
第２章  区内の環境活動

１ 区立小・中・特別支援学校での環境学習

学校で行う環境教育は、生涯を通じた環境学習の基礎となります。区内の小・中・特別支援学校では、総
合的な学習の時間等を利用して、環境への様々な取組が行われています。「みどりのカーテン」を全 40 校で
取り組んでいるほか、各校が創意工夫を凝らした特色のある取組を行っていますので、その一部を紹介しま
す。

＜津久戸小学校＞                      

本校では、年間を通して多くの地域団体や近隣の企業の協力を得て、様々な環境学習に取り組んでいます。
2 年生は、近隣企業の方から化石燃料の使用状況から学びを広げ、エコバックを一緒に作成しました。4

年生は、近隣企業の方たちとともに、地域の清掃活動「ごみゼロ運動」を長年行うとともに、企業の環境へ
の取組を見学・体験する機会も得られているのが特色です。（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止）食品ロスやごみを減らすことの大切さ、リサイクルの重要さを実感できる学びとなってい
ます。学習後、給食で「食べ残しを減らそう」と声をかけたり、いろいろなリサイクル活用法を発信したり
と、自分たちの身の回りの生活の中でできる活動を継続しようと努める姿が見られています。
総合的な学習の時間では、江戸東京野菜を守り、広める活動に取り組む方々を講師に迎え、地域の伝統を

継承するために、自分たちができることを考え活動しました。

＜江戸川小学校＞

本校の１年生から３年生は地域協働学校環境支援部と協働して、学校の敷地内に草花や野菜を植えたり、
水やりをしたりするなど様々な活動に取り組んでいます。4 年生は「みどりのカーテン」づくり、5 年生は
米作りなど各学年栽培活動を行っています。また、4 年生以上の学年は、新宿区の「みどりの小道」環境日
記に全員が取り組んでいます。
夏季休業期間中は、環境支援部の皆さんを中心に児童や保護者の方々が水やり当番を行っています。おか

げで本校の敷地内には、季節に合った草花がいつも咲いています。「命あるものを大切にして、みんなが一
緒に環境を守っていこう。」という視点から、全校で環境教育を推進していきたいと思います。

ごみ収集車の見学近隣企業による環境学習 内藤とうがらしを広める学習
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＜市谷小学校＞

本校では、児童自身ができる取組として、例年、全校による地域清掃「ごみ
ゼロ運動」を行い、地域の美化に努めています。（令和３年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止）また、飼育・栽培委員会が地域・保護者の
方々による「みどりのボランティア」と協働し、「東京ふれあいロード・プロ
グラム」の一環として学校の敷地内や大久保通りに草花を植えたり、水やりを
したりなどの取組を継続して行っています。総合的な学習の時間では、5 年生
を中心に地球温暖化等の環境問題について学習しています。
また 4 年生による「みどりのカーテン」づくり、第二校庭のビオトープを活

用した理科の授業等、様々な取組を通して、子どもたちの環境に対する意識の
向上や実践力の育成を図っています。

＜愛日小学校＞

校舎屋上フェンスや校庭のフェンスの一部をツルレイシやゴーヤーで覆う
「みどりのカーテン」活動を、毎年 4 年生が実施しています。真夏へ向けて自
然のすだれができあがるのを楽しみにしています。
水やりも欠かさずに頑張っています。また、成長をしっかり記録して、理科

の学習とも関連させながら、食物の育ちを見守っています。緑の環境づくりの
方法として、自分たちでできることに、無理なく取り組むことを目標としてい
ます。
夏の暑い時期、緑の影は実際に気温が１～２度下がります。季節感を味わい

ながら環境に優しい涼の取り方について考えています。

＜早稲田小学校＞

本校では、例年 5 月 30 日に全校児童で「ごみゼロデー」奉仕活動を
通して、地域の美化に取り組んでいます。（令和３年度は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中止）
また、4 年生が年間を通じて環境学習を実施しています。
1 学期は「みどりのカーテン」としてゴーヤーの栽培を行い、水道に

ついての学習を通して、節電や節水の意識を高めました。
2 学期は、自分たちで調べた３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク

ル）の中から、学校や家庭でできるエコ活動を実践しました。
また、「みどりの小道」環境日記を活用して、家庭でも環境学習を意識していただくよう呼びかけていま

す。
今後も友達や家族と環境問題について話し合い、自分が取り組みたいことを意識させていきます。
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＜鶴巻小学校＞                        

本校では、「みどりの小道」環境日記をはじめ、環境にかかわる学習に体験を重視して取り組んでいます。
その中から、屋上田んぼ、神田川ミニ水族館、ビオトープを活用した活動を紹介します。

4 年生では、神田川の概要や生き物について学び、神田川に生息している生き物を調べます。校庭の「神
田川ミニ水族館」では、中流に生息しているギンブナ、ドジョウ、スジエビなどを育てています。

5 年生では、屋上田んぼを活用して、雑草取りから始め、田起こし、代掻き、田植え、水の管理、収穫、
縄ないまで行います。水田に集まる微生物や昆虫、鳥などの生き物の生態系を学び、本来あるべき自然の姿
を捉え、環境を守るために自分たちにできることは何かを考えます
また、屋上のビオトープには、バタフライゾーンがあり、いろいろな蝶が来るように柑橘系の植物を育て

ています。5・6 年生の環境委員が雑草取りや植物の名前や特徴を書いた札作りを行い、全校児童に紹介す
る活動を行っています。ビオトープからの風は爽やかで、子どもたちのお気に入りの場所となっています。

＜牛込仲之小学校＞

毎年、4 年生を中心に環境学習に取り組んでいます。環境についての
科学的な知識や体験、環境のために自分は何ができるかという思考を大
切にすすめています。東京都水道局による出前授業では、日常生活にお
ける水道水の役割や東京水道の未来への取組として、ろ過実験などの体
験を通して環境対策を学びます。
また、「みどりの小道」環境日記も活用し、体験したことや新たな発

見、感じたことなどをまとめています。このように記録をしていくこと
で、より一層環境問題を身近に捉え、今自分たちにできることは何かを考え、実践に繋げていきます。
さらに、地域協働学校運営協議会を通じて、各町会の方々や保護者の皆様と一緒に「クリーンアップ仲之」

という地域清掃活動を行っています。学校周辺や公園・商店街などの清掃・美化を通して、自分たちが生活
する学校やまちを大切にし、愛する気持ちを育てる活動に取り組んでいます。（令和 3 年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、敷地内で児童のみ活動しました。）
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＜富久小学校＞

