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平成２６年度 板橋区環境課・環境戦略担当課組織
平成２６年度の環境課及び環境戦略担当課の人事をお知らせします。本年度も多様化する環境
問題に取り組んでまいります。
資源環境部
部長
山崎 智通
環境課

環境戦略担当課
課長
宮村 宏哉

参事（環境課長事務取扱）
井上 正三
板橋東清掃事務所
所長
藤田 典男

環
境
課

管理係
係長：三浦 亘
03-3579-2591
公害指導係
係長:上野 邦夫
03-3579-2594
環境調査係
係長:江原 三智雄
03-3579-2593
環境美化担当係
係長:宮内 和弘
03-3579-2597
環境都市推進担当係

環
境
戦
略
担
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課

係長:遠藤 宏
03-3579-2622
環境協働推進担当係
係長:福田 匡史
03-5970-5656

清掃リサイクル課
課長
浅賀 俊之
板橋西清掃事務所
所長
長谷川 聖司

部内事務事業の連絡調整、部の予算・決算、公害に関する企画、広報及び調整、エコ
ポリスセンター・熱帯環境植物館・ホタル生態環境館、分析室、資源環境審議会に関す
ること
公害防止関係法令（条例及び規則を含む）に基づく申請・届出、公害に係る相談の処
理、公害発生工場の監視・規制・指導・緊急時の措置、公害防止に係る技術相談、公害
防止管理者の指導・育成、大規模建築物等の指導・電波障害・土壌汚染に関すること
公害に関する資料の収集・管理、大気環境監視システム、環境公害に係る調査・監視、
大気汚染緊急時対策、低公害車の普及・啓発、自動車公害対策、東京都環境影響評
価条例に基づく基本手続き、河川協議会・水環境保全・地下水の監視、カラス対策、大
和町対策協議会に関すること
まちの美化の普及啓発、まちの美化に係る連絡調整、エコポリス板橋環境行動会議・地
区委員会に関すること

低炭素社会推進に係る計画・事業、環境施策の企画・調査・立案・広報・連絡調整、環
境基本計画の推進、区役所の環境マネジメントシステム、温室効果ガス削減、スマートシ
ティ、区内事業者に対する環境マネジメントシステムの構築・支援等、板橋版環境マネジ
メントシステム制度、事業者への環境啓発・温室効果ガス削減、環境管理研究会との連
絡調整、区役所のみどりのカーテン普及・啓発に関すること
環境協働組織「エコライフネット」の組織化、環境協働団体（個人）との連携・協働・推進、
協働プロジェクト事業、環境教育の推進（基盤整備）、環境教育推進プランの進行管理、
教員環境研修・保育士環境研修の連絡調整に関すること
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経営改善セミナー 参加者募集
中小規模事業所向けの環境の視点に立った経営改善セミナーを実施します。実際に節電・省エ
ネルギー効果が大きかった事業所の事例のほか、国のエネルギー関連支援策や区の支援事業等
をご紹介します。事業所の実情に応じた対策のノウハウの習得や、省エネルギー化・コスト削減に向
けた設備更新等の際の補助制度など、情報収集にお役立てください。
１．日時：５月２３日（金) １４：００～１６：００
２．会場：板橋法人会館３階 会議室（氷川町３９－２）
３．対象：中小規模事業所の代表者及び従業員の方、事業所の支援に携わる方
４．費用：無料
５．定員：５０名
６．申込：①経営改善セミナー申込、②会社名、③所属（役職）・参加者名、④所在地、⑤電話番号・
FAX 番号を明記のうえ、FAX または E メールで環境戦略担当課環境都市推進担当係まで
７．問合せ：環境戦略担当課 環境都市推進担当係
電話：3579-2622 FAX：3579-2589
E メール：s-kankyo@city.itabashi.tokyo.jp

「奇跡のリンゴ」講演会 参加者募集
昨年、映画化された「奇跡のリンゴ」の主人公・木村秋則氏をお招きします。不可能といわれた“無
農薬・無肥料・無除草剤”によるリンゴの自然栽培を成功させた経験から、体にやさしく、自然にやさ
しい自然栽培の重要性についてお話しいただきます。
１．日時：６月２８日（土） 開演１４：３０（９０分講演） ※開場１４：００
２．会場：板橋区立文化会館 小ホール（大山東町５１－１）
３．対象：区内在住・在勤・在学の方
４．費用：無料 （全席指定）
５．定員：３００名（応募多数の場合、区内在住を優先して抽選）
６．申込：６月６日（金）（必着）まで
往復はがきで、①奇跡のリンゴ講演会申込、②住所、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤電話
番号、⑥区内在勤・在学の場合は勤務先（所在地）・学校名、⑦返信用はがきにも住所・氏名
を明記のうえ、「公益社団法人板橋法人会」（〒１７３－００１３ 氷川町３９－２）まで
※手話通訳希望の方は、「手話通訳希望」と明記してください。
７．問合せ：環境戦略担当課 環境都市推進担当係 電話：3579-2622
（主催：板橋区、公益社団法人板橋法人会）
木村秋則氏
家族に農薬被害が出始めたことをきっかけに、自然栽培に
取り組み始める。10 年近い無収穫時期を経験し、不可能とい
われていた無農薬・無肥料・無除草剤のリンゴ栽培を成功さ
せ、「奇跡のリンゴ」と呼ばれる。NHK「プロフェッショナ
ル仕事の流儀」出演を皮切りに、書籍「奇跡のリンゴ」がベ
ストセラーとなり、2013 年に映画化。大反響を巻き起こす。
自然栽培の普及のため、農業指導や講演に精力的に活動して
いる。

