
1 

 

 

 

板橋区環境基本計画

（第二次） 

の進捗状況について 

 

 
 

 

平成 24 年３月１日 

板橋区環境保全課

資料４ 

 



2 

 

目次 

１．板橋区環境基本計画（第二次）について .................................... 1 

１－０ 板橋区環境基本計画（第二次）とは .................................... 1 

１－１ 計画のポイント ...................................................... 1 

１－２ 計画の位置づけ ...................................................... 1 

１－３ 計画の期間 .......................................................... 1 

１－４ 計画の体系 .......................................................... 1 

１－５ 短期目標・環境指標 .................................................. 4 

２．望ましい環境像ごとの評価 ................................................ 5 

２－１ 「低炭素社会を実現するまち」 ........................................ 5 

２－２ 「循環型社会を実現するまち」 ........................................ 5 

２－３ 「健康に暮らせる生活環境が快適なまち」 .............................. 5 

２－４ 「自然環境と生物多様性を保全するまち」 .............................. 5 

２－５ 「「環境力」を高め環境・経済・社会が調和するまち」 ................... 6 

３．短期目標ごとの評価 ...................................................... 7 

３－１ 短期目標１：家庭でのエネルギー対策の推進 ........................... 11 

３－２ 短期目標２：事業所でのエネルギー対策の推進 ......................... 13 

３－３ 短期目標３：協働によるエネルギー対策の仕組みづくり ................. 16 

３－４ 短期目標４：ごみの発生抑制 ......................................... 17 

３－５ 短期目標５：資源の再利用・再生利用の推進 ........................... 19 

３－６ 短期目標６：資源の循環を推進するための仕組みづくり ................. 21 

３－７ 短期目標７：自動車から発生する環境負荷の削減 ....................... 24 

３－８ 短期目標８：事業所から発生する環境負荷の削減 ....................... 27 

３－９ 短期目標９：ヒートアイランド現象の抑制 ............................. 30 

３－10 短期目標 10：緑地の保全と創出 ...................................... 31 

３－11 短期目標 11：自然とふれあう機会の創出 .............................. 34 

３－12 短期目標 12：水環境の保全と活用 .................................... 36 

３－13 短期目標 13：環境保全行動を担う人材の育成 .......................... 40 

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 ................ 43 

３－15 短期目標 15：環境に配慮した経済活動の推進 .......................... 46 

３－16 短期目標 16：計画を推進するための仕組みづくり ...................... 47 

４．協働プロジェクト ....................................................... 50 



1 

 

１．板橋区環境基本計画（第二次）について 

１－０ 板橋区環境基本計画（第二次）とは 

板橋区は、平成５年４月に「エコポリス板橋」環境都市宣言を行い、人と環境が共生するま

ちづくりを区の施策における重要な柱の 1つとして位置づけることを区内外に表明した。平成

11年３月には「板橋区環境基本計画」（以下、「第一次計画」いう。）を策定し、平成 17年３月

の計画改訂を経て、環境保全の取り組みを進めてきた。 

第一次計画の策定以降、国の「第三次環境基本計画」（平成 18年４月策定）における「環境・

経済・社会の統合的向上」や「人づくり・地域づくり」の重要性の認識や、地球温暖化問題に

関して、温室効果ガス排出量を 2050年（平成 62年）までに半減し低炭素社会づくりを目指さ

なければならないという世界的な共通認識の高まり、また、真夏日や集中豪雤の増加に現され

る、都市部を中心とするヒートアイランド問題の深刻化など、環境行政を取り巻く状況が変化

してきている。 

これら環境行政を取り巻く状況の変化への対応を図り、板橋区における環境保全の取り組み

をより効果的に進めていくため、「板橋区環境基本計画（第二次）」（以下、本計画という。）を

策定した。 

 

１－１ 計画のポイント 

本計画の検討に当たり、個別分野に関しては、現状の課題に対応すべく、目標や施策の整理・

体系化を行った。また、本計画策定におけるポイントは、①板橋区の将来の環境に関する考え

方を共有するための５つの「望ましい環境像の具体化」（表１－１参照）と、②環境保全活動

を区全体に広げていくための新たな取り組みである「協働プロジェクト」を設定したことであ

る（→P.50「４．協働プロジェクト」参照）。 

 

１－２ 計画の位置づけ 

本計画は、「環境」という視点から区の施策を整理・体系化すると共に、区が策定するほか

の個別計画や実施する施策に対して、環境の保全に関する基本的方向性を示す役割を持ってい

る。 

 

１－３ 計画の期間 

計画期間は、平成 21年度から平成 27年度までの７年間である。ただし、板橋区を取り巻く

環境や社会情勢の変化に応じて、内容について柔軟に改善・見直しを行うものとする。 

 

１－４ 計画の体系 

区は、第一次計画において、「「エコポリス板橋」環境都市宣言」（平成５年４月）における

「人と環境が共生するまちづくり」の趣旨を踏まえ、「循環・共生を推進する環境都市～板橋

～」および「パートナーシップが支える環境都市～板橋～」の２つを計画の基本理念と位置づ

け、環境の保全に取り組んできた。 

この基本理念における「循環」・「共生」・「パートナーシップ（協働）」は、今もなお、板橋

区の環境保全の推進にとって重要なキーワードであると考えられるため、本計画においても引

き続き、この２つを環境基本計画の理念として位置づけることとしている。 

 そして、２つの理念のもとに「望ましい環境像」、「長期目標」、「短期目標」、51 の「施策」

が位置づけられている。 
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表１－１ 本計画の体系 
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１－５ 短期目標・環境指標 

