基本目標５ 多様な主体の連携による環境活動と環境学習の推進
個別目標５－１

主体的な環境活動とネットワーク化
区内各地で行われている環境活動について、さらなる活動の広がりや活性化のため、個人や
地域の主体的な環境活動とネットワーク化が、さらに進んでいくよう働きかけています。
■指標
指標

令和 2 年度

令和 3 年度（現状）

目標

備考

環境に配慮した取

95.9%

95.2%

取組率向上

総合計画の目標値

組を行っている区
民の割合

（区政モニター

（区政モニター

アンケートの

アンケートの

結果による）

結果による）

5,870 人

6,050 人

新宿エコ隊
登録者数

（令和 9 年度目標）

6,300 人

第二次実行計画

（令和 3 年度目標） の目標値

◇区の環境啓発イベント
「新宿の森」自然体験ツアー
新宿の森での森林整備体験イベントを通して温暖化対策や環境保全について学び、地元地域の方との交
流を図っています。
（令和 3 年度の自然体験ツアーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止）

※新宿の森については、資料編 8「新宿の森」年表をご覧ください。

ネイチャーガイドツアー

工作体験

根払い体験

下草刈り体験
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夏休みこどもエコ講座「エコにトライ！」
子どもや親子向けの体験型の環境講座です。
令和 3 年度は、コロナ禍において、子どもたちや保護者の
安全・安心を担保しながら環境体験や環境学習の機会を確保す
るため、オンライン動画教材の作成・提供に内容を変更しまし
た。「条件に注目して自然を見よう」と題し、夏休みに各家庭
単位で新宿のみどりや自然に目を向けるきっかけとなる学習
コンテンツ（授業動画及びワークシート）を 4 本（「光の量編」
「土の湿度編」「地形編」「室内編」）と「みどりの小道」環境
日記の書き方に関する動画を制作し、エコギャラリー新宿の特設サイトに公開しました。5 本の学習コンテ
ンツの視聴回数は延べ 3,115 回でした。
新宿エコライフまつり
「新宿エコライフまつり」は、区民の方々に環境について
の普及啓発を図ることを目的として、環境月間である 6 月に
開催しています。令和 3 年度は、コロナ禍の新たな取組とし
て 6 日間の展示会を開催し、3 密を避けながら地域の環境保
全活動に触れる機会となるよう工夫しました。会場内では、
環境保全に取り組む団体の活動紹介パネルを展示し、来場者
から各団体へ「応援シール」と「応援コメント」を贈る仕組
みを設けました。オンラインでも楽しめるよう、展示パネルをエコギャラリー新宿のホームページで公開
したほか、6 月 5 日（土）の環境の日には、脱炭素に関する特別トーク「今日からはじめる私たちの 2050
年脱炭素チャレンジ！」を公開し、会場内でも上映しました。会場内を紹介する動画と合わせ、2 本の動画
コンテンツの視聴回数は延べ 1,180 回でした。
新宿エコワン・グランプリ
平成 19 年度から、優れた環境活動を表彰する「新宿エコワン・グランプリ」を実施しています。応募は、
個人・ファミリー部門、グループ（区民団体）部門、環境にやさしい事業者部門です。
令和 3 年度は、令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 1 月 15 日を募集期間とし、13 件の応募がありました。部
門ごとに大賞、優秀賞、奨励賞を計 11 件表彰しました。また特別賞として、年間の省エネ活動の報告に基
づく「省エネ賞」を５名、「みどりのカーテンプロジェクト賞」を 13 名、4 団体、
「新宿の花・みどりいっ
ぱい写真展」を 9 名、1 団体、ごみ減量リサイクル課主催の「新宿エコ自慢ポイント賞」を 7 名表彰しました。
（令和 3 年度の表彰式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
◆ 新宿エコワン・グランプリ実施状況
年度

