 件 届出受付数 952 件 

相談・苦情件数 2,167 件 相談・苦情件数 2,228 件 相談・苦情件数 2,154 件 

認可、届出による 

指導件数  801 件 

認可、届出による 

指導件数  700 件 

認可、届出による 

指導件数  889 件 

改善指導件数 69 件 改善指導件数 96 件 改善指導件数 162 件 

騒音規制法による届出 

259 件 

騒音規制法による届出 

348 件 

騒音規制法による届出 

301 件 
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振動規制法による届出 

165 件 

振動規制法による届出 

202 件 

振動規制法による届出 

184 件 

土壌汚染調査・ 

処理件数 

相談件数 1,333 件 相談件数 1,332 件 相談件数 1,298 件 

指導件数 130 件 指導件数 190 件 指導件数 136 件 

悪臭発生工場など 

調査による臭気指

数、 

改善指示数 

対象工場・事業場数 10 件 

（うち文書改善指示３件） 

対象工場・事業場数 10 件 

（うち文書改善指示３件） 

対象工場・事業場数 11 件 

（うち文書改善指示２件） 

採取検体数 25 件 採取検体数 25 件 採取検体数 25 件 

適正管理化学物質の 

使用量等報告書の 

受理数 

189 件 179 件 167 件 

化学物質管理方法書 

の受理数 
２件 ４件 ４件 

PRTR 法対象物質 

排出量、移動量、 

取扱事業所数 

PRTR 法対象事業所数 

75 事業所 

PRTR 法対象事業所数 

68 事業所 
（集計中） 

PRTR 法対象物質排出量 

135t 

PRTR 法対象物質排出量 

138t 
（集計中） 

PRTR 法対象物質移動量 

108t 

PRTR 法対象物質移動量 

61t 
（集計中） 

公害防止管理者資格 

保有率 
80% 80% 80% 

施策８－３ 

公害等に関

する情報共

有の促進 

公害苦情・相談件数

（現象別・発生源別内

訳） 

公害苦情件数 177 件 公害苦情件数 188 件 公害苦情件数 245 件 

（発生源別）一般苦情件数  

76 件 

（発生源別）一般苦情件数  

66 件 

（発生源別）一般苦情件数  

80 件 

（発生源別）工場 36 件 （発生源別）工場 20 件 （発生源別）工場 25 件 

（発生源別）建設作業 59 件 （発生源別）建設作業 97 件 （発生源別）建設作業 134 件  

（発生源別）指定作業場 ６件  （発生源別）指定作業場 ６件  （発生源別）指定作業場 ６件  

（現象別）騒音 82 件 （現象別）騒音 113 件 （現象別）騒音 131 件 

（現象別）ばい煙 12 件 （現象別）ばい煙 11 件 （現象別）ばい煙 10 件 

（現象別）悪臭 25 件 （現象別）悪臭 20 件 （現象別）悪臭 33 件 

（現象別）振動 8 件 （現象別）振動 25 件 （現象別）振動 30 件 

（現象別）粉じん 15 件 （現象別）粉じん 14 件 （現象別）粉じん 27 件 

（現象別）汚水 0 件 （現象別）汚水 0 件 （現象別）汚水 0 件 
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（現象別）その他 6 件 （現象別）その他 ５件 （現象別）その他 14 件 

電波障害件数 303 件 電波障害件数 279 件 電波障害件数 105 件 

 

3）評価及び課題と方向性 

一般環境における二酸化窒素、浮遊粒子状物質などの大気汚染物質の濃度は下がってきており、

大気環境が改善されてきていると思われる。 

今後も、規制的な手法のみならず、環境管理研究会の開催などの事業者の自主的な取り組みを促

していく。 

また、基幹業務である公害苦情・相談に対して、解決に向けて取り組んでいく。 

 

 

３－９ 短期目標９：ヒートアイランド現象の抑制 
1）環境の現状と変化 

この100年間の平均気温は世界で0.74℃、

日本で約１℃上昇したといわれている。特

に、東京では約３℃も上昇している。区の

氷川町の平均気温の推移をみても、上昇傾

向にあることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－11のとおりである。 

 

表３－11 環境指標の状況（ヒートアイランド現象の抑制）  

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策９－１ 

建物等からの 

排熱の低減 

板橋区（氷川町）の

平均気温・真夏日

数・熱帯夜数・冬日

数 ※１ 

平均気温    

16.5℃ 

平均気温    

17.4℃ 

平均気温 

16.7℃ 

日中の最高気温

30℃以上の日 

33 日 

日中の最高気温

30℃以上の日 

72 日 

日中の最高気温 30℃

以上の日 

79 日 

夜間の最低気温 

25℃以上の日 

23 日 

夜間の最低気温 

25℃以上の日 

61 日 

夜間の最低気温 

25℃以上の日 

50 日 

１日の最低気温が

０℃未満の日 ２日 

１日の最低気温が

０℃未満の日 ５日 

１日の最低気温が０℃

未満の日 ５日 

９日 

図３－９ 板橋区氷川町の平均気温の推移 
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区全体の電力使用量 2,506 百万 kWh 2,622 百万 kWh 2,356 百万 kWh 

