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● 地域に広がる環境ムーブメント
豊島区では、環境に配慮した暮らしをしている区民をはじめ、企業、大学、
商店街、NPOなどのさまざまな主体によって、緑化や太陽光発電、LED照明
導入などの環境配慮行動の実践が広まっています。
環境問題の解決には、このような一人ひとりの取組みが不可欠です。それ
ぞれの取組みが、他の主体と連携・協働することでより大きな動きに発展し
つつあります。

● 次世代を担う子どもたちに向けて
環境問題は、遠い将来の話ではなく、現在の日常生活と密接なかかわりを
持っています。次世代を担う子どもたちがこのことに気づき、学ぶことは、
持続可能な社会を形成していく上で重要なことです。
そのため、区では、区民や地域団体との連携・協働により、子どもを対象
とした環境教育事業を実施しています。また、小中学校においても、社会科
や理科、総合的な学習の時間等において環境教育に取り組む動きが出てきて
います。

第6章　分野横断的な取組み

① 豊島区の現状

清和小学校5年生

池袋本町小学校1年生

児童による「学校の森」の植樹の様子（平成30年6月〜 7月）
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● 「グリーンとしま」再生プロジェクト（資料P.85）
平成 21年度から始まった「グリーンとしま」再生プロジェクトでは、区民、
地域活動団体、企業等からなる実行委員会のもと、今年も様々な緑化活動を
行いました。
　「としまグリーンウェイブ」は、国連生物多様性の10年日本委員会等が主
唱するグリーンウェイブの期間に合わせて、区内での緑化活動を区民等に広
く呼びかけるものです。同プロジェクトを一層進めるため、3月1日から6月
15日までを「としまグリーンウェイブ」期間としています。

▶「いのちの森」「学校の森」
緑豊かな地域の再生と、地域に住む人々を守る「いのちの森」「学校の森」
をつくるため、グリーン大通り、池袋本町電車の見える公園、小学校 4校に
527本の補植を行いました。また、民有地に広げる展開として、「いのちの森」
「学校の森」づくりで植栽している苗を 4,100 本配付しました。

▶誕生記念樹の配付
お子さんの誕生を祝い、健やかな成長を願って、誕生記念樹として「いのち
の森」の苗木を 607本贈りました。新しい命が「いのちの森」の樹木とともに
心豊かに成長することを願い、区内の緑化を推進します。

≪評価・分析≫
　プロジェクト開始から９年が経過し、「10年で10万本」の目標に近づいて
きました。
　「としまグリーンウェイブ2017」では、「グリーンとしま」再生プロジェク
ト実行委員会及び区が実施する講座や育樹活動のほかに、区民等による32の
グループが植樹等の活動を行いました。高密都市の中でみどりを増やすと同
時にみどりに親しむ機会となっています。

≪今後の取組み≫
平成 30年度はプロジェクト 10年目にあたり、「グリーンウェイブ 2018」
を実施するなど 10万本達成を目指します。
プロジェクトの初期に植樹した樹木が成長する一方、都市の中に森を作る
難しさも明らかになってきています。今後は、森をいかに維持していくかが
解決すべき大きな課題となっています。（環境政策課　事業グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

② 施策の実施状況

6（1）多様な主体による連携・協働の推進

2（１）みどりと水の保全・創出とつながりの確保
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● 環境活動推進団体等感謝状贈呈（資料P.85）
豊島区では、地球温暖化防止制
度、環境美化活動、資源リサイクル
運動の各分野において、顕著な功
績があった個人又は団体に対して、
毎年感謝状の贈呈を行っています。
≪評価・分析≫
平成 29年度は 36名・8団体の
方を表彰しました。毎年町会等か
ら推薦されており、表彰制度につ
いて広く周知されています。
≪今後の取組み≫
表彰制度を継続し、日頃の環境活動に対する貢献に感謝の意を表します。