応募数

表彰式（日時・参加人数）

Ｈ28

18 件

平成 29 年 3 月 11 日

91 名

Ｈ29

12 件

平成 30 年 3 月 10 日

73 名

Ｈ30

15 件

平成 31 年 3 月 9 日

73 名

R元

19 件

令和 2 年 3 月 20 日

中止

R２

12 件

令和 3 年 3 月 13 日

中止

R3

13 件

令和 4 年 3 月 12 日

中止
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◇区民の環境活動
新宿エコ隊の活動
各家庭でできる地球温暖化対策として、省エネ行動に継続して取り組んでいただくことが大切です。区
では、日ごろの行動をチェックし、一層 CO2 排出量削減に取り組んでもらうために「新宿エコ隊」を組織
し、区民や事業者と一体となって排出量削減に取り組んでいます。
新宿エコ隊は年間を通じて登録者（隊員）を募集しています。区
で配布している「CO2 削減チェック表」に記入し申込していただく
と、登録の上、隊員証をお送りします。
隊員になった方には、定期的にエコに関する最新情報や「CO2 削
減チェック表」をお送りし、省エネについて取り組んだ結果を区へ
報告していただきます。これにより、エコ隊活動による削減量を簡
易算定しています。
令和 3 年度末には、新宿エコ隊隊員数は 6,050 人となりました。

“新宿エコ隊”の隊員証

こどもエコクラブ
公益財団法人日本環境協会が実施している事業で、子どもたちの環境に関する自主的な活動を応援する
ものです。都道府県や区市町村は事務局として、こどもエコクラブの登録事務やクラブへの情報提供を行っ
ています。こどもエコクラブへの登録は、子ども 1 名以上、サポーターとなる大人 1 名以上で行います。
令和３年度末までに、区内で 3 団体 629 名の子どもたちが登録し、環境問題についての学習や家庭での
省エネの取組など様々な活動を行っています。

個別目標５－１「主体的な環境活動とネットワーク化」の指標の達成状況と今後の課題
指標「環境に配慮した取組を行っている区民の割合」については、区政モニターアンケートの結果、取組
率は向上しませんでしたが、今後も引き続き、区民の取組を支援することで取組率の向上につなげていきま
す。
指標「新宿エコ隊登録者数」については、第二次実行計画の目標を達成することができませんでしたが、
「新
宿エコ隊」への登録により、区民が日常生活において省エネに取り組み、地球温暖化防止につなげていく機
会につながるため、イベント参加者等、様々な機会をとらえて登録の呼びかけを引き続き行っていきます。
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個別目標５－２

環境学習の推進
環境活動への参加促進や環境への意識啓発を図るため、すべての世代に対する環境学習を推
進するよう取り組んでいきます。
■指標
指標
環境絵画展・環境

令和２年度

令和３年度（現状）

目標

989 人／年

1,481 人／年

1,450 人／年

－※

－※

－

備考

日記展の応募者数
環境問題・環境教育
への理解・関心度
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アンケートを取っていた環境学習発表会の中止(令和２年度)、
実施方法の変更(令和３年度)による

◇環境学習・環境活動
エコリーダー養成講座
地域の環境活動のリーダーとなる人材を養成するための連
続講座です。企画運営は、
「エコリーダー養成講座修了生」の
プロジェクトチームによるもので、地域団体、ＮＰＯ、企業
等の協力により新宿区環境学習情報センターで実施しました。
令和 3 年度は、全 9 回の連続講座（公開講座 1 回含む）を
開催し、累計で 148 名の方が受講しました。このうち、養成
講座を 6 回以上受講された 12 名の方が、「エコリーダー養成
講座」の修了生として新たに認定されました。講座は、新型

エコリーダー養成講座

コロナウイルス感染拡大防止対策として、第 4 回まではオン

修了式

ライン講座、以降は対面講座とオンライン講座の両方を行いました。
【令和 3 年度テーマ】
「まったなし！地球温暖化～新宿区 2050 年ゼロカーボンシティの実現に向けて私たちにできること」
区