省エネ・新エネ機器

助成件数 

太陽電池助成件数 

 85 件（累計 283 件） 

太陽電池助成件数 

127 件（累計 410 件） 

太陽電池助成件数 

232 件 （累計 642 件） 

太陽熱温水器助成件数 

4 件（累計 24 件） 

太陽熱温水器助成件数 

2 件（累計 26 件） 

太陽熱温水器助成件数 

4 件 （累計 30 件） 

高効率給湯器助成件数 

241 件（累計 626 件） 

高効率給湯器助成件数 

171 件（累計 797 件） 

高効率給湯器助成件数  

328 件（累計 1,125 件） 

ガス発電給湯器助成

件数 8 件（累計22 件） 

ガス発電給湯器助成

件数 4 件（累計26 件） 

ガス発電給湯器助成件数 

0 件（累計 26 件） 

燃料電池システム

助成件数 

5 件（累計５件） 

燃料電池システム

助成件数 

21 件（累計 26 件） 

燃料電池システム 

助成件数 

31 件（累計 57 件） 

施策９－２ 

地表面や 

建物の 

自然被覆化・

高反射率化の 

促進 

遮熱性舗装・ 

透水性舗装 

整備面積 

合計 5,510 ㎡ 合計 4,672 ㎡ 合計 6,384 ㎡ 

遮熱 0 ㎡ 遮熱 ０㎡ 遮熱 ０㎡ 

透水 5,510 ㎡ 透水 4,672 ㎡ 透水 6,384 ㎡ 

屋上緑化面積 助成面積 221.9 ㎡ 助成面積 125.4 ㎡ 助成面積 37 ㎡ 

植生被覆率 19.3% ― ― 

 ※１ 気象庁の測定方法とは異なるため、厳密にいうと「真夏日」「熱帯夜」「冬日」ではない。 

 

3）評価及び課題と方向性 

東京都の「ヒートアイランド対策ガイドライン」には、建物等の排熱の削減、建築物上緑化や地

上部緑化等が挙げられている。 

植生被覆率は、平成 16年度に比べて平成 21年度は増加している。また、平成 23年度は夏季の電

力不足が予想されたため、節電や建物の排熱の削減を目的として、緑のカーテン用としてゴーヤー

などの苗 5,000本を配布した。 

一自治体だけの取り組みだけでヒートアイランド現象を緩和することは難しいが、引き続き、緑

のカーテンの取り組み、屋上緑化、農地の保全や水辺の確保などに取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－10 短期目標 10：緑地の保全と創出 
1）環境の現状と変化 

平成元年から平成 16年までは「緑被率」は微減傾向にあったが、平成 21年度は「緑被率」全体

としては増加している。 



26 
 

また、平成 16 年度より採用した指標である「緑に覆われている面積の割合」（植生被覆率）も、

増加している。 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

 環境指標の状況は表３－12のとおりである。 

 

表３－12 環境指標の状況（緑地の保全と創出） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 10－１ 

樹林地・農 

地の保全 

緑被率（樹林被覆地、 

農地、草地、屋上緑化の 

占める割合） 

19.6% ― ― 

保存樹林・竹林面積 
保存樹林面積 40,591 ㎡ 保存樹林面積 40,591 ㎡ 保存樹林面積 40,591 ㎡ 

保存竹林面積 973 ㎡ 保存竹林面積 973 ㎡ 保存竹林面積 973 ㎡ 

保存樹木本数 1,504 本 1,597 本 1,696 本 

保存生垣延長距離 3,429m 3,539m 3,521m 

市民緑地新規開設数 ― ― ― 

農地面積 267,603 ㎡ 258,184 ㎡ 252,816 ㎡ 

区民農園面積、区画数、

農園数 

区民農園面積 51,685 ㎡ 区民農園面積 51,988m2 区民農園面積 50,895m2 

区画数 2,472 区画 区画数 2,478 区画 区画数 2,441 区画 

農園数 44 農園 農園数 44 農園 農園数 43 農園 

生産緑地地区指定面積、

地区数 

生産緑地地区 

指定面積 11．24ha  

生産緑地地区 

指定面積 10．94ha 

生産緑地地区 

指定面積 11．05ha 

地区数 77 地区 地区数 75 地区 地区数 76 地区 

苗木委託農家数、委託数

量、委託面積 

苗木委託農家数 苗木委託農家数 苗木委託農家数 

（累計） 34 戸 （累計） 33 戸 （累計） 29 戸 

委託数量 22,500 本 委託数量 19,500 本 委託数量 15,000 本 

委託面積 11,780 ㎡ 委託面積 10,778 ㎡ 委託面積 8,918 ㎡ 

施策 10－２ 

緑化の推進 

公共施設における 

緑化箇所数 
４施設 ３施設 ３施設 

公共施設における緑のカ

ーテン実施箇所数 

77 施設 96 施設 95 施設 

41 校 71 校 74 校 

図３－１１ 区全域の植生被覆率の推移 図３－１０ 緑被率の推移 
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緑化推進地域指定数 １地域 なし なし 

