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３－７ 短期目標７：自動車から発生する環境負荷の削減 

1）環境の現状と変化 
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板橋区内４箇所の測定室において、沿道環境（自動車交通等の移動発生源の影響を受ける

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、いずれの測定室においても減尐傾向にあり、改善されてきている。環境基準との比較で

は、大和町測定室における二酸化窒素濃度の値以外は、環境基準を達成している。しかし、

大和町測定室の値は、環境基準を超過している。 

 

2）環境関連施策の進捗状況 

環境指標の状況は表３－９のとおりである。 

 

表３－９ 環境指標の状況（自動車から発生する環境負荷の削減） 

施策 環境指標 平成 21年度 平成 22年度 

施策 7-1： 

低公害車・ 

低炭素車の 

普及、エコドライブ 

の推進 

自動車交通量（中山道） 38,418(台/日) 40,188(台/日) 

自動車・低公害車保有台数 

庁有車保有台数 

147台 

 

低公害車保有台数 

99台 

庁有車保有台数 

150台 

 

低公害車保有台数 

108台 

アイドリングストップ 

啓発看板配付数 
21枚 39枚 

施策 7-2： 

自転車利用の促進 

自転車保有台数（※１） 643,771台 687,857台 

自転車道整備延長距離 3,975m（累計） 3,975m（累計） 

自転車駐車場の 

整備箇所・台数 

整備箇所   ２箇所 

台数      255台 

整備箇所  ４箇所 

台数       1,036台 

自転車駐車場利用率 105.4% 105.4% 

施策 7-3： 

現存する 

公共交通への 

利用転換の促進 

鉄道駅利用者数（※２） 144,288,218人 （集計中） 

バス利用者数 ― ― 

バス路線延長距離 ― ― 

施策 7-4： 

大気・騒音等の 

環境調査の実施 

沿道における大気・ 

騒音・振動測定結果 

二酸化窒素の 

環境基準達成率  

89％（8箇所/9箇所) 

二酸化窒素の 

環境基準達成率 

89％（８箇所/９箇所) 

浮遊粒子状物質の 

環境基準達成率 

浮遊粒子状物質の 

環境基準達成率 

図３－５ 道路沿道における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度 
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100％（8箇所/8箇所) 100％（８箇所/８箇所) 

大和町交差点における NO2 

環境基準超過日数  52日 

大和町交差点における NO2 

環境基準超過日数  10日 

大和町交差点における SPM 

環境基準超過日数   0日 

大和町交差点における SPM 

環境基準超過日数  ０日 

PM2.5の大和町交差点の 

平均値     21μ ｇ/m3 

PM2.5の大和町交差点の 

平均値     18μ ｇ/m3 

PM2.5の相生町交差点の 

平均値     20μ ｇ/m3 

PM2.5の相生町交差点の 

平均値     17μ ｇ/m3 

騒音の環境基準達成率 

12%（2地点/17地点） 

騒音の環境基準達成率 

６%（１地点/17地点） 

振動の要請限度達成率 

100%（17地点/17地点） 

振動の要請限度達成率 

100%（17地点/17地点） 

環境調査実施数 69回 69回 

施策 7-5： 

沿道対策の推進 

低騒音舗装整備面積 3,213m2 610m2 

沿道地区計画  

協議・調整地区数 
３地区 ４地区 

※１ 各年の 12 月末現在の板橋・志村・高島平警察署における自転車防犯登録台数（「警視庁交通

年鑑」より）。 

※２ JR 埼京線、東武東上線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、都営三田線の板橋区内

の駅（東武東上線下板橋駅の所在地は豊島区であるが、ここに含まれている）から乗車した人

数。 

 

施策７－１：低公害車・低炭素車の普及、エコドライブの推進 

区では、騒音防止、大気汚染防止等のために、ホームページへの掲載や看板の配布・設

置によりアイドリングストップの啓発を行っている。また、区民まつりなどで、アイドリ

ング啓発物を配布して啓発を行っている。 

また、交通の円滑化をはかることで区民の安全で快適な生活を保持するため、違法駐車

を防止するための啓発事業を行っている。広報紙への記事の掲載、ポスターの作成、チラ

シ・パンフレットの資料配布などを行っている。このほか、各警察署とのキャンペーンな

どを行っており、板橋区内の駐停車違反取締件数は減尐している。 

 

施策７－２：自転車利用の促進 

駅周辺の放置自転車の減尐、通行の安全や街の景観の保持を目的として、自転車駐車場

を整備している。板橋区基本計画の目標を上回るペースで整備しており、放置自転車の台

数も減尐している。 

なお、撤去・保管した自転車の一部は、シルバー人材センターに提供し、再整備された

ものを販売している。年間 400台の自転車が販売され、資源の有効活用をしている。 

自転車は環境負荷の尐ない交通手段であり、その利用促進を図るため、自転車道の整備

も行っている。 

 

施策７－３：現存する公共交通への利用転換の促進 

区内で相対的に公共交通サービス水準が低い地域の一つとされる赤塚・徳丸・四葉・大

門地域の改善を図るため、平成 22年３月 30日からコミュニティバスの実験運行を開始し
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た。運行開始後も、利用者、地域住民等の要望・意見を広く収集しており、運行事業者と

ともに、満足度の高い運行路線を目指している。平成 22年８月に実施した利用者アンケー

トによると、実験運行開始前の交通手段として、タクシー、自家用車を利用していたとの

回答が全体(152名中)の約 30％あったため、一定の成果があがっていると考えられる。 

 

施策７－４：大気・騒音等の環境調査の実施 

区では、健康保護や生活環境の保全を目的として、区内の大気汚染状況を把握するため、

住宅地域等に設置している一般環境大気測定局と、道路沿道に設置している自動車排ガス

測定局で、大気汚染状況の常時監視を行っている。また、区内に設置されている東京都の

２測定局（（都）板橋及び（都）大和）の大気汚染データも板橋区役所の環境監視システム

に伝送されている。環境基準を達成している測定局の数は、二酸化窒素は８箇所（９箇所

中）、浮遊粒子状物質は８箇所（８箇所中）、一酸化炭素は２箇所（２箇所中）である。こ

の他にも、区内３地点で浮遊粒子状物質調査及び有害大気汚染物質（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）の調査を行っており、いずれも環

境基準以下となっている。しかし、オキシダントについては環境基準値を超過している（５

箇所中５箇所）。 

また、板橋区に降った雤の水質調査を行っている。pH5.6以下が酸性雤とされているが、

pH5.6以下の雤が観測されており、今後も観察を継続していく。 

このほか、板橋区内における幹線道路の自動車騒音の状況について継続的に調査を実施

している。騒音の環境基準達成率は、昼間は 35%（６地点/17 地点）、夜間は 12%（１地点

/17地点）である。 

 

施策７－５：沿道対策の推進 

区では、沿道環境の向上のため、排水性舗装を施工することで騒音低減対策を行ってい

る。 

また、川越街道Ｂ地区において、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、良好な市街

地を図るため、沿道地区計画の素案を策定している。素案には、沿道権利者へのアンケー

ト結果を反映し、素案については沿道住民への説明会を実施した。 

このほか、学識経験者･国･都･区・首都高速道路㈱等の機関が協同で実施している会議で

ある「大気浄化技術評価委員会」にて、大気浄化実験施設の各種検証実験を行い、技術的

評価を行っている。特に、大和町交差点北西角地のオープンスペース化が実施され、大気

の改善が見られる。また、浮遊粒子状物質が環境基準を達成し、二酸化窒素についても改

善が見られる。 

 

3）評価及び課題と方向性 

区では、自動車公害を緩和するための様々な取組みを行っており、ある程度の成果を出し

ている。しかし、区外からの通過交通も多いことから、板橋区単独の取り組みで自動車交通

量を低減することは困難な状況であり、近隣自治体や東京都などの関係機関と連携して、広

域的な自動車交通対策を進めていく必要がある。 
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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 
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板橋区内５箇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、ここ数年は減尐傾向にあり、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箇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いる。 

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。 

 

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 平成 22年度 

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 

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 

環境管理ニュース発行数 

12回 

環境管理ニュース発行数 

12回 

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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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 

