
成果指標
（平成22年度

実績）
現状値

（平成23年度）
事業 担当課 平成22年度実績（内訳） 平成23年度実績（内訳）

エコポリスセンターホームページ
の充実

エコポリスセンター HPアクセス件数　32,168件 HPアクセス件数　　35,015件

フリーマーケット情報の提供 エコポリスセンター フリーマーケット９件の情報提供
※区が主催・共催・協働するもの
11件

プログラム利用学校数 52校 53校 プログラムバンクの創設 エコポリスセンター
バンク（小２０、中７）
ハンドブック（小３８、中９）

小学校３９校、中学校１４校

プログラムバンクの登録
人数

43人 58人 プログラムバンクの創設 エコポリスセンター 登録人数43人 登録人数58人

プログラムバンクの登録プ
ログラム数

158件 180件 プログラムバンクの創設 エコポリスセンター
板橋区環境教育プログラム49件、
環境教育プログラム事例集109件
　合計158件

板橋区環境教育プログラム67件
環境教育プログラム事例113件
合計180件

エコショップの店舗数 118店舗 115件 「いたばしエコ・ショップ」の認定、公表 清掃リサイクル課 認定店舗数118店 認定店舗数115店

エコライフウィーク エコポリスセンター 春・夏･冬　延2,265人 春・夏・冬　延1,695人

エコポリス板橋環境行動会議による
春、年末の板橋クリーン作戦

環境保全課
実施2回　参加者数春：9,554人
年末：15,057人

実施2回、参加者（春）：8,418人
（年末）：10,138人

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

環境保全課
実施1回
参加者数2,914人

実施1回　　参加者数：1,312人

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）

環境保全課
実施28回
参加者数122人

実施：29回　　参加者数：80人

マイバッグ運動
産業振興課
清掃リサイクル課

(産業振興課）実施なし
（清掃リサイクル課）
いっぴん会と協働　レジ袋削減キャ
ンペーン参加者396人、
1,980枚レジ袋削減

（産業振興課）実施なし
（清掃ﾘｻｲｸﾙ課）いっぴん会との連携で
「レジ袋削減キャンペーン」参加者数383
人
削減枚数：1,915枚

エコチェックシートの得点 54.4点 56.2点
エコチェックシート・ごみチェックシート
等によるライフスタイルのチェック

エコポリスセンター エコチェックシート得点　54.4点 エコチェックシートの得点　56.22点

小学校から中学校までを見通した系
統的な環境教育カリキュラムの開発・
実践

指導室
テキスト「未来へ」作成
中学１年～中学3年全生徒に配布

保幼小中一貫環境教育カリキュラムを配
布

教育ネットワーク等によるICT教育を
含めた環境教育の推進

指導室
※小・中学校における環境学習の
件数834件　4,294時間

※小・中学校における環境学習の件数
4,025時間

PRTR制度、土壌汚染対策法の普及
啓発（VOCの説明会等）

環境保全課 東京都が都下をまとめて実施 東京都が都下をまとめて実施

ごみの減量・リサイクル講座・研修会 清掃リサイクル課
町会・自治会等実施2回
参加者数95人

町会・自治会等実施５回
参加者数205人

ごみ減量とリサイクル推進のための
環境学習出前講座

清掃リサイクル課
板橋東清掃事務所
板橋西清掃事務所

保育園・小学校実施　49回
参加者数　4,130人

保育園・小学校実施：40回
参加者数：3,488人

小学校での植村直己さんの冒険写真
パネル及び登山用品の展示

スポーツ振興課植
村冒険館

2回開催　約200人 1回開催　生徒数342人

農業体験学習 赤塚支所
じゃがいも収穫体験（4回）
