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新 宿 区 長 

吉 住 健 一 様 

 

第９期新宿区エコライフ推進協議会活動報告 

  

 「新宿区エコライフ推進員」は、自らが環境に優しいエコライフを実践するとともに、

地域における環境の普及活動を行う区民の会です。平成 16年に発足し、現在は第 9期

新宿区エコライフ推進員（任期：令和2年 4月～令和 4年3月の2年間）が活動を行っ

ています。 

例年、より専門的な議論を行う分科会に分かれ、それぞれのテーマごとに活動を行い、

その成果を環境に関する地域への普及・啓発活動として、様々なイベント等で発表を行

っていました。しかし、今期は新型コロナウイルス感染症の影響により、活動に制限が

かかり従来通りの活動を行うことができませんでした。 

コロナ禍でのエコライフ活動ということで、個人での活動がメインとなりましたが、

自分でできることを実践し、自粛期間を利用し学びの幅を広げるなど各自が工夫しなが

ら取り組むことができました。また、昨年度は協議会を一度も開催することができませ

んでしたが、昨年度中に行ったアンケートやオンライン懇談会を経て、今年度は会場と

オンラインの併用で開催することができました。 

未だ収束の見通しが立たず不安な日々が続きますが、みんなで集まり活動できる日々

が一日でも早く来ることを切に願います。 

 

近年、脱炭素へ向け世界が大きく動き出しました。日本でも、国が令和 2年 10月に

2050年カーボンニュートラルを宣言しました。それを踏まえ、新宿区は令和3年6月に

ゼロカーボンシティを表明しました。ゼロカーボンシティを実現するためには、今まで

以上に区民・事業者・区がそれぞれの役割を果たすとともに連携・協力して、積極的に

省エネルギー等の環境配慮行動を実践していく必要があります。我々区民の役割も大き

いと思います。一人ひとりが環境への意識を持ち、それぞれの立場に応じてできること

に取り組むとともに、みんなの力を合わせた行動を広げていくことが大切だと考えます。

その一助となれるよう「エコライフ推進員」として、何ができるか考え、発信していき

たいと思います。 

 

 

 

令和４年３月 

第９期新宿区エコライフ推進協議会 
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～ エコライフ推進員とは ～ 

 

１ エコライフ推進員の位置付け 

平成6年に策定された「新宿区環境管理計画」の中の「身近な環境に配慮し、地球

環境にもやさしいまち」という目標を推進するため、平成7年度に環境保全推進委員

が設けられました。平成 16 年には、環境保全推進委員に代わるエコライフ推進員の

設置が「新宿区環境基本条例（平成 9年4月1日施行）」で規定されました。また、「新

宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例」に規定されたリサイクル推進員

の活動もエコライフ推進員の活動に統合されました。 

 

２ エコライフ推進員の委嘱 

区内在住または在勤・在学の方で環境問題やリサイクル問題に関心があり、地域で

啓発活動などができる 18歳以上の方が対象です。定員は40名程度で、約半数は公募

により募集しています。任期は2年で、区長から委嘱されます。 

第1期：39名 任期：平成 16年 7月1日 ～ 18年6月 30日 

第2期：35名 任期：平成 18年 7月1日 ～ 20年6月 30日 

第3期：37名 任期：平成 20年 7月1日 ～ 22年6月 30日 

第4期：39名 任期：平成 22年 7月1日 ～ 24年6月 30日 

第5期：38名 任期：平成 24年 7月1日 ～ 26年3月 31日 

第6期：37名 任期：平成 26年 4月1日 ～ 28年3月 31日 

第7期：41名 任期：平成 28年 4月1日 ～ 30年3月 31日 

第8期：36名 任期：平成 30年 4月1日 ～ 令和2年3月31日  

第9期：28名 任期：令和 02年 4月1日 ～ 令和4年3月31日（委嘱時） 

 

３ 活動概要※ 

環境保全活動を地域に広げていくことを目的として、区の環境施策にも協力しなが

ら、さまざまな活動をしてきました。 

（１）エコライフ推進協議会を年4回開催 

（２）全体研修会を年1回実施 

（３）新宿エコライフまつり等のイベントへの出展 

（４）分科会活動を月 1回程度実施 

ア みどり・生き物分科会 

    みどりの普及に関する活動及び区内の生き物調査等 

イ ごみの減量とリサイクル分科会 

紙資源の価値化をテーマにしたごみの減量に関する情報収集及び周知等 

  ウ 地球温暖化対策・エネルギー分科会 

省エネルギー活動の普及啓発や、スマートコミュニティについての研究等 

（５）区が行う環境保全推進事業への協力 

（６）身近な環境活動の普及・啓発 

（７）任期満了時に、活動内容を報告書としてまとめ区長へ提出 

※従来の活動内容です。第9期は新型コロナウイルス感染症の影響で未実施のものあり。 



年 月 日 主 な 議 題 等

1 R2 4

書面開催
①第9期エコライフ推進員委嘱について
②コロナ禍でのエコライフ推進員の活動について
③施設見学会について
④連絡票による意見等の募集

2 5

書面通知
①今後の活動について
②エコライフまつりの中止について
③区の方針について
④前回連絡票での意見・情報提供等

3 9

アンケートの実施
①コロナ禍における協議会の開催について
②令和2年度活動内容の検討
③環境学習に係る情報提供について
④連絡票による意見等の募集

4 11

「オンライン懇談会」の実施
①アンケート集計結果について
②協議会の開催時期・開催方法について
③令和2年度の活動報告書（中間報告）について
④懇談会参加者各自の活動報告

5 R3 3 エコライフ推進員活動報告書（中間報告）の発行

6 5 27

令和3年度　第1回（オンライン併催）
①今後の協議会の進め方について
②各イベントについて
　（エコライフまつり、3R推進キャンペーン、
　　施設見学会、まちの先生見本市）
③活動内容について
④活動報告書について
⑤第10期エコライフ推進員募集について
⑥事務局からの提案（活動発表会の実施）
⑦活動発表会についてのアンケート

7 7

令和3年度　第2回（書面開催）
①前回アンケートの集計結果について
②活動発表会の実施方法について
③今後のスケジュール
④エコライフまつり実施結果報告
⑤第10期エコライフ推進員の地域推薦について