緑化協定締結件数 ― ― ― 

緑化指導に基づく 

緑化箇所数、緑化面積 

緑化箇所数 76 か所 緑化箇所数 75 か所 緑化箇所数 83 か所 

緑化面積 14,658 ㎡  

(うち屋上部 1,013 ㎡) 

緑化面積 23,740 ㎡  

（うち屋上緑化5,685㎡） 

緑化面積 16,005 ㎡ 

（うち屋上緑化 3,228 ㎡） 

緑化計画届出数 

緑化計画届出数 97 件 緑化計画届出数 139 件 緑化計画届出数 94 件 

39,228 ㎡ 

（うち屋上部 1,831 ㎡） 

65,967 ㎡ 

（うち屋上部 11,693 ㎡） 

19,541 ㎡ 

（うち屋上部 765 ㎡） 

接道部緑化助成件数、 

助成本数 

接道部緑化助成件数 

11 件 

接道部緑化助成件数 

３件 

接道部緑化助成件数 

６件 

接道部緑化助成延長 

（本数）  

高木   ４本 

中木 226 本 

低木 347 株 

接道部緑化助成延長 

（本数） 

高木  ０本 

中木 24 本 

低木 152 株 

接道部緑化助成延長 

（本数） 

高木 6 本 

中木 11 本 

低木 80 株 

生垣 16.0m 

ブロック塀撤去延長 

37.3m 

ブロック塀撤去延長 

０m 

ブロック塀撤去延長 

0m 

屋上緑化助成件数、助成

面積 

助成件数 8 件 助成件数 ５件 助成件数 2 件 

助成面積 221.9 ㎡ 助成面積 125.4 ㎡ 助成面積 37.0 ㎡ 

施策 10－３ 

パートナー 

シップによる公

園の整 

備・管理・運営 

公園面積 1,882,091 ㎡ 1,885,539 ㎡ 1,886,799 ㎡ 

公園新設・増設・改修数、

面積 

公園新設・増設数 

１か所 

公園新設・増設数 

３か所 

公園新設・増設数 

０か所 

公園新設・増設面積 

 782.75 ㎡ 

公園新設・増設面積  

1,918.43 ㎡ 

公園新設・増設面積  

０㎡ 

公園改修数 １か所 公園改修数 １か所 公園改修数 ０か所 

公園改修面積 2,800 ㎡ 公園改修面積 7,700 ㎡ 公園改修面積 ０㎡ 

住民意見による 

公園整備計画策定件数 
１か所 ０か所 ０か所 

住民による維持公園数 24 か所 24 か所 25 か所 

 

3）評価及び課題と方向性 

「板橋区緑地・樹木の実態調査」（５年に１度実施）によると、平成 16年度の調査に比べて、平

成 21年度は植生被覆率が改善されているため、引き続き、これまでの取り組みを行うことで、緑地

の保全と創出に努める。 

 

３－11 短期目標 11：自然とふれあう機会の創出 
1）環境の現状と変化 

区では、自然とふれあう機会の創出のために、かんきょう観察会、緑の啓発事業、緑のガイドツ

アーや区民農園の貸出しなどを行っている。 
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2）環境関連施策の進捗状況 

 環境指標の状況は表３－13のとおりである。 

 

 

表３－13 環境指標の状況（自然とふれあう機会の創出） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 11－１ 

生きものの 

観察・調査の 

実施 

身近な環境観察

会（自然観察会） 

などの実施数、 

参加者数 

かんきょう観察会 

開催回数 ４回 

かんきょう観察会 

開催回数 ３回 

かんきょう観察会 

開催回数 ４回 

人材育成講座開催回数 

11 回 

人材育成講座開催回数 

11 回 

人材育成講座開催回数 

1４回 

緑の啓発事業参加者数  

639 人 

緑の啓発事業参加者数  

584 人 

緑の啓発事業参加者数  

576 人 

緑のガイドツアー 

参加者数  63 人 

緑のガイドツアー 

参加者数  83 人 

緑のガイドツアー 

参加者数  77 人 

区民による生きも

の調査実施回数、 

参加者数、確認種

数 

区民調査による 

鳥の種類数 

冬鳥観察会 42 人 ― 

（野鳥調査（冬鳥）実施）  

50 種 

（カモ調査実施） 

7 種、1,075 羽 

区民調査延べ参加者数 

146 人 

施策 11－２ 

身近な自然 

とのふれあいの 

促進 

ビオトープ 

整備箇所数 

学校ビオトープ整備数(累

計) 7 か所 

学校ビオトープ整備数

(累計) 7 か所 

学校ビオトープ整備数(累

計) 7 か所 

公園ビオトープ整備数(累

計) 1 か所 

公園ビオトープ整備数

(累計) 1 か所 

公園ビオトープ整備数(累

計) 1 か所 

生物生態園整備数(累計) 