参加者数延672人（14団体）

じゃがいも収穫体験（5回）
参加者数延689人（16団体）

かすみがうら市における自然体験 くらしと観光課 実施3回　　参加者数延135人 実施2回　　参加者数延87人

自然塾
スポーツ振興課植
村冒険館

実施13回　参加者数451人 実施11回　　参加者数360人

アドベンチャー講座
スポーツ振興課植
村冒険館

実施2回　参加者数74人 実施２回　　参加者数87人

グリーンカレッジ 生きがい推進課 実施5回　参加者数延318人 実施なし

エコポリス板橋環境行動会議による
環境シンポジウム

環境保全課 実施1回　　参加者数118人 実施1回　　参加者数107人

エコポリス板橋環境行動会議による
環境講演会

環境保全課 実施1回　　参加数132人 実施1回　　参加者数128人

板橋区環境活動大賞表彰状贈呈式
における環境講演会

環境保全課 実施なし 実施なし

お庭・ベランダでできるコンポスト容器
の使い方講習会

清掃リサイクル課 実施8回　参加者数176人 実施10回　　参加者数延213人

区民創作講座（環境サロン）
生涯学習課
大原社会教育会館

実施10回　参加者数342人 実施11回　　参加者数685人

商店街連合会環境委員会事業
（商人環境創造塾）

産業振興課
リサイクルを目的としてペットボトル
キャップの収集事業

リサイクルを目的としてペットボトルキャッ
プの収集事業

ＩＳＯの環境教育訓練（体育施設指定
管理者対象）

体育課 実施なし 実施なし

区民参加による調査（窒素酸化物濃
度分布等）

環境保全課 未実施 未実施

騒音・振動測定講習会 環境保全課 実施1回　参加者数12人 実施1回　　参加者数23人

区民参加による野鳥調査 エコポリスセンター 実施回数1回　参加者数42人 実施なし

リサイクル推進員との協働によるごみ
減量・リサイクル

清掃リサイクル課 研修21回　参加者数延631人 研修7回　　参加者数延346人

板橋区立リサイクルプラザにおける
講座・講習

清掃リサイクル課 実施26回　参加者数424人 実施26回　　参加者数491人

熱帯環境植物館における講習会・講
演会

エコポリスセンター 実施39回　参加者数1,762人 実施41回　参加者数2,326人

赤塚植物園における講習会・観察会 みどりと公園課
講習会・観察会　20回
参加者数延　552人

講習会・観察会23回
参加者数延570人

30,308人

4,294時間
（834件）

21,933人
(11,709人)

22,026人

4,025時間
小・中学校における
環境学習の件数

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}

22,302人
（12,155人）

環境教育推進プラン　成果指標内訳一覧

エコポリスセンターホーム
ページのアクセス件数

35,015件32,168件

環境保全キャンペーン参
加者数
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学校等における環境出前講座や講師
派遣（総合学習対応）

エコポリスセンター

ヤゴ救出作戦：延22校、18園
参加者数　2,615人
出前等講座：延67校参加者数4,337
人
ITを活用した遠隔授業：0回
合計（重複を除く）107件、6,952人
派遣件数351人（職員255人、ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ96人）

＜ヤゴ救出作戦＞
延27校・20園
参加者数：3,029人
＜出前講座＞
延75校
参加者数：4,877人

＜合計＞
122件、7,956人
派遣数：409人
（職員299人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ110人）