本計画では、施策の進捗状況や効果を客観的に把握するために、客観的指標による進行管理

を行うこととしている。 

「短期目標」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、板橋区を取り

巻く現状の環境状況を踏まえて、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、各短期目標に示した目標値は、板橋区の環境が改善したかどうかや良好な状態が

保たれているかどうかを知る目安、いわば「板橋区の環境向上のものさし」である。 

また、これらの定量的目標値・定性的目標を達成するために本計画で掲げた 51 項目の施策

は、庁内の様々な担当課が実施する取り組み（「当面実施する取り組み」）によって推進されて

いくこととなる。本計画では、これら実施する取り組みの実績や区の環境の状態を表すデータ

のうち、数値として把握できるものを「環境指標」として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

２．望ましい環境像ごとの評価 

本計画では、次の５つの「望ましい環境像」を設定しており（表１－１参照）、それらについ

て評価する。 

２－１ 「低炭素社会を実現するまち」 

板橋区における温室効果ガスの総排出量は、ここ数年は減尐傾向にあるが、平成 22 年度は

前年度に比べて増加した。電力使用に由来する温室効果ガス排出量の排出係数が増加している

が、エネルギー使用量自体も増加しており、景気回復や猛暑などが影響していると思われる。 

板橋区は民生家庭部門の温室効果ガス排出量の割合が高いため、エネルギー使用量の減尐、

効率的な機器への切り替えなどのほか、環境負荷を低減する意識を高める必要がある。 

そのために、省エネ・省 CO2のための情報発信、新エネ・省エネ機器導入助成事業や、各種

のイベントなどを実施していく。 

平成 23年度の夏は、東日本大震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の事故などにより、 

電力不足が予想されたため、区民や事業者に節電への協力を呼びかけた。また、区の施設でも、

安全などに配慮しながら節電に取り組んだ。 

また、冬も、同様の取組みを続けていく。 

 

２－２ 「循環型社会を実現するまち」 

過去５年間における板橋区から排出されるごみの量は減尐傾向にあり、資源回収量は横ばい

で推移している。そのため、資源・ごみの分別がある程度定着していると考えられる。 

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区のなかでも１位であり、

今後も支援を続けていく。 

平成 23年度からは、「３Ｒ1」の考え方を発展・拡大させた「かたつむりのおやくそく」を合

言葉に、「板橋かたつむり運動2」に取り組んでおり、さらにごみ減量やリサイクルを推進する。 

 

２－３ 「健康に暮らせる生活環境が快適なまち」 

板橋区内の数か所の測定室での大気汚染物質濃度の測定結果は、オキシダントを除いて改善

されてきている。 

しかし、区内の気温は上昇傾向にある。自動車公害やヒートアイランド対策などは、一自治

体の取り組みだけで改善できるものではないが、引き続き、改善に向けて取組みを行っていく。 

放射能の影響に不安を感じる区民への対応のため、平成 23 年６月から、板橋区役所、保育

園や幼稚園、小学校・中学校、公園・児童遊園等の園庭や砂場での放射線量の測定を行い、順

次ホームページで公表している。 

 

２－４ 「自然環境と生物多様性を保全するまち」 

平成 21年度の調査では「緑被率」および「緑に覆われている面積の割合」（植生被覆率）が

平成 16年度の調査と比べて増加している。 

河川の水質は改善されているが、池については良好な水辺環境を維持するのが困難になって

きているが、見次公園池や赤塚溜め池の水を交換した。 

このほか、地下水の涵養のための施策も、区の施設での取組みや助成制度などを行っている。 

今後も、水と緑をまもる取組や、自然とふれあう機会を創出する取組を継続していく。 

 

                                                   
1 リデュース（reduce：使用や購入を減らす）、リユース（reuse：使い捨てにせず何度も使う）、リサイクル

（recycle：再生し、活用する）の頭文字をとった言葉。これにリフューズ（refuse：いらないものを断る）

を加えて 4Rということもある。 
2 板橋西清掃事務所が発案した、園児を対象にした環境学習に使用していたもので、「かたづけじょうず・た

いせつにつかう・つかいきる・むだにしない・りさいくる」の頭文字をつなげている。 
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２－５ 「「環境力」を高め環境・経済・社会が調和するまち」 

エコポリスセンターでは、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、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減尐したが、環境イベントなどへ

の参加者数は増加したため、一般の方の環境への関心が高まっていると思われる。 

環境情報の発信については、環境白書、ホームページ、環境情報誌「エコポ」や広報いたば

し等を通じて行なっている。平成 19年度に行ったアンケート調査では、「広報いたばしを見て

いる」という回答が 77％と高いことが分かった。広報いたばしにおける環境関連の記事数は増

加している。 

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。しかし、「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。 

なお、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

３．短期目標ごとの評価 

 短期目標に対する目標の達成状況は、表３－1のとおりである。 

 

表３－１ 短期目標の状況 
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※１ 達成度は、達成：○、未達成：△（達成度 50％以上）、未達成：×（達成度 50％未満）と