8 9 29

令和3年度　第3回（オンライン併催）
①活動発表会について
②活動報告書について（作成スケジュール）
③第10期エコライフ推進員募集について
④まちの先生見本市について

第9期　活動内容

～　エコライフ推進協議会　活動内容　～
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9 11 17

令和3年度　第4回（オンライン併催）
①活動報告書について
②第10期エコライフ推進員募集について
③活動発表会（1回目）

10 12 15

令和3年度　第5回（オンライン併催）
①活動報告書について
②第10期エコライフ推進員募集について
③活動発表会（2回目）

11 R4 3 25
第9期エコライフ推進員活動報告会（予定）
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止の可能性あり

年 月 日 主 な 内 容

1 R2 6 6
新宿エコライフまつり2020
　新型コロナウイルス感染症対策のため中止

2 10 11
3R推進キャンペーン
　新型コロナウイルス感染症対策のため会場でのイベントは中止

3 R3 1 23
第20回 まちの先生見本市！
　新型コロナウイルス感染症対策のため中止

4 6

新宿エコライフまつり2021
　会場：エコギャラリー新宿・オンライン
　出展：エコライフ推進員の活動紹介パネル展示
　（新型コロナウイルス感染症対策のため、ワークショップ等は
　　中止し、会場はパネル展示と事前申込制の講座のみ実施。）

5 10
3R推進キャンペーン
　会場：新宿駅西口広場イベントコーナー（パネル展示のみ）
　分科会としての活動ができていないため不参加

6 R4 １

まちの先生環境学習お役立ちサイト（まちの先生見本市！）
　会場：オンライン
　出展：エコライフ推進員の活動紹介パネルとHPへのリンクを掲載
　（新型コロナウイルス感染症対策として、まちの先生見本市！を
　　会場開催からオンライン開催へ変更）

●　まちの先生見本市！とは
　　事業者や環境団体、行政機関などの「まちの先生」が実施する環境学習プログラ
　ムを体験できるイベント。「まちの先生」を出前講座として教育現場で活用する等
　のきっかけづくりとするほか、環境への取組の環を地域へ広めていく。

●　新宿エコライフまつりとは
　　6月の環境月間にちなみ、地域に根ざした環境保全活動を促進し普及させるため、
　エコギャラリー新宿全体を会場として、区内のNPO、企業等を中心に多数の団体が
　出展し、来場者に向けた展示や体験事業を行う。

●　３R推進キャンペーンとは
　　毎年10月の「3R推進月間」に合わせて、３Rの普及啓発と、新宿区が「エコなくら
　し」を推進するまちであることを広く発信するイベントを開催している。

～　エコライフ推進協議会　参加イベント　～

5 
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協議会の活動報告 
 

 

令和２年度 第１回 エコライフ推進協議会（書面開催） 

 

 第9期エコライフ推進員の最初の活動の場となる予定でしたが、新型コロナウイルス

感染症対策として集合しての開催が困難であったため、書面開催となりました。 

本来、この1回目の協議会で、分科会の設定、各分科会のメンバー及び分科会役員等

を決定し、活動日やイベント出展等の活動内容を協議する予定でしたが、書面開催とな

ったため、分科会を設置することができませんでした。併せて実施する予定であった委

嘱式も開催することができませんでした。 

 その後、区より、新型コロナウイルス感染症が収束するまで、区主催のイベント及び

会議を原則として中止とするとの方針が示され、エコライフ推進協議会の活動はしばら

く休止となり、個人での活動を余儀なくされました。 

 

 

エコライフ推進協議会 開催に向けたアンケートの実施 

 

 長らく協議会としての活動ができておらず、感染症の収束の見通しも立たない中、コ

ロナ禍での協議会の在り方を検討するべく、推進員へのアンケートを実施しました。 

協議会の開催の時期や方法、今年度の活動についての考え方や参加方法等についてご

意見をいただきました。 

アンケートの結果、みどりのカーテン、町内清掃、公園サポーター等の地域緑化、環

境学習講座やオンラインイベントに参加など、コロナ禍においても各推進員が工夫し、

家庭や地域でエコライフの取組を実践していることがわかりました。 

また、協議会の開催時期については、「感染症が収束するまで見合わせた方が良い」「年

内は見合わせた方が良い」という回答が半数以上であったため、しばらく様子を見て、

状況を鑑みながら開催を検討することとなりました。 

開催方法については、対面実施への不安に関する意見が多く見受けられた中、約半数

がオンライン開催に対応できるとの回答であったため、オンライン参加、書面参加を組

み合わせ、多くの推進員が参加できるよう検討を進めることとなりました。 
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「オンライン懇談会」の実施 

 

 アンケートの結果を踏まえ、今後のオンライン開催へ向けた操作方法や課題の確認を

目的として、会場・オンライン併用で「オンライン懇談会」を試行実施しました。 

 当日は、会場参加 9名、オンライン参加６名の計 16 名の推進員が参加しました。直

接会えない方もいましたが、ようやく顔合わせを行うことができました。 

限られた時間の中で、参加者間で情報共有や近況報告を行い、会場参加・オンライン

参加それぞれの特性を把握することができました。 

今回のオンライン懇談会を経て、様々な観点から意見をいただきました。いただいた

意見を可能な限り反映し、今後の協議会もオンライン・会場併用型で準備を進めること

となりました。 

２回目の協議会を３月頃開催で予定していましたが、緊急事態宣言の再出などを踏ま

え、令和２年度の実施はかないませんでした。 

 

 

「中間報告書」の発行 

 

 ９月に実施したアンケートで、個々の活動等の成果を共有できるよう「活動報告書を

作成してほしい」との希望が多かったため、コロナ禍において、各推進員が自宅で実践

したエコ活動や、インターネットや書籍で学んだ知識などをまとめた「中間報告書」を

作成しました。 

 家庭や地域で日常的にエコライフに取り組んでいる様子や自粛期間を活用し様々な

環境学習講座を受講する様子がうかがえ、推進員一人一人の意識の高さを実感しました。 
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令和３年度 第１回 エコライフ推進協議会 

 