分

養成講座

回 数

第1回
※公開講座

日 程
R3/9/30

実

施 内 容

異常気象と地球温暖化～2050 年新宿の気候は？～

第2回

10/7

ゼロカーボンシティの実現にむけて

第3回

10/21

DNP の環境への取組

第4回

10/28

資源循環型の暮らしを目指して

第5回

11/4

第6回

11/11

マイクロプラスチック汚染の真実

第7回

11/18

無理なく続けられる「家庭の省エネ」

第8回

11/25

グループワーク

第9回

12/2

食から見えてくる環境問題

学びを活かそう

修了式～私たちのまち新宿の未来に向けて～
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こども環境シンポジウム
令和 3 年度の「みどりの小道」環境日記コンテスト及び環境
絵画展受賞者の表彰式と各賞受賞者の作品発表を令和 3 年 11
月 21 日に環境学習情報センターで行いました。
また、区民ギャラリーと新宿区役所本庁舎 1 階ロビーで「新
宿区環境絵画・環境日記展 2021」を開催しました。

こども環境シンポジウム

＜環境絵画＞

区内の小中学校の児童・生徒とその保護者の方を対象に、環境問題をテーマに
した絵画を募集し、令和 3 年度は 288 点の応募がありました。絵のテーマは様々
で、地球温暖化やみどりの保全、ごみ問題やリサイクルについてなど、幅広い環
境問題が扱われています。応募作品は区民ギャラリーで展示したほか、新宿区役
所本庁舎 1 階ロビーで受賞作品展を開催しました。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で来場できなかった方向けに、
エコギャラリー新宿の Web サイト上でオンライン展覧会も開催しました。
このほか、受賞作品は「エコ・チェックダイアリー」や「環境保全のしおり」
などに掲載されました。
令和３年度 環境絵画区長賞

＜環境日記＞
区内の小学校 4～6 年生を対象に、区内の環境活動に関する情報を集めて作成
した、新宿版の「みどりの小道」環境日記を配布しています。
これは、環境保全に関する取組や日常生活の中で気づいたこと、考えたことな
どを日記形式で書き込んでいくもので、区内の多くの児童の環境活動のきっかけ
づくりにつながっています。なお、5 週間以上継続して記入すると「みどりの小
道」環境日記コンテストに応募することができます。
令和 3 年度は 1,193 点の応募がありました。また、受賞作品は、
「エコ・チェッ
クダイアリー」に掲載されました。
「みどりの小道」環境日記 2021
新宿版ガイドブック

環境学習・環境活動 出前講座
地域で環境活動や環境学習を推進している事業者・団体が、
学校や地域で行われる環境教育や体験学習に対して応援でき
る内容（授業案・教材・情報など）を掲載した『“まちの先生”
環境学習プログラムガイド』を作成し、区内小学校の全教員に
配布しています。学校や地域から環境学習情報センターに依頼
があると、環境学習コーディネーターが相談内容に応じてこの
プログラムガイドに登録されている団体に依頼し、出前講座
（授業）を行っています。

出前講座
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【環境学習・環境活動出前講座 実績】
年度

回数

参加人数

H28

66

3,218 名

H29

34

1,776 名

H30

56

1,936 名

R元

52

2,269 名

R2

12

404 名

R3

45

1,786 名

このほか、こどもたちの環境学習の機会を確保するため、
「環境日記・取り組み方ガイド」の授業動画を
撮影・編集し、エコギャラリー新宿の YouTube チャンネル上でオンライン配信しました。視聴回数は延べ
474 回になりました。
まちの先生見本市！
NPO 法人新宿環境活動ネットと共催で、毎年区立小学校を会場と
して行っています。環境活動や環境学習を推進するため、地域団体・
企業・NPO・区等が「まちの先生」となり、子どもはもちろん地域
の方や学校の先生などを対象に、パネルやプログラムの展示、また体
験型ワークショップ、相談コーナーなどを開設しています。
平成 20 年度からは、新宿区教育委員会が実施する「環境学習発表
会」と同時開催し、小学生による環境学習の発表が行われています。
まちの先生見本市！