今年度も、4 年生が中心となって「みどりのカーテン運動」に取り組
み、校舎緑化に貢献しました。理科の学習内容を踏まえ、ゴーヤーの苗
の扱い方や世話の仕方を学んだ後、苗を傷つけないように丁寧にプラン
ターへ移植しました。空に向かって伸びる蔓が上手にネットにつたわる
ようにビニールテープで誘導し、児童が愛情と工夫を注いで育てまし
た。夏にはベランダで立派な「みどりのカーテン」になって校舎壁面を
覆いました。収穫した実を観察したり、学校だよりで地域の方々や保護
者の皆さまにもご紹介したりして、取組への理解を広げています。
また、全校での地域清掃に取り組んでいます。縦割り班で学校の周辺

を歩きながら、6 年生のリーダーシップのもと活動します。皆熱心にご
みを拾い、清潔な環境の心地よさを感じることができました。家庭にお
いても環境活動に取り組む話が聞こえてくるなど、日々の意識の高まり
が感じられます。（令和 3 年度の地域清掃は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止）

＜余丁町小学校＞

学習指導要領に示されている「勤労生産・奉仕的行事」として社会奉
仕の精神を養うとともに、清掃活動を通して、自分の住む地域の環境美
化に貢献することにより地域に対する関心を高め、一層の公共心・公徳
心の育成を図りたいと考え、地域清掃に取り組んでいます。清掃場所は、
「学校南側バス停から若松地域センター前」、「余丁町幼稚園東側」で、
毎学期 1 回、実施日を決めて３学年単位で学級ごとに清掃しています。
（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

＜東戸山小学校＞

本校では、都立戸山公園に面した豊かな自然の中で、様々な人材、施設・設備を活用して体験を重視した
学習を進めています。また、環境を学ぶ中で、多様な生き物が生活していることに気付き、よりよい生活と
は何かを追究し、これからの社会で力強く、前向きに生きていく力を育成しています。

（第 1・2 学年）
生活科見学でつかまえたザリガニや、プールでつかまえたヤゴやメダ

カ、校内でつかまえた昆虫や爬虫類など身近な生き物を飼育する活動を
通して、豊かな生態系を支える環境を大切にする意識を高めています。
その際に、自分が最後まで責任をもって飼うにはどうすべきか、ザリ

ガニなどを逃がしてしまったらどうなるかなどについても考えること
で、命を預かる責任の重さや命の大切さを学んでいます。（令和 3 年度
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
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（第 3・4 学年）
学校内にある土手や学校周辺のフィールドワークを通して、自分たち

が住んでいる地域の環境について考え、自然を大切にする気持ちや態度
を養うようにしています。
３年生は、総合的な学習の学習で、自分たちが育てた大豆で豆腐を作っ
たり、みそを作ったりしました。種から育て、観察することを通して、
生き物を育てることの大変さ、植物が生長することの喜びを学んでいま
す。（令和 3 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

（第 5・6 学年）
5 年生は、社会科の学習と関連させて、田おこしから始める米作りを

通して、米の収穫だけではなく水田に集まる様々な生き物にも目を向
け、自分たちの食生活と環境について学んでいます。また、エコギャラ
リー新宿との連携も重視しています。

6 年生は、SDGs について自分の身近な環境問題を学習し、ポスター
にまとめたり、「SDGs すごろく」を作ったりなど、繰り返し学習をでき
るようにしました。
家庭と連携した取組では、3 年生以上の児童が、「みどりの小道」環境日記に取り組み、身のまわりを取

り巻く自然環境に目を向け、気付いたことを日記に書くようにしています。

＜四谷小学校＞

 四谷小学校に統合される前の各校から引き継いでいる「花いっぱい運動」に継続して取り組んでいます。
かつて四谷の街は、ポイ捨てが多かったそうですが、そうした中で四谷のまちをきれいにしようと始まっ

たのが「ごみゼロ運動」です。
毎年必ず、3 年生の子どもたちが、四谷地区協議会と本校のスマイルクラブ（地域・保護者ボランティア）

の協力を得て、協力企業・店舗に色とりどりのパンジーなどを植えたプランターを置かせていただく活動を
します。さらに児童が「ごみゼロ運動」等に参加して、ポイ捨てが減っていることを実感し、美化活動への
関心を高めています。
子どもたちは活動を通して、地域の皆様とコミュニケーションをとりながら、四谷のまちを「花いっぱい」

にし、地域への愛着を深めています。（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「ごみゼロ
運動」は中止） 
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＜四谷第六小学校＞

校庭が全面天然芝です。夏の暑い日差しの中、芝生の上を吹き抜ける風はとてもさわやかです。児童は、
はだしで走ったり、寝転がったりして遊べる校庭が大好きです。地域協働学校環境支援部や六小会、ＰＴＡ
の地域と緑の育成委員の方々が芝刈りなどの手入れをしてくださり、学校・地域で芝生ならではの環境を大
切にしています。また、「みどりのカーテン」や花いっぱい運動などの取組も実施しています。

＜花園小学校＞

毎学期に一度、「クリーンアップ大作戦」と銘打ち、学校周辺を 8 つ
のブロックに分けて縦割り班で地域の清掃活動を行っています。１学期
は、5 月 30 日の「ごみゼロの日」の直前に行い、ごみの削減と地域の環
境美化を考える場としています。
また、毎年、花園町親交会の方々と一緒になって地域を回りながら清

掃活動に取り組み、交流を深めています。（令和 3 年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため児童と教職員で実施しました。）
今後も清掃活動等を通して、地域への愛着と美化意識を高め、自分にできることを考え、実践する態度を

育てていきます。

＜大久保小学校＞

本校では、6 年生が地域の伝統の花である「大久保つつじ」の観察や区・地域の方との保護活動を行い、
自然を守ることの大切さや環境を守るための努力について学んでいます。4 年生は、江戸東京野菜である「内
藤とうがらし」の栽培と「みどりのカーテン」への取組を継続して行っています。３年生は学校の目の前に
ある八雲公園に、地域の方と協力して花を植えています。様々な取組で地域の方々とかかわり、地域の一員
としての認識が深まることをねらいとしています。また、年 2 回、「春のごみゼロ」「秋のごみゼロ」と題し
て、全校児童が地域の方々と一緒に清掃活動に取り組んでいます。（令和３年度の清掃活動は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止）
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＜天神小学校＞

本校では、毎年１１月～１２月頃になると「みんなで働く日」という地域清掃活動を行っています。全校
児童はたてわり班に分かれ、保護者や地域の方と一緒に、「西向天神」「東大久保公園」「文化センター通り」
「正門、校庭」など天神小学校の周辺のごみを拾います。みんなで協力することの大切さを改めて学ぶ機会
とし、いつも利用する通学路や公園の清掃に、地域への感謝の気持ちを込めて取り組んでいます。自分の住
む町がきれいになると、児童はとても晴れやかな顔をしています。
（「みんなと働く日」とは別に、落ち葉が多い時期は各学年で落ち葉拾いもしています。）