 令和３年度の第１回目の協議会を会場・オンライン併用で開催しました。会場参加７

名、オンライン参加９名の計 16名の推進員が参加しました。参加した推進員からは、「コ

ロナ禍でもオンラインを使って協議会を開ける機会があるのは良かった」、「オンライン

もスムーズにできた」等の反応がありました。 

令和２年度中は、書面開催でしか協議会を実施していなかったため、会長・副会長を

選出できていませんでしたので、今回の協議会で選出することとなりました。推進員の

互選により、会長を高野さんに、副会長を山下さんと鶴田さんにお勤めいただくことに

なりました。 

その他、今年度の協議会の進め方や活動内容について協議を行いました。令和３年度

もコロナ禍での活動となるため、分科会は設置ぜず原則個人で活動することとなりまし

た。協議会については、オンライン開催のノウハウを得たため、情報共有の場として、

２カ月に１回程度のペースで開催することとなりました。 

また、個人活動のモチベーションとして、協議会内で希望者が活動内容や学習内容を

プレゼン形式で発表する「活動報告発表会」を設けることとなりました。発表会を行う

ことで、活動に対する積極性や研究の機会を作り、推進員全体のエコライフの知識共有

や意識向上につなげていきたいと思案しました。 

参加予定であった各イベントについては、イベント自体がオンライン化や展示のみへ

と開催方法が変更となったため、開催方法に合わせ可能な限りで参加することとなりま

した。このような状況のため、残念ながら、施設見学会も中止とすることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会の様子） 
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令和３年度 第２回 エコライフ推進協議会（書面開催） 

 

 7 月に会場・オンライン併用で開催予定であった協議会ですが、緊急事態宣言の発令

により、書面開催となりました。ようやく新しい形式で顔を見ながら協議会が開催でき

始めていた中での書面開催への変更であったため、残念であるとともにこのまま顔を合

わせる機会がなく活動が終了してしまうのではないかという不安がよぎりました。 

 書面開催の内容については、前回の協議会後に行ったアンケートの結果、活動発表会

についての説明、エコライフまつりの実施結果の報告がありました。 

 アンケートでは、オンライン参加への問題や対面実施の必要性などたくさんの意見を

いただきました。 

 活動発表会については、事務局より実施方法等について詳細が示されました。令和３

年６月５日に区が「ゼロカーボンシティ」を表明したことに併せて、発表内容に「ゼロ

カーボンシティ実現に向けて」でき得る行動や考えを盛り込むこととなりました。 

 

 

 

 令和３年６月１日～６日で、「新宿エコライフまつり」がエコギャラリー新宿とオン

ラインを会場として開催されました。20団体が出展し、156名の方にご来場いただきま

した。会場では、ワークショップ等は行わずパネル展示のみの実施でしたので、エコラ

イフ推進協議会の活動紹介パネルを展示しました。 

 オンラインでは、エコギャラリー新宿の指定管理業者である NPO法人 新宿環境活動

ネットの﨑田代表による各パネルの紹介動画と講話動画が配信されました。 

 クイズや工作等のワークショップや各分科会の活動成果の発表など例年通りの参加

はかないませんでしたが、エコライフ推進員の活動について多くの方に知っていただく

機会ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パネル展示の様子） 

新宿エコライフまつり 
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令和３年度 第３回 エコライフ推進協議会 

 

令和３年度の３回目の協議会は再び会場・オンライン併用で開催することができまし

た。会場参加８名、オンライン参加 10名の計18名の推進員が参加しました。今回の協

議会では、活動発表会の発表者の紹介がありました。11月17日に、高野会長、山下副

会長、保坂さん、12月15日に、松岡さん、鱒沢さん、鶴田副会長、山口さんにそれぞ

れ発表いただくことになりました。発表資料の作成は、テーマである「コロナ禍でも行

えたエコライフ活動」を基に、活動の感想や考え、活動内容を地域へ広めるためにはど

うしたらいいか、また「ゼロカーボンシティの実現に向けて」自分たちができ得る行動

を盛り込み、作成を開始することとなりました。同じ内容で、活動報告書についても作

成に向けて準備を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（協議会の様子） 

 

 

 

 



11 

 

令和３年度 第４回 エコライフ推進協議会 

 

令和３年度の４回目の協議会は会場・オンライン併用で開催しました。会場参加12

名、オンライン参加８名の計 20名の推進員が参加しました。新型コロナウイルス感染

症の感染状況が落ち着いてきたことからか会場参加が少し多くなってきたように感じ

ました。 

前半に、事務局から事務連絡があり、後半は活動発表会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会の様子） 

 

 

「第 1回 活動発表会」 
 

 まずは、高野会長から「SDGsとはそもそもなんなんでしょうか」というテーマで発表

いただきました。 

  SDGsとよく耳にはするものの、世界的な 

目標であるがゆえに、なかなか当事者意識が 

持てず自分とは遠く離れたものだと思いがち 

ですが、日常の中で貢献できることもあると 

いうことを分かりやすく説明していただきま 

した。 

身近なところからできることもあるという 

ことが分かり、皆さんの意識改革に繋がった 

のではないでしょうか。 
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続いて、山下副会長より「地球温暖化と脱炭素」というテーマで発表いただきました。 

 脱炭素に向けた世界や国の動き・取組につい 

て、エネルギー政策を中心にお話いただきまし 

た。 

ノーベル物理学賞を受賞された真鍋氏が世界 

で初めて地球温暖化の可能性を指摘したのが 

1967年と半世紀近くも前だったことにとても 

驚きました。 

 また、国のエネルギー政策については、現在 

主力である火力発電の問題やそれに代わる再生 

可能エネルギーの現状と課題などとても興味深いお話でした。皆さんのエネルギー問題

について考えるきっかけとなったのではないでしょうか。 

 

続いて、保坂さんより「レッドロビンの「緑のカーテン」による温度低減効果」とい

うテーマで発表いただきました。 

 自宅で取り組まれている「緑のカーテン」につ 

いて、日向のアスファルト、木陰のアスファルト、 

レッドロビンの根本の土、日向のコンクリート及び 

日陰のコンクリートに分け 1日2回測定した結果を 

お話いただきました。 

 日中の測定時には、レッドロビンにより作られた 

木陰のおかげでコンクリートの温度が 34℃となり、 

日向の47℃より13℃も低減し、体感温度を低くする 

結果が得られていました。 

緑のカーテンの結果を可視化することで、既に取り組まれている方へは取組の意識向

上に、まだ取り組まれていない方へは取組のきっかけづくりとなったのではないでしょ

うか。 

 