いたばし環境管理ニュース ２０１４年５月１日 第３５６号 ＜３頁＞

事業所の緑のカーテン育成を支援します
緑のカーテンを初めてみようと考えている事業所のみなさんにお知らせです。下記の条件を満た
す事業所を対象に緑のカーテンの育成を支援いたします。
１．支援内容

・緑のカーテン育成に必要な資材の提供 （設置規模により上限あり）
・育成相談 （日々の育成は事業者さんで行なっていただきます）
２．実 施 数 ２ヶ所 （定数を超えた場合は抽選）
３．対
象 ・区内の事業所であること ・設置場所が区内であること
・育成が初めてであること（過去に取り組んだ経験のある方は対象にはなりません）
４．報告事項 ・定期的な育成記録（写真等）
・緑のカーテンコンテストへの応募（９～１０月募集予定）
５．申
込 ５月１５日（木）（必着）まで
①事業所の緑のカーテン支援希望、②事業所名称、
③事業所所在地、④設置場所の所在地、⑤電話番号、
⑥担当者名を明記のうえ、FAX または E メールで環境
戦略担当課環境協働推進担当係まで
６．問合せ 環境戦略担当課 環境協働推進担当係
電話：5970-5656 FAX： 5970-3426 E メール：s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

第１３回環境なんでも見本市 開催
区民の環境意識の向上や、区内でそれぞれの立場から環境問題に取り組まれている企業、団体、
学校などの情報発信や相互の交流の場として毎年開催している『環境なんでも見本市』は、例年２
月に実施していましたが、今年度は６月の環境月間に合わせて実施する運びとなりました。
是非、ご来場ください。※出展の申し込みについては、お早めにお問い合わせください。
１．開催日：６月２１日（土）１３：００～１８：００、２２日（日）１０：００～１６：００
※２１日（土）１８：００～ キャンドルナイト in いたばし
２．会場：板橋区立エコポリスセンター
３．内容：展示ブース（主に区内で活動する団体、事業者、学校などによるパネルや実物展示、実演
など）、環境講演会、緑のカーテン収穫物のおすすめレシピ紹介＆試食会、環境ワークシ
ョップ（体験コーナー）、子ども向けイベント、クイズラリー等
出展者説明会は
５月１３日（火）
15：30～、18：30～
詳しくは、下記事務局へ
お問い合わせください。

＜昨年度 環境なんでも見本市 概要＞
・出展団体数：５４団体（内、企業１９社）
・出展ブース：１ブースはパネル 1 枚(幅 1800×奥 1200）とテーブル 1 脚(幅 1500×高 600)
・来場者数：３，４９３人
【問合せ】
いたばしエコ活動推進協議会事務局（環境戦略担当課 環境協働推進担当係）電話：5970-5656
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いたばし・まちの環境発表会 報告
平成２６年３月２日（日）に区立エコポリスセンター視
聴覚ホールにて、「いたばし・まちの環境発表会」を開
催いたしました。
板橋の環境を守る活動や研究、生態系の調査や保
全といったフィールドワークを行なっている区民の団体・
個人・学校の皆さまに、日頃の活動を発表していただき
ました。今年度は団体４組、個人１人、学校２校の口頭
発表が行われ、ホールの展示場では団体１組、学校２
校の展示発表が行われました。

10：30
11：00
11：05
11：10

12：10
13：30
13：40

14：20
14：30

15：10
15：15
15：45

＜ いたばし・まちの環境発表会 プログラム ＞
発表についての最終確認（地下 1 階視聴覚ホールにて）
開会のご挨拶
運営部より本日の進行について
団体の発表
①いたばしエコ活動推進協議会・温暖化防止部会
～いたばしエコ活動推進協議会・温暖化防止部会活動報告～
②いたばしエコ活動推進協議会・温暖化防止普及部会・CO2 見える化プロジェクト
～植物による CO2 吸収量の季節変化～
③いたばしエコ活動推進協議会環境啓発部会～いたばし環境カルタについて～
昼休憩（80 分間）
展示ブースの紹介
団体・個人の発表
④板橋区子どもの科学を推進する会
～板橋区こどもスーパーサイエンス実験教室(活動内容)～
⑤立川 賢一・平田 晃 ～板橋区内居住地における空間放射線量の推移～
休憩（10 分）
学校の発表
⑥板橋区立高島第一中学校 科学部～南極の太陽の下で野菜を作ろう！～
⑦板橋区立板橋第二小学校～ぼくたち・わたしたちの環境活動～
閉会のご挨拶
閉会
発表者意見交換会

◯展示
・いたばしエコ活動推進協議会環境啓発部会
・板橋区立高島第一中学校 科学部
・板橋区立板橋第二小学校
【問合せ】 板橋区立エコポリスセンター

電話：5970-5001