1 か所 

生物生態園整備数(累

計) 1 か所 

生物生態園整備数(累計) 

1 か所 

赤塚植物園の 

利用者数 
99,077 人 97,884 人 94,620 人 

グリーンフェスタ

参加者数 
3,200 人 2,200 人 中止 

自然教室や 

里山体験などの 

実施数、参加者数 

自然教室実施数 1 回 

参加者数 67 人 

自然教室実施数 1 回 

参加者数 63 人 

自然教室実施数 1 回 

参加者数 64 人 

里山体験実施数 5 回 

参加者数 196 人 

里山体験実施数 ４回 

参加者数 159 人 

里山体験実施数 5 回 

参加者数 178 人 

土浦交流会実施数 1 回 

 参加者数 47 人 

土浦交流会実施数 1 回 

参加者数 35 人 

土浦交流会実施数 1 回 

参加者数 39 人 
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施策 11－３ 

農業を通した 

自然との 

ふれあいの 

促進 

体験農業 

参加者数 
1,632 人 2,196 人 1,959 人 

区民農園面積、 

区画数、農園数 

区民農園面積    

51,685 ㎡ 

区民農園面積      

51,988 ㎡ 

区民農園面積 

50,895m2 

区民農園 

区画数 2,472 区画 

区民農園 

区画数 2,478 区画 
区画数 2,441 区画 

区民農園数 44 農園 区民農園数 44 農園 農園数 43 農園 

ふれあい農園 

会員数、 

供給学校数 

ふれあい農園登録 

農家数 69 戸 

ふれあい農園登録 

農家数 68 戸 

ふれあい農園登録 

農家数 67 戸 

供給学校数 76 校 供給学校数 76 校 供給学校数 76 校 

 

3）評価及び課題と方向性 

区では、様々な分野での自然とのふれあいの機会を提供しており、一定の参加者や来場者がいる。 

特に、熱帯環境植物館の来館者が昨年度と比較して１０．９％増加し、また、来館者の８割以上

が満足している。 

そのため、ここに挙げた取り組みを、今後も引き続き行っていく。 

    なお、協働プロジェクト（P.38「４．協働プロジェクト」参照）。においても、まちなかを歩き、

緑のマップづくりを行っている。 

 

 

 

３－12 短期目標 12：水環境の保全と活用 
1）環境の現状と変化 

河川の調査結果では、生活環境項目のｐＨ、ＢＯＤ、ＤＯ、ＳＳの全てが環境基準値を満足する

ほど、水質は改善されてきている。 

池のＢＯＤ値は、河川の値とほとんど変わらないが、閉鎖性水域であり、釣り人による練りエサ

などの汚濁物質の投入・蓄積により良好な水辺環境を維持するのが困難になってきている。 

また、「白子川・石神井川生物調査報告書」（平成 23年度）によれば、石神井川及び白子川の各２

地点で、計 48種の生物（うち魚類 15種）が確認されており、昨年度よりも増加している。 

このほか、湧水量は、ここ数年は安定して推移している。 

 

  
 

 
図３－１１ 河川における BOD（75%値）の推移 図３－１２ 池における COD（年間平均値）の推移 
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石神井川 石神井川 白子川 白子川 

久保田橋付近 緑橋付近 東埼橋付近 白藤橋付近 

魚類 ２種 １種 ３種 11種 

底生生物等 13種 15種 10種 11種 

 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

 環境指標の状況は表３－14のとおりである。 

 

表３－14 環境指標の状況（水環境の保全と活用） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 12－１ 

中小河川の 

水環境改善 

石神井川・白子川の水質・

流量 

石神井川の水質 

BOD75%値 

0.89mg/L 

石神井川の水質 

BOD75%値 

0.8mg/L 

石神井川の水質 

BOD75%値 

1.0mg/L 

石神井川の流量 

1.71 ㎥/s 

石神井川の流量 

1.68 ㎥/s 

石神井川の流量 

1.23 ㎥/s 

白子川の水質 

BOD75%値 

3.9mg/L 

白子川の水質 

BOD75%値 

3.3mg/L 

白子川の水質 

BOD75%値 

3.8mg/L 

白子川の流量 

0.45 ㎥/s 

白子川の流量 

0.35 ㎥/s 

白子川の流量 

0.40 ㎥/s 

地下水の水質 ― ― ― 

石神井川・白子川 

の水生生物確認種数 
42 種 41 種 48 種 

施策 12－２ 

流域単位での 

河川環境の 

再生・保全 

流域単位の協議会への参

加回数 
27 回 20 回 21 回 

河川流量・水質 

石神井川の水質  

BOD75%値 0.89mg/L 

石神井川の水質  

BOD75%値 0.8mg/L 

石神井川の水質 

BOD75%値 1.0mg/L 

石神井川の流量 

1.71 ㎥/s 

石神井川の流量 

1.68 ㎥/s 

石神井川の流量 

1.23 ㎥/s 

白子川の水質  

BOD75%値 3.9mg/L 

白子川の水質  

BOD75%値 3.3mg/L 

白子川の水質  

BOD75%値 3.8mg/L 

白子川の流量 

0.45 ㎥/s 

白子川の流量 

0.35 ㎥/s 

白子川の流量 

0.40 ㎥/s 

施策 12－３ 

地下水の涵養と 

区内地下水位 ― ― ― 

湧水調査での湧水地点数 ― ― ― 

図３－１３ 調査地点ごとの生物確認種数（平成 23年度） 
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雨水利用の促進 透水性舗装整備面積 5,510 ㎡ 4,672 ㎡ 6,384 ㎡ 