騒音計・振動計貸し出し台数 64台 87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％ 

ベンゼン濃度 

1.3μ g/m3 

ベンゼン濃度 

1.3μ g/m3 

トリクロロエチレン濃度 

1.7μ g/m3 

トリクロロエチレン濃度 

2.0μ g/m3 

テトラクロロエチレン濃度 

0.66μ g/m3 

テトラクロロエチレン濃度 

0.56μ g/m3 

ジクロロメタン濃度 

3.5μ g/m3 

ジクロロメタン濃度 

4.3μ g/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 

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 

認可受付数 19件 認可受付数 16件 

届出受付数 940件 届出受付数 1,071件 

相談・苦情件数 2,167件 相談・苦情件数 2,228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 

改善指導件数 69件 改善指導件数 96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 

振動規制法による届出 

165件 

振動規制法による届出 

202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 

指導件数 130件 指導件数 190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） 

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 

化学物質管理方法書の受理数 ２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 
（集計中） 

PRTR法対象物質排出量 

2,037t 
（集計中） 

PRTR法対象物質移動量 

2,211t 
（集計中） 

公害防止管理者資格保有率 80% 80% 

施策 ８-３： 公害苦情・相談件数 公害苦情件数 177件 公害苦情件数 188件 
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公害等に関する 

情報共有の促進 

（現象別・発生源別内訳） （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）工場 

36件 

（発生源別）工場 

20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）指定作業場 

6件 

（発生源別）指定作業場 

５件 

（現象別）騒音 82件 （現象別）騒音 113件 

（現象別）ばい煙 12件 （現象別）ばい煙 11件 

（現象別）悪臭 25件 （現象別）悪臭 20件 

（現象別）振動 8件 （現象別）振動 25件 

（現象別）粉じん 15件 （現象別）粉じん 14件 

（現象別）汚水 0件 （現象別）汚水 0件 

（現象別）その他 6件 （現象別）その他 ５件 

電波障害件数 303件 電波障害件数 279件 

 ※ ＰＲＴＲ法・・・「化学物質管理促進法」のことである。ＰＲＴＲ制度とは、有害性が疑わ

れるような化学物質が、どこから、どのくらい、環境（大気・水域・土壌な

ど）中へ排出されているか（排出量）、廃棄物などとして移動しているか（移

動量）を把握し、集計・公表する仕組みのことである。 

 

施策８－１：事業者による自主的な環境配慮の促進 

区では、板橋環境管理研究会（事務局は板橋産業連合会）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（年３回）や見学会（年１回）を開催している。

また、同研究会と連携して、研究会会員等に対して公害防止・環境保全・環境マネジメン

トシステム等に関する情報を、「環境管理」（年２回程度）・「環境管理ニュース」（年 12回

程度）として提供している。これらにより、法制度の動向や最新の知見・技術等の情報を

提供し、事業者に対する公害防止・環境保全の啓発、及び環境マネジメントシステムの構

築の推進を行っている。 

また、事業者を対象に騒音・振動測定講習会を開催し、自社の騒音、振動防止対策の実

施、環境マネジメントシステムの法的要求事項の監視測定に役立つよう支援している。騒

音計については、各事業場等で常備することは経済的負担が大きいため貸し出しを行って

いる。事業者自らが騒音を測定することによって、工場・事業場や居宅周辺の騒音環境を

認識し、環境対策の促進を図ることができるようにしている。 

施策８－２：法律や条例等による規制・指導 

公害関係法令に基づき大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、悪臭、土壌汚染、有害化学物

質などに関して、工場・事業場等の認可・届出及び立ち入り調査等を実施している。工場・

指定作業場を原因とする公害苦情受付件数は、継続して減尐が認められる。 

また、公害問題に関して工場・事業場や区民に幅広く啓発するため、騒音や振動などの

公害に関するリーフレットを配付している。リーフレットは必要な情報を分かりやすく示

してあり、来庁者への指導や説明等に活用している。 

このほか、大規模建築物などを建設する際の環境負荷の削減や住民の生活環境の向上の

ために、環境配慮の規定事項を定めた「板橋区大規模建築物等指導要綱」に基づき、規制・

指導を行っている。申請された事業においてほとんどが指導内容を受け入れた計画を行っ

ている。毎年数千メートル単位で区内に自主管理歩道が設置され、街路樹や緑地も整備さ

れ、街並みの環境の向上に貢献している。 
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施策８－３：公害等に関する情報共有の促進 

区では、区民などからの公害苦情や相談などに対応している。公害に関する苦情・陳情

を受理し、原因の調査や発生源に対する改善の指導を行っているが、多くが解決に至って

いる。 

 

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、環境が改善されてきていると思われる。 

区では、規制的な手法だけでなく、事業者の自主的な取り組みを促すなど様々な取り組み

を行っている。 

また、引き続き、基幹業務である公害苦情・相談への対応に取り組んでいく。 

 

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 平成 22年度 

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℃ 

日中の最高気温が 

30℃以上の日 

33日 

日中の最高気温が 

30℃以上の日 

72日 

夜間の最低気温が 

25℃以上の日 

23日 

夜間の最低気温が 

25℃以上の日 

61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 

板橋区全体の電力使用量 2,506百万 kWh 2,622百万 kWh 

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 

４件（累計２４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 

２４１件（累計６２６件） 

高効率給湯器助成件数 

171件（累計 797件） 

図３－９ 板橋区氷川町の平均気温の推移 
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ガス発電給湯器助成件数 

８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 

５件 

燃料電池システム助成件数 

21件（26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・ 

保水性舗装整備面積 

合計 5,510㎡ 合計 4,672 ㎡ 

遮熱 0㎡ 遮熱 ０㎡ 

透水 5,510㎡ 透水 4,672 ㎡ 

屋上緑化面積 助成面積 221.9㎡ 助成面積 125.4㎡ 

植生被覆率 19.3% ― 

施策９－３： 

風の道 

への配慮 

      

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

 

施策９－１：建物等からの排熱の低減 

「断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」などの認定基準を満たし、長

期優良住宅の建築・維持保全をしようとする場合は、当該住宅の建築及び維持保全に関す

る計画（長期優良住宅建築等計画）を作成し、区に認定を申請することができる。これに

より、長期間優良な状態で使用できる住宅の普及を促進している。 

 

施策９－２：地表面や建物の自然被覆化・高反射率化の促進 

区では、道路の路面温度の上昇を抑制するため、遮熱性舗装や透水性舗装の整備を行っ

ている。遮熱性舗装については、施工済箇所の温度を計測し、温度低減効果、耐久性など

について検討を行っている。 

このほか、打ち水大作戦について、エコポリス板橋環境行動会議を通じた周知や、チラ

シ作成のうえ町会での回覧などを行っている。これにより、ヒートアイランド現象の緩和

のため、省エネ等の意識啓発を行っている。 

 

施策９－３：風の道への配慮 

   風の道については、特に取組みを行っていはいない。しかし、大和町交差点のオープン

スペース化により風の通り抜けがよくなり、大気の拡散が促進され、大気環境が改善され

た例もある。 

 

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。 

一自治体だけの取組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、緑のカーテ

ンの取組み、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。 
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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 平成 22年度 

施策 10－１： 

 

樹林地・農地 

の保全 

緑被率（樹林面積、 

農地面積、草地面積） 
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㎡ 

保存竹林面積   973㎡ 保存竹林面積   973㎡ 

保存樹木本数 1,504本 1,597本 

保存生垣延長距離 3,429㎡ 3,539m2 

市民緑地開設数 なし なし 

農地面積 267,603㎡ 258,184㎡ 

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 

区画数     2,472区画 区画数     2,478区画 

農園数       44農園 農園数       44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 

地区数 77地区 地区数 75地区 

苗木委託農家数、 

委託数量、委託面積 

苗木委託農家数（累計） 

34戸 

苗木委託農家数（累計） 

33戸 

委託数量 22,500本 委託数量 19,500本 

委託面積 11,780㎡ 委託面積 10,778㎡ 

施策 10－２： 

 

緑化の推進 

公共施設における 

緑化箇所数 
６施設 ６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 

41校 71校 

緑化推進地域指定数 １地域 なし 

緑化協定締結件数 － － 

緑化指導に基づく 緑化箇所数 76箇所 緑化箇所数 75箇所 

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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緑化箇所数、 