大学との協働講座（出前講座、共同
見学会）

エコポリスセンター

東京家政大学への出前講座
6回実施　参加者数603人
（協定事業）
4回実施　99人

東京家政大学
<出前講座>実施なし
＜協定事業＞
4回実施　参加者数110人

地域団体・事業所等への出前講座
（地域エコロジー講座）

エコポリスセンター 18回　参加者919人 12回　参加者718人

自然教室 エコポリスセンター 実施1回　参加者数63人 実施1回　　参加者数64人

土浦市交流事業 エコポリスセンター 実施1回　参加者数35人 実施1回　　参加者数39人

里山体験 エコポリスセンター 実施4回　参加者数延159人 実施5回　　参加者数延178人

板橋エコロジー講座 エコポリスセンター 実施4回　参加者数97人 実施1回　　参加者数46人

環境ミニ教室 エコポリスセンター 実施11回　参加者数185人 実施13回　　参加者数308人

夏休み子どもエコスクール
（おもしろ環境教室）

エコポリスセンター 実施2回　参加者数80人 実施2回　　参加者数97人

板橋グローブクラブ エコポリスセンター 実施18回　参加者数259人 実施20回　　参加者数延245人

かんきょう観察事業 エコポリスセンター
夏の昆虫を探そう　48人
蝶の観察会　36人
冬鳥観察会　42人

4回　参加者数延184人
（内訳）初夏の自然45人
秋の七草53人
自由研究発表会50人
自然教育園37人

区民団体等の自主企画講座 エコポリスセンター 実施6回　参加者数192人 実施7回　　参加者数178人

こどもエコクラブ（交流会、バスツ
アー）

エコポリスセンター
実施2回　こどもエコクラブ交流会88
人

実施2回
こどもエコクラブ交流会参加者数74人

いたばしまちの環境発表会 エコポリスセンター 実施1回　参加者数64人 実施1回　　参加者数49人

環境マスター・リーダー講座 エコポリスセンター
〔ﾏｽﾀｰ講座〕　1回参加者19人
〔ﾘｰﾀﾞｰ講座〕　1回参加者27人

（マスター講座）3回　参加者数77人
（リーダー講座）1回　参加者数28人

指導者向け資格取得講習会 エコポリスセンター 実施なし 実施なし

教員環境教育研修会 エコポリスセンター

（エコポリスセンター）
5回実施　参加者延70人
（指導室）
1回実施　参加者25人

6回実施　参加者延74人

保育士等への研修（保育課、東電共
催）

エコポリスセンター

〔保育士研修〕2日　参加者延41人
〔保育士等研修〕2回　参加者42人
〔保育士研修〕2回　参加者62人（東
電主催）

〔保育士研修〕2日　参加者延42人
〔保育士等研修〕2回　参加者42人
〔保育士研修〕2回　参加者42人

リサイクルワークショップ エコポリスセンター 48回　950人 48回　928人

エコクラブ出前講座 エコポリスセンター 2回　65人 実施なし

緑のカーテン育成講習会 エコポリスセンター 9回　401人 12回　562人

ホタル飼育施設学習会 エコポリスセンター １回　44人 １回　224人

21,933人
(11,709人)

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}

22,302人
（12,155人）
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グリーンフェスタ みどりと公園課 実施1回　参加者数2,200人 震災の影響により中止

緑のガイドツアー みどりと公園課 実施4回　参加者数83人
実施3回
参加者数延77人

清掃リサイクル課
（清掃リサイクル課）
実施7回　参加者数延1,151人

（清掃リサイクル課）
実施7回　参加者数延873人

エコポリスセンター
（エコポリスセンター）
実施2回　参加者数延918人

（ｴｺﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ）
実施2回　673人

環境・リサイクルパネル展

環境保全課
清掃リサイクル課
エコポリスセンター
みどりと公園課

実施1回　来場者数1,727人 実施1回　　来場者数1,768人

夏休み３館（ｴｺﾎﾟﾘｽｾﾝﾀｰ、教育科学
館、熱帯環境植物館）合同スタンプラ
リー

エコポリスセンター
指導室

実施1回　来場者数4,001人 実施1回　　来場者数3,593人

環境なんでも見本市 エコポリスセンター 実施1回　来場者数3,182人 実施1回　　参加者数2,188人

環境月間特別企画展 エコポリスセンター 実施1回　4,028人 実施1回　　来場者数3,307人

夏休み子どもエコスクール エコポリスセンター 実施1回　1,311人 実施1回　　来場者数1,415人

3R推進月間特別企画展 エコポリスセンター 実施1回　6,517人 実施1回　　来場者数4,654人

地球温暖化防止月間特別企画展 エコポリスセンター 実施1回　7,209人 実施1回　　来場者数3,110人

えこっぽ祭 エコポリスセンター 実施4回　来場者延4,836人 実施４回　　来場者数延4,544人

大学との連携事業（大学文化祭への
出展）

エコポリスセンター
淑徳短期大学祭への出展
ブース来場者195人

淑徳短期大学　学園祭
ブース来場者数：306人
大東大文化大学　学園祭
ブース来場者数：157人

ホタル特別公開 エコポリスセンター

ホタル夜間特別公開7回　延16,088
人
ホタル出張公開
エコポリスセンター1回　延184人
（昼夜逆転特別公開　延5,081人）

ホタル夜間特別公開9回　延11,216人

エコポリスセンター1回　243人
（昼夜逆転特別公開　延3,729人）

エコチャレンジ大会 エコポリスセンター 1回　138人 1回　116人

ものしり博士クイズ大会 エコポリスセンター 1回　26人 1回　30人

その他 エコポリスセンター
（緑のカーテンコンテスト表彰式）
実施1回　120人

（緑のカーテンコンテスト表彰式）
実施1回　60人

エコポリスセンター事業へ
の
ボランティア等参加者数

613人 632人 エコポリスセンター 79事業　613人 91事業　632人

エコポリスセンター
登録環境団体数

15団体 15団体

こどもエコクラブ登録団体
数

こどもエコクラブ 登録団体数7体 登録団体数7団体

集団回収登録団体数・回
収量

882団体 829団体 集団回収支援 清掃リサイクル課 集団回収登録団体数　882団体
集団回収登録団体数829団体
回収量16,340ｔ

環境学習講師派遣実施件
数・派遣人数

351人 409人
学校等における環境出前講座
や講師派遣

エコポリスセンター 107校　351人 132校　453人

22団体

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}

板橋区民まつり等における環境イベ
ント

42,059人
（41,109人）

58,995人
（55,561人）

22団体 エコポリスセンター