雨水浸透枡設置台数 

（個人宅） 
29 基 ７基 15 基 

雨水流出抑制量 

（公共・民間施設） 

新河岸川流域 

（公共・貯留浸透施設） 

534m3 

新河岸川流域 

（公共・貯留浸透施設） 

524 m3 

新河岸川流域 

（公共・貯留浸透施設） 

921 m3 

石神井川流域 

（公共・貯留浸透施設） 

105 m3 

石神井川流域 

（公共・貯留浸透施設） 

15 m3 

石神井川流域 

（公共・貯留浸透施設） 

105 m3 

新河岸川流域 

（区道等透水性舗装） 

47 m3 

新河岸川流域 

（区道等透水性舗装） 

30 m3 

新河岸川流域 

（区道等透水性舗装） 

46 m3 

石神井川流域 

（区道等透水性舗装） 

4 m3 

石神井川流域 

（区道等透水性舗装）  

17 m3 

石神井川流域 

（区道等透水性舗装）  

32 m3 

新河岸川流域 

（民間・貯留浸透施設） 

4,606 m3 

新河岸川流域 

（民間・貯留浸透施設） 

3,747 m3 

新河岸川流域 

（民間・貯留浸透施設） 

1,145 m3 

石神井川流域 

（民間・貯留浸透施設） 

901 m3 

石神井川流域 

（民間・貯留浸透施設） 

1,147 m3 

石神井川流域 

（民間・貯留浸透施設） 

1,026 m3 

新河岸川流域 

（民間・透水性舗装） 

104 m3 

新河岸川流域 

（民間・透水性舗装） 

152 m3 

新河岸川流域 

（民間・透水性舗装） 

194 m3 

石神井川流域 

（民間・透水性舗装） 

20 m3 

石神井川流域 

（民間・透水性舗装） 

40 m3 

石神井川流域 

（民間・透水性舗装） 

38 m3 

湧水保全地域指定箇所数 ２か所 ３か所 ３か所 

 

 

3）評価及び課題と方向性 

河川の水質は環境基準値を達成するなど、改善されてきており、生物数も昨年度と比べて増加し

ている。 

湧水についても、ここ数年は安定しているので、地下水の涵養のための取り組みを、引き続き行

っていく。 

池については、釣り人による練りエサなどの汚濁物質の投入・蓄積により良好な水辺環境を維持

するのが困難になってきている。しかし、平成 20 年度に見次公園池の汚泥の浚渫工事を行い、池

水を入れ替えた。また、赤塚溜め池も平成 20年度に池水を交換した。 
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３－13 短期目標 13：環境保全行動を担う人材の育成 
1）環境の現状と変化 

   

 

 

エコポリスセンターでは、直接、区民・事業者に対して環境学習に関する講座･教室、イベントを

実施するとともに、環境教育･環境学習を担ってもらう人材育成も行っている。 

小中学校への環境学習講師派遣人数は増加した。 

しかし、環境イベントなどへの参加者数は減少した。主な理由としては、グリーンフェスタなど

が、震災の影響で中止されたためである。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

 環境指標の状況は表３－15のとおりである。 

 

表３－15 環境指標の状況（環境保全行動を担う人材の育成） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 13－１ 

エコポリスセンター 

を拠点とした 

環境教育の推進 

エコポリスセンター 

利用者数 

入館者数 177,519 人 入館者数  170,787 人 入館者数  140,633 人 

講座・教室参加者数 

10,087 人 

講座・教室参加者数 

9,594 人 

講座・教室参加者数 

10,980 人 

指導者養成事業実施数、 

参加者数 

人材育成講座開催件数 

（環境ﾘｰﾀﾞｰ・ﾏｽﾀｰ等

養成講座） 11 回 

人材育成講座開催件数 

（環境ﾘｰﾀﾞｰ・ﾏｽﾀｰ等

養成講座） 11 回 

人材育成講座開催件数 

（環境ﾘｰﾀﾞｰ・ﾏｽﾀｰ等養

成講座） 14 回 

人材育成講座参加者数 

（環境ﾘｰﾀﾞｰ・ﾏｽﾀｰ等

養成講座） 254 人 

人材育成講座参加者数 

（環境ﾘｰﾀﾞｰ・ﾏｽﾀｰ等

養成講座） 222 人 

人材育成講座参加者数 

（環境ﾘｰﾀﾞｰ・ﾏｽﾀｰ等養

成講座） 306 人 

こどもエコクラブ登録人

数、交流会参加者数 

登録人数  340 人 登録人数  314 人 登録人数 320 人 

参加者数（嵐山交流）   

196 人 

参加者数（嵐山交流）     

159 人 

参加者数（嵐山交流）     

178 人 

交流会開催回数 ２回 交流会開催回数 ２回 交流会開催回数 ２回 

グローブプログラム 

開催数・参加者数 

開催回数  20 回 開催回数  18 回 開催回数 20 回 

延べ参加者数 246 人 延べ参加者数 259 人 延べ参加者数 245 人 

エコポリスセンター講座・ 講座・教室開催回数       講座・教室開催回数      講座・教室開催回数      

図３－１３ 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 

 