緑化面積 

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㎡） 

緑化計画届出数 
緑化計画届出数 97件 緑化計画届出数 139件 

計画緑化面積 37,397㎡ 計画緑化面積 54,274㎡ 

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   高木   4本 

助成延長     中木 226本 

     （本数）   低木 347株 

接道部緑化   高木  ０本 

  助成延長   中木 24本 

    （本数）   低木 152株 

ブロック塀撤去延長 37.3m 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 

助成面積 221.9㎡ 助成面積 125.4㎡ 

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㎡ 

公園新設・増設 

・改修数、面積 

•公園新設・増設数 

１箇所 

•公園新設・増設数 

３箇所 

公園新設・増設面積 

782.75㎡ 

公園新設・増設面積 

3,348.17㎡ 

公園改修数 ２箇所 公園改修数 １箇所 

公園改修面積 2,800㎡ 公園改修面積 7,700㎡ 

住民意見による 

公園整備計画 

策定件数 

１箇所 １箇所 

住民による維持公園数 24箇所 24箇所 

 

施策 10－１：樹林地・農地の保全 

区では、緑の保全を目的として、保存樹木・樹林等を指定し、所有者への管理経費等の

助成を行っている。保存樹木、保存生垣はそれぞれ本数、延長が増加し、保存樹林および

保存竹林は現状維持を図ることができた。 

また、農業者自らが耕作できなくなった農地を区が借用して区民農園を開設し、農地の

保全や区民レクリエーションの充実に努めている。農地所有者から区民農園用地提供の申

し出があった農地は、すべて区民農園として借用して区民農園を開設した。 

農家保全を目的とした他の取組みとしては、区内農家にサツキ・ツツジの苗木育成を委

託し、育成した樹木を街路・公園等に植栽し区内の緑化推進に役立てており、6,000 本の

植栽および 9,000本の植樹を行った。 

このほか、関連する制度として、市民緑地3や生産緑地地区4の制度がある。 

 

施策 10―２：緑化の推進 

主体的な成果をあげている区の緑化施策として「板橋区緑化の推進に関する条例」に基

づく緑化指導がある。これは、一定規模以上の民間・公共施設（区施設は全て）における

建築行為等に際して、緑化計画書の提出と緑地整備を義務づけている。また、大規模な民

間等のマンション建設時には、区の指導を受けながら事業を進めている。 

区立小中学校では、全校（工事中の学校を除く）において緑のカーテンを設置している。

一部の学校では、育成方法などのノウハウのある地域の方々を招いて、協働により実施し

                                                   
3都市緑地法に基づき、緑地所有者と区が契約を結び、一般区民に開放するとともに、緑地の管理を区が行う

もの。契約期間中は、土地にかかる固定資産税が非課税となるなどの税制上のメリットがある。 
4面積５００㎡以上の良好に耕作されている農地のうち、３０年間営農の目処のあるものについて指定してい

る。税制面での優遇が受けられるため、農業の継続がしやすくなる。 
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ている。緑のカーテンは、環境教育の教材にもなり、また、ヒートアイランド対策にも資

する。 

ヒートアイランド現象緩和などを目的とした制度としては、民間施設の屋上緑化や壁面

緑化に対する助成制度がある。 

このほか、接道部の緑化を推進し、緑のネットワークによる街の景観や防災性の向上を

図るために、道路沿いの緑化を行う民間施設に対して、緑化工事やそのためのブロック塀

等の撤去工事費に対する助成を行っている。 

 

施策 10―３：パートナーシップによる公園の整備・管理・運営 

  公園は、レクリエーション・都市防災・環境保全・景観形成など多様な機能を有する、

区民に身近な憩いの場を提供するものである。区民人口の増加により、区民一人当たりの

公園面積は伸びていないが、全体の公園面積は増加しており、身近で憩える公園の整備が

進んでいる。 

  主な公園の新設・改修時には、計画段階からワークショップを開催し、区民や事業者と

協働して計画案をつくっている。計画案づくりから参画することにより、身近な公園とな

り、協働による公園の維持管理活動へとつながっている。 

 具体的には、区と地域住民による団体が、パートナーシップと信義の精神に基づき、公

園の管理について、お互いの役割を決めて協定を結んでおり、団体は公園の巡視・巡回、

清掃・除草などを行い、区はごみの回収などを行っている。 

 

3）評価及び課題と方向性 

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るなど、各種の施策の

効果があったといえる。 

農園数・区画数とも 23 区で板橋区が一番多い区民農園事業や、板橋が全国に広がるきっ

かけとなった緑のカーテン事業のような、板橋区の特徴的な事業を始め、今後もこれまでの

取組みを継続していく。 

 

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。 

 

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 平成 22年度 

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 

人材育成講座開催回数 

11回 

人材育成講座開催回数 

11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 

区民による生きもの 区民調査による鳥の種類数   



35 

 

調査実施回数、 

参加者数、 

確認種数 

（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 

  冬鳥観察会 42人 

生きもの実態調査 

による確認種数 
－ － 

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 

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 

赤塚植物園など 

環境関連施設 

の利用者数 

99,077人 97,884人 

グリーンフェスタ 

参加者数 
3,200人 2,200人 

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 

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 

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 

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 

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㎡ 

区民農園区画数 

2,472区画 

区民農園区画数 

2,478区画 

区民農園数 

44農園 

区民農園数 

44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 

供給学校数 

76校 

供給学校数 

76校 

 

 

施策 11―１：生きものの観察・調査の実施 

区では、区民が自らその地元で見られる自然環境を見ることにより、環境への意識を高

めることができるように、区内の生き物（昆虫、鳥、植物など）の生息分布状況観察など

を行う「かんきょう観察事業」を実施している。運営にあたっては、区民ボランティアや

環境活動団体との協働で事業を実施している。 

また、小学生を対象に、区内の自然環境が豊かな地域を観察しながら学んでもらう「自
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然教室」を、夏休みに実施している。 

自然観察会は毎年参加希望者が多く、区民の関心も高いと思われるため、数多く自然と

触れ合える機会をつくっている。 

 

施策 11―２：身近な自然とのふれあいの促進 

区は、日光市との間で、自然が豊かな地域と産業が集積した都市との文化交流を目的と

する「みどりと文化の交流協定」を結んでおり、分収造林の権利が板橋区に寄贈され、「板

橋区の森」として区民などで構成される森林ボランティアによる管理が行われている。 

また、熱帯環境植物館で定期的に特別企画展を実施しており、ホタル生態環境館では、

毎年 6月と 7月にヘイケボタルと、ゲンジボタルの夜間特別公開を行っている。 

実際に自然環境を見たり、調べたりすることにより、環境への意識を高め、また、教育

効果を高めている。毎年、多くの来場者があり、特に、ホタル生態環境館では、夜間特別

公開時に地域住民や学生に協力をいただいている。 

このほか、緑に親しみ、緑化に対する関心を高めてもらうために、緑のイベントとして

赤塚植物園においてグリーンフェスタを開催している。また、区内の自然環境に親しんで

もらうために、区民ボランティアによる解説ガイドの協力を得て、公園や崖線沿いの樹林

地など緑豊かなコースを散策する緑のガイドツアーを実施している。 

 

施策 11―３：農業を通した自然とのふれあいの促進 

区では、福祉園利用者が自然とふれあい、収穫の楽しさを味わえる機会を提供している。

収穫した野菜は、園での昼食の食材として利用している。 

また、収穫体験事業を通じて、自然に親しみ都市農業への理解を深める機会を提供する

ため、お茶摘み体験事業、じゃがいも掘り体験事業や落花生収穫体験事業を区内農業者と

協働で実施している。 

このほか、新年の伝統行事を継承や区内産農産物の PR を目的として、区内農業者や JA

東京あおば農業協同組合との協働により、新春七草がゆの集いを実施し、農産物の直売な

どを行っている。 

 

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。平成 22年 10月には、COP10（生物多様性条約第 10回締約国会議）が開催され、自

然への関心も高まっている。特に、熱帯植物館などの来館者の７割以上が満足しており、今

後も引き続き取組みを続けていく。 

 

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おり、健康項目では、カドミウム、六価クロム、総水銀、

鉛、全シアンは検出されなかった。 

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。 
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また、「白子川・石神井川生物調査報告書」（平成 22年度）によれば、石神井川及び白子川

の各２地点で、計 41種の生物（うち魚類 14種）が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 平成 22年度 

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 

石神井川の流量 

1.71㎥/s 

石神井川の流量 

1.68㎥/s 

白子川の水質 

BOD75%値 

3.9mg/L 

白子川の水質 

BOD75%値 

3.3mg/L 

白子川の流量 

0.45㎥/s 

白子川の流量 

0.35㎥/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 

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 

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 

石神井川の流量 

1.71㎥/s 

石神井川の流量 

1.68㎥/s 

 