今回、初めて実施した発表会でしたが、発表者から、新たな取組とし自分が調べたこ

とを発表する機会が持てたのは新鮮だった、今回はコロナ禍の臨時対応として実施した

発表会であったが今後もこういう推進員として発言できる場があってもいいと思った

等の感想があり、有意義な時間となりました。 
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令和３年度 第５回 エコライフ推進協議会 

 

令和３年度の５回目の協議会を会場・オンライン併用で開催しました。会場参加12

名、オンライン参加６名の計 18名の推進員が参加しました。 

今回も前回同様、前半に事務局から事務連絡があり、後半は２回目の活動発表会を開

催しました。 

 

「第 2回 活動発表会」 
 

 まずは、松岡さんから「私のエコライフ」というテーマで発表いただきました。 

 ご自身で取り組んでいらっしゃる様々なエコライフ 

やリサイクル活動、その他防災対策等についてお話い 

ただきました。 

 中でも、物や洋服の「もいちど倶楽部」やフリーマー 

ケット等への出品、日用品の修理など、不用品をごみと 

しない取組を日常的に行っていらっしゃる姿が印象でし 

た。ご自身のモットーとして、「仕事ではないので、楽し 

みながら興味があるものだけをやる」とお話されていまし 

たが、発表を聞き、楽しみながら取り組まれている様子がとても伝わり、エコライフを

継続するうえで大切なことが伝わったのではないでしょうか。 

 

続いて、鱒沢さんより「「エコリーダー養成講座」の企画・運営チームに携わって」

というテーマで発表いただきました。 

 「エコリーダー養成講座」の概要や趣旨、プロジェ 

クトメンバーの役割等についてお話いただきました。 

 今年度の講座のテーマは「新宿区 2050年ゼロカーボ 

ンシティの実現に向けて私たちができること」だった 

とのことで、まさに今後エコライフ推進員が考え行動 

していくテーマと同じでありました。 

方策を達成するため、行政が作る「システム」の中 

で、個人がどのような活動を必要とするのか、その辺りのお話を当講座で勉強できると

のことで、講座に興味を持った方も多いのではないでしょうか。 
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続いて、鶴田副会長より「深掘されつつある SDGs（コロナ禍で見直し）」というテー

マで発表いただきました 

 SDGs達成へ向けた企業や自治体の取組について、 

またご自身で取り組んでいらっしゃる SDGs活動等 

についてお話いただきました。 

 コロナ禍を機に価値観の転換が起こり、SDGsに 

おいても、解決意識が強くなったゴール、反対に 

遅延見込みとなったゴールがある等様々な影響を 

与えたことがわかりました。 

 今回発表に中にあった「生きる「誇り」を考え 

る時」という言葉は、皆さんの胸に響いたのではないでしょうか。 

 

続いて、山口さんより「私の台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクル」というテ

ーマで発表いただきました 

 ご自身で取り組まれた台所食物廃材の堆肥化と 

園芸土のリサイクルの活動において、その経過や 

期間短縮への工夫等についてお話いただきました。 

 用いた材料の経過や考察等を写真や文章を用い 

て、細かく説明されていたので、分解されていく 

過程がよくわかり、物によっては長い期間を必要 

とし、期間短縮がいかに重要であるかが伝わりま 

した。 

 今回の期間短縮化のお話を聞いて、活動の参考になった方も多いのではないでしょう

か。 

 

 

 

2 回目の発表会となりました。今回は、自身の取組や活動についての発表が多かった

ため、発表者と同じ取組を実践している推進員から、取り組むうえでの悩みや課題とい

った情報提供など、様々な質疑があり、実りある発表会となりました。 
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まちの先生環境学習お役立ちサイト 

 

例年、区内の小学校を会場として開催していた「まちの先生見本市！」ですが、新型

コロナウイルス感染症対策として、令和３年度は、「まちの先生環境学習お役立ちサイ

ト」として、オンラインでの開催となりました。 

エコライフ推進協議会としては、パネルの掲載及び区 HP 上でエコライフ推進員の活

動について掲載しているページのリンクを掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～
 



16 

 

（掲載パネル） 
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エコライフ推進員の個々の活動報告 

 

 

日々の暮らしに SDGs 

 

SDGs達成に向けて！！ 

2020年、新型コロナウイルス感染症が瞬く間に地球規模で拡大したことからも明らか

なように、グローバル化が進んだ現代においては、国境を越えて影響を及ぼす課題に、

より一層、国際社会が団結して取り組む必要があります。SDGs達成に向けた道のりは厳

しいものであります。だからこそ、今私たちは一人ひとりに出来ることをしっかり考え、

一歩踏み出す姿勢が求められています。 

榎地区町会連合会（27町会加盟・会長：中村廣子）では、日常生活の中で取り組みや

すい４つの目標について期間を決め、重点的に取り組む「日々の暮らしの中に SDGs」を

実施することになりました。私も早速その活動に参加しましたので、以下その報告をさ

せていただきます。 

 

私たちが取り組む目標は？ 

①第1回（７月～９月） 夏の省エネに取り組もう！！（ゴール７と１３） 

 家庭での省エネポイント💡 

 消費電力の多いエアコン、冷蔵庫、テレビ、シャワー等の省エネを！ 

②第2回（10月～11月）３Ｒを推進しよう！！（ゴール１２と１４） 

 家庭での３Ｒ活動ポイント💡 

 リデュース、リユース、リサイクル、ごみ減量、プラスチックごみに注目！ 

③第3回（１２月～２月） 冬の省エネに取り組もう！！（ゴール７と１３） 

 冬の省エネポイント💡 

 暖房器具、給湯の設定温度等の省エネを！ 

 

具体的な取り組み方 

①町会を通じて、各回の実施前に「SDGs活動シート」を配る 

②日常生活の中で、可能な限りシートに記載された活動に取り組む 

③活動期間終了後、シートにチェックして事務局に送る 

④シートは事務局で保管し、クロージングイベントで発表。表彰する。 
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年間スケジュール 

 