＜戸山小学校＞

本校には屋上庭園があり、植物や鳥や虫等、多くの生き物と触れ合うことが出来ます。小さなバッタやカ
マキリも来るようになりました。今後も様々な虫や鳥と触れ合える環境を整えていきます。
また、生活科や総合、理科等の学習で、アサガオ、ヒマワリ、ホウセンカ等のお花や、ミニトマト、枝豆、

きゅうり、オクラ、ピーマン、ナス、大豆、サツマイモ、ジャガイモ等の野菜を栽培し、子どもたちが大切
に育てています。4 年生はツルレイシ（ゴーヤー）を栽培します。夏には「みどりのカーテン」となり校長
室や事務室を涼しくしてくれます。5 年生は藍を栽培し、秋には染め物をしました。
さらに、高学年は地域の伝統の花である大久保つつじの栽培を行い、自然を守ることの大切さや環境を守

るための努力について学んでいます。

＜戸塚第一小学校＞

毎年 12 月、3 年生から 6 年生の児童が校外の様々な場所に分かれ、
地域清掃に取り組んでいます。

3・4 年生は学校の隣にある水稲荷神社の参道、5 年生は天祖神社、6
年生は学校近くの公道等、自分たちが日頃お祭りなどでお世話になった
り、遊びに行かせていただいたりと親しんでいる場所で、感謝の気持ち
を込めてごみを拾います。天祖神社ではその日に合わせ、町会の方もお
掃除を一緒にしてくださり、地域の方への感謝の気持ちも身近に感じら
れるひと時となります。
他にも 4 年生が、ごみの分別方法などを新宿清掃事務所の方に学んだり（令和 3 年度は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止）、栽培委員会がゴーヤーによる「みどりのカーテン」づくりや、江戸東京野
菜「内藤とうがらし」の栽培などに取り組んだりしながら、環境学習を進めています。
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＜戸塚第二小学校＞

本校では、全児童が農業体験活動を行います。
大根、ミニトマト、ナス、じゃがいも、早稲田ミョウガ、内藤とうがらしなどの江戸東京野菜、「みどり

のカーテン」として取り組むゴーヤーなど、多種多様な作物を育てています。土づくりから始まり、種まき、
苗植え、水やり、観察等、活動は多岐にわたります。収穫する日を楽しみにしながら、「戸二農園」に足を
運ぶ子どもたちの姿が多く見られます。
中でも、大根づくりは本校の伝統の一つです。一人一本の大根を育て、収穫します。令和 3 年度も立派に

育ちました。大根を手にした子どもたちの表情は満足感に満ち溢れていました。各家庭では、持ち帰った大
根を様々な料理に使いました。沢山の保護者や子供たちから、「おいしかった」という報告を受けました。
本校で取り組む農業体験活動には、スクールコーディネーターをはじめ、地域協働協議会、PTA の方々

が協力してくださっています。『地域と協働して子どもを育てる』、本校の特色である「戸二農園」での農
業体験活動を今後も大切にしていきます。

＜戸塚第三小学校＞

本校では、教育目標に「持続可能な社会の担い手となりうる人に子供たちを育てる」ことを掲げ、教育活
動に取り組んでいます。その中でも、環境に関する取組として、地域協働学校運営協議会内に環境美化支援
部を設置し、地域と共に環境教育を実施しています。その活動の一つとして、例年、全校で年 2 回の地域清
掃活動を実施しています。1 回目は、新宿区の「ごみゼロデー」に合わせて実施しています。本校の地域清
掃活動では、全校を縦割り班に分けて、自分の住んでいる地域を町会の方と一緒に清掃します。地域をきれ
いにする活動から環境への関心や理解が深まり、地域の一員としての自覚も少しずつ高まっています。また、
夏季休業期間中には、毎週木曜日に、雨水を利用した「打ち水大作戦」を行っています。（令和 3 年度の清
掃活動と「打ち水大作戦」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

4 年生は、地域を流れる神田川についての学習「神田川ファンクラブ」に取り組んでいます。実際に神田
川に入って清掃活動をしたり、神田川の水質検査や川にすむ生物の調査を行ったりして、環境について考え
ています。
そのほかにも、バケツ稲の栽培、「みどりのカーテン」への取組、屋上や花壇の植栽活動等を通して、身

近な自然や環境について学び、自分たちが環境に対してできることについて考え実践しています。
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＜落合第一小学校＞  

5 年生では「総合的な学習の時間」の一環として、環境について学習
しています。「落一エコプロジェクト」では、環境を守る取組について調
べたり、「落合蛍」を育てる地域の方々の姿を通して、地域の自然環境を
守ることの大切さについて考えたりしています。また、地域を流れる神
田川について、自らの課題をもって調べます。令和 3 年度は、区役所の
方の協力による水質検査を通して、神田川の水がきれいになっているこ
とを確認する活動を行いました。
約１年間をかけて環境について学んできた５年生の取組については、

令和３年度に実施された環境学習発表会で、他校の児童に向けて、発表
しました。他校の発表も聞くことで、環境についての理解をさらに深め
たり、環境を守る意味について改めて考えたりすることができました。
例年「みどりのカーテン」の取組にも力を入れており、ゴーヤーを育

て、校舎に「みどりのカーテン」を設ける活動を通して、環境について
の関心を高めています。

＜落合第二小学校＞

「落合の里」での稲作体験は 19 年目になります。ＪＡ山形おきたま
飯豊会青年部のご指導、東部町会の方々のご協力をいただき、毎年 5 年
生が取り組んでいます。お米づくりは、代掻き、苗植え等、一つ一つの
取組を自分たちで進めていきます。また、台風や鳥害、虫害等の自然の
力に左右されることが多く、子どもたちは日々問題解決に向けて知恵を
出し合って学習しています。これらの学習とＳＤＧｓを関連付けて学習
を進め、「環境教育」や「食育」なども学びます。
その他にもハス、フキ、ワラビ、ウルイ、カキ、オミナエシ、アヤメ、

ハギなど四季折々の植物が育ち、子どもたちの目を楽しませ豊かな心を
育んでいます。また、地域の方々にも愛され、CO2削減にも一役担って
います。

4 年生は今年で 13 年目になる校内の「みどりのカーテン」の他、校外
での上落中通りに花を植える年 2 回の「花いっぱい運動」に取り組んで
います。この「花いっぱい運動」は、東部町会長寿会の方々から教わりながら植樹しています。街の景観美
化を図るだけでなく防犯にも役立っていることが分かり、活動の意欲を高めています。
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＜落合第三小学校＞

飼育栽培委員会の子供たちが、雑草が生い茂っていた花壇を整備しました。
中央部分に池を埋め込み、花壇は素敵なビオトープに生まれ変わりました。初夏にはカエル、秋にはトン