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 ４種 ６種 ９種 

底生生物等 18種 10種 14種 ４種 

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 

図３－１３ 調査地点ごとの生物確認種数（平成 22 年度） 
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白子川の水質 

BOD75%値 

3.9mg/L 

白子川の水質 

BOD75%値 

3.3mg/L 

白子川の流量 

0.45㎥/s 

白子川の流量 

0.35㎥/s 

施策 12－３： 

 

地下水の 

涵養と 

雨水利用 

の促進 

区内地下水位 ― ― 

湧水調査での湧水地点数 ― ― 

透水性舗装整備面積 5,510㎡ 4,672㎡ 

雨水浸透枡設置台数 

（個人宅） 
29基 ７基 

雨水流出抑制量 

（公共・民間施設） 

新河岸川流域 

における公共施設の 

雨水流出抑制量 

534m3 

新河岸川流域 

における公共施設の 

雨水流出抑制量 

524m3 

石神井川流域 

における公共施設の 

雨水流出抑制量 

105m3 

石神井川流域 

における公共施設の 

雨水流出抑制量 

15m3 

新河岸川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

47m3 

新河岸川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

30m3 

石神井川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

4m3 

石神井川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

17m3 

新河岸川流域 

における民間施設の 

雨水流出抑制量 

4,606m3 

新河岸川流域 

における民間施設の 

雨水流出抑制量 

3,747m3 

石神井川流域 

における民間施設の 

雨水流出抑制量 

901m3 

石神井川流域 

における民間施設の 

雨水流出抑制量 

1,147m3 

新河岸川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

104m3 

新河岸川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

152m3 

石神井川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量 

20m3 

石神井川流域 

における透水性舗装の 

雨水流出抑制量                  

40m3 

湧水保全地域指定箇所数 ２箇所 ３箇所 
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施策 12―１：中小河川の水環境改善 

区では、河川・池・地下水の水質調査、湧水量の測定や白子川・石神井川の生物調査を

定期的に行っている。水質は比較的安定しており、また、以前より生物種の数が増加して

いる。 

 

施策 12―２：流域単位での河川環境の再生・保全 

区では、隅田川水系浄化対策連絡協議会、白子川流域環境協議会、石神井川流域環境協

議会などに参加している。河川を行政区分ではなく流域として捕らえ、流域自治体と協議

会を作り、相互に協力し合い、河川環境の向上と改善を目指している。総合水質調査、講

演会、情報収集、汚濁対策の研究、報告書や散策マップの作成などを行っており、以前よ

り水質は改善してきている。 

また、藪化、不法投棄や不法構造物等の誘発を回避し、強風・豪雤発生時の倒木による

下流域への被害を防ぐため、国・区・地域住民の協働により、巡回、清掃、樹木調査や樹

木伐採を行っている。このほか、ボランティア団体と協働で、外来種の伐採などを行い、

荒川河川敷の生物生態園や自然地を適正に維持管理し、水環境を保全している。 

 

施策 12―３：地下水の涵養と雤水利用の促進 

区では、地下水の涵養のため、雤水が浸透する透水性舗装の整備を行っているが、総合

治水対策による計画目標を達成しており、着実に整備を進めている。 

また、雤水貯留槽等の購入費に対する助成や、区負担による私有地への雤水浸透ますの

設置を行っている。 

このほか、「東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例」5に基づき井戸利用者に対し、

揚水量を規制したり年間の地下水揚水量を報告を求めることで、地下水及び湧水の保全を

図っている。 

さらに、公園の新設・改修時に浸透桝や浸透管を設置したり、公共施設や大規模民間施

設に対し、雤水流出抑制施設の設置を指導している。 

 

3）評価及び課題と方向性 

河川の水質は安定してきている。 

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。 

また、地下水の涵養のための施策も、区の取組み、規制的なもの、インセンティブを与え

るものなど幅広く行っており、引き続き、これらの取組みを続けていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 地下水及び湧水の保全を図り、地盤沈下等の公害を防止し、区民の良好な生活環境を確保することを目的

として、平成 19年４月１日に施行された。 
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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減尐したが、環境イベントなどへの参加者数は増加

した。 

 

 

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 平成 22年度 

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 

講座・教室参加者数 

10,087人 

講座・教室参加者数 

9,594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 

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 

参加者数（嵐山交流） 

196人 

参加者数（嵐山交流） 

159人 

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 

延べ参加者数  246人 延べ参加者数   259人 

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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エコポリスセンター 

講座・教室開催回数、 

参加者数 

講座・教室開催回数 

196回 

講座・教室開催回数 

205回 

講座・教室参加者数 

10,087人 

講座・教室参加者数 

9,594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） 

派遣人数   283人 

環境学習講師（職員） 

派遣人数    255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（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） 

実施参加者人数 

7,489人 

環境学習（出前） 

実施参加者人数 

6,952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 

参加者数     191人 

保育士及び教職員研修 

参加者数     176人 

プログラムバンク 

利用学校数 
51校 52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） 

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 

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（年末） 

169団体 

活動団体数（年末） 

244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（年末） 

9,531人 

活動参加者数（年末） 

15,057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 

ポイ捨て防止啓発用 

看板配布数  195枚 

ポイ捨て防止啓発用 

看板配布数  157枚 

ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ポイ捨て防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
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実施回数      1回 実施回数      1回 

環境美化区内統一行動 

実施数（年間）    ３回 

環境美化区内統一行動 

実施数（年間）    ３回 

 

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 

区では、学校やエコポリスセンターなどでの環境学習事業を行う際の講師や支援スタッ

フを育成するため、学校教員環境研修、保育士環境研修、一般向けのリーダー養成講座・

マスター講座を実施しており、毎年多くの方に受講していただいている。一部の事業の実

施にあたっては、区民ボランティア等と協働している。 

平成 21年３月には、東京家政大学と「環境教育相互支援協定」を締結し、学生に対する

環境教育講座の実施、受講生のエコポリスセンター事業への受け入れを行っている。区内

外の大学からもインターンシップとして、環境教育事業の補助などを体験してもらい、若

い世代が、将来、環境保全行動を行うきっかけづくりをしている。 

環境教育に対する知識や経験の尐ない指導者でも、すぐに利用できるよう具体的で体験

的な活用しやすいプログラムを冊子やホームページ上で提供している。 

こどもを対象としたものでは、区内で環境活動を行うグループや団体を増やすため、環

境活動の第一歩にもなる、こどもエコクラブ同士6の交流会、こどもエコクラブへの出前講

座などの支援事業を行っている。このほか、区内小学５年生全員を対象に、冊子エコチャ

レンジを配布し、回答は、エコポリスセンターに返信され、優秀者には表彰する仕組みを

作っている。 

 

施策 13―２：学校を拠点とした環境教育の推進 

区では、小中学校で行われる環境教育の際に、エコポリスセンター職員、区民ボランテ

ィア等の派遣などを行っており、毎年、多くの要望がある。教員に対しては、区民ボラン

ティアとの協働による環境研修を実施しており、環境教育の人材の育成にも努めている。 

環境教育を支えるものとしては、ESD7の一環として、区内保育所・幼稚園及び小中学校

までの 11年間、系統的な保幼小中一貫の環境教育カリキュラムを策定しており、人間と自

然社会との関わりやつながりや、区内の歴史・文化遺産についての意識付けを、テキスト

「未来へ」を使用して行っている。 

 

施策 13―３：団体や企業等との協働による環境教育の推進 

環境活動団体が環境活動を発表する場として、毎年、「板橋環境会議（区民、事業者参加）」

との協働による環境なんでも見本市や、区内の環境団体が集まった「いたばしまちの環境

発表会」等を開催し、情報提供や情報交換の場としている。 

大学との協働については、東京家政大学と平成 21年３月に「環境教育相互支援協定」を

締結し、学生に対する環境教育講座の実施や、受講学生のエコポリスセンター事業への受

け入れを行っている。淑徳短期大学祭に、環境ブースを区民ボランティアや環境活動団体

と協働して出展し、若い世代が環境保全行動を行うきっかけづくりを行っている。 

このほか、区内の主要民間団体代表、環境活動を実践している団体の代表等で構成され

る「エコポリス板橋環境行動会議」があり、クリーン作戦等の統一行動を行っている。ク

                                                   
6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。 
7「持続可能な開発のための教育」（Education for Sustainable Development）の略称。「わが国における「ESD