「日々の暮らしにSDGs オープニングイベント」 

日時：令和3年６月11日 会場：漱石山房記念館B1講座室 

内容：１．会長挨拶 

   ２．榎町特別出張所長挨拶 

   ３．講話「５分でわかるSDGs」とSDGsカードゲーム体験 

     講師：NPO法人新宿環境活動ネット代表理事 飯田貴也氏 

感想：カードゲームの体験は、初めはよくわからなかったですが、ゲームを通してSDGs

が目指すことの本質がわかってきました。しかし、一回の体験では十分とは言えないと

感じました。 

 

「ベビーバスケット体験と中間報告」 

日時：令和3年10月29日 会場：漱石山房記念館 B1講座室 

内容：第一部 中間報告「夏の省エネシート」の結果報告 

参加町会11町会、提出数 52枚 
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優秀賞贈呈５名 

参加賞：伊那の森※の間伐材で作った「えのき SDGs焼印」 

    

第二部 ベビーバスケット体験 ～世界一ゆるいバスケット～ 

赤ちゃんに見立てたボールをやさしくパス＆キャッチしてゴールを目指 

す。「日々の暮らしに SDGs」において、環境にやさしい活動を行っている私

たちの願いは、「人にやさしいまち、えのき」づくり。人や環境にやさしい

気持ちをベビーバスケットに重ね合わせこの競技に取り組む。これが主催者

の思い。 

 

感想： SDGsのゴールを目指すことは、ゼロカーボンシティの実現にもつながると思い 

ます。今回の榎地区の取り組みに参加して、決して SDGsとは難しいことばかりで

はなく、すでに日常的に行っていることだということが、活動シートのチェック

をしてわかりました。１７の課題があるので、はじめは驚き、私にできるかしら

と思いましたが、自分のできることはまず一歩踏み出すこと、小さなことでも積

み重ねていけばいずれゴールに近づきます。はじめは一人の行動でも、同じ想い

を持つ仲間をみつけ、パートナーシップを組んで大きなうねりになれば明るい未

来につながるように思います。そして、１７個は別々でなく、どの課題も互いに

つながっていることを学びました。 

2050年の「ゼロカーボンシティ」の世界を残念ながら見ることも体験すること 

もできませんが、次世代の人々の明るい未来のために、今を生きる私達はただ利 

便性を求めるだけでない生活こそ大事なことだと思います。 

    

 

 

            

          

 

 

 

※伊那の森とは、区外の森林を保全してCO₂の吸収 

を促進し、区内のCO₂排出量の一部を相殺する 

「カーボンオフセット事業」を行っている「新 

宿の森」の一つ。その他に「新宿の森・沼田」、 

「新宿の森・あきる野」がある。 
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私のエコライフ 

 

研究・発表内容 

私にとってのエコライフとはリサイクル活動であり、防災対策と自然エネルギーを活

用することでもあります。以下、わたしのエコライフを新宿リサイクル活動センターの

利用を中心に列挙します。 

１．エコライフ＆リサイクル活動 

（１）新宿リサイクル活動センターのフル活用 

 ①もいちど倶楽部（委託販売）への出品 

 H29年に出品開始 年9～10回出品  合計50回550品以上出品  

 ②フリーマーケットへの出品 

  H28年に出品開始 年2～5回出品 

③おもちゃ病院 

  2～3か月に1回の頻度で、子供が遊ばなくなったおもちゃを修理依頼 

  その後「もいちど倶楽部」へ出品 

 ④日用品修理（lastlong) 

  半年に1回の頻度で、愛用ズボンのウエストやトレーナーの袖等の修理を依頼して

継続使用 

⑤洋服ポストへ持参 

  「もいちど倶楽部」へ出品出来ない衣類、靴等を洋服ポストへ持参  

 ⑥「譲ります」コーナーへの出品 

  「もいちど倶楽部」へ出品出来ない品目（運動用品、スパイク、家電製品等）をリ

サイクル活動センターの「譲ります」コーナーへ写真掲示して出品  

 ⑦家具のリユース事業の利用 

  ・令和元年に、使用していない二段ベッドを引き取ってもらった（4,000 円ですぐ

に売れた） 

・令和 3年に壊れてしまった学習机を粗大ごみに出して、ほぼ同じサイズの学習机

を購入（2,000円で新品同様であった） 

 

（２）ごみの分別徹底と有効活用 

 ①燃えるごみの削減（生ごみ） 

  コンポストを月に1回程度利用（毎日は無理）。 

肥料が出来たら家庭菜園で野菜を作ることを計 

画中。災害時に自給自足できることが目標（楽 

しみながら） 
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②集団回収の利用 

新聞・雑誌・本（売れない）・雑紙・アルミ缶は資源ごみではなく、集団回収に出 

して町会収入の一助へ 

 ③売れる本の売却 

雑誌も買い取ってくれた古本屋へ売却 

④資源ごみの純度を保つ（洗う） 

納豆パックを水につけて洗うことで発泡スチロ 

ールの純度が上がり、資源ごみとして出せるよ 

うになった。 

 

２．防災対策＆自然エネルギー 

（１）雨水貯留タンクの設置 

 令和2年4月設置。 

費用〇万円（補助金制度有）容量200L、雑用水として使用可 

 当初は井戸を掘ろうと考えていたが、掘っても水が出るかわから 

ないのと、深く掘れば汲み上げにポンプの電源が必要なため、停 

電を考えて断念。費用の面でも確実性の面でも雨水タンクに決定 

 

（２）エネファーム（家庭用燃料電池）の設置 

  平成23年8月設置。 

令和2年に2台目に更新。 

費用〇万円（補助金制度有） 

 都市ガスから水素を取り出して発電し、その熱を利用してお湯・ 

床暖房・浴室暖房乾燥機等に利用。 

  (メリット） 

  ①発電した電気をすぐに利用できる（送電ロスが無い、集合住宅でも設置可能） 

 ②発電時に騒音が出ない、CO²が出ない（住宅一戸当たり年間平均 1.4t削減） 

 ③電気料金が安くなる（通常家庭で冬期26％冬期以外13％お得） 

 ④災害停電時の電気利用 500ｗで 8日間（192時間）         

（デメリット） 

  ①貯湯タンク設置のスペースが必要（130L・断水時は雑用水として利用可） 

②導入コストが高い・売電はできない 

③ガス代は高くなる・ガスが止まったら発電出来ない（ガスが使えて停電のみは太陽

光・蓄電池との併用で発電可能） 

（３）太陽光発電の設置 

  令和3年10月設置。屋根に太陽光モジュールを設置して発電し、更に蓄電池を設置 
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して停電時には蓄電池を利用。余ったら売電できるシステム。費用〇万円（補助金有） 