した。 

※２ 計画の体系（Ｐ．２の表１－１を参照）にもあるとおり、短期目標は１から 16まである。

しかし、すべての短期目標に対して目標値を設定しているわけではなく、ここには目標値が

あるもののみ掲載している。 

 ※３ 河川の水質汚濁に係る環境基準値は、水域の利用目的に応じて、より基準の厳しい AA か

ら Eまでの６段階の類型が定められており、石神井川は C類型、白子川は D類型に指定され

ている。本計画では、それぞれ、より厳しい A類型、B類型の基準値を目標値としている。 

 ※４ pH…水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標で、１（強酸性）から１４（強アルカ

リ性）まであり、pH７が中性である。 

 ※５ BOD…生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand）のこと。水中の有機物が微生

物により分解される際に消費される酸素量。河川の有機物汚濁を測る代表的な指標。 

 ※６ SS…浮遊物質（Suspended Solid）のこと。水中に浮遊・懸濁している粒子で、粘土鉱物

の微粒子、動植物プランクトンなどの微生物、下水や工場排水に由来する沈殿物などが

含まれる。水質の汚濁を測る代表的な指標。水中の SS が多いと、透明度などの外観が

悪化したり、水中植物の光合成が弱まり発育を阻害されたりする。 

 ※７ DO…溶存酸素量（Dissolved Oxygen）のこと。水中に溶けている酸素の量を表す。DO が

低下すると、微生物の活動が抑制され水質浄化作用が低下するたけでなく、魚類など DO を

利用する他の生物の窒息死を招く。 

 ※８ 大腸菌群数…大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいい、水中の大腸菌群

数は、し尿汚染の指標として使われている。 

 ※９ 目標値には、数値を増加させるものだけではなく、減尐させる必要があるものもある。 

    それぞれの目標の達成状況や達成に必要な数値を、以下にグラフで示す。 

    なお、グラフタイトルの丸で囲んだ番号は、前ページの表３－１の左列の番号に対応して

いる。 

    また、 

 グラフ上の白抜きの部分は目標までに必要な増加量（あるいは削減量）を表し 

 模様の部分は目標を達成したうえで生じた余剰分、あるいは超過削減分を表す。 
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３－１ 短期目標１：家庭でのエネルギー対策の推進 

1）環境の現状と変化 

板橋区における温室効果ガスの総排出量は、

ここ数年は減尐傾向にあるが、猛暑厳冬の影

響による電力消費の増加などにより、平成 22

年度は前年度に比べて増加した。電力使用に

由来する温室効果ガス排出量の排出係数が増

加しているが、エネルギー使用量自体も増加

している。 

  「板橋区地球温暖化防止地域推進計画」に

おいては、平成 24年度に平成２年度比で６％ 

削減することとしているが、平成 22 年度実

績は平成２年度比で 4.7％増加していること 

になる。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

  環境指標の状況は表３－２のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 

板橋区における温室効果ガス排出量の推移 
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表３－２ 環境指標の状況（家庭でのエネルギー対策の推進） 

施策 環境指標 平成 21年度 平成 22年度 

施策 1-1： 

 

省エネ行動 

の促進 

エコチェックシート 

の配付数 
2,354件（23回） 3,857件（20回） 

エコチェックシート 

の回収数 
2,354件 3,857件 

エコチェックシート 

の平均得点 
56.9点 54.4点 

民生家庭部門 

における 

エネルギー（電

気） 

消費量 

1,184百万 kWh 1,279百万 kWh 

民生家庭部門 

における 

エネルギー 

（ガス）消費量 

82,771千m3 84,141千m3 

施策 1-2： 

省エネ家電 

の普及 

省エネ家電 

保有割合 
- - 

施策 1-3： 

 

住宅における 

低炭素化 

の促進 

省エネ・新エネ 

機器助成件数 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ助成件数 

８５件 （累計２８３件） 

 

太陽熱温水器助成件数 

４件 （累計２４件） 

 

高効率給湯器助成件数 

２４１件 （累計６２６件） 

 

ガス発電給湯器助成件数 

８件（累計２２件） 

 

燃料電池システム助成件数 

５件（累計５件） 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ助成件数 

１２７件 （累計４１０件） 

 

太陽熱温水器助成件数 

２件 （累計２６件） 

 

高効率給湯器助成件数 

１７１件 （累計７９７件） 

 

ガス発電給湯器助成件数 

４件（累計２６件） 

 

燃料電池システム助成件数 

２１件（累計２６件） 

省エネ住宅 

保有割合（※） 
- - 

※参考 

  「平成 20年住宅・土地統計調査」（総務省統計局）により、次の各項目について算出した。 

    ・太陽熱を利用した温水機器等のある住宅  5.3% 

  ・太陽光を利用した発電機器のある住宅  1.0% 

  ・二重サッシ又は複層ガラスの窓がすべての窓にある住宅  10.6% 

  ・二重サッシ又は複層ガラスの窓が一部の窓にある住宅  10.5% 
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 施策１－１：省エネ行動の促進 

 区民祭りや各種環境イベント等において、日常行動をチェックして、環境にやさしいラ

イフスタイルに気づいてもらうために、エコチェックシートを配布している。 

「家の中、まわり」と「家のそと」の生活場面で、環境のことを考えた行動 14種類のチ

ェック項目で構成されている。 

 

施策１－２：省エネ家電の普及 

政府は、平成 21年７月から平成 23年５月末まで、エコポイントの活用によるグリーン

家電普及促進事業を行ってた。個人申請実施状況は、累積で 4,549万件（平成 23年６月末

現在）であり、着実に省エネ家電は普及している。 

しかしながら、家庭のエネルギー消費量は増加する傾向にあり、省エネ家電に切り替え

ても、電気使用量自体が増えてしまっては、問題である。そのため、省エネタイプのもの

への切り替えとともに、節電を意識してもらえるような啓発を続けていく。 

 