の 10年」実施計画」では、ESDを「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、行動を変革するための教育」と定義している。 
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リーン作戦の参加者は増加しており、区民の環境に対する意識が高くなってきていると思

われる。 

 

施策 13―４：地域の環境美化活動の推進 

環境美化活動の推進のために、ホームページ上で周知するなどして、ポイ捨てや車のア

イドリング防止の看板などを配布しており、地域の環境美化啓発を行っている。 

また、区民や事業者等と協働して、板橋クリーン作戦やポイ捨て防止キャンペーンを行

っている。参加団体数及び参加者数が増加しており、２万人以上が参加している。このほ

か、喫煙マナーアップ推進員（後述）や警察署員の協力を得て、駅頭キャンペーンとして

喫煙マナー啓発のキャンペーンを行っている。 

区では、「エコポリス板橋クリーン条例」8で「路上禁煙地区」を指定し、路上喫煙行為

及び吸い殻を捨てる行為を禁止しており、定期的に巡回パトロール指導員を配置している。

このほか、歩きたばこ等迷惑喫煙を防止するための啓発活動や、吸い殻等散乱ごみの清掃

活動を担う「喫煙マナーアップ推進員制度」9を設けており、参加者が増加している。 

 

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小中学校への環境学習の講師派遣人数は減尐したが、環境イベン

トなどの参加者数は増加しており、今後も引き続きこのような取組みを続けていく。 

 

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 19年度に区民に対して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。 

 

 

 

                                                   
8 区民等の美化意識の醸成や自主的な美化活動の展開を図り、ごみの散乱や生活環境を損なうさまざまな行為

を防止すするとともに、まちの環境美化を推進するため、平成 10年度に施行された。 
9吸い殻等のポイ捨てや歩きたばこ等迷惑喫煙の防止を図り、清潔で快適な生活環境の確保を図るため、平成

17年度に制定された「板橋区喫煙マナーアップ推進員設置要綱」に基づくもので、迷惑喫煙の防止のための

啓発活動、散乱ごみの清掃活動、区が実施するキャンペーン活動への参加などを行う。 

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 平成 22年度 

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 

小中学校 

76箇所 

小中学校 

76箇所 

商店 

0箇所 

商店 

0箇所 

企業 

0箇所 

企業 

4箇所 

広報における 

環境関連記事掲載数 
149件 180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 

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 

講座・教室開催回数 

196回 

講座・教室開催回数 

205回 

講座・教室参加者数 

10,087人 

講座・教室参加者数 

9,594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 

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 

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 

 

施策 14―１：様々な媒体による環境情報の提供 

区では、毎年、環境白書を発行し、本計画の進捗状況の報告を行い、区民や事業者の環

境行動を促進するような情報提供を行っている。奇数年の作成にあたっては、編集会議（区

民、事業者、学識経験者）を経て作成しており、各委員の意見を反映したものを作成して

いる。 

また、事業者向けの環境管理ニュースや環境管理の発行、環境マネジメントシステム実

施結果報告書の発行、環境への取組み・清掃リサイクル・緑化情報などの広報いたばしへ
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の環境情報の掲載を行っている。 

このほか、エコポリスセンターの事業を分かりやすくタイムリーに紹介するエコポリセ

ンターニュース「エコポ」や小学５年生向けの「エコチャレンジ」の作成、板橋区の大気

情報や環境・野鳥・昆虫観察ハンドブックのホームページによる情報提供、かんきょう観

察員によるかんきょう観察報告書や環境観察マップの情報提供を行っている。 

 

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では、環境情報の発信拠点として、エコポリスセンターの事業だけ

でなく、熱帯環境植物館やホタル生態環境館の事業を、ホームページやエコポリスセンタ

ー「エコポ」により、タイムリーに情報提供している。 

 

施策 14―３：様々なイベント等を活用した環境情報の提供 

区では、「板橋環境会議」、「地球温暖化防止活動推進協議会」との協働により、エコライ

フフェア、環境なんでも見本市を実施しているが、毎年、多くの環境活動団体や個人が発

表の場を活用して情報提供・情報交換をしている。 

また、区民祭りや農業まつりに関係各課が出展し、情報提供を行っている。 

このほか、緑に親しみ、緑化に対する関心を高めてもらうために、区民や事業者と協働

で、赤塚植物園にてグリーンフェスタを開催しており、より多く区民等が集まる場で、効

率的に情報提供を行った。 

 

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 

区で作成した「環境白書」、「エコポ」、「エコチャレンジ」、「環境管理」や「環境管理ニ

ュース」などを、区のホームページで掲載し、幅広く閲覧できるようにしている。また、

小学５年生に「エコチャレンジ」、「エコポ」は年２回、全ての小・中学校の全児童・全生

徒に配布している。 

また、標語・ポスターを募集するためのポスター、エコライフフェア、環境月間、３Ｒ

推進月間や地球温暖化防止月間などのイベントポスターを配布している。 

このほか、事業者に対しては、板橋環境管理研究会（事務局：板橋産業連合会）と連携

して、研究会会員等に対して公害防止・環境保全・環境マネジメントシステム等に関する

情報を、「環境管理」「環境管理ニュース」を通じて提供している。 

 

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。 

エコポリスセンターのホームページには、各種の環境情報が充実しているが、アクセス件

数が減尐している。平成 24 年度以降は、指定管理制度を導入し、民間事業者のノウハウを

生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。 
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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。 

 

 

 

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 平成 22年度 

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 
８社（累計 114社） ２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） 

エコアクション 21 

認証取得事業者数 
９社（累計 17社） 11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 

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 

区のグリーン購入割合 91.8% 93.7% 

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 

供給学校数 

76校 

供給学校数 

76校 

 

施策 15―１：環境マネジメントシステム導入の促進 

区では、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」の普及啓発

を行っている。板橋環境管理研究会や業界団体への説明会を行ったり、事業者から毎年度

エコレポート（報告書）の提出があり、これを基に事業目的達成に向けての意見交換を行

っている。しかしながら、参加事業所の数は計画値を大幅に下回っている。 

環境マネジメントシステム導入を側面的に支援するため、環境マネジメントシステムを

構築・維持する事業所を主な対象に、環境マネジメントシステム及び環境関連法令の解説

集「環境関連法律・条例概要解説集」を発行したり、環境マネジメントセミナー（講習会）

を開催している。「環境関連法律・条例概要解説集」は、区外の事業者も購入する等の評価

を得ており、また、環境マネジメントセミナーも毎回ほぼ定員に達する参加者がいて事業

者からの要望も強い。 

環境マネジメントシステム導入へのインセンティブとして、ISO14001 取得、「エコアク

ション 21」認証、「板橋エコアクション」認定事業者に対して工場認可などの手数料を免

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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除している。また、「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している。このほか、区内の中小企業が ISOシリーズ

を取得するに当たり、これに必要な経費の一部の助成を行っている。さらに、板橋区が発

注する総合評価方式による工事の入札において、ISO14001・「エコアクション 21」・「板橋

エコアクション」などの環境マネジメントシステムの導入の有無を、評価の対象の一つと

している。 

 

施策 15―２：環境ビジネスの振興 

区では、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

ットで紹介している。 

また、区内の中小企業による優れた新製品・新技術のうち、環境負荷の軽減等の環境性

が特に認められたものを、「板橋製品技術大賞」の「環境賞」として表彰し、区内企業の開

発力、技術力を広く PRして工業振興を図っている。 

 

施策 15―３：地産地消の推進 

区では、小規模農地等を積極的に活用し、企業的農業経営を確立するため、ハウス施設

等の栽培設備整備における費用助成事業を行っている。 

区内農業者は減尐傾向にあるが、定期的にパイプハウスが作られており、小規模農地の

生産力の増強に貢献している。 

 

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。景気停

滞等による、中小規模事業所における人手不足等も原因の一つと思われる。 

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。 

 

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。 

 
図３－１８ 本計画の進行管理体制 
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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３－18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 平成 22年度 

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） 

区内の環境分野 

NPO法人数 

39団体 

区内の環境分野 

NPO法人数 

40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 

協働プロジェクトの 

参加者・団体数 

参加者数 ８人 参加者数 18人 

団体数 ０団体 団体数 ０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 

他自治体からの視察数 12件 ８件 

 