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なりましたが、区の環境学習を応援する団
体プロフィールや教材情報等を掲載した『“まちの先生”環境学習プログラムガイド』は、昨年度に引き続き
1,500 部発行しました。区立小・中学校の全教員に配布し、次年度の小・中学校における出前授業や地域に
おけるワークショップの実施などにつなげます。
また、新たに「“まちの先生”環境学習お役立ちサイト」をホームページ上に開設しました。「環境学習応
援団」に登録している「まちの先生」からの環境学習や環境活動に役立つ情報を、「ネイチャー」「エネル
ギー」「3R」
「ライフスタイル」のテーマごとに掲載しています。
エコスクールの整備推進
区有施設のうちで大きな敷地と建物面積を占める学校を、環境負荷の低減や自然との共生を考慮した施
設へと整備することは、環境問題に対応するために大変有効です。また、子どもたちが一日の大半を過ご
す学校を環境学習の場として整備することで、環境問題が身近に感じられるよう工夫を行っています。
（１）太陽光発電設備の設置
太陽光発電の電力は施設の電気の消費の一部に使われています。また、CO2 を排出しない環境にや
さしいエネルギーとして、電力の発生から利用までの仕組みや、その瞬間に生み出されている電力を
実感することにより、環境学習として活用します。
学校施設においては、設置条件が合う学校で 10kW の太陽光発電設備を設置しています。設置して
いる学校は、東戸山小学校、柏木小学校、落合第五小学校、愛日小学校、西戸山小学校、牛込第三中
学校、新宿西戸山中学校、新宿中学校、落合第二中学校、四谷中学校です。
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（２）みどりのカーテンの充実
みどりのカーテンをつくることで、土づくりからゴーヤーの育成・観察および省エネ効果の研究ま
で幅広く取り組むことができます。各小中学校にゴーヤーの苗等、必要資材を配付しています。

余丁町小学校のみどりのカーテン

花園小学校のみどりのカーテン

◇区立環境学習情報センターの活動
環境学習情報センターは、環境保全の普及・啓発、環境情
報の発信、さらに環境活動の交流や環境学習の拠点として、
平成 16 年 6 月 5 日に、新宿中央公園内にあった区民ギャラ
リーの 2 階を改修して開設しました。環境学習情報センター
及び区民ギャラリーの施設運営には、平成 16 年 4 月 1 日から
「指定管理者制度」が採用されています。現在は、平成 28 年
度の公募（プロポーザル方式）による選定の結果、「NPO 法
人 新宿環境活動ネット」が指定され令和 4 年 3 月まで管理を
行っています。
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令
和 3 年 4 月 1 日から 10 月 24 日まで研修室の夜間区分及び展示室の 20 時以降の利用に関して新規貸室予約
を中止しました。）

※「エコギャラリー新宿」とは、区民ギャラリー（1 階）と環境学習情報センター（2 階）の複合施設の愛
称として、区民公募で選ばれた名称です。

＜環境学習事業＞
環境学習情報センターでは、区民・地域団体・環境団体・事業者による「連携と協働」を軸にした、「区
民参画型」の運営を行っています。また、環境に関する最新の情報や技術の展示、環境学習の講座やイベ
ント等を通じて、多くの人が環境保全活動に自主的に参画し、協働で取り組むことができる新宿区におけ
る環境学習の拠点となっています。
一方で来館者だけではなく、より多くの方々に環境保全活動に携わっていただくため、館外でのイベン
トや講座も充実させ、点から面に広がる地域とのつながりを重視した様々なプログラムを展開しています。
令和 3 年度は、年間を通して 22 事業を実施、延べ 16,361 人（オンライン講座等の視聴 8,421 人含む）
が参加しました
環境学習情報センターで行っている活動の中で、代表的なものをいくつか紹介します。
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（１）省エネ技術研修セミナー（オンライン）の開催
事業者の省エネを支援することを目的として、令和 3 年度はオン
ラインも活用し、省エネセミナーを実施しました。3 回開催し、延
べ 76 名が参加しました。