（環境政策課　調整グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

● 環境教育支援プログラム（資料P.85）（用語解説P.89）
　「学校の森」植樹をきっかけに、小中学校にお
ける環境教育の取組みが盛んになっています。
　様々な分野の専門家を派遣し、校庭や地
域の自然観察や、プールにいるヤゴ等の水
生生物の生態を学ぶ授業、世界各国で使わ
れている子ども向けの環境学習教材「キッズ
ISO14000プログラム」による授業など、各
学校の特性に合わせた環境授業を実施して
います。
≪評価・分析≫
環境教育支援は、学校の授業に組み込むこ
とによって学校側が取り組みやすく効果的な方法です。学校における環境教
育に対する具体的支援となっており、教員に対しての環境教育に関する情報
提供の場としても生かされています。
≪今後の取組み≫
今後も小中学校のニーズに合わせて継続して実施します。（環境政策課　事
業グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

6（1）多様な主体による連携・協働の推進

６（２）環境教育・環境学習の推進 1（2）家庭における環境配慮行動の促進

感謝状贈呈式

2（5）多様な主体の連携による持続可能な仕組みづくり

4（4）環境美化に対する取組み 2（3）多様な主体の連携によるごみ減量

支援内容 実　績

環境授業支援校 のべ 21校

環境授業「地域の自然探検」（朝日小学校）
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● としまエコライフフェア（資料P.86）
　「としまエコライフフェア」は、区で行って
いる環境関連イベントの中でも最大規模の
ものです。
地球温暖化対策やエネルギー政策、生物多
様性を視野に入れ、テーマを広げることによ
り、来場者の関心を高め、環境にやさしい行
動を起こす契機となることを目指しました。
また、このフェアを通じて生まれた参加団
体間のコミュニケーションは、フェアに限ら
ず様々な事業を展開する際に大きな効果を
もたらすことが期待されます。

≪評価・分析≫
平成 29年度は、新庁舎センタースクエアでの３回目の開催となりました。
各出展者ともに工夫を凝らした展示やワークショップを展開しました。

≪今後の取組み≫
子どもから大人まで幅広い世代の区民が環境について知り、考える機会に
なる場となっています。今後も引き続き開催していきます。（環境政策課　事
業グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

● 環境情報誌「エコのわ」（資料P.86）
　「エコのわ」は、区が発行する環境情報誌です。「日常生活から地球環境を
見直す」という視点に立ち、環境に配慮した暮らしや、それを実現する方法
などをわかりやすく伝えることにより、区民の生活スタイルの転換を図るこ
とを目的として発行しています。区民や区内の団体に取材を行い、編集して
います。

６（２）環境教育・環境学習の推進

実施日 参加者数

８月5日 523名

実　績

発　行 年2回

部　数 年間31,000部

内　容 「クール・チョイス」
「認証マーク」　ほか
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≪評価・分析≫
平成 29年度は、新しく始まったクール・チョイス推進事業に合わせ、これ
を年間を通したテーマとしました。低炭素型の製品・サービス・ライフスタ
イルを賢く選択していくための活動や認証マークを取り上げ、より具体的な
クール・チョイスアクションを提案しました。

≪今後の取組み≫
今後も、より多くの方に手に取ってもらえるようなテーマを取り上げ、わ
かりやすく見やすい誌面をめざして工夫していきます。（環境政策課　事業グ
ループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

● 環境とリサイクルに関するポスターコンクール（資料P.86）
未来のことを考える人材の育成及び意識
啓発を図ることを目的として、区内に在住・
在学の小・中学生を対象に、環境保全や環境
美化、3R、エコライフ等に関するポスターコ
ンクールを行っています。平成 29 年度は、
633点の応募があり、審査の結果入賞となっ
た 23作品を、庁舎内や豊島清掃工場で展示
しました。

≪評価・分析≫
ポスターのテーマにクール・チョイスを加えました。
また、学校の授業の中でも作品を制作しやすくなるよう、募集開始時期や
作品の大きさを見直したところ、応募数が昨年度の 452 点から 180 点以上
増加しました。