施策 16―１：まちづくり手法による環境保全の仕組みづくり 

区では、大規模建築物などを建設する際の環境負荷の削減や住民の生活環境の向上のた

めに、環境配慮の規定事項を定めた「板橋区大規模建築物等指導要綱」や、各種条例に基

づき、規制・指導を行っている。 

申請された事業においてほとんどが省エネ法等に沿った計画を作成している。また、提

出された計画案件に対して関係各課と連携して指導を行い、区民や事業者等が自ら緑化や

環境整備事業を行っている。 

 

施策 16―２：パートナーシップのための地域組織づくり 

区内の主要民間団体代表、各地区環境行動委員会代表、環境活動を実践している団体の

代表等で構成される「エコポリス板橋環境行動会議」では、クリーン作戦等の統一行動を

行い、多くの区民及び事業者が参加している。統一行動（特にクリーン作戦）の参加者は

増加しており、区民の環境に対する意識が高くなってきていると思われる。 

また、「板橋環境会議」や「地球温暖化防止活動推進協議会」においても、区民と協働し

た活動を展開している（→P.16「表３－４」、P.42「施策 13－３」、P.45「施策 14－３」参

照）。 

 

施策 16―３：他自治体・国・海外とのパートナーシップの強化 

板橋区は、平成７年より ICLEI10に加盟しており、定期的に会合に出席している。平成 21

                                                   
10国際環境自治体協議会（International Council for Local Environmental Initiatives）のこと。持続可

能な開発を公約した自治体および自治体協会で構成された国際的な連合組織。現在世界 700以上の自治体が

参加している。 
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年度は、ICLEIからの要請により、カナダ国のエドモントン市で開催された世界大会にて、

緑のカーテンの取組みについて発表し、多くの方の関心を得ることができた。平成 22年度

にこの発表を見たマサチューセッツ工科大学の教授が来日し、緑のカーテンを中心とした

板橋区の地球温暖化対策に関してヒアリング・視察を行った。 

 

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 22 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 21年度の取組みについての報告を行った。 

このほか、次にあげる「協働プロジェクト」（→「４．協働プロジェクト」参照）の取組み

を行っており、引き続き様々な主体との関わりを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、具体的な取組みが進められている。特に、「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

者） 
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（参考資料） 

本計画で示している施策は、実際には、様々な事業レベルの取り組みの組み合わせによって実施

されることとなる。それらの中には、現状の取り組みの延長ですぐに実行できるものもあれば、内

容や実施体制などの検討をこれから本格的に始めるものまで様々である。 

本計画では、本計画の策定時点で実施中、あるいは近い将来実施することが確実な取り組みを、

「当面実施する取り組み」として位置づけている。 

 

当面実施する取り組み 担当課（平成 24年３月１日現在） 

短 

期 

目 

標 

１ 

 施策 1-1：省エネ行動の促進 

・各種イベントなどを通じて家庭でのエコチェックシートの普及を図り

ます。 
資源環境部エコポリスセンター 

施策 1-2：省エネ家電の普及 

・統一省エネラベルについて区ホームページやイベントなどで情報提供

を行います。 

資源環境部環境保全課 
・統一省エネラベルに関する講習会を開催します。 

・家電販売店などと連携し、省エネ性能の高い製品に関する情報提供を

行います。 

・電力使用量を可視化するモニター機器の貸し出しを行います。 

施策 1-3：住宅における低炭素化の促進 

・新エネ機器（太陽光発電、太陽熱温水器）や省エネ機器（ガス発電給

湯器、ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器）の助成を行います。 
資源環境部環境保全課 

・省エネ住宅や「次世代省エネルギー基準」に関するホームページでの

情報提供や PR資料の配付を行います。 

・再生可能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

境に配慮した住宅に関する情報をホームページなどで発信します。 
都市整備部住宅政策課 

短 

期 

目 

標 

２ 

施策 2-1：事業所の省エネ行動の促進 

・中小事業者を対象に、ISO14001を取得する際に補助金を交付します。 

産業経済部産業振興課 
・産業融資利用者のうち、ISO14001 取得、エコアクション 21 認証、板

橋エコアクション認定、いたばしエコ・ショップ認定事業者などに対し

て、利子補給割合を 1割加算します。 

・建築主に対して届出が義務付けられる省エネルギー計画書の受付審

査・指導などを行います。 
都市整備部建築指導課 

・板橋環境管理研究会などの団体と連携し、板橋エコアクションに関す

る説明会を開催します。 

資源環境部環境保全課 

・省エネ対策に成功した事業者を表彰します。 

・新エネ機器（太陽光発電、太陽熱温水器）や省エネ機器（ガス発電給

湯器、ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器）の助成を行います。 

・クリーンエネルギー車（ハイブリッド車・天然ガス車・LPガス車・燃

料電池車・電気自動車）やアイドリングストップ車などの導入を啓発し

ます。 

施策 2-2：中小事業者におけるエネルギー対策の普及 

・国や東京都の補助制度を活用するなどし、商店街において集中的に省

エネ対策を行います。 
資源環境部環境保全課 

・自動販売機を省エネ型（エコ・ベンダー）に切り替えるよう事業者に

要請します。 
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・環境管理研究会などの団体が中心となり技術交流会・発表会・見学会・

モデル展示などを開催します。 

施策 2-3：低炭素社会に向けた区の率先行動 

・環境マネジメントシステム（ISO14001）を推進し、区の事務事業によ

り発生する環境負荷を低減します。 
資源環境部環境保全課 

・区施設の改修時などに、太陽光発電設備や省エネ性能の高い照明設備

など、省エネ・新エネ設備の設置・切り替えを行います。 
各担当課 

・森林整備やグリーン電力購入・証書の PRなどによるカーボンオフセッ

トの推進を図ります。 
資源環境部環境保全課 

短 

期 

目 

標 

３ 

施策 3-1：区全体での省エネ行動の普及 

・低炭素社会の構築を推進するため、啓発用展示物の見直しや情報発信

の整備などを行い、機能強化を図ります。 
資源環境部エコポリスセンター 

・毎年 6月の環境月間などにおいて、地球温暖化防止や省エネルギーに

関する PRイベントを行います。 

施策 3-2：パートナーシップによる低炭素社会づくり 

・省エネ対策のための区民や事業者による基金を設立します。 

資源環境部環境保全課 ・エネルギーの地産地消を推進するため、グリーン電力発電所（太陽光・

水力など）設置を検討します。 

・公共施設だけでなく、区民・事業者を含めた町ぐるみで緑のカーテン

の導入を展開するため、コンテストなどを開催します。 
資源環境部エコポリスセンター 

短 

期 

目 

標 

４ 

施策 4-1：家庭ごみの減量の推進 

・区内の小中学校やイベントなどに対してごみ・リサイクルハンドブッ

クを配付します。 

資源環境部清掃リサイクル課 

・区内への転入者に対して転入手続き時にごみ・リサイクルハンドブッ

クを配付します。 

・簡易包装を実施する販売店や商店街をいたばしエコ・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ます。 

・区内の商店街や事業者と協力して簡易包装やマイバッグに関するコー

ナーを店頭に設置します。 

・家庭用生ごみ処理機・コンポスト容器購入の際の助成を行います。 

・町会、自治会、団体、小学校、保育園などに対してごみ・リサイクル・

環境をテーマとする出前講座を実施します。 

資源環境部清掃リサイクル課 

資源環境部板橋東清掃事務所 

資源環境部板橋西清掃事務所 

資源環境部エコポリスセンター 

施策 4-2：家庭ごみの有料化に向けた検討 

・ごみ排出量の状況や 23区の動向などを勘案しながら、家庭ごみの有料

化に向けた具体的検討を進めます。 
資源環境部清掃リサイクル課 

施策 4-3：事業系ごみの減量の推進 

・事業系ごみ処理手数料について定期的に見直しを行い、事業者に対し

適正な費用負担を求めます。 
資源環境部清掃リサイクル課 

短 

期 

目 

標 

５ 

施策 5-1：資源の再利用の推進 

・消費者に対しリターナブルびん商品の購入を普及啓発します。 

資源環境部清掃リサイクル課 
・飲料メーカーに対してリターナブルびんの使用を要請します。 

・販売店に対してリターナブルびん商品の販売を要請します。 

・国に対してデポジット制度の導入を要請します。 
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・エコポリスセンターにてフリーマーケット（えこっぽ祭り）を開催し、