施策１－３：住宅における低炭素化の促進 

区では、「住宅情報事典」やホームページで環境共生住宅等の情報を発信している。環境

と調和した住宅ストックの形成を支援するため、自然エネルギーの活用や環境負荷を低減

する設計・設備など、環境共生住宅に関する情報を発信している。 

また、住宅用の太陽光発電システム、太陽熱温水器、ガス発電給湯器、高効率給湯器や

燃料電池システム設置に要する経費の一部を助成している。 

 

3）評価及び課題と方向性 

省エネ家電、エコリフォームやエコ住宅については、政府の後押しもあり、普及が拡大し

ているところである。 

家庭部門の温室効果ガス排出量の削減のためには、エネルギー使用量の減尐、効率的な機

器への切り替え、住宅の高断熱・高気密化などが有効である。また、何よりもまず第一に、

環境負荷を低減する意識の向上が必要である。 

区としても引き続き、上記に述べた取り組みを続けていく。 

 

３－２ 短期目標２：事業所でのエネルギー対策の推進 

1）環境の現状と変化 

板橋区の事業所から排出される温室効果ガス

は、ここ数年、民生業務部門、産業部門とも

に減尐傾向にある。しかし、平成 22 年度は、

猛暑や景気回復等により、平成 21年度と比べ

て増加している。 

 

 

 

 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－３のとおりである。 

 

 

図３－２ 

板橋区における温室効果ガス排出量の推移 

（民生業務、産業部門） 
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表３－３ 環境指標の状況（事業所でのエネルギー対策の推進） 

施策 環境指標 平成 21年度 平成 22年度 

施策 2-1： 

 

事業所の 

省エネ行動 

の促進 

板橋エコアクション参加事業所数 115社 121社 

ISO14001認証取得企業数 ８社（累計 114社） ２社（累計 116社） 

民生業務部門におけるエネルギー 

（電気）使用量 
627百万 kWh 637百万 kWh 

民生業務部門におけるエネルギー 

（ガス）使用量 
51,202千m3 52,645千m3 

産業部門におけるエネルギー 

（電気）使用量 
694百万 kWh 706百万 kWh 

産業部門におけるエネルギー 

（ガス）使用量 
42,074千m3 44,270千m3 

施策 2-2： 

中小事業者 

における 

エネルギー 

対策の普及 

技術交流会の開催数 0 0 

技術交流会の参加事業所数 0 0 

施策 2-3： 

低炭素社会 

に向けた 

区の率先行

動 

区の事業のエネルギー（電気）使用量 4,836万 kWh 5,120万 kWh 

区の事業のエネルギー（ガス）使用量 3,335千m3 3,716千m3 

区の事業の温室効果ガス排出量 24,168t 28,088t 

公共施設への太陽光・風力発電 

の導入箇所数 
５箇所 ２箇所 

公共施設における緑のカーテン設置数 
118施設 

（77施設、41校） 

167施設 

（96施設、71校） 

 

施策２－１：事業所の省エネ行動の促進 

区では、「いたばしエコ・ショップ」、ISO14001、「エコアクション 21」の認定、認証、

登録、「板橋エコアクション」を継続して行っている中小企業者に対して、産業融資の際

に、１割の利子補給割合を加算するなどして、側面的な支援を行っている。 

ISO シリーズについては、区内の中小企業に対し、取得に必要な経費の一部を助成し

ており、企業の環境配慮活動等を促進している。 

簡易版の環境マネジメントシステムである「板橋エコアクション」については、普及・

啓発を行っているところであるが、取組件数が計画値（100 件／年）を大幅に下回って

いる。板橋環境管理研究会や業界団体への説明会を実施しているが、主な対象である中

小規模事業所における人手不足や景気停滞等が、増加の伸び悩みの原因の一つと思われ

る。 

平成 23 年度は、従来の「板橋環境保全賞」をリニューアルし、「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）」を設けた。エコライフスタイル部門、地域

環境アクション部門、産業環境アクション部門、環境教育部門、環境技術創造部門の５

つの部門があり、低炭素社会の形成促進、資源循環型社会の推進に貢献した団体や事業

者を表彰した。 

このほか、建築物の省エネに関しては、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基

づき、300㎡以上の建築物を新築・改修等する所有者が提出する「省エネルギー計画書」

の受付審査・指導等を行っている。 
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施策２－２：中小事業者におけるエネルギー対策の普及 

板橋環境管理研究会（事務局：板橋産業連合会）と連携して、研究会会員に対して公

害防止・環境保全等に関する研修会・見学会を開催している。この中で、公害防止・環

境保全の啓発、及び環境マネジメントシステムの構築を推進している。 

このほか、区では、「板橋区地球温暖化防止地域推進計画」を策定している。この中の

一つの取組として、省エネルギー型自動販売機への切り替えを掲げている。平成 20年度

に区が行った「待機電力削減効果調査」によると、板橋区における非省エネルギー型自

動販売機の割合は 0.25％であったため、省エネルギー型自動販売機への切り替えはほぼ

完了しているといえる。 

 

