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１ 平成２７年度板橋区資源環境部組織

図・組織表

２ 事業所の｢緑のカーテン｣を支援します

３ 第１４回環境なんでも見本市 出展企業

募集

４ 平成２６年度いたばし・まちの環境発表

会 報告

平成２７年度の資源環境部の組織図・組織表を下記のとおりお知らせします。本年度も多様化す

る環境問題に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。

資源環境部長

山崎 智通

環境課長事務取扱 環境戦略担当課長 清掃リサイクル課長

(参事) 井上 正三 宮村 宏哉 長谷川 聖司

板橋東清掃事務所長 板橋西清掃事務所長

藤田 典男 榎本 一郎

課 係 業務内容

環
境
課

管理係

03-3579-2591

部内及び課内の庶務事務、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・資源環境審議会に関すること

公害指導係

03-3579-2594

公害防止関係法令に基づく申請・届出、公害に係る相談・処理、工場等の監視・規制・

指導・緊急時の措置、公害防止管理者の指導・育成、電波障害・土壌汚染に関すること

環境調査係

03-3579-2593

公害に関する資料の収集・管理、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、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、カラス対策に関すること

環境美化担当係

03-3579-2597

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・エ

コポリス板橋地区環境行動委員会に関すること

環
境
戦
略

担
当
課

環境政策グループ

03-3579-2622

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、環境基本計画

の推進、環境マネジメントシステム制度、温室効果ガス削減、事業者への環境啓発、区

役所の緑のカーテン普及・啓発に関すること

環境協働グループ

03-3579-2233

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

に関すること

清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

管理係

03-3579-2217

課の庶務事務・有料ごみ処理券、東京二十三区清掃一部事務組合・清掃協議会・板橋

清掃工場・清掃事務所との連絡調整、清掃事務所技能系職員の人事及び労務・安全衛

生に関すること

計画調整係

03-3579-2218

一般廃棄物処理基本計画、廃棄物処理実施計画、作業基準・作業能率の改善、収集

運搬作業の相談・苦情処理、一般廃棄物処理業の許可、浄化槽の助成に関すること

ごみ減量係

03-3579-2258

ごみ減量・リサイクルに関する普及啓発、集団回収の支援、使用済小型家電・廃食用

油・古着等の回収・防鳥ネット貸出・出前講座・リサイクルプラザに関すること

板橋東清掃事務所 03-3969-3721

板橋西清掃事務所 03-3936-7441
ごみ・資源・し尿等の収集・排出指導、直営収集車の管理運営等に関すること
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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。

【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っていただきます

【実 施 数】 ２ヶ所 （定数を超えた場合は抽選）

【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

【報告事項】 ・育成記録

※ 定期的に育成状況を記録してください（写真等）。育成終了後にご提出いただき

ます。

・緑のカーテンコンテストへの応募

※ 毎年、９～１０月に募集をしています。是非ご応募ください。

【申込方法】 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、メールまたはFAXに

て、下記までお申し込みください。

【申込期限】 平成２７年５月１５日（金）必着

【申込・問合】 環境戦略担当課 環境協働グループ

電話：3579-2233  FAX：3579-2589  E メール：s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

（左から、アサガオ・ゴーヤー・フウセンカズラ）

事業所の「緑のカーテン」を支援します
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「環境なんでも見本市」は、私たちのまち「板橋」の環境をより良いものにしていこうと、区内でさま

ざまな立場から環境問題に取り組んでいる団体・事業者・学校・行政などが、日頃の環境活動のＰＲ

や相互交流などを行う、区民団体との協働による環境イベントです。

毎年、環境問題に取り組まれている様々な団体が出展されていますので、環境活動の大小に関

わらず、是非ご応募ください。

【開 催 日】 平成２７年６月２７日（土） １３時～１６時、２８日（日） １０時～１６時

【会 場】 板橋区立グリーンホール（板橋区栄町３６－１）

【主 な 内 容】 展示ブース（区内で活動する団体・事業者・学校・行政などのパネルや実物展示、

実演など）、ワークショップ、緑のカーテンおすすめレシピ紹介＆試食会等（予定）

【主 催】 板橋区

【企画 ・運 営】 いたばしエコ活動推進協議会

【出 展 費 用】 無料

【申 込 締 切】 平成２７年５月８日（金）

※会場内での販売行為、署名活動などはできません

    環境戦略担当課 環境協働グループ

    電話：3579－2233  ＦＡＸ：3579－2589

Ｅメール：s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

平成２７年３月１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６組、個人１人、学校１校の口頭発表が

行われ、ホールの展示場では団体２組、学校６校の展示

発表が行われました。

＜ いたばし・まちの環境発表会 プログラム ＞

10：30 発表についての打ち合わせ（地下 1 階視聴覚ホールにて）

11：00 開会の挨拶（館長 藤巻寛太）

11：03 運営部より発表の進行について

平成２６年度いたばし・まちの環境発表会 報告

第１４回環境なんでも見本市 出展企業募集

＜申込み・問合せ先＞
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11：05 団体の発表

①板橋グローブクラブ ～板橋グローブクラブ 平成２６年度活動報告～  

11：25 ②いたばし自然観察会 ～赤塚公園の植物～  

11：40 ③いたばし水辺を楽しむ会 ～荒川河川敷自然地利用部分の公園化にむけて～

12：00 昼休憩（６０分間）

13：00 展示ブースのご紹介

13：10 団体の発表

④板橋区立エコポリスセンター ～エコポリスセンターの活動紹介～

13：25 ⑤板橋区子どもの科学を推進する会

～平成２６年度 活動内容の報告 ―スーパーサイエンス実験教室― ～

13：45 ⑥いたばしエコ活動推進協議会・温暖化防止部会

～大気ＣＯ２濃度（ｐｐｍ）を歩いて測る～

14：05 休憩（１５分）

14：20 個人・学校の発表

⑦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現状～

14：40 ⑧板橋区立高島第一中学校 科学部 ～教室のＣＯ２濃度は安全か？～

15：10 閉会の挨拶

15：30 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
・板橋グローブクラブ
・帝京中学校 化学部
・東京家政大学附属女子中学校 理科部
・東京家政大学附属女子中学校 ビオトープ委員会
・ペット＆アニマル専門学校

「コケ」「木」「テントウムシ」「クマムシ」「クズ」
「水生外来種」（６チーム）

★次回予告

板橋の環境への熱い想いを多くの方々に発表してみませんか？

皆さんの言葉で板橋から地域へ、そして未来へと環境を守る気持ちを伝えていきましょう。

ご応募をお待ちしております。

【発 表 日 】 平成２７年１２月上旬頃を予定

【 場 所 】 エコポリスセンター 地下一階視聴覚ホール

【対 象 者 】 区内にて環境に関する取り組みを行なっている個人、または団体（町会・自治会・学

校・子どもの活動グループ・企業などを含む）

【発表内容】 目的を持ち、楽しく学びながら行われている環境活動であれば、どんなものでも、どん

なかたちでも発表が可能です。発表スタイルは自由ですのでご相談ください。

【 定 員 】 口頭発表：１０組～１５組程度（予定）、展示発表：定員なし

※ 展示発表につきましては、内容や表現方法等を評価対象としたコンテストを同時

開催する予定です。

【 問 合 せ 】 板橋区立エコポリスセンター  電話：5970-5001