そのほかのフリーマーケットについても Webページにて情報を提供しま

す。 資源環境部エコポリスセンター 

・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

クル工房を運営します。 

施策 5-2：再資源化の推進 

・古紙・びん・缶・ペットボトルの分別回収を行います。 

資源環境部清掃リサイクル課 

・紙パック・廃乾電池・食品用トレイ・プラスチック製ボトル容器の拠

点回収を行います。 

・リサイクルプラザにおいてリサイクル情報の展示や大型家具などの修

理・販売を行います。 

・区内の小中学校で家庭から出るアルミ缶を回収します。 

・ガラスびんをガラスカレットとして再資源化し、舗装用骨材などとし

て再生利用します。 

・従来は埋め立て処理されていた廃プラスチックを、できるだけ再資源

化し、再資源化困難なものは焼却処理し焼却時に生じる熱エネルギーを

回収します。 

・ごみ焼却灰を溶融スラグとして再資源化し舗装材などとして再生利用

します。 
土木部計画課 

施策 5-3：リサイクル製品の利用の促進 

・リサイクル製品を販売する事業者をいたばしエコ・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ます。 
資源環境部清掃リサイクル課 

施策 5-4：事業者における資源リサイクルの促進 

・食品関連業者に対して食品廃棄物の発生抑制やリサイクルの指導・働

きかけを行います。 
資源環境部清掃リサイクル課 

短 

期 

目 

標 

６ 

施策 6-1：ごみ出しルールの遵守 

・集積所における収集職員による排出指導、警告シールなどによる指導

を行います。 

資源環境部清掃リサイクル課 

資源環境部板橋東清掃事務所 

資源環境部板橋西清掃事務所 

・委嘱したリサイクル推進員を対象に研修会を開催します。 資源環境部清掃リサイクル課 

・不法投棄や資源の抜き取り防止のために「板橋安全・安心パトロール」

などを活用し区内パトロールを行います。 

資源環境部清掃リサイクル課 

資源環境部板橋東清掃事務所 

資源環境部板橋西清掃事務所 

・集合住宅建設の際、建築主に対して計画敷地に廃棄物保管場所などを

設置するよう指導します。 
資源環境部清掃リサイクル課 

・町会、自治会、団体、小学校、保育園などに対してごみ・リサイクル・

環境をテーマとする出前講座を行います。 

資源環境部清掃リサイクル課 

資源環境部エコポリスセンター 

・景観向上や分別徹底などのため商店街などを対象に戸別収集を行いま

す。 

資源環境部清掃リサイクル課 

資源環境部板橋東清掃事務所 

資源環境部板橋西清掃事務所 

施策 6-2：適切な収集・処理方法の検討 

・商店街リサイクルやオフィスリサイクルによる古紙回収を事業者に紹

介します。 
資源環境部清掃リサイクル課 

・住民 10世帯以上で構成される集団回収団体に対して報奨金などを支給

します。 
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・資源回収業者に対して回収量に応じた助成金を交付します。 

・ごみを出すことが困難な高齢者や障がい者を対象に戸別収集を行いま

す。 

資源環境部板橋東清掃事務所 

資源環境部板橋西清掃事務所 

資源環境部清掃リサイクル課 

短 

期 

目 

標 

７ 

施策 7-1：低公害車・低炭素車の普及、エコドライブの推進 

・エコドライブに関するキャンペーンや講習会を開催します。 

資源環境部環境保全課 

・ホームページなどで低公害車・低炭素車やアイドリングストップなど

の環境に優しい運転を啓発します。 

・クリーンエネルギー車・アイドリングストップ車の啓発イベントを開

催します。 

・違法駐車防止のための普及啓発を行います。 土木部交通安全課 

施策 7-2：自転車利用の促進 

・自転車など駐車場の整備を行います。 

土木部交通安全課 
・自転車放置禁止区域を指定し、放置自転車の撤去を行います。 

・引き取り手の無い撤去自転車の一部をシルバー人材センターにて修理

し区民に販売します。 

・自転車道の整備を行います。 土木部計画課 

施策 7-3：現存する公共交通への利用転換の促進 

・東京都を含む関係各機関と交通需要マネジメント（TDM）に関する情報

交換を行います。 資源環境部環境保全課 

・公共交通機関や自転車利用の啓発イベントを開催します。 

・コミュニティバス運行の検討を行います。 都市整備部都市計画課 

施策 7-4：大気・騒音等の環境調査の実施 

・道路沿道の大気汚染物質濃度を常時測定します。 

資源環境部環境保全課 

・ハイボリュームサンプラーによる浮遊粒子状物質（SPM）調査および有

害大気汚染物質調査を定期的に行います。 

・酸性雤調査を定期的に行います。 

・自動車騒音を常時測定します。 

・自動車交通公害調査を定期的に行います。 

施策 7-5：沿道対策の推進 

・低騒音舗装の整備を行います。 土木部計画課 

・沿道地区計画において、幹線道路沿道の建物の防音化や緩衝建築物の

誘導を行います。 
都市整備部都市計画課 

・関係機関と連携し、オープンスペース化や土壌を用いた大気浄化実験

など、大和町交差点の大気汚染対策を行います。 
資源環境部環境保全課 

短 

期 

目 

標 

８ 

施策 8-1：事業者による自主的な環境配慮の促進 

・板橋環境管理研究会と協働で研修会を開催し、「環境管理」や「環境

管理ニュース」などの冊子を発行します。 

資源環境部環境保全課 
・環境保全活動に実績のあった事業者などを「板橋区環境保全賞」とし

て表彰します。 

・事業者を対象に騒音・振動測定講習会を開催します。 

・事業者に対して騒音計を貸し出します。 

施策 8-2：法律や条例等による規制・指導 

・公害関係法令に基づき大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、悪臭、土壌

汚染、有害化学物質などの規制・指導を行います。 
資源環境部環境保全課 
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・騒音や振動などの公害に関するリーフレットを配付します。 