省エネ技術研修セミナー

【令和３年度実施状況】
回数

日程

実施内容
タイトル：「SDGs はじめの第一歩」

第1回

R3/9/22

講

師：株式会社フルハシ環境総合研究所

代表取締役

浅井豊司氏

参 加 者：26 名
タイトル：「SDGs の導入を一気に進めるコツ」
第2回

11/18

講

師：株式会社フルハシ環境総合研究所

代表取締役

浅井豊司氏

参 加 者：25 名
タイトル：「脱炭素社会を生き抜く～いま私たちがすべきこと～」
第3回

R4/2/17

講

師：株式会社フルハシ環境総合研究所

代表取締役

株式会社セルコ地球温暖化対策室

田村裕美氏

浅井豊司氏

参 加 者：25 名

（２）「生物多様性・自然と共に生きるまちに」
身近な自然観察や自然との触れ合いを通じて、環境保全意識の普
及を推進することを目的に講座や観察会等を開催しました。
令和 3 年度は、13 回開催し、延べ 371 名が参加しました。

寄せ植え講座

【令和 3 年度実施状況】
区分

基礎から学ぶ寄せ植え講座

回数

日程

実

施

内

容

第1回

R3/4/16

第2回

5/5

母の日に贈る寄せ植えつくり

第3回

7/9

涼を感じる和花の寄せ植えつくり

第4回

10/15

秋の草花で寄せ植えつくり

第5回

11/14

クリスマスの寄せ植えつくり

第6回

12/10

お正月を迎える寄せ植えつくり

第7回

R4/1/23

第8回

2/18
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初夏を彩る寄せ植えつくり

多肉植物で寄せ植えつくり
庭風の寄せ植えつくり

自然観察会

第1回

R3/4/10

春のおたまじゃくし観察会

第2回

7/18

セミの羽化観察会①

第3回

7/24

セミの羽化観察会②

第4回

7/30

セミの羽化観察会③

第5回

R4/3/12

夜のビオトープ
YouTube ライブ配信「カエル Night!」

（３）サイエンスカフェしんじゅく
「科学の視点で、エコを考える」をコンセプトに、多様な視点で環境問題や
社会課題の解決に取組む研究者・実践者を講師に招き、ワークショップ形式で
実施する事業を開催しています。令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、オンライン開催として、3 回実施し、小学生から大人まで幅広い
世代の方、延べ 32 名が参加しました。

サイエンスカフェしんじゅく

【令和３年度実施状況】
回数

日程

実施内容
タイトル： 都市型酒蔵の挑戦―東京の水道水で酒をつくる―

第1回

R4/3/19

講師：東京港醸造 取締役杜氏 寺澤善実氏
参加者：13 名
タイトル：東京発！都市型農業の挑戦

第2回

R4/3/27

講師：繁昌農園 農場長 繁昌知洋氏
参加者：10 名
タイトル：“食”を起点に考えるエシカル生活

第3回

R4/3/27

講師：キッチンの科学プロジェクト 代表 金子浩子氏
参加者：9 名

（４）こどもエコ広場新宿
区内在住・在学の小学生を対象に、工作や調理等の体験が
できるワークショップを通して、環境活動の機会を提供して
います。
令和 3 年度のクラブ会員は 626 名で、講座の実施にあたっ
ては「こどもエコ広場新宿」の OB/OG など中高生スタッフ
9 名、インターンシップの大学生 8 名、
「新宿区エコリーダー
養成講座」修了生 2 名の計 19 名で運営チームを組織し、多
様な視点からの意見を反映しながら運営を行っています。
令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すべての活動をオンライン講座（オンデマ
ンド動画配信・ライブ講座・メール配信）で実施しました。

96

【令和３年度実施状況】
回数

日程

第1回

R3/4/11

第2回

ライブ講座

実施内容
タイトル：「地球を学ぶ！生物の進化と歴史―樹脂化石みがき体験―」
講師：一般社団法人セルズ環境教育デザイン研究所
参加者：午前 32 名、午後 30 名