図３－１４ 環境イベントなどの参加者数 
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教室開催回数、 196 回 205 回 227 回 

参加者数 
講座・教室参加者数 

10,087 人 

講座・教室参加者数 

9,594 人 

講座・教室参加者数 

10,980 人 

施策 13－２ 

学校を拠点とした 

環境教育の推進 

小中学校での環境教育 

実施件数 

環境学習講師（職員）

派遣件数  103 件 

環境学習講師（職員）

派遣件数  107 件 

環境学習講師（職員）派

遣件数  132 件 

環境学習講師（職員）

派遣人数  283 人 

環境学習講師（職員）

派遣人数  255 人 

環境学習講師（職員）派

遣人数  312 人 

環境学習講師（ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ）派遣件数  24 件 

環境学習講師（ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ）派遣件数  36 件 

環境学習講師（ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ）派遣件数  40 件 

環境学習講師（ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ）派遣人数 128 人 

環境学習講師（ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ）派遣人数  96 人 

環境学習講師（ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ）派遣人数  141 人 

環境学習（出前）実施

件数  103 件 

環境学習（出前）実施

件数  107 件 

環境学習（出前）実施件

数  132 件 

環境学習（出前）実施

参加者人数 7,489 人 

環境学習（出前）実施

参加者人数  6,952 人 

環境学習（出前）実施参

加者人数  8,329 人 

教職員研修実施数、 

参加者数 

保育士及び教職員 

研修開催回数  8 回 

保育士及び教職員 

研修開催回数 ９回 

保育士及び教職員 

研修開催回数 10 回 

保育士及び教職員 

研修参加者数 191 人 

保育士及び教職員 

研修参加者数 176 人 

保育士及び教職員 

研修参加者数 201 人 

プログラムバンク 

利用学校数 
51 校 52 校 53 校 

施策 13－３ 

団体や企業等との 

協働による 

環境教育の推進 

エコポリスセンター 

登録団体数 
16 団体 

２２団体（こどもエコク

ラブ７団体含む） 

２２団体（こどもエコクラ

ブ７団体含む） 

エコポリスセンター事業

のうち団体や事業との協

働による活動実施数 

かんきょう観察会開

催回数 ４回 

かんきょう観察会開催

回数 ３回 

かんきょう観察会 

開催回数 ４回 

施策 13－４ 

地域の環境 

美化活動の推進 

クリーン作戦参加 

団体数、参加者数 

活動団体数（春） 

143 団体 

活動団体数（春） 

166 団体 

活動団体数（春） 

168 団体 

活動団体数（年末） 

169 団体 

活動団体数（年末） 

244 団体 

活動団体数（年末） 

168 団体 

活動参加者数（春） 

7,664 人 

活動参加者数（春） 

9,554 人 

活動参加者数（春） 

8,418 人 

活動参加者数（年末）

9,531 人 

活動参加者数（年末）

15,057 人 

活動参加者数（年末）

11,452 人 

ポイ捨て防止 

キャンペーン実施数、 

参加団体数、参加者数 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ参加者数 2,632 人 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ参加者数 2,914 人 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

参加者数 1,312 人 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ参加団体数 67 団体 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ参加団体数 90 団体 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

参加団体数 77 団体 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ実施回数 1 回 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ実施回数 1 回 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

実施回数 1 回 
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3）評価及び課題と方向性 

区民、事業者、団体、教員や大学生など様々な主体が、環境問題に関する学習・情報交換・活動

を行うことができる場を設けたり、また、それを支える制度や教材等を提供することできた。 

エコポリスセンターからの小中学校への環境学習の講師派遣人数は増加した。震災の影響などに

より環境イベントなどの参加者数は減少したが、今後も引き続きこのような取り組みを続けて、環

境保全行動を担う人材の育成に努める。 

    なお、平成 21年度に、現状は、環境問題を正しく理解する「啓発期」から、暮らしや事業の中で

実際に行動していく「実践期」へと変化したとの認識から、エコポリスセンターのあり方を検討し

た。それを受けて、「実践」活動を一層活発化させ、戦略的・効率的に取り組むため、平成 24年度

からは指定管理者制度を導入して、運営している。 

    このほか、環境教育カリキュラムを、感性が育つ幼児期から学齢期における環境教育が最も重要

との考えに基づき、保幼小中一貫のカリキュラムとし、これにより環境教育を進めていく。 

 

 