・大規模建築物などを建設する際の環境配慮の規定事項を定めた「板橋

区大規模建築物等指導要綱」に基づき、規制・指導を行います。 
都市整備部市街地整備課 

施策 8-3：公害等に関する情報共有の促進 

・区民などからの公害苦情・相談や生活相談へ対応します。 資源環境部環境保全課 

短 

期 

目 

標 

９ 

施策 9-1：建物等からの排熱の低減 

・新エネ機器（太陽光発電、太陽熱温水器）や省エネ機器（ガス発電給

湯器、ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器）の助成を行います。 
資源環境部環境保全課 

施策 9-2：地表面や建物の自然被覆化・高反射率化の促進 

・遮熱性舗装などの整備についての検討を行います。 土木部計画課 

・打ち水大作戦を展開します。 資源環境部エコポリスセンター 

施策 9-3：風の道への配慮 

・ヒートアイランド現象の現状把握を行い、風の道への配慮のあり方に

ついて検討を行います。 
資源環境部環境保全課 

短 

期 

目 

標 

10 

施策 10-1：樹林地・農地の保全 

・緑地・樹木の実態調査を行います。 

土木部みどりと公園課 ・保存樹木などの指定を行い管理経費の一部を助成します。 

・市民緑地制度などを活用し樹林地を保全します。 

・農家から農地を借り受け一般に利用開放します。 
区民文化部赤塚支所 

・農家に委託して育成した苗木を街路樹や公園などに植栽します。 

・生産緑地の指定を推進します。 都市整備部都市計画課 

施策 10-2：緑化の推進 

・公共施設の改修時に植樹、屋上緑化、壁面緑化（緑のカーテン）など

を行います。 
各担当課 

・地区計画などのまちづくり事業と連動して緑化推進地域を指定し、接

道部緑化に対して助成します。 

土木部みどりと公園課 

・民間施設の接道部緑化に関する工事費を助成します。 

・民間施設の屋上緑化に関する工事費を助成します。 

・「板橋区緑化の推進に関する条例」に基づき、敷地面積 300m2 以上の

事業所や住宅団地などにおいて緑化協定の締結により植栽工事費などを

助成します。 

・「板橋区緑化の推進に関する条例」に基づき、敷地面積 350m2以上（公

共施設は 250m2 以上、区施設はすべて）の建築行為に対して、「緑化の

推進に関する条例」に基づく緑化指導による緑化計画書の提出と緑地整

備を義務付けます。 

・大規模建築物などを建設する際の環境配慮の規定事項を定めた「板橋

区大規模建築物等指導要綱」に基づき、緑化を推進します。 
都市整備部市街地整備課 

施策 10-3：パートナーシップによる公園の整備・管理・運営 

・区立公園整備を実施します。 

土木部みどりと公園課 
・公園などの新設に当たりワークショップを開催し住民による計画案を

策定します。 

・地域住民と協働で公園の管理・運営を行います。 

短 

期 

目 

施策 11-1：生きものの観察・調査の実施 

・身近な環境（植物・野鳥など）の観察会を開催します。 
資源環境部エコポリスセンター 

・区民参加による生きもの調査を行います。 
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標 

11 

施策 11-2：身近な自然とのふれあいの促進 

・ホタル生態環境館、熱帯環境植物館など、区内施設や自然地で自然環

境を活用したイベントや環境教育を開催します。 
資源環境部エコポリスセンター 

・赤塚植物園でのグリーンフェスタなどの緑に関するイベントを開催し

ます。 
土木部みどりと公園課 

施策 11-3：農業を通した自然とのふれあいの促進 

・福祉園利用者に対し農業を体験する機会を提供します。 福祉部障がい者福祉課 

・区民に農業を体験してもらう体験農園を設置します。 

区民文化部赤塚支所 ・区内農家で構成される「板橋ふれあい農園会」が実施する「七草がゆ

の集い」などの活動への助成を行います。 

短 

期 

目 

標 

12 

施策 12-1：中小河川の水環境改善 

・河川水質調査を区内の河川および池で定期的に実施します。 

資源環境部環境保全課 

・河川流量調査を定期的に実施します。 

・地下水水質調査を区内の井戸で定期的に実施します。 

・湧水調査を定期的に実施します。 

・魚類・水生生物調査を区内の河川で定期的に実施します。 

施策 12-2：流域単位での河川環境の再生・保全 

・石神井川、白子川、新河岸川に関する流域単位の協議会などへ参加し

合同水質調査や関係機関要望を行います。 
資源環境部環境保全課 

・荒川河川敷の生物生態園や自然地を維持管理します。 土木部みどりと公園課 

施策 12-3：地下水の涵養と雤水利用の促進 

・公道を対象に透水性舗装を整備します。 土木部計画課 

・区内在住者に対し雤水タンクを設置する際に設置費用の半額を助成し

ます。 

資源環境部環境保全課 
・雤水浸透枡を無料設置します。 

・「東京都環境確保条例」および「東京都板橋区地下水および湧水を保

全する条例」に基づき地下水揚水量を規制します。 

・板橋区における水循環の保全に係る計画策定の検討を進めます。 

・公共施設における雤水流出抑制施設を設置します。 各担当課 

・500m2以上の土地に建築物を建設、あるいは 20 台以上の駐車場を建設

する場合、建築主に対して雤水浸透施設の設置を指導します。 

都市整備部都市計画課 

資源環境部環境保全課 

短 

期 

目 

標 

13 

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 

・学校での自然観察指導など、様々な環境教育の場での講師や支援スタ

ッフを育成するための指導者養成事業を行います。 

資源環境部エコポリスセンター 

・環境省が実施するこどもエコクラブへの参加を支援します。 

・環境教育に関する人材や環境学習プログラムなどの情報を一体的に提

供するプログラムバンクを充実します。 

・区内学生のインターンシップや海外からの研修生を受け入れます。 

・「エコチャレンジ」などの環境副読本を区内小学校へ配付します。 

施策 13-2：学校を拠点とした環境教育の推進 

・小中学校の総合学習で環境教育や講師派遣を行います。 
資源環境部エコポリスセンター 

・教職員を対象に環境教育を実施します。 

・区内の歴史・文化遺産をまとめたマップを環境教育へ活用します。 

教育委員会指導室 ・「板橋区環境教育カリキュラム」の実践検証とカリキュラムの改訂を

行います。 
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施策 13-3：団体や企業等との協働による環境教育の推進 

・環境関連の活動団体に対して環境学習事業（環境なんでも見本市、い

たばしまちの環境発表会）への参加支援を行います。 
資源環境部エコポリスセンター 

・区内の大学と連携し協働講座の開設や大学祭への参加出展などを行い

ます。 

・エコポリス板橋環境行動会議の取り組み（クリーン作戦・啓発キャン

ペーン・講演会・シンポジウムなど）を支援します。 
資源環境部環境保全課 

施策 13-4：地域の環境美化活動の推進 

・環境美化啓発用物品（看板など）を配付します。 

資源環境部環境保全課 

・駅頭キャンペーン・板橋クリーン作戦・ポイ捨て防止キャンペーンを

実施します。 

・路上禁煙地区を指定し巡回パトロールを行います。 

・吸い殻のポイ捨てや歩きたばこなどの迷惑喫煙の防止活動を担う喫煙

マナーアップ推進員制度を運用します。 

短 

期 

目 

標 

14 

施策 14-1：様々な媒体による環境情報の提供 

・板橋区環境白書や環境基本計画などにより詳細な環境情報を提供しま

す。 
資源環境部環境保全課 

・「広報いたばし」や「エコポ」を始めとする情報媒体などにより環境

情報を提供します。 各担当課 

・区ホームページにより環境情報を提供します。 

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、熱帯環境植物館、ホタル生態環境館で開催され

るイベント・講座などを通じた環境情報発信を行います。 資源環境部エコポリスセンター 

・エコポリスセンターのホームページで様々な環境情報発信を行います。 

施策 14-3：様々なイベント等を活用した環境情報の提供 

・環境関連イベントのほか、区民まつりなどの比較的規模の大きいイベ

ントを通じて環境情報を提供します 
各担当課 

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 

・区内の小中学校に対して環境情報を記載した冊子などを配付します。 資源環境部エコポリスセンター 

・企業や商店街に対して環境情報を記載した冊子などを配付します。 資源環境部環境保全課 

短 

期 

目 

標 

15 

施策 15-1：環境マネジメントシステム導入の促進 

・環境管理研究会などの団体と連携し事業者に対する板橋エコアクショ

ンに関する説明会を開催します。 

資源環境部環境保全課 

・事業者に対して板橋エコアクションに関するパンフレットを配付しま

す。 

・事業者の環境影響評価診断などについて協力します。 

・環境マネジメントシステム構築に関するマニュアルや環境関連の法

律・条例の解説集を配付します。 

・ISO14001 取得、エコアクション 21 認証、板橋エコアクション認定事

業者に対して工場認可などの手数料を免除します。 

・中小事業者を対象に ISO14001を取得する際に補助金を交付します。 

産業経済部産業振興課 
・産業融資利用者のうち、ISO14001 取得、エコアクション 21 認証、板

橋エコアクション認定、いたばしエコ・ショップ認定事業者などに対し

て、利子補給割合を 1割加算します。 

・ISO14001・エコアクション 21・板橋エコアクションなどの環境マネジ 総務部契約管財課 
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メントシステムを導入している事業者を、区の調達・契約の際に優遇す

る制度を検討します。 

施策 15-2：環境ビジネスの振興 

・いたばしエコ・ショップ制度を消費者や事業者に周知します。 
資源環境部清掃リサイクル課 

・事業者に対してグリーン購入を働きかけていきます。 

・中小事業者の優れた製品・技術を表彰する板橋製品技術大賞において、

環境負荷の低減効果が優れたものに対し環境賞を授与します。 
産業経済部産業活性化推進室 

・環境保全活動に実績のあった事業者などを「板橋区環境保全賞」とし

て表彰します。 
資源環境部環境保全課 

施策 15-3：地産地消の推進 

・意欲ある営農グループによる地産地消の取り組みや地元産農産物の安

定供給につながる取り組みに対し補助金を交付します。 
区民文化部赤塚支所 

短 

期 

目 

標 

16 

施策 16-1：まちづくり手法による環境保全の仕組みづくり 

・大規模建築物などを建設する際の環境配慮の規定事項を定めた「板橋

区大規模建築物等指導要綱」を活用し環境に配慮した建設事業を推進し

ます。 

都市整備部市街地整備課 

施策 16-2：パートナーシップのための地域組織づくり 

・区内各地区の代表者から構成されるエコポリス板橋環境行動会議と連

携し環境保全活動を行います。 
資源環境部環境保全課 

施策 16-3：他自治体・国・海外とのパートナーシップの強化 

・国際的な環境ネットワークである ICLEIに区として参加し、得られた

情報を区民や事業者へ提供します。 
資源環境部環境保全課 

・放置自転車を区内中学生のボランティア活動によりリサイクル自転車

として再生し、交流のあるモンゴル国に譲渡します。 
区民文化部文化・国際交流課 

 