ボが棲む「生き物たちの楽園」になるといいなと思います。生活科や理
科の学習でも活用できそうです。
クロメダカを池で育てたいと思い、地域の広報誌に「クロメダカに関

する情報をおもちの方は、いらっしゃいませんか。」と呼びかけました。
嬉しいことに、地域の方から情報提供があり、メダカをいただくことが
できました。今は、メダカたちが気持ちよさそうに泳いでいます。
今年度は、周りの花壇を整備し、さらに大きな人工池を作る予定です。
落三小の子供たちが集う優しさ溢れる環境づくりを心掛けていきます。

＜落合第四小学校＞

本校では、6 年生が総合的な学習の時間で「屋上緑化」に取り組んでいます。５年生のころから隣にある
おとめ山公園の雑木林を参考にしながら、少しずつ緑を増やしてきました。今は池もでき、生態系も整いつ
つあります。緑化により夏場の高温化を防止できているのかなどを引き続き調査していく予定です。

＜落合第五小学校＞

本校では、環境委員会の活動の一環で、プランターで野菜や植物を育てたり、屋上の「青空ガーデン」の
植物を観察したりして、掲示板で全校児童にお知らせしています。野菜や植物は校庭で育てているので、委
員会の児童だけでなく、全校児童が成長を見守ることができます。「これは何を育てているの？」「トマトの
実が大きくなってきたよ。」と、自然と学年を超えた会話が生まれています。プランターや青空ガーデンの
植物や野菜の観察を通して、四季の変化を伝えることで、少しでも多くのこどもたちが自然に興味をもち、
自然のよさを感じ、自然を守ることの大切さや努力について考えられたらいいな、と思っています。
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＜落合第六小学校＞

校庭には夏みかん、ぶどう、あんず、びわ、柿、みかん、レモンなど実のなる木があります。それらの果
実やサクランボなどの小さい木の実を目当てに、メジロ、オナガ、野生のインコ、シジュウカラなどの鳥た
ちもやってきます。ビオトープもあり、メダカ、オタマジャクシ、ヤゴなどの生き物もいます。
大都会新宿の一角にある本校の小さな自然が、子どもたちの体や心を豊かにしてくれています。
これらの素晴らしい環境を生かし、各学年は生活科や理科の学習で自然観察や栽培を行っています。さら

に、４年生は「みどりのカーテン」や藍の栽培活動
に取り組み、環境学習に生かしています。
また、ボランティアの児童が育てたサヤエンドウ

は、収穫して給食の味噌汁の具になりました。

＜淀橋第四小学校＞

ふだん当たり前のように飲んでいる水道水。蛇口をひねるといつも出てくる「水」が、どこから、どのよ
うにしてわたしたちのもとに届けられるのか等について学習をしました。
一日にどのくらいの水をどこで使っているのか、どのようにして安全でおいしい水にしているのか等を

自分たちで調べたり、水道局の方から直接話を聞いたりしました。調べていくうちに、多くの人々が工夫や
努力、協力をして安全な水を飲むことができていることを知り、自分たちも水を大切に使わなければいけな
いことに気付くことができました。
この学習をきっかけに、地球温暖化等の問題にも関心をもち、ゴーヤーを育てて「みどりのカーテン」づ

くりに取り組んだり、地場野菜である「内藤とうがらし」について専門家の方から話を聞いたり実際に育て
たりしてきました。学年で「内藤とうがらし」についてのフェスティバルを開いて互いに発表し合うととも
に、新聞や動画を作成し、全校に発信する活動を行いました。学校全体で、自分たちも環境を守る一員だと
いう意識を高めることができました。
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＜柏木小学校＞

本校は平成 27 年度から地域協働学校になり、３年生と５年生の子ど
もたちが、それぞれ地元町会の協力の下、地域清掃に取り組んでいます。
町会の方々と子どもたちが一緒に 3 つの班を作り、通学路や神田川沿い
でごみ拾いをします。

5 年生は、この清掃活動を通して地域の環境について考え、実践する
学習を展開しています。清掃活動を通して考えたことや今後に向けて取
り組んでいきたいことなどは、発表会で他の学年に伝えます。その発表
会で「川沿いの植栽の中に隠して捨ててあるごみが多い」「ペットボトルやお菓子の包み紙のごみが多い」
など、実際に見て学んだことを下級生に伝えることによって、植木の奥にあるごみまで見逃さないような地
域清掃活動、そして自分たちもごみをきちんと持ち帰ろうという気持ちが引き継がれています。また、自分
たちが住む町の環境を守るため、ポスター作りや地域の方々に呼びかける取組等、子どもたちの発想で学習
を発展させています。
（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

＜西新宿小学校＞

本校では、ＰＴＡが中心となり、令和 2 年度まではアルミ缶回収を
行ってきました。
令和 3 年度からは牛乳パックの回収を行い、毎月第一火曜日には子ど

もたちが家庭の牛乳パックを学校に持ってくる姿が見られます。
第 4 学年以上の児童は、毎年、「みどりの小道」環境日記に取り組み、

身近な生活から環境を守るために自分でできることを考え、実践してい
ます。
また、生活科や理科、総合的な学習の時間などで内藤カボチャをはじめとしてキュウリ、ナス、トマト、

ピーマン、サツマイモ、枝豆、ツルレイシなどを育てて食べる活動もしています。自分たちで育てたものを
食べることで好き嫌いを克服し、給食の残菜を減らそうと努力し、ごみ減量につなげています。
さらに、毎年地域の清掃活動を行っています。普段、遊びなどで使っている公園も、落ち葉やごみなどが

多くあることに気付きます。清掃してくださっている方に感謝の気持ちをもつとともに、公園を大切にして
いこうという気持ちが生まれています。

＜西戸山小学校＞

第 5 学年「百人町草花隊の活動」、「内藤とうがらしプロジェクト」 
本校は、平成 15 年から学校近くのポケットパークを区から借り受け

て、草花や野菜を育てる活動を行っています。令和 3 年度は、第 5 学年
の子どもたちがポケットパークで草花や野菜を育てることを通して、そ
れぞれの特長を知り、成長や収穫の喜びを味わっています。
特に新宿の特産である内藤とうがらしを中心に育て、地域の特性を知

ることにより、子どもたちは地域に対する愛着を深め、地域からも応援
の声をいただきながら意欲的に学習に取り組んでいます。
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みどりのカーテン

＜牛込第一中学校＞

本校では、玄関前や、生徒通用門の花壇などの西日が当たるところにゴーヤー

やキュウリを植え、「みどりのカーテン」の取組を行ってきました。

一昨年度からさらにパッションフルーツを加えて、夏の暑い日差しを遮ると

ともに、様々な実を収穫することを楽しみに育てています。

また、生徒が校内の学習環境を整えるために、地域協働学校の取組として「花

いっぱい運動」を行い、中庭や校門周辺の花壇に花の苗を植える取組を行って

います。中庭には、様々な花が咲き、生徒や職員にとって憩いの場となってい

ます。

＜牛込第二中学校＞

本校は、例年、生徒会が中心となって、春の「ごみゼロ運動」、秋の「落

ち葉掃き運動」を企画しています。校内で「牛二中クリーンデー」を実

施するため、ボランティアの生徒を募り、校内や地域の美化活動に取り

組んでいます。定着してきたこの活動は、年々参加生徒数が増え、活動

範囲の拡大を検討しています。（令和 3 年度の「ごみゼロ運動」は、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