6月

第3回

第4回

タイトル：「大切に長く使える！エコなマイ傘づくり」
オンデマンド 講師：株式会社サエラ
参加者：55 名
動画配信
6/26
ライブ講座

タイトル：「大切に長く使える！エコなマイ傘づくり」
講師：株式会社サエラ
参加者：60 名

タイトル：「残布を使ってアップサイクルに挑戦！マスクケースづくりワーク
ショップ」
オンデマンド
講師：株式会社三陽商会
動画配信
参加者：173 名
7月

第5回

第6回
第7回

8月

メール配信

タイトル：「環境日記・書き方ガイド(2021 年版)」授業動画のご案内

8月

タイトル：「夏休みこどもエコ講座『エコにトライ！』おうちで環境学習「条件に
メール配信 注目して自然を見よう」授業動画のご案内」
8月

第8回

タイトル：「捨ててはもったいない！野菜の皮でハンカチ染色」
オンデマンド 講師：キッチンの科学プロジェクト
参加者：67 名
動画配信
10 月

第9回

第 10 回

タイトル：「本革余材を活かしたオリジナルチャームづくり」
オンデマンド 講師：ララミーレザー
参加者：31 名
動画配信
12/5
ライブ講座

タイトル：「解いて！作って！SDGs―牛乳パック LED ランタンづくり―」
講師：工学院大学 まち開発プロジェクト -Smart Tech参加者：60 名

12 月

第 11 回
第 12 回
第 13 回

タイトル：「新宿のまちづくりを考えよう！キャンドルナイトワークショップ」
メール配信 講師：小田急電鉄株式会社
R4/2/19
ライブ講座

タイトル：リサイクルガラスアート体験
講師：一般社団法人日本フォトガラスアート協会
参加者：午前 30 名、午後 31 名

2月

第 14 回

タイトル：「大都会・新宿から星空を見よう！」
オンデマンド 講師：エコギャラリー新宿インターン生
参加者：62 名
動画配信
2月

第 15 回

タイトル：「超若手農家から学ぶ！ベランダでできる野菜づくり」
オンデマンド 講師：繁昌農園
参加者：66 名
動画配信
3月

第 16 回

タイトル：「充電式発電カーづくり」
オンデマンド 講師：電気理科クラブ
参加者：63 名
動画配信

このほか、通年、2 階の情報コーナーでアゲハチョウの飼育展示や中央公園の昆虫の標本展示を行っています。
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＜環境に関する情報の発信地＞
2 階の情報コーナーでは、来館者が環境学習に利用できるよう、図書やビデオの閲覧サービスを行うとと
もに、地域で環境活動や環境学習を推進している様々な団体、各種イベントなどの情報発信や、環境に関
する展示などの環境関連情報の整備をしています。
また、環境情報（エコ）の「見える化」を実践するため、
「LED 電球はなぜ省エネなのか」を体感できる
“エアロバイク”を設置し、実際に来館者が“バイク”を漕ぐと、運動エネルギーから電力を創出し、LED・白
熱蛍光灯の各電球を点灯させ、両電球の消費電力の差を体感できるようにしています。※
加えて、ホームページ（令和 3 年度アクセス者数：26,474 名）や「えこようび」
（年 2 回発行）を活用し
て環境保全や環境学習情報を広く発信しています。さらに、総合学習や視察訪問の受入れも行っています。

＜環境活動の拠点＞
区内で活動する団体をはじめ、多くの環境団体の活動をバックアップするために、研修室や展示室を貸
し出しています。研修室は環境団体の会議等に利用され、展示室は環境団体の活動発表の場となっていま
す。令和 3 年度の研修室の利用は 138 件、展示室の利用は 15 件でした。※
また、
「環境学習相談窓口」では、東京都環境学習リーダーなどの環境学習の専門家が、学校・地域指導
者の授業づくり、企業の社員研修、区民からの環境活動についての相談など環境学習・活動に関する多様
な相談に応じています。
さらに教育委員会との連携により地域と学校を積極的につないでいます。
※夜間利用の新規予約を中止する、情報コーナーにおける飲食を禁止するなど、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、施設利用に関して一部制限を行いました。

＜事業報告の確認と事業評価＞
指定管理者が協定書に基づいて不足なく事業を行ったか、施設サービスの向上、施設運営の効率化等が
図られたかといった視点から前年度の事業評価を行っています。
令和 3 年度は、令和 2 年度事業について指定管理者評価委員会による事業評価が実施されました。
環境学習情報センターは、協定書に定められた内容を満たしており、良好に管理運営業務が行われてい
ると評価されました。