施策２－３：低炭素社会に向けた区の率先行動 

平成 11年に ISO14001の認証を取得した「板橋区環境マネジメントシステム」に基づ

き、区の行政運営全領域にわたる活動を環境の視点でマネジメントし、区の環境保全

及び事務事業により発生する環境負荷の低減に努めている。 

平成 22 年度は、電気・ガス使用量が、猛暑の影響により増加したことなどにより、

環境負荷項目（環境に与える負荷を減らす事業）の目標達成項目数は減尐してしまっ

たが、環境保全項目（環境を良好にする事業）については、達成項目数も増加してお

り、達成状況は良好である。 

区立小中学校校舎の窓・ベランダ等に、緑のカーテンを設置しており、環境教育の教

材やヒートアイランド対策として活用している。 

そのほか、区立学校の大規模改修時に太陽光発電パネルを設置したり、公園の照明に

省エネタイプのランプを使用したりしている。 

また、建設ゼロエミッションに取組むことで、公共工事における環境負荷の低減、建

築物の品質の向上、企業の施工力・技術力向上、児童生徒の環境教育、きれいな現場を

作ることを目指している。現在、板橋第一小学校・赤塚第二中学校の改築工事において、

モデル事業として実施した。 

 

3）評価及び課題と方向性 

事業者が排出する温室効果ガス排出量は減尐傾向にあるが、平成 22年度は増加した。 

今後も事業者への支援や、事業者の自主的な取り組みを促すために「板橋エコアクション」

等の普及に努める。しかしながら、「板橋エコアクション」の実績は、目標値に対して大き

く乖離しており、今後は取組件数を計画値に近づけるための更なる取組みが必要である。 

「板橋エコアクション」は環境マネジメントシステムに取り組むための人手・資金が不足

している事業者にとっては有用な事業である。 

板橋区の率先行動としては、環境マネジメントシステムによる管理を続けながら、省エネ

法における努力義務の達成に向けて取り組んでいく。その一つとして、今後、ESCO事業を区

有施設に拡大していく予定である。 

このほかに、平成 23年度より、中小企業等における地球温暖化対策を推進するため、新エ

ネルギー・省エネルギー機器の導入にあたり経費の一部を助成し、エネルギーの削減と温室

効果ガスの排出量の削減を図っており、また、中小規模事業所の無料省エネコンサルタント

派遣事業を行っている。 
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３－３ 短期目標３：協働によるエネルギー対策の仕組みづくり 

1）環境の現状と変化 

板橋区では、協働で環境保全に取り組んでいるもののうち、エネルギー対策に関係するも

のとしては、次のようなものがあり、それぞれが積極的に活動している。 

 

表３－４ エネルギー対策に関係する協働による活動 

協働プロジェクト 

本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

業者が主導する取り組み。 

地球温暖化防止活動推進協議会 

日常生活での地球温暖化防止対策について、区民・事業者の

それぞれの立場で話し合い、具体的な活動につなげている。年

に３回、エコライフフェアを実施している。 

エコポリス板橋環境行動会議 

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、区民や事業者などによる組織で、地球温暖化

対策、リサイクルその他資源循環型社会形成のための活動、清

掃や自主的な環境美化活動などの活動を行っている。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－５のとおりである。 

 

表３－５ 環境指標の状況（協働によるエネルギー対策の仕組みづくり） 

施策 環境指標 平成 21年度 平成 22年度 

施策 3-1： 

区全体での 

省エネ行動 

の普及 

省エネ関連イベントの開催数・ 

参加者・参加企業数 

開催数 ８回 

参加者 17,901人 

参加企業数 17社 

開催数 ９回 

参加者 25,066人 

参加企業数 22社 

緑のカーテンコンテスト 

の応募者数 
75件  93件  

板橋区全体のエネルギー 

（電気）使用量 
2,506百万 kWh 2,622百万 kWh 

板橋区全体のエネルギー 

（ガス）使用量 
176,047千m3 181,056千m3 

区民１人当たりのエネルギー 

（電気）使用量 
4,671kWh/人 4,894kWh/人 

区民１人当たりのエネルギー 

（ガス）使用量 
328m3/人 347m3/人 

板橋区全体の温室効果ガス排出量 194.9万 t-CO2 215.3万 t-CO2 

区民１人当たりの温室効果ガス排出量 3.6t-CO2 4.0t-CO2 

施策 3-2： 

パートナー

シップによる 

低炭素社会 

づくり 

協働プロジェクト（省エネ部門） 

への参加企業・団体数 
0 0 

省エネ対策のための基金 

の出資者数・金額 
- - 
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施策３－１：区全体での省エネ行動の普及 

エコポリスセンターでは、ホームページ運用、情報誌エコポの発行や、センター内展示

物により、分かりやすい情報発信を心がけている。 

また、環境月間や地球温暖化防止月間に特別企画展を実施し、区民等に地球温暖化防止

や省エネルギーに関して啓発している。イベントの企画やコーナーの設置においては、区

民団体や事業者と協働して行なっている。 

 

施策３－２：パートナーシップによる低炭素社会づくり 

区では、個人、小中学校、町ぐるみや商店街、事業者で緑のカーテン設置の活動に取り

組んでいる。 

そして、緑のカーテンに取り組む気運を高め、育成するにあたっての様々な情報の集約

と提供を相互に行うことを目的として、緑のカーテンコンテストを実施している。優秀な

取り組みに対しては賞を授与し、その優秀な取り組みをコンテスト表彰式で多くの方々に

紹介している。審査やイベントの実施にあたっては、エコポリス板橋環境行動会議や地球

温暖化防止活動推進協議会と協働している。 

 