また、雨水タンクの水を利用したゴーヤーによる「みどりのカーテン」

も順調に育ちました。生徒会を中心に、生徒のボランティアを募り「クリーンデー」等の活動を行い、「き

れいな学校・きれいな地域」を心がけています。

生徒通用門の花壇 有志生徒による花の苗の植付け 中庭「憩いの場」
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＜牛込第三中学校＞

令和 3 年度も生徒会が中心になって行う、ペットボトルキャップ回収（エコキャップ運動）や不要になっ

た本の回収（東京新都心ロータリークラブ協力）などのリサイクル活動の他に、環境委員会を中心とした

緑化美化活動（校内樹木整備）や、教職員も協力してごみの分別促進活動に取り組みました。

また、秋には生徒会・環境委員会がリーダーシップを発揮して、地域の方々にも呼びかけを行い、生徒

と地域の方々が一緒になって学校周辺の落ち葉掃きを行いました。落ち葉掃きの際、銀杏を拾い集めて、

参加いただいた地域・保護者の方々に配布する活動も行いました。

今後も全校生徒、地域・保護者の方々の環境意識を高められるように、取り組んでいきます。

＜四谷中学校＞

「ＳＤＧｓで地球を守る」 

「ＳＤＧｓ」や「カーボンニュートラル」という言葉が、中学生にも浸透

してきました。「地球を守る事に対し、私たちができることは何でしょう」と

生徒にアンケートを実施しました。返ってきた答えは「ビニール袋を使わな

いでエコバッグを使う」「マイボトルを携帯しペットボトルを減らす」そして

「節電をこころがける」でした。生徒のアイディアで、照明のスイッチに「節

電呼びかけカバー」を取り付けました。生徒会を中心に、各専門委員会で積

極的に活動しています。

この他にも、日差しを遮るために「みどりのカーテン」としてゴーヤーを育

て、校舎内の冷房効率を上げています。また、新苑学級では、内藤とうがらし

など、たくさんの作物を育てながら学習し、収穫に成功しています。全校で「Ｓ

ＤＧｓで地球を守る！」の意識を高めています。

玄関外のペットボトルキャップ入れ

落ち葉掃き
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＜西早稲田中学校＞

毎年、生徒会やＪＲＣ（青少年赤十字）部が中心となって、環境問題

に取り組んでいます。「みどりのカーテン」をはじめ「ペットボトルキャッ

プの回収」、「地域清掃ボランティア」、「日本赤十字への協力」等、多く

の活動を通して実績を残しています。

例年、大久保地域センターでの桜まつりやつつじまつりにボランティ

ア活動として参加しています。（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止）その他、数多くの活動発表の場を設定し、生徒、

地域、保護者の方々に環境の大切さを呼びかけています。

＜落合中学校＞

生物・科学部は毎年、活動の一環として、おとめ山公園の池とホタル舎につい

て、水質調査とそこに生活する水中の小さな生物調査を行っています。また、毎

年 7 月に開催されるホタル観賞会の手伝いとおとめ山の生物の研究まとめを校内

展示しています。具体的には、水質調査としては、おとめ山公園の池の 4 箇所の

水温の測定や水中の小さな生物の観察、おとめ山公園の植物の観察も実施してお

り、これらの活動を本校の 2 学期の発表会と 3 学期の作品展で報告し、環境につ

いて考える機会としています。

（令和 3 年度のホタル観賞会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

＜落合第二中学校＞

本校では、緑化運動の推進のために校舎内外に花や植物を絶やさないように

活動しています。生徒玄関に向かう遊歩道の両側には四季折々の花を咲かせて、

登校する生徒を迎えてくれます。3 年生の技術科の授業では、生徒一人一人が

ハーブの栽培をし、栽培技術を身につけるだけでなく環境についても学んでい

ます。ゴーヤーの「みどりのカーテン」も今年 8 年目を迎え、グレードアップ

させました。

また、地域の方とともに活動する「フラワーライン」の取り組みを開始しま

した。活動の主体となった美化委員会とボランティア参加の生徒は、地域協働

学校運営委員、ＰＴＡ役員の皆様に寄せ植えの技術を教えていただきながら、

楽しく美しい花壇づくりに励みました。リサイクルでは、生徒会主催で全校で

ペットボトルキャップの回収を続けています。令和元年度より始めた「ぶっく・

デ・ワクチン」も感染症が収束したら再開できるよう準備を進めていきます。

大きく育ったゴーヤー

フラワーライン活動
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＜西新宿中学校＞

本校では、校庭に面した校舎 1 階部分に毎年ゴーヤーを植え、「みどりのカーテ

ン」活動を進めています。日差しを遮った空間や緑色の光に、涼しさを感じます。

本校の特色ある教育活動として、年 2 回行っている「フラワーライン」があり

ます。学校周辺の道路に、花を植えたプランターを設置し美しい環境をつくる活

動です。本活動は、柏木地区青少年育成委員会や淀橋ＫａＴクラブの皆様をはじ

め、地域や保護者の方にもご協力いただくとともに、新宿区みどり公園課とも連

携して、生徒のボランティア精神に支えられ 20 年以上も続いている歴史がある活

動です。（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、教職員が植

え込みを実施）

この「みどりのカーテン」の活動と「フラワーライン」の活動は、学校の環境

学習の基本として、また学校や学校周辺の環境美化に貢献する活動として、これ

からも大切にしていきたいと思います。

＜新宿中学校＞

若草学級が毎年行っている栽培活動も 16 年目を迎えました。今年もミニトマト・

ナス・ピ－マンなどを教室の前を利用して大切に育てています。「みどりのカーテン」

の設置を目指し、ゴーヤーの栽培も行っています。

また、サイエンス部が学校菜園を整備し、大根や玉ねぎなど、時期によってはた

くさん収穫することができています。さらには校内にある渋柿を収穫して干し柿づ

くりにも挑戦しました。さらに生徒会では、花いっぱいプロジェクトを企画し、卒

業式や入学式にはチューリップやパンジーでお祝いの気持ちを表しています。

＜新宿西戸山中学校＞

本校では、生徒会活動の一環として、登校時、自宅からレジ袋を持参

し、通学路に落ちているごみを拾うごみ拾いデーを行っています。ボラ

ンティア活動としての位置づけでもあり、全校で取り組む行事というこ

とで、ボランティアカードを発行しています。新宿西戸山中学校の学区

域はかなり広く、生徒たちはいろんな方向からごみを片手に登校してき

ます。校門では生徒会役員と美化委員が待機しており、ごみを回収し細

かく分別します。この美化活動は、まちをきれいにする心やごみをポイ

捨てしない気持ちを育てることにつながる大切な機会となっています。しかし、令和 3 年度は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため中止し、生徒一人ひとりが、環境美化に対する意識を持って過ごすこととし