  (メリット） 

 ①CO²を排出しない自然エネルギー 

 ②自然災害に備えられる  

 ③太陽光モジュールで屋根の断熱効果あり 

（デメリット） 

 ①導入コストが高い 

 ②売電の買取価格が下がってきている 

 ③設置場所・季節・天候に発電量は左右される 

 

ねらい、めざすこと、感想 

ゼロカーボンシティの実現にリサイクル・ごみの減量・防災・自然エネルギー活用は

必要不可欠と思っております。 

区民1人ひとりが小さなことから始めて近所から町会、新宿区、東京都、やがては国、

世界を動かすのではと思ってエコライフ活動に取り組む所存です。 

 

ゼロカーボンシティの実現に向けて 

私のモットーとして 

（１）仕事ではないので、楽しみながら興味があるものだけをやる。 

   （飲まない洋酒を処分しようとして、梅酒が作れた） 

（２）30年以内に首都直下型地震は 70％の確率で起こる。 

   （宝くじに当たる夢もいいけれど） 

（３）夫婦二人で自宅をごみ屋敷にしたくない、使わないなら、無いのと同じ。ごみで

燃やせばCO²が出る。（ミニマリストとして自宅を住宅展示場並みにする？） 

 

気候変動・地球温暖化を止めるには、ゼロカーボンシティの実現しかない。 

みんなで小さなことから楽しみながら始めませんか 
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私の台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクル 

 

 はじめに：台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクルにおいて、開始から完了まで

の期間は長く、作業空間と作業労作が必要です。これらはリサイクルの負担であり、課

題である、と思います。 

 発表の目的：今回、台所食物廃材等の堆肥化期間を短縮する工夫を行いました。リサ

イクル初心者である私の工夫とその経過をご披露し、参加される方々からご批評ご指導

をいただきたい、と思います。 

 これまでの経過：①以前より台所食物廃材の堆肥化を試行してきました。② エコギ

ャラリー新宿における口演（2017 年夏のゴーヤサロン、土のリサイクル・野菜づくり）

に参加しました。† 共感したこと：土のリサイクルの意義、他の土地（外国等）から

エネルギーを消費して搬送された園芸用土を使うことへの疑問、† ハーブの再生：知

らないことを教えてくださり、興味深く思いました。† 口演を聴いたが、実施できな

かったこと：ベランダ（避難共用路）でのゴーヤ栽培 ③ 外苑東通沿いの公園でボラン

テイアの方から腐葉土をいただきました。 

 台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクルに用いた材料 

※塩分を含む食品を除きました。 

 ①台所食物廃材等（野菜端、外皮、鶏卵殻、食用廃油、鶏骨、貝殻、堅果（銀杏、栗）

殻、乳製品容器洗浄水 ②米糠 ③食品関連材（ワイン用コルク栓、アイスクリーム棒、

蒲鉾板、竹製容器、爪楊枝、輪ゴム廃品） ④草花 ⑤プランター、レジ袋 ⑥篩（荒

い目、細かい目） ⑦前年の園芸に使った土 

 台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクル期間短縮化の方法 

 ・プランターへ台所食物廃材等と前年の園芸に使った土を混和後、水分補給 

 ・経過中、 ①対象をより小さくします（折る、切る、外皮を剥ぐ）。 ②対象を篩

にかけ、大きさ別に分類します。 ③対象を分類毎にプランター、レジ袋内で分解を図

ります。 ④対象が細かい目の篩を通ればリサイクル完了とします。 

 台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクル期間短縮化の結果 

 ①ヒトが食べられる物は早期に分解しました。 ②大きな物は分解に長時間を要しま

した。 ③アイスクリーム棒は1年以内に分解しました。 ④ワイン用コルク栓、南瓜

種を紡錘形の虫が貪食し、2,3 年以内に分解しました。 ⑤堅果（銀杏、栗殻等、堅い

外皮のある種実殻）は分解に数年を要しました。 ⑥貝殻、鶏骨は分解数年以上経ても、

残存がありました。 ⑦古い蒲鉾板は 10 年以上を経ても、辺縁のみが分解し、大部分

が残存しました。 ⑧真冬（12月～02月）：分解進行は他の月に比べて非常に遅くなり、

新たな食物廃材追加を止めました。真冬でも真菌が蜜柑皮に容易に付着し、土に覆われ

ると消失しました。 ⑨真夏：日照と室外機排熱はベランダを高温にしました。 ⑩腐
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敗臭：分解対象を混和することにより 2,3日で消失しました。 ⑪虫：ⅰプランター底