3）評価及び課題と方向性 

区民との協働で行っているものとして、エコポリス板橋環境行動会議は年に５回開催し、

各地区の環境行動委員会では、美化活動などに取り組んでいる。また、地球温暖化防止活動

推進協議会は、月に一度開催しており、春・夏・冬の「エコライフフェア」や緑のカーテン

育成講習会等を主体的に運営している。 

このほか、本計画には、区が主体的に実施する施策以外で、区民や事業者が主体的に推進

する取り組みとして協働プロジェクトが掲げられ、いくつかの取組が進められている（→Ｐ．

50「４．協働プロジェクト」参照）。 

いずれも、区民が主体となって取り組みを進めているものであり、今後も側面的な支援を

していく。 

 

３－４ 短期目標４：ごみの発生抑制 

1）環境の現状と変化 

過去５年間における板橋区から排出される

ごみの量は減尐傾向にある。特に、収集ごみ量

は継続して減尐している。また、資源回収量は

横ばいで推移しており、資源・ごみの分別があ

る程度定着していると考えられる。 

 

 

 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－６のとおりである。 

 

 

 

 

 

図３－３ 板橋区におけるごみ排出量 
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表３－６ 環境指標の状況（ごみの排出抑制） 

施策 環境指標 平成 21年度 平成 22年度 

施策 4-1： 

家庭ごみの 

減量の推進 

家庭ごみの排出量 ― ― 

１人当たりごみ排出量 339kg 332kg 

啓発パンフレット 

（ごみ・リサイクルハンドブック） 

配付数 

32,000部 27,000部  

ごみ減量に関する 

出前講座の実施回数 
59回 51回 

コンポスト容器の助成台数 10台 ９台 

生ごみ処理機の助成台数 40台 14台 

施策 4-3： 

事業系ごみの 

減量の推進 

事業系ごみ（持込ごみ） 

の排出量 
30,839t 29,530t 

公共事業における 

建設廃棄物等の 

発生量・再利用率 

建設発生土量 29,049ｔ 建設発生土量 5,597ｔ 

廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ・ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、 

木材、汚泥、 

混合廃棄物等） 

発生量 

79,301ｔ 

廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ・ 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、 

木材、汚泥、混合廃棄物等） 

発生量 

55,843ｔ 

建設資材（土砂、砂利、 

ｱｽﾌｧﾙﾄ等）利用量 

103,083ｔ 

建設資材（土砂、砂利、 

ｱｽﾌｧﾙﾄ等）利用量 

79,342ｔ 

建設発生土のﾘｻｲｸﾙ率 

52.1% 

建設発生土のﾘｻｲｸﾙ率 

21.5% 

廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率 

80.8% 

廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率 

80.0% 

再生資源のﾘｻｲｸﾙ率 

60.6% 

再生資源のﾘｻｲｸﾙ率 

48.5% 

 

施策４―１：家庭ごみの減量の推進 

清掃・リサイクルに関する情報の周知やごみの発生抑制、リサイクルへの意識啓発を図る

ために「ごみ・リサイクルハンドブック」を作成しており、区内の小・中学校、区民まつり・

農業まつり・地区まつり等のイベント、転入手続き時や窓口で配布している。イベントでは、

ごみと資源の分別クイズを行うが、年ごとに、大人も子供も正解率が上がっている。また、

板橋区の人口は、増加しているが、ごみの排出量は減尐しているため、区民意識が向上して

いると思われる。 

また、家庭から出る生ごみを自主的に減量し、リサイクルを推進するために、区民が購入

する生ごみ処理機等の購入費を助成したり、地区の公共施設に区がコンポスト容器を設置し

て、リサイクル推進員が主体的に生ごみの減量化に取り組んでいる。 

さらに、幼尐期からごみの減量・分別・リサイクルへの関心を育み、環境問題への意識啓

発を図るために、保育園児や小学校４年生児童に対して出前講座を開催している。また、町

会・自治会等に対しても、要望に応じて出前講座を実施している。 

また、再生品や環境に配慮した商品の積極的な販売、過剰包装の自粛などの取り組みをし

ている小売店を「いたばしエコ・ショップ」として認定し、ホームページやパンフレットで

紹介しており、区民が過剰包装をしていない商品を購入できるようにしている。 
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施策４－２：家庭ごみの有料化に向けた検討 

家庭ごみの減量にあたっては、発生抑制とともに、リサイクル施策を充実させていく必要

がある。 

平成 23年度の一般廃棄物処理基本計画の改定に際しては、家庭ごみ有料化を主要課題の一

つと位置づけて、今後の方向性を検討する。 

 

施策４－３：事業系ごみの減量の推進 

事業者に対して適正な費用負担を求めるため、23区で事業者が支払う廃棄物処理手数料を

定期的に改定することとしている。平成 24年 10月に改定することを予定していたが、東日

本大震災の影響を考慮して、改定時期を先送りした。 

廃棄物処理手数料を増額する際は、事業者への負担の増加と、適正な費用負担とのバラン

スを計る必要がある。 

 

3）評価及び課題と方向性 

ごみの量は減っているため、各施策の効果が挙がっていると考えられる。今後も引き続き、

取組を進め、ごみ減量に取り組んでいく。 

「いたばしエコ・ショップ」に関しては、「認定されても来客数等に変化がなく、効果が

期待できない」との声もあり、区民に対するさらなる周知が必要である。 

 