ました。また、美化委員会では、普段の清掃活動、美化チェック、節電・節水活動に積極的に取り組んで

います。ごみを分別し減らすことを生徒に促すなど、環境に優しい活動を目標に活動しています。また、

生徒会活動として、ＳＤＧｓの取組の中で、限りある資源についての勉強も全校で行っていきます。

＜新宿養護学校＞

小学部 5・6年生の児童は、生活単元学習で「みどりのカーテン」作りに取り組ん

できました。3 月に、ゴーヤーの種子をポットにまいて苗を育て、4 月末にプランター

に定植しました。育てた苗の一部は、中学部生徒会が西新宿シニア館に配布し、地

域の人たちと交流を行いました。ゴーヤーは成長が早くたくさんの葉を茂らせ、6

月中頃には 2 階のベランダに達しました。成長や収穫の記録をした他、手触りやに

おいを嗅ぐなど、五感を使った学習を行いました。

フラワーライン

みどりのカーテン
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２ 地域の団体等の活動

＜新宿区町会連合会＞

新宿区町会連合会では、地球温暖化防止と町会活性化の一環として、『新宿を冷まそう！打ち水大作戦』
と称し、区内の町会・自治会・振興組合等で打ち水に取り組んでいます。
例年、バケツやひしゃくを持った会員の皆さまが一斉に打ち水を行うことで、熱をもった路面の温度が下

がり、一帯にはさわやかな風が流れ込みます。
町会・自治会・振興組合等では、江戸時代から受け継がれた『打ち水』という日本文化を通じて、地域コ

ミュニティの醸成を図るとともに、環境に対する意識を高めています。
（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

＜四谷地区協議会＞

四谷地区協議会では、「生活環境・まち美化を考える」分科会が、四谷の美化向上と心和むまちづくりの
一環として地域緑化に関する様々な活動を行っています。

1 四谷花いっぱい運動 ～花を育て、心も育てる～
（1）概要

「みどりあふれる地域づくり」と「子どもたちが地域のおとなとコミュニケーションを図り、顔の見
える関係づくり」を行うため、自宅前や店先にプランターを設置していただける方を募り、花の育成を
行っています。まちを行き交う人たちに季節の花々を楽しんでもらう活動は、平成 18 年度に始まりま
した。

（2）内容
四谷小学校、四谷第六小学校、花園小学校の児童とスクールコーディネーター、地域住民、地域商店

街の方が協力して、花苗の植込み作業を実施しました（6 月、11 月）。出来上がった色鮮やかなプラン
ターが、四谷のまちを彩っています。

四谷花いっぱい運動の様子

新宿東口商店街振興組合の皆さんによる打ち水
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2 まち美化活動
（1）概要

地域のまち美化を推進するために、町会、清掃協力会、学校及び事業者等と協働して、例年は、春と
秋（年 2 回）に新宿通りなどの一斉清掃活動を実施しています。（令和 3 年度は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止）

（2）内容
① 春の美化活動 ～新宿区「ごみゼロデー」一斉道路美化清掃と連携した清掃活動～

5 月 30 日に四谷地区における道路美化清掃「四谷ごみゼロデー」を実施しています。町会、清掃協
力会、四谷小学校 3、4 年生、事業者などが 5 コースに分かれて、新宿通りと外堀通り、三栄通りの清
掃を行います。

② 秋の美化活動  
11 月第 2 木曜日を「四谷ぴかぴかの日」として、毎月定期的に清掃活動を行っている四谷二丁目発

展会と共催で、町会・清掃協力会・事業者なども参加し、夕方に新宿通りの一斉清掃を行っています。
「四谷ぴかぴかの日」清掃活動は、真っ赤な夕日が家路に着く参加者を見送ってくれる晩秋の四谷

の風物詩になっています。

   

＜箪笥地区協議会＞  

箪笥地域は、「地域住民等との協働により緑化を推進」することをまちづくり方針の一つに掲げています。
箪笥地域がみどりの推進モデル地区に指定されたことを受け、「たんす C＆G（クリーン＆グリーン）作

戦」と名付け、地域緑化に関する様々な活動をしています。それらの年間の活動が認められ、「令和元年度
第 13 回新宿エコワン・グランプリ」のグループ部門優秀賞を受賞しました。（令和 3 年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、「みどりのカーテン」プロジェクトと「モデルガーデン」の整備以外の活動
は中止）

1 「たんす緑と花のまちづくりフェア」の開催
平成 20 年度から箪笥地区協議会主催イベント「たんす緑と花のまち

づくりフェア」を毎年度開催しています。
   例年、9 月下旬の日曜日に開催し、自宅で出来る緑化活動や地域の環

境活動をテーマとした講演会、砂漠や乾燥地帯での緑化でも使われて
いる粘土団子のワークショップ、「たんす みどりのある風景」写真展と
題して、緑や花が映える地域の風景写真の展示などを行っています。
（さらにそれらの写真を、エコギャラリー新宿の「新宿の花・みどりいっぱい写真展」に応募し、新宿エ
コワン・グランプリの特別賞を 6 回受賞しました。）

「四谷ごみゼロデー」の様子

エコギャラリー新宿の写真展を視察
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ゴーヤーの苗の植え付け

2 「粘土団子ワークショップ」出前教室  
粘土団子ワークショップの活動は、「たんす緑と花のまちづくりフェア」や牛込箪笥地域センターが主

催する「牛込箪笥地域まつり」だけでなく、地域の小学校や幼稚園・保育園などでも行っています。
令和元年度は、あいじつ子ども園とアスク新宿南町保育園の 2 園の子どもたちを対象に粘土団子作り

を楽しみながら体験してもらいました。
3 「みどりのカーテンプロジェクト」への参加

平成22年度からあさひ児童遊園と箪笥町特別出張所等区民施設の間の
敷地内にプランターを設置し、ゴーヤーや朝顔等の栽培を行っています。
収穫したゴーヤー等は、高齢者給食や牛込箪笥地域センター管理運営委
員会の行事である「たんすサロン」に提供しています。この活動が温暖化
防止対策だけではなく、地域コミュニティの活性化につながるようにし
ています。
箪笥地区協議会では、自分たちも楽しみながら「みどりのカーテンプロ