と仕切り板間にゴキブリ成虫 ⅱ土中に紡錘形の虫 ⅲプランター表層に微細な虫、上

部に蜘蛛を観察しました。紡錘形の虫はワイン用コルク栓を管状に、南瓜種内部を貪食

しました。 ⑫鳩：排泄物はアルミ製手摺を腐食させ、鳩は植栽を引き抜きました。鳩

に輪ゴムで紙弾を投擲するも無効でした。営巣試行が疑われました。 ⑬（03 月～11

月）に細かい篩を通過する土（リサイクル完了）はほぼ2回分でした。 

 考察： 台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクルにはリサイクル開始から完了ま

での期間、場所、労作が必要であり、このうち期間を短縮化することは有意義なことと

思います。期間を短縮化する方法として、食材等の大きさを小さくする（切る、折る、

割る、外皮を剥ぐ）ことを試行しました。本法における対照は無く、期間短縮化の有無

検証はありません。 

 ①生物系：リサイクルの場において土中細菌以外に微細な虫、紡錘形の虫が対象を貪

食し、微細な虫を捕食する蜘蛛、営倉を求める鳩が観察され、ミニバイオーム形成を思

わせました。 ②乳製品容器洗浄水、卵殻に付着するタンパク質：窒素成分補給に寄与

することが期待されました。 ③鶏卵殻、貝殻：酸性雨により分解される可能性を考え

ました。 ④食物関連材：アイスクリーム棒、コルク栓等も分解されました。 ⑤寒冷

期：真菌が蜜柑皮に再現性を以て発現しました。真菌は真冬でも分解に寄与しました。 

⑥夏季：室外機間近のコンクリート製ベランダは高温となりました。 ⑦腐敗臭：嫌気

性菌による組織分解度は大きい可能性あるも、隣宅への迷惑を避ける必要がありました。 

⑧ベランダ：共用避難路であり、避難に支障のある物の設置を避ける必要がありました。 

 結論： ①台所食物廃材の堆肥化と園芸土のリサイクルの完了までの期間短縮化を図

りました。 ②経過中、中間物をより小さくし、大きさ別に分けることはリサイクル期

間短縮化に有効という印象がありました。 ③リサイクルに伴い、ミニバイオームが形

成されました。 ④虫はリサイクルに有効で、大規模利用の可能性がある、と思います。 

⑤共用避難路であるベランダ以外で可能なエコライフを工夫することが必要でした。 

ゼロカーボンシティの実現に向けて 

 ①食物廃材を個々の家庭で処理するシステムが確立されれば、ゼロカーボンシティの

実現に向けて有効である、と思います。 ②マンション住まいや飲食店で可能な食物廃

材処理システム、技術の確立が望まれます。 ③確立した技術、システムは公園や街路

樹の落葉、剪定木の処理にも応用されることが期待されます。 ④エコライフに賛同、

協力する人々の負担を減らし、社会的利益を実感可能な工夫が重要と思います。 ⑤社 

会制度とエコライフの整合性を合わせる必要があります。 
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「エコリーダー養成講座」の企画・運営チームに携わって 

 

エコリーダー養成講座とは 

環境都市「新宿」の実現に向けて地域の環境活動リーダーとなる人材を養成するた

めの講義・体験・ワークショップ等からなる講座で、2004年から環境学習情報センタ

ーの事業（所管：環境清掃部 環境対策課）として実施され、昨年までに約 300名が

受講して200名が修了生となりました。（参考：第9期エコライフ推進員27名中20名が修了生） 

企画運営は誰が？ 

メンバーは履修生の環境活動の継続と定着を目的として、前年度の履修生に呼び掛 

けそれに以前の履修生が支援する形で「企画運営プロジェクトチーム」を結成します。 

私はこの講座の2008年度修了生で、講座で環境教育の重要性を痛感し、その翌年 

からこの講座の企画・運営メンバーとして活動しております。 

企画・運営の流れ（2021年度の実例で企画・運営の流れを紹介します） 

例年、修了式では区長が受講生に修了証授与をすることを慣例としているため、 

まず環境対策課を通じて区長との日程調整を行います。決定したらその日を最終日と

して遡り一週ごとの講座日程を決定します。通常 8回～10回で構成されます。 

平行して講座のメインテーマを決めます。今年度は協議の結果「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」としました。これは、2021年6

月5日の「新宿区のゼロカーボンシティ表明」に対して区民に何ができるかと言うこ

とを講座の主題にしたものです。 

次にこのテーマに即した各回講座日・テーマ・講師人選・日程調整等を行いますが、

この選定が一番厳しい仕事です。本年度は第 1回講座が 9 月 30日と決まりましたの

で、逆算して講座内容を 9月５日の広報新宿に掲載することが必要で、そのため7月

30日の原稿締め切り日までに全体を決めなければなりません。本年度の第 1回企画会

議が 6月 24日に開かれたので約 1か月間で上記懸案事項を解決しないとならないこ

とです。本年度は毎週計 7回行われました。 

  講師は、センター担当とメンバーが調べた情報に基づき選定し、直接の折衝はセン

ター担当が行い、その結果が次の企画会議で発表・検討されます。通常は一度で決ま

ることはなく数回同じことを繰り返すことが普通です。講師人選と講座日の担当者が

決まれば、次はメインテーマに沿う内容で当日の講座内容について講師との打ち合わ

せで、主にセンター担当と講座日の担当者に希望者を加えて、直接（訪問）間接（リ

モート）で行います。 

受講生の募集は広報新宿、ポスター、チラシ、ホームページ等で行いますが、応募

者がどのくらい集まるかも心配の種です。全てが決まれば、講座当日は、司会進行、

受付、安全管理等も当日の担当者を中心にメンバー全員で手分けして行います。 
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2021年度プログラムは？ 

以上の過程を経て、2021年度は下記の通りとなりました。（但し講座内容がほぼ決まった時

点で緊急事態宣言により全講座が突然リモートになることが決定、講師との打合わせもリモートとなった） 

 

まったなし！地球温暖化 

～新宿区2050年ゼロのカーボンシティの実現に向けて私たちにできること～ 

日程 講師 タイトル 

第1回 
9月30日 

江守正多氏 
異常気象と地球温暖化 
～2050年新宿の気候は？～      

第2回 
10月7日 

 環境対策課 
防災都市づくり課 

ゼロカーボンシティの実現にむけて 

第3回 
10月21日 

 鈴木香里 DNPの環境への取組 

第4回 
10月28日 

崎田裕子氏 資源循環型の暮らしを目指して 

第5回 
11月4日 

 近藤恵津子氏 食から見えてくる環境問題 

第6回 
11月11日 

二瓶泰雄氏 マイクロプラスチック汚染の真実 

第7回 
11月18日 

 山川文子氏 無理なく続けられる「家庭の省エネ」 

第8回 
11月25日 

飛田満氏 グループワーク 学びを活かそう 

第9回 
12月2日 

 修了式 
吉住健一区長 

私たちのまち新宿の未来にむけて 

第1回講座は公開講座で、さらなる応募者の増加を目的とした講座で著名な研究者に 

お願いしました。 

・ねらい、めざすこと、感想 

IPPC 報告によると「温暖化と気候変動の因果関係」について第一次報告（1990 年）

から今回の第6次報告（2021年）の間に 

生じさせる恐れあり→影響が表れている→原因の可能性高い→可能性が非常に強い→ 

可能性が極めて高い→疑う余地がないとついにほぼ断定しました。 

「カーボンゼロ」を目指し後戻りができない事態に至らぬように 2050 年カーボンゼロ

にするのが人類の責務だと思います。この課題について区民の効率的な方策をこの講座

を通して学んで欲しいと思います。 

・ゼロカーボンシティの実現に向けて 

 課題の大きさから、従来通りの方策では達成できないことは明らかです。 

例えば個人がコツコツとやる努力の積み上げ方式では間に合わないということです。 

講座の中にそのヒントが隠されておりそのキーワードは「システム」で対応です。 

「システム」をつくることは個人では難しく、行政の力が必要ですがそれでもその中で 

活動するのは実際には個人でそのあたりのお話を当講座で勉強できると思います。 
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深掘されつつあるＳＤＧｓ（コロナ禍で見直し) 