３－５ 短期目標５：資源の再利用・再生利用の推進 

1）環境の現状と変化 

過去５年間の板橋区のリサイクル率は、増減は

あるものの、横ばいで推移している。 

 

 

 

 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－７のとおりである。 

 

表３－７ 環境指標の状況（資源の再利用・再生利用の推進） 

施策 環境指標 平成 21年度 平成 22年度 

施策 5-1： 

資源の 

再利用 

の推進 

フリーマーケット 

の開催数 
４回 ４回 

いたばしエコ・ショップ 

認定事業者数 

（認定基準のうち 

「商品の下取りや修理」や 

「使い捨て容器の自粛」 

に該当するもの） 

66事業所 79事業所 

ごみ焼却灰溶融スラグの使用量 1,081.4t 1,435.2t 

施策 5-2： 

再資源化 

の推進 

回収品目（びん・缶・古紙・ 

ペットボトルなど） 

数量、回収拠点数 

回収品目  ８品目 回収品目  ８品目 

集積所数 

（びん・缶・ 

古紙・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 

集積所数 

（びん・缶・ 

古紙・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 

図３－４ リサイクル率の推移 
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18,500箇所 19,000箇所 

回収拠点数 

（食品用ﾄﾚｲ・ 

ﾎﾞﾄﾙ容器） 

93箇所 

回収拠点数 

（食品用ﾄﾚｲ・ 

ﾎﾞﾄﾙ容器） 

92箇所 

回収拠点数（紙パック） 

299箇所 

回収拠点数（紙パック） 

291箇所 

回収拠点数（乾電池） 

317箇所 

回収拠点数（乾電池） 

311箇所 

集団回収団体数・回収量 

登録団体数 865団体 登録団体数 882団体 

小学校 28校 小学校 28校 

中学校 5校 中学校 5校 

回収量 18,057ｔ 回収量 17,183t 

施策 5-3： 

リサイクル

製品の 

利用の促進 

いたばしエコ・ショップ 

認定事業者数 

（認定基準のうち 

「リサイクルコーナー設置」や 

「再生品の積極的利用」 

に該当するもの） 

47事業所 51事業所 

施策 5-4： 

事業者 

における 

資源 

リサイクル 

の促進 

事業系ごみ 

（持込ごみ）の排出量 
30,839t 29,530t 

商店街リサイクル 

参加事業者数・回収量 

2,229店舗 

（24商店街） 

2,180店舗 

（23商店街） 

221ｔ 204.7t 

オフィスリサイクル 

参加事業者数・回収量 

581事業所 589事業所 

162t 140.5t 

 

施策５－１：資源の再利用の推進 

エコポリスセンターでは、年４回開催する「えこっぽ祭り」においてフリーマーケット

やまな板削りなどを実施している。また、その他のフリーマーケット情報についても、エ

コポリスセンターホームページで情報提供を行っている。 

また、家庭で不用になった生活用品を販売するリサイクルサロン（平成 22年度末で運営

休止）や、鍋や包丁、傘などを修理して長く使うことができるようにするリサイクル工房

を運営し、資源の再利用に向けた取り組みを行った。 

 

施策５－２：再資源化の推進 

区では、古紙、びん、缶、ペットボトルの分別回収を行い、資源の再利用・再生利用を

推進している。区民や事業者への資源の分別回収が定着し、資源回収量は安定している。

また、紙パック、廃乾電池、食品用トレイやプラスチック製ボトル容器を、区施設を中心

とした拠点回収場所において、回収している。さらに、平成 23年度から廃食用油・古布・

古着について、区内の公共施設６か所で拠点回収を行う。 

ペットボトル、食品用トレイやプラスチック製ボトル以外の再資源化が困難な廃プラス

チックは、可燃ごみとして収集し、清掃工場で焼却時に熱エネルギーを回収して近隣施設

の冷・暖房に利用するなどしている。現在、廃プラスチックの埋め立て処理は行っていな

い。 
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リサイクルプラザでは、大型家具などの修理・販売、広報紙・ホームページ等でのリサ

イクルに関する情報の発信、各種講座の開催や、併設するびん・缶の中間処理施設の見学

などを行い、ごみ減量・リサイクルについての啓発を行っている。来館者数や講座受講者

数が増加しており、区民の意識が高まっていることがうかがわれる。 

区民主体の資源回収活動である集団回収に関しては、実施団体に対する報奨金等の支給、

消耗品の支給や褒章授与等を行い、活動を支援している。また、区内の小中学校の中には、

家庭から出るアルミ缶を回収する活動をしているところもあり、必要な資材などを貸し出

している。 

このほか、回収したものの一部を土木資材に活用している。 

ガラスびんについて、区内で発生したものを土木用骨材として再資源化し、リサイクル

製品の普及を行っている。再資源化にあたっては、区・製品メーカー・硝子原料問屋が一

体となって作った資源循環体系を活用したり、土木部等と連携したりしている。 

 

施策５－３：リサイクル製品の利用の促進 

区が認定した「いたばしエコ・ショップ」では、再生品や環境に配慮した商品の積極的

な販売、過剰包装の自粛などの取り組みをしており、それらの小売店を区ホームページや

パンフレットで紹介している。区民の積極的なエコ・ショップ利用は、ごみの発生抑制に

つながる。 

 