ジェクト」に取り組み、箪笥地区の緑化推進に取り組んでいます。
4 「モデルガーデン」の整備

箪笥地区協議会では、地域緑化のモデルとなる花壇「モデルガーデン」を、平成 20 年度「あさひ児童
遊園」、平成 23 年度「新小川公園」、平成 25 年度「中町公園」に立ち上げました。公園サポーターと協
力しながら継続的に運営を行い、近隣の方々に喜ばれています。

＜榎町地域センター管理運営委員会＞  

榎町地区では、園芸を通じて地域の緑化推進に関心を持っていただこ
うと、榎地区協議会が毎年、「ガーデニング講座」を開いてきました。
園芸の専門家から花苗の特徴や寄せ植え等の技術を学べるこの講座

は、楽しくまちの環境美化に取り組めると好評で、令和元年度から新たに
榎町地域センター管理運営委員会が主催となりました。令和 3 年度は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止としましたが、過去の参加
者から次回の講座を楽しみにしているとの声が多く聞かれました。

＜若松地域センター管理運営委員会＞  

若松地域センター管理運営委員会は、地域緑化モデルとなるように緑と花のあふれるまちづくりを目
指しています。
令和 3 年度は若松地域センター前庭の手入れと花の植え替えを 6 月と 11 月の年 2 回実施しました。委

員が手入れした四季折々の花々は憩いと潤いをもたらし、地域センターに来られた方々に親しまれていま
す。

若松地域センター前庭・花の植え替え

ガーデニング講座
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＜大久保・百人町地区クリーン活動協議会＞

大久保・百人町地区クリーン活動協議会は、大久保通りを中心とする大久保・百人町地区の良好な環境づ
くりを目的として、平成 16 年 7 月 9 日に設立され、地域と行政との協働による総合的な美化対策を行って
います。平成 17 年 10 月の大久保地区協議会設立時に、課題別プロジェクトとして位置付けられました。  
また、平成 22 年 8 月には、道路の愛護・美化保全活動に力を尽くした団体に贈られる「夢のみち」表彰

（東京都道路整備保全公社主催・東京都共催）において、地域と行政が協力してきれいにしようという美化
活動の継続的な取組が認められ、道路功労者国土交通大臣賞を受賞しました。平成 30 年度からは大久保地
区協議会から独立して活動を行っています。
具体的な活動としては、路上清掃、放置自転車・不法看板の指導及び撤去、路上喫煙禁止の呼びかけ、環

境美化の普及啓発などがあります。地域や商店街の方々を中心に、日本語学校で学ぶ留学生を含む学生ボラ
ンティア等の協力も得て、毎回約 100 名が集まり、原則として毎月一回活動しています。令和３年度は新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動の一部を中止しましたが、４回の活動を実施しました。その結
果、延べ 379 名の参加があり、警告数は 98 件でした。
大久保地区の特色は人口に占める外国人の割合が多いことで、言葉や習慣の違いが美化対策の課題の一

つになっていますが、多言語やイラスト表示のある警告書を活用した地道な指導を継続してきたことによ
り、警告数の減少につながっています。また、不法看板等の警告については同じ店舗等が繰り返し受ける傾
向にありますが、「路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」に基づく看板除去などの取組により、
警告を受けている一部店舗には効果がありました。なお、店舗の流出入が激しい大久保地域では、新規の店
舗などに対し、継続的に条例の周知や啓発を行っていく必要があります。
現在は、活動当初の状況と比較して大久保通りは格段ときれいになり、成果は確実に上がってきていま

す。韓流と異国情緒あふれるまちへの関心から来街者が増えている中、今後も地道な啓発活動を粘り強く継
続していきます。

   

大久保・百人町地区クリーン活動

放置自転車の撤去路上等障害物の除去指導
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「新宿打ち水大作戦」への参加

高田馬場駅前ロータリー花壇の手入れ

高田馬場駅早稲田口の壁画清掃

地域ねこ対策活動ギャラリー展

＜戸塚地区協議会＞

戸塚地区協議会では、様々な角度から環境問題に取り組んでいます。
「環境・美化分科会」では、高田馬場駅早稲田口ガード下の壁面美化のために設置した壁画（『ガラスの

地球を救え』『歴史と文化～過去から現在そして未来へ』）の清掃活動を毎月 1 回ポイ捨て防止キャンペー
ンに合わせて実施しています。委員や近隣の学生等の継続的な努力により、壁画の美観を保つと同時に周辺
の景観も保持されています。この壁画清掃は大勢の人の目につく駅前での実施のため、活動自体が街の美化
に対する住民や通行人の意識向上に貢献しています。また、ヒートアイランド・温暖化対策として高田馬場
駅前ロータリーでの「新宿打ち水大作戦」に毎年参加しています。その際に浴衣を着用して、「クールビズ」
の提案も行っています。（令和 3 年度の壁画清掃活動と「新宿打ち水大作戦」は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止）
その他、平成 29 年度から、西早稲田リサイクル活動センターにおいて月 1 回 NPO 団体「洋服ポスト」

と連携し、衣類や靴、バッグなどのリサイクル活動を行い、家庭で眠っているまだ着られる洋服類の再利用
に貢献しています。

「戸塚花とみどりのまちづくりの会」では、モデル的な
協働の実践活動として、高田馬場駅前ロータリーや高田
馬場シニア活動館で公共花壇の造成や手入れ、周辺の清
掃を月に 5～6 回行い、ポイ捨て防止キャンペーンにも参
加しています。（令和 3 年度のポイ捨て防止キャンペーン
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

「戸塚地区地域ねこ対策会議」では、「人と猫との調和
のとれたまちづくり」を目指すため、地域ねこに関する
様々な啓発活動やボランティアに対する支援に取り組ん
でいます。例年、ねこに関連した映画の上映会と啓発パ
ネルの展示を行っています。また、「とつか地区協フェス
タ」や「戸塚地域センターまつり」において、パネル展
示やちらし配布を行うなど、定期的に地域住民への啓発
活動を続けています。（令和 3 年度の上映会は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止）
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＜落合第一青少年育成委員会＞

毎年 12 月第二土曜日に「ポイ捨てなくそう・クリーン大作戦」を実施しています。地域内の小中学校の
協力によりポスターを募集しており、毎年多数の応募があります。応募された作品は、クリーン大作戦の啓
発用ポスターとして地域の掲示板に貼り、清掃活動の啓発を行っています。
子どもから高齢者まで、地域全体が環境美化への関心を高める活動として定着してきました。小中学校Ｐ

ＴＡをはじめ、町会、高齢者クラブ、少年野球クラブ、少年サッカークラブの方など約 300 人が参加する年
末の恒例行事です。
（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、落一地区青少年育成会の事業等、例年取り組

んでいる地域の行事を中止）

＜落合第二地域センター管理運営委員会＞  

落合第二地域センター２階のバルコニー「光の庭」では、落合第二地域センター管理運営委員会の有志の
方々が、「みどりのカーテン」プロジェクトのゴーヤーや内藤とうがらし、季節の花等を育てています。
委員が手入れした緑や花は、地域センターを訪れた方々に親しまれています。