≪今後の取組み≫
ポスター作りは、子どもたちが環境について考える機会となります。より
多くの児童生徒から応募があるように引き続き工夫をしていきます。（環境政
策課　事業グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

６（２）環境教育・環境学習の推進

６（２）環境教育・環境学習の推進

1（2）家庭における環境配慮行動の促進

3（１）リデュース・リユースの促進

庁舎内での入賞作品の展示
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● 環境月間パネル展示
1972 年に開催された国連人間環境
会議を記念して、国連は毎年 6月 5日
を「世界環境デー」と定め、日本ではそ
の日を「環境の日」、6月を「環境月間」
としています。
豊島区では、この「環境月間」に庁舎
内で環境に関わるパネル展示を行って
います。平成 29年度は、本庁舎４階の
まるごとミュージアムで、区民が身近に
取り組めるクール・チョイスアクション例をパネルで紹介し、賛同と実践を
呼びかけました。また、豊島区ホームページへつながるQRコードを掲示し、
その場でも賛同できるようにしました。

≪評価・分析≫
庁舎を訪れた区民等が気楽に接することができる環境啓発の場となってい
ます。より多くの区民の目に触れるよう、今年度は土日も開庁している 4階
に展示しました。

≪今後の取組み≫
引き続き、その時々のテーマに沿ったパネル展示を実施します。（環境政策
課　事業グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

● 「豊島の森」を活用した講座
区庁舎 10 階屋上庭園「豊島の森」
には豊島区の自然が再現されており、
区の植生や生態など自然のしくみを
学びながら憩える場となっています。
この「豊島の森」で、豊島区の自然を
学べる講座を春、夏、秋、冬の４回実
施しました。
講座の時だけでなく、日頃から校
庭や公園など区内のいろいろな場所の植物や生きものに関心をもってもらえ
るよう、オリジナルの観察ノートを作成し、参加者に配布しました。

≪評価・分析≫
かつての豊島区にあった自然を知ると同時に、都会の中にも自然があるこ
とを学ぶことができる場となっています。

６（２）環境教育・環境学習の推進 ２（３）生物多様性についての普及啓発

実施日 内　容 参加者数

5月14日 春の自然観察 18名

7月30日 夏の自然観察 23名

11月26日 秋の自然観察 23名

2月4日 冬の自然観察 27名
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≪今後の取組み≫
引き続き、小学生（3年生以下は保護者同伴）を対象に実施します。（環境政
策課　事業グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

● 池袋西口駅前広場の緑化（モザイカルチャーの設置）（用語解説P.92、P.94）
平成 23年 3月、池袋西口に誕生した
モザイカルチャーは、立体花壇とも言わ
れ、土の少ない都市部における有効な緑
化手法の１つです。
モザイカルチャーを設置することで、
多くの人々が行き交う池袋西口の駅前
から、豊島区の環境緑化への取組みを
PR し、緑化啓発の象徴として、その活
動を推進していきます。
また、地元のNPO法人及び企業と駅
前広場の植物維持管理協定を締結し、地
元の方々をはじめ、池袋警察、立教大学
の学生や企業の方々と協働で、毎週火曜
日のお昼休みに、維持管理作業を行って
います。

≪評価・分析≫
モザイカルチャーを設置後、丸 7年が経過しましたが、ちょボラのみなさ
んの努力により、ほぼ健全な状態を保っています。それは、少しずつでも手入
れを行っている証でもあります。

≪今後の取組み≫
平成 28年度より、維持管理協定の範囲が増加し、活動がより大変になって
います。持続可能な活動にしていくためにも、世代交代や人員確保を含め、区
として幅広く PRを行っていきます。（道路整備課　道路設計グループ）
【関連する環境基本計画の施策の方向】

２（３）生物多様性についての普及啓発

実　績

維持管理作業 52回

モザイカルチャー植替え 4回

花壇植替え 6回

維持管理の様子

6（1）多様な主体による連携・協働の推進

２（1）みどりと水の保全・創出とつながりの確保

１（5）安全・安心で低炭素なまちづくり