施策５－４：事業者における資源リサイクルの促進 

事業者のリサイクル活動としては、区内事業者団体と協働で構築した「板橋区商店街リ

サイクルシステム」「板橋区オフィスリサイクルシステム」があり、事業所からの古紙を回

収して、リサイクルルートにのせている。 

 

3）評価及び課題と方向性 

区のリサイクル率は、増減はあるものの安定して推移しており、今後も資源の再利用や再

生利用を促進する取組みを続けていく。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区のなかでも１位であり、支援を続けていく。 

また、平成 23年度の一般廃棄物処理基本計画の改定に際しては、廃プラスチックの取り扱

い（資源化）を主要課題の一つと位置づけて、今後の方向性を検討する。 

 

３－６ 短期目標６：資源の循環を推進するための仕組みづくり 

1）環境の現状と変化 

資源の循環を推進するための仕組みとしては、分別回収、集団回収、ふれあい指導、板橋

区商店街リサイクルシステム、板橋区オフィスリサイクルシステム、リサイクル推進員制度、

出前講座などがあり、それぞれの取組みを行っている。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－８のとおりである。 
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表３－８ 環境指標の状況（資源の循環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 平成 22年度 

施策 6-1： 

ごみ出しルール 

の遵守 

不法投棄パトロール 

実施回数 
― ２回 

リサイクル推進員登録数 548人 551人 

廃棄物保管場所など 

設置指導件数 
45件 46件 

施策 6-2： 

適切な収集・ 

処理方法の検討 

集団回収登録団体数・ 

回収量 

登録団体数 865団体 登録団体数 882団体 

小学校 28校 小学校 28校 

中学校 5校 中学校 5校 

回収量 18,057ｔ 回収量 17,183t 

商店街リサイクル 

参加事業者数・回収量 

2,229店舗 

（24商店街） 

2,180店舗 

（23商店街） 

221ｔ 204.7t 

オフィスリサイクル 

参加事業者数・回収量 

581事業所 589事業所 

162t 140.5t 

 

施策６－１：ごみ出しルールの遵守 

廃棄物や資源を適切に処理するためには、正しく分別したうえで排出する必要がある。 

区では、分別に関するチラシを全戸配布しているが、不適切な排出に対して、様々な方法

で対処している。 

清掃事務所では、ごみの適正処理や集積所の美化などについて、ごみ収集職員や専属の

指導班が、区民・事業者との直接対話による「ふれあい指導」を行っている。平成 22年度

のごみ排出実態調査によると、平成 20年度の調査時より、可燃ごみ・不燃ごみの分別率が

上昇しており、指導の効果があったと考えられる。 

区民に対しても、「リサイクル推進員」として委嘱し、研修会を行うなどして、ごみの減

量化やリサイクルに関する地域のリーダーとしての資質向上を図っている。また、研修会

において、リサイクル推進員から、それぞれの地域のごみに関する問題を聞きとり、区と

協働で解決に取り組んでいる。 

一定規模以上の集合住宅や事業用建築物等を建設する際は、廃棄物保管場所や再利用対

象物保管場所を設置するよう指導している。 

不法投棄や資源の抜き取りといった法や条例に反する行為については、区内のパトロー

ルにより抑制している。不法投棄件数は、減尐傾向にある。 

このほか、若年期からの意識啓発を行い、ライフスタイルとしてのごみ減量・分別意識

を確立するために、小学校（４年生）及び保育園に対して出前講座を実施している。また、

学校、保育園や児童館のほか、町会・自治会等に対しても、要望に応じて出前講座を実施

している。 

また、商店街等の美観の向上、廃棄物の分別の徹底、有料ごみ処理券の貼付率の向上等、

ごみ出しルールの遵守を図るため、商店街などで戸別収集のモデル事業を実施している。

実施商店街では、不法投棄・ポイ捨てが減尐するなど、排出者意識の向上により商店街の

美観の向上にもつながっている。 

 

施策６－２：適切な収集・処理方法の検討 

ごみ集積所にごみを出すことが困難な高齢者・障がい者の方の世帯に対しては、ごみの

戸別収集を実施し、日常生活の負担を軽減し福祉の向上を図っている。また、排出された

ごみを収集するとともに、対象者の安否確認を行う。このほか、広報いたばし、区議会だ
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よりも配付している。 

区以外の資源の収集方法としては、次のようなものがある。 

住民と古紙回収業者等による民間レベルの資源回収活動として、集団回収事業があり、

活動団体や登録業者に対して、古紙相場価格や回収量に応じた報奨金を支給している。平

成 22年度の板橋区の回収量は、23区で１位であり、民間の力が十分に活用されている。 

事業者を対象にしたものとしては、板橋区商店街・オフィスリサイクルシステムがある。

事業者が区の集積所に古紙を排出する場合は、有料シールを貼付する必要がある。区では、

事業者団体や古紙問屋・回収業者等と協力して、「板橋区オフィスリサイクル実行委員会」

を組織し、行政回収に排出するよりも安価に回収する民間ベースの古紙回収システム（板

橋区商店街リサイクルシステム・板橋区オフィスリサイクルシステム）を構築した。現在、

民間事業者が主体となっており、区と連携して事業を運営している。 

 

3）評価及び課題と方向性 

排出のルールを徹底させるため、区民にも協力してもらい、また、対象に応じた取組みを

行っており、ある程度の成果を出していると考えられる。そのため、引き続きこれらの取組

みを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