３－14 短期目標 14：情報をわかりやすく提供する仕組みづくり 
1）環境の現状と変化 

区では、環境白書、ホームページ、環境情報誌「エコポ」や広報いたばし等により、環境情報を

提供している。 

平成 22年度に行った調査では、広報紙をいつも読んでいる区民の割合は６割以上であった。平成

23年度の調査では、環境に関するものに限らないが、区の事業については約５割の区民が広報紙を

見て参加したと回答している。 

平成 19年度に区民に対して行ったアンケート調査では、調査項目の中では、広報いたばしを見て

いる割合が最も高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１５ 環境情報の提供に関するアンケート 
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2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－16のとおりである。 

 

表３－16 環境指標の状況（情報をわかりやすく提供する仕組みづくり） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 14－１ 

様々な媒体による 

環境情報の提供 

「エコポ」発行部数、

配付箇所数 

発行・総配布部数 

77,000 部 

発行・総配布部数 

79,000 部 

発行・総配布部数 

79,000 部 

小中学校 76 か所 小中学校 76 か所 小中学校 76 か所 

商店  0 か所 商店  0 か所 商店  0 か所 

企業  0 か所 企業  4 か所 企業  4 か所 

広報における環境 

関連記事掲載数 
149 件 180 件 258 件 

施策 14－2 

環境情報 

発信に関する 

拠点機能の 

整備 

エコポリスセンター 

ホームページ 

アクセス数 

37,427 件 32,168 件 35,015 件 

エコポリスセンター 

利用者数 

入館者数 177,519 人 入館者数 170,787 人 入館者数 140,633 人 

講座・教室開催回数 

196 回 

講座・教室開催回数 

205 回 

講座・教室開催回数      

227 回 

講座・教室参加者数  

10,087 人 

講座・教室参加者数  

9,594 人 

講座・教室参加者数   

10,980 人 

施策 14－３ 

様々な 

イベント等を 

活用した環境 

情報の提供 

環境情報を提供する

大規模イベント数 

CO2 削減区民運動 

（ｴｺﾗｲﾌﾌｪｱ）実施回数 

２回 

CO2 削減区民運動 

（ｴｺﾗｲﾌﾌｪｱ）実施回数 

３回 

CO2 削減区民運動 

（ｴｺﾗｲﾌﾌｪｱ）実施回数  

３回 

環境イベント参加者

数 56,060 人 

環境イベント参加者

数 58,995 人 

環境イベント参加者

数 42,059 人 

板橋区民まつりでの

イベント実施数 1 回 

板橋区民まつりでの

イベント実施数 １回 

板橋区民まつりでの

イベント実施数 １回 

施策 14－４ 

学校・商店・ 

企業等との連携に

よる 

環境情報の提供 

環境情報冊子などを

配付した小中学校・

商店・企業数、配付

部数 

― ― ― 

いたばしエコ・ショッ

プ認定事業者数（う

ち情報発信に関する

項目） 

71 事業所 81 事業所 66 事業所 
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3）評価及び課題と方向性 

区では、様々な環境情報を様々な形で提供しており、今後も継続していく必要がある。 

特に、環境も含めた区の事業については約５割の区民が広報紙を見て参加したと回答しているた

め、大いに活用していく。 

また、平成 24年度からはエコポリスセンターに指定管理制度を導入しており、民間事業者のノウ

ハウを活かした情報発信力をはじめとした機能の強化を行っていくことが必要である。 

 

 

３－15 短期目標 15：環境に配慮した経済活動の推進 
1）環境の現状と変化 

ISO認証取得事業者数及び「板橋エコアクション」

参加事業所数は増加しており、企業の環境への取り

組みに対する関心が高まっていると考えられる。こ

のほか、「いたばしエコ・ショップ」としての認定や、

「板橋製品技術大賞」の「環境賞」を設けるなど、

環境に配慮した事業活動を推進している。 

また、従来の「板橋環境保全賞」を、当計画に沿

った活動を行う個人、団体、学校、企業、事業所を

表彰する「エコポリス板橋環境活動大賞（板橋エコ 

アクション・アワード、IEAA）」としてリニューアル 

した。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

 環境指標の状況は表３－17のとおりである。 

表３－17 環境指標の状況（環境に配慮した経済活動の推進） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 15－１ 

環境マネジメントシス

テム導入の促進 

ISO14001 認証取得事

業者数 
７社（累計 104 社） ２社（累計 116 社） ０社（累計 116 社） 

ISO14001 認証取得助

成件数 
２社（累計 54 社） ２社（累計 56 社） 0 社(累計 56 社） 

エコアクション 21 認証

取得事業者数 
９社（累計 15 社） 11 社（累計 26 社） 2 社（累計 28 社） 

板橋エコアクション

2008 参加事業所数 
115 社 121 社 128 社 

施策 15－２ 

環境ビジネスの振興 

いたばしエコ・ショップ

認定事業者数 
103 店 118 店 113 店 

区のグリーン購入割合 92% 94% 93% 

施策 15－３ 

地産地消の推進 

ふれあい農園会員数、

供給学校数 

ふれあい農園 

登録農家数 69 戸 

ふれあい農園 

登録農家数 68 戸 

ふれあい農園 

登録農家数 67 戸 

供給学校数  76 校 供給学校数  76 校 供給学校数 76 校 

図３－１６ 

環境マネジメントシステム導入事業所数 
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3）評価及び課題と方向性 