 

＜成果が上がるか？２０３０ 企業・自治体の取組＞ 

 ＳＤＧｓは現在、各種の認証との連携が進み、標準化や経済的効果を

求め具体的にかつ広範囲の分野で進められています。それぞれのテーマ

ごとにそのエビデンスやトレサービリティが深堀されその成果も開示

され、その上ＣＯＰ２６で成果が加速されていきます。 

ビジネスも経済的に利益の創出から環境対応に向かい、さらに未来への貢献に進んで

います。このところの世相もマスコミもＳＤＧｓは話題になり、ＣＳＲ経営を一体化し、

北欧から進められた目標達成への筋道が明確になり、その達成に向かっています。 

 

＜ＳＤＧｓはだれもが主人公 誰も取り残さない＞ 

 ＳＤＧｓの動向の前にＳＰＰ（持続可能な公共調達）が海外で盛んに取組まれてきま

した。ＳＤＧｓは目標を１７に広げ「共有と協力」で地球危機を乗り越えようとしてい

ます。コロナ禍を機に主人公として価値観の転換を生かすパワーになりつつあります。 

生物多様性、生活習慣病、大気汚染、環境汚染など生きる「誇り」を考える時です。 

具体的な取組を気のつくままに 

（１）脱炭素化（鋼鉄、自動車、船舶、農林水産、航空機、住宅、建築物） 

（２）有機廃棄物からエネルギー（炭化）、バイオ燃料発電、バイオ堆肥（メタン発酵） 

（３）木材チップの品質規格とその機器、施設、供給体制と共に 

（４）健康に良い食物繊維（大豆等） 

（５）長寿のための農業とブルーゾン・秘境の生活 

（６）未来のプラスチックス、ＰＬＡ（ポリ乳酸）から次に（バガス・ココナッツ・米タピオカ・

卵殻・ホタテ貝殻・木材・竹・植物組織１００％エコフード食器） 

（７）森林浴と香りの感性（クロモジ・ヒノキ・クス・ヒバ・モミ・ケヤキ等の単体および調合

オイル） 

（８）健康食品の機能、エビデンスが研究され体の要求ごとに効用が判明、最近はコオロギシル

ク、桑の葉、ゲルマニウム、モリンガ、グリコミンサン、松樹皮エキス、水素等） 

（９）進む自治体、長野県、北九州市、鎌倉市などの成長都市戦略、森林整備（豊島区） 

（10）共生・共有の取組、ＳＤＧｓ全部に森林・林業が施策する（名古屋林業協会）「三方よし」

（関西同好会）、共生の明日の例として食の自給率向上（現在３７％ＵＰ、実例パルシス

テム） 

（11）特に遅れている目標 ⑫(つくる責任、つかう責任)、⑬(気候変動に具体的な政策を)、 

⑭(海の豊かさを守ろう)、⑮(陸の豊かさも守ろう)ターゲットとして247（日本は90取組） 
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＜私の生活と参画＞ 

私の行っているＳＤＧｓ活動として 

（１）家庭ごみの見える化、ポリ袋（30×40）で重量をチェック、袋の減少 

（２）節電 例：コンセント管理 

（３）衣類の３Ｒ提供 

（４）ペットボトルの再利用、再生しやすく分類・洗い 

（５）食物は残さない 

（６）廃棄物は小さく、ハサミで平らに圧縮する 

（７）物のないミニマニストの生活 

（８）私たちのＳＤＧｓまとめ（としま） 

その他 

 森林セラピー指導、福祉病院ボランティア、建物管理役員、福祉工学学会役員、技術

士会会員、ＣＣＲＣ活動、センテナリアン会活動、森林技術協会会員、ウォーキング協

会役員、老人ホーム協会調査、エコポジの会役員などでＳＤＧｓを進めています。 

 

＜ゼロカーボンシティ実現に向けて＞ 

脱炭素からの環境問題はあらゆる世界の機関、国、企業

が具体的に目標を決め進めています。京都議定書での日本

のＣＯ２削減量は目標６％とされており、2050年に向かっ

て国・自治体・企業は収益アップに直結させてＣＯ２削減

に取り組んでおり、木材の使用についても見直されていま

す。 

木材は、収穫すれば植えるといった、適切な森林の循環

を維持するとともに、間伐等の適切な管理を行えば、永続

的に再生産できる材料です。さらに、廃材から新たな製品を作ることが出来る循環利用

が可能な材料でもあり、木材を使うことは、二酸化炭素の貯蔵、排出抑制を通じて、地

球温暖化防止にも貢献できます。 

また、木材は鉄やアルミニウム等に比べ、材料製造

時の炭素放出量が少ない省エネ材料といわれており、

地球温暖化防止に大きく貢献します。このため、木造

住宅 1戸あたりの材料製造時の炭素放出量は、鉄骨プ

レハブ住宅などよりも低位となる。また、輸送距離の

短縮化を図ることにより、輸送エネルギーの使用量削 

減の効果も期待できます。 

ＳＤＧｓ達成に向けて、私たちは国産材の活用、森林の保全や育成管理を行い、「森

の豊かさを守る」ことが大切だと考えます。              

CCRC活動（H27.10.11天栄村） 

各種材料製造時における1m3あたりの 

炭素放出量 
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コロナ禍でも行えたエコライフ活動 

 

 2021年10月緊急事態宣言がやっと全国で解除され、少しだけ気が楽になったように

感じました。これから日常が少しずつ戻るのだろうか、以前のように戻れる日は来るの

だろうか、と、自問自答しながら、わたしなりの日常を取り戻すようなリハビリが始ま

りました。 

 2020年、日本でもコロナが話題になり始め、2月には仲間と対策について話し合うこ

とが増えましたが、まさか 2年近くも続き、オリンピックが 1年延期になるなど、当時

は想像もできませんでした。 

今までは当たり前だった日常・・ 

・知り合いと顔を合わせれば、世間話から庭のこと、緑のカーテンの