「クリーン大作戦」のポスター 当日のセレモニーの様子

「みどりのカーテン」プロジェクトのゴーヤー 内藤とうがらし
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校庭での草木市・フリーマーケット

＜柏木地区青少年育成委員会＞

毎年、ゴールデンウィークの 4 月 29 日（祝日）に西新
宿中学校で「みどりとリサイクルフェア」を開催してい
ます。
花と緑に親しみ、家庭で不要となった日用品などの再

利用を通じて環境について考えることを目的として、小・
中学校のＰＴＡや町会、ガールスカウト、地元調理学校
等の協力のもと、フリーマーケットや包丁研ぎ、草木市
や産直野菜を販売するほか、模擬店や縁日遊びなどで毎
年 1,000 人の方が来場し、賑わっています。（令和 3 年度
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

＜角筈地区協議会＞

角筈地区協議会では、生活環境分科会が地域における生活や環境についての課題を多角的な面から検討
し、解決することを目的に平成 25 年度から活動しています。令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡
大防止対策をした上で、分科会委員が課題を検討する会議を数回実施しましたが、広く地域住民に呼びかけ
る参加型の事業(講演会、見学会)は中止となりました。
今後は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しながら、地域の方が安心して参加できるよう感染防

止対策を徹底し、課題解決のための事業を実施していきたいと思います。

26



３ 事業者や NPO 等の活動

＜新宿区エコ事業者連絡会＞

平成 13 年 3月に行われたシンポジウムの参加者から事業者のネットワークの立ち上げが提案され、これ

をきっかけに「新宿区エコ事業者連絡会」が発足しました。事業者が情報交換しながら、相互に環境保全へ

の取組をレベルアップさせていくとともに、地域への関わりを深めていくことを目的に活動しています。会

員登録数は約 70 事業者となっています。

〔令和 3 年度活動〕（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインで実施） 

１ 総会（第 59 回）令和 3 年 11 月 11 日

（１）議案

①令和 3 年度役員改選について

②令和 2 年度事業報告について

③令和 3 年度事業計画について

２ 事業セミナー（総会同日）

・With コロナ時代の省エネトピックス

株式会社セルコ 田村 裕美

・区の環境事業

ゼロカーボンシティ表明と再エネオークション

環境対策課長 向 隆志  

＜新宿エコワン・グランプリ＞

・株式会社熊谷組首都圏支店

「もったいない・海洋汚染」に気づいて マイエコバッグ作り～熊谷組の環境出前授業～

津久戸小学校の 2 年生に向けて、「もったいない！海の生き物を守ろう！」をテーマに出前授業を行って

います。レジ袋の消費が石油のむだ遣いにつながることや、廃棄されたプラスチックが深刻な海洋汚染を引

き起こしていることを SDGs の目標と合わせて説明し、バッグに絵を描いてオリジナルマイエコバッグを作

ります。また「もったいないクイズ！」では、プラスチックのリサイクル方法についても紹介しています。

身近なレジ袋が天然資源・廃棄物の問題につながっていることを伝えることは、未来を担う小学生に、自

分達にできることを考え、行動を起こす“きっかけ”になっていると考えています。エコバッグは、家族で

環境について話をするツールにもなっているそうです。14 年間継続している活動ですが、今後も区内の小学

校で積極的に授業を展開し、環境学習の輪をひろげていきたいと思います。

［令和 3 年度「新宿エコワン・グランプリ」環境にやさしい事業者部門の大賞を受賞しました。］

・一般社団法人セルズ環境教育デザイン研究所

コロナ禍における環境学習教材の開発―『エコにトライ』環境学習 MOVIE―

野外活動・フィールドワークにかかわる指導者養成や、小学生～高校生向けのアカデミックな生き物教室、

アウトドア活動の指導・サポートなどを受託・提携開講する環境学習指導の専門所です。リスクマネジメン

トのための『ハチ・ヘビ危険生物対策講座』や、子どもたち向けの『生き物研究コース』など、自然生物を

より学問的な知見・論理的思考から指導・学習することをテーマとした環境学習指導を行っています。

新宿区内においては、2016 年度から「環境学習応援団」に参加・登録し、エコギャラリー新宿と協力しな

がら、新宿区内の環境教育事業に携わってきたほか、コロナ禍を踏まえ、YouTube を通して区内の子どもた

ちに自然観察活動を促進することを目的に、環境学習ムービーを作成しました。

［令和 3 年度「新宿エコワン・グランプリ」環境にやさしい事業者部門の優秀賞を受賞しました。］

27



４ エコライフ推進員の活動

今日の環境問題の多くは日常生活や事業活動と密接な関

係にあることから、環境に配慮したくらしを実践するととも

に、そうした活動を地域に広げていく人材が求められていま

す。そこで区は、区と区民の橋渡し役となり地域の環境保全

活動の中心となる区民の方に「エコライフ推進員」を委嘱し

ています。

令和 2 年 4月から令和 4 年 3 月まで、公募と地域からの推

薦により選ばれた第 9期新宿区エコライフ推進員が活動しま

した。

なお、令和 4 年 4 月からは、第 10 期新宿区エコライフ推進員が活動しています。

【分科会】

期 任 期 分 科 会

第 1 期 H16.7～H18.6 測定調査、古布等のリサイクル、自然観察、まち美化、ごみ減量

第 2 期 H18.7～H20.6 温暖化防止、廃プラスチックリサイクル

第 3 期 H20.7～H22.6 省エネルギー・新エネルギー、みどりの普及、３Ｒ

第 4 期 H22.7～H24.6 チャレンジ 25、みどりと生物、３Ｒ

第 5 期 H24.7～H26.3 エネルギー、みどりと生物、３Ｒ

第 6 期 H26.4～H28.3 エネルギー、身近な生活環境

第 7 期 H28.4～H30.3 温暖化対策・エネルギー関係、みどり・生き物、ごみの減量とリサイクル

第 8 期 H30.4～R2.3 地球温暖化対策・エネルギー、みどり・生き物、ごみの減量とリサイクル

第 9 期 R2.4～R4.3 新型コロナウイルス感染拡大防止のため分科会活動を休止中

第 10 期 R4.4～R6.3 地球温暖化を考える、みどり・生き物、ゼロカーボンシティに向けてごみ減量とリサイクルを考える

エコライフ推進員は、「エコライフ推進協議会」を設置して自主的に活動を行っています。また、分科会

では時節に応じた環境問題を取り上げて、積極的な意見交換等を行っています。エコライフ推進員の役割

は、環境学習情報センターと連携・協働し、エコライフの実践と普及啓発活動を通して環境に配慮した取組

を地域に広げていくことです。

まちの先生見本市！新宿エコライフまつり

施設見学会

写真差替え済
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