環境に配慮した経済活動を推進するために様々な取り組みを行っているが、「板橋エコアクショ

ン」の参加事業者数が計画値を大幅に下回っているため、特に努力が必要である。「板橋エコアク

ション」は、無料で参加できる簡易版の環境マネジメントシステムであり、中小規模事業所が多い

区内での普及は、経営面・環境面において共に有益である。 

平成 23年度より実施している「事業所用新エネ・省エネ機器導入補助金制度」においては、板橋

エコアクション等に取り組んでいる事業者からの申請に対する補助額の上限を、高く設定するなど

して、参加へのインセンティブとなるよう努めている。 

    このほか、平成 24年度からは、クール・ネット東京と連携して、事業者向けの無料省エネ診断を

行っている。 

 

３－16 短期目標 16：計画を推進するための仕組みづくり 
1）環境の現状と変化 

本計画の進行管理体制は、図３

－１８のようになっており、区民、

事業者、他自治体や庁内など様々

な主体が関わっている。 

 

 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

 環境指標の状況は表３－18のとおりである。 

 

表３－18 環境指標の状況（計画を推進するための仕組みづくり） 

施策 環境指標 平成 21 年度実績 平成 22 年度実績 平成 23 年度実績 

施策 16－２ 

パートナーシップのた

めの地域組織づくり 

環境活動団体数 

（エコポリスセンター 

登録団体数、区内の 

環境分野 NPO 法人

数） 

ｴｺﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ登録団体数

16 団体 

ｴｺﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ登録団体数 

22 団体（こどもエコクラブ

７団体を含む） 

ｴｺﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ登録団体数 

22 団体（こどもエコクラブ７

団体含む） 

区内の環境分野 

NPO 法人数 39 団体 

区内の環境分野 

NPO 法人 40 団体 

区内の環境分野 

NPO 法人数 39 団体 

エコポリスセンター事業へ

のボランティアなどの参加

者数 

622 人 613 人 632 人 

協働プロジェクトの

参加者・団体数 

参加者数 485 人 参加者数 493 人 参加者数 456 人 

団体数 18 団体 団体数 17 団体 16 団体 

施策 16－３ 

他自治体・国・海外との 

パートナーシップの 

強化 

ICLEI 開催会議 

出席数 
２回 １回 １回 

他自治体からの 

視察数 
10 件 ８件 14 件 

 

図３－１８ 本計画の進行管理体制 
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3）評価及び課題と方向性 

本計画の進行管理を担う中心組織としては、学識経験者などによる庁外検討組織である「板橋区

資源環境審議会」、および庁内検討組織である「「エコポリス板橋」推進本部」が位置づけられてい

る。平成 23 年度は、「板橋区資源環境審議会」および「「エコポリス板橋」推進本部」において、

平成 22 年度の取り組みについての報告を行った。また、環境保全活動に関する区民や事業者への

普及啓発や区との連絡調整のための区民や事業者などによる組織である「エコポリス板橋環境行動

会議」（P.13、表３－４参照）においても、報告を行った。 

これらの会議に報告することで、PDCAサイクルの考え方に基づく計画の進行管理を行い、引き続

き、計画を推進していく。 

また、次にあげる「協働プロジェクト」（P.41「４．協働プロジェクト」参照）。の取り組みを行

っており、各主体との関わりもいかして計画を推進していく。 
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４．協働プロジェクト 
４－１ 協働プロジェクトとは 

環境問題に取り組むためには、行政だけではなく、区全体における環境保全活動への関心や参加意

欲の向上、環境保全活動を担う人材や組織の発掘・育成、さらには、今後展開が期待される協働によ

る取り組み体制の基盤づくりなどが必要である。本計画では、計画の基本理念における「パートナー

シップ（協働）」の考え方に基づき、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「協働プロジェクト」を位置づけている。 

 

４－２ 活動状況 

現在、複数のプロジェクトが提案され、具体的な取り組みが進められている。例えば、「緑が豊かな

街」プロジェクトについては、定期的に区民が集まり、街を歩きながら身近な緑を地図に落とし込ん

だ「グリーンマップ」づくりが進められている。 

本計画の目標の一つとして、協働プロジェクトへの参加人数を平成 27年度に 200人程度にすること

を掲げており、活動が活発になるよう連携をとっていきたい。 

 

   
協働プロジェクトの活動状況 

 

 

 

図４－１ 協働プロジェクトの参加・推進主体 

協働プロジェクト 

研究機関 
（大学など） 

学校 
（先生・生徒） 

区民団体 
（地縁組織・NPOなど） 

区（関係各課） 事業者 
（大企業・中小企業） 

あらゆる世代の区民 

（子ども・若者・おとな・高齢
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