◇区の普及啓発
環境保全に関する行動に取り組むためには、環境情報を共有化し、自分が何をするべきか考え、行動す
る機会を作ることが重要です。区では、最新の情報を区民に提供できるよう、情報誌の発行やホームペー
ジの充実に努めています。
（１）環境白書の発行
環境基本計画の進捗状況を点検・評価し、次の課題を明確化することで、区民の皆様に環境活動に
関心を持っていただけるよう、「環境白書」を作成・発行しています。
「環境白書」は、環境対策課、環境学習情報センター、新宿リサイクル活動センター、西早稲田リサ
イクル活動センター、各特別出張所で無料配布しているほか、区のホームページで公開しています。
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（２）環境保全のしおり
「地球温暖化」「まち美化・路上喫煙」「みどり」「ごみ・リサイクル」「公
害」といった区の環境への取組や、区内の環境の状況をまとめた冊子を毎年
発行しています。令和 4 年度版は、760 部発行し、窓口・イベント等で配布
しています。皆さんに参加していただけるようなイベントや講座も紹介して
います。

（３）広報新宿「環境特集号」
令和 3 年度は、
「広報新宿」の 5 月 15 日号、12 月 5 日号に「環境特集号」を掲載しました。家庭や事
業所で実践できる身近な省エネ活動や、区の環境施策の実施状況などをお知らせしました。
（４）広報新宿「すてないで」
区の広報紙に年 3 回、6 月・10 月・3 月に「すてないで」と題し、３Ｒに関
する特集記事や資源・ごみの分別の推進等に関する記事などを掲載しています。
令和 3 年度は、3 月 15 日号で「資源・ごみ分別アプリの配信について」や
「『もったいない』を意識したライフスタイルに！」などを特集しました。

（５）えこようび
環境学習情報センターが発行している冊子で、センター事業の案内のほか、身
近な生活に役立つ環境に関する情報を掲載しています。
令和３年度は 2 回発行し、区有施設に配布したほか、イベント実施時に来館者
に配布しました。

（６）新宿区の環境学習ガイド
環境都市・新宿の実現に向けて、区民一人ひとりがどのように環境学習に取
り組むことができるのかを紹介するリーフレットです。区の環境学習の情報窓
口や、環境活動拠点施設などを掲載しています。
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（７）リサイクル活動センターニュース
リサイクル活動センターが年 2 回（夏・冬）発行している、センターニュー
ス「たのしくリサイクル」で、センター事業やイベントの案内のほか、ごみ
減量や３Ｒに関する最新の情報を掲載しています。発行にあたっては、地域
の活動団体、区等による編集会議を開き、掲載内容の充実を図っています。

（８）リサイクル活動センター講座・講習会チラシ
リサイクル活動センターでは、身近な生活の知恵、ものを大切にする技や
心を伝えることをテーマに様々な内容の講座・講習会を毎月 2～5 回開催し
ています。講座・講習会は、広報新宿で募集掲載を図るほか、案内チラシを
毎月発行し、地域センターや図書館等の区有施設で配布しています。

個別目標５－２「環境学習の推進」の指標の達成状況と今後の課題
指標「環境絵画・環境日記展の応募者数」については、1,481 名の応募があり、多くの小中学生に対し環
境への意識を高めるなどの学習効果を得ることができました。
「環境絵画・環境日記展」の受賞作品は、毎年発行している「エコ・チェックダイアリー」や「環境保
全のしおり」などに掲載し、今後も普及に努めていきます。
指標「環境問題・環境教育への理解・関心度」については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため環
境学習発表会の実施方法が変更となり、環境問題・環境教育への理解・関心度を図るアンケートを実施す
ることができませんでした。しかし、学校間でオンラインでの発表をし合ったり、校内で発表をし合った
りして環境学習の取組について紹介するなど、積極的に環境学習を行いました。今後も次世代を担う子ど
もたちへの環境教育の充実・強化を行うとともに、区民が環境を学べる機会等の積極的な提供を行います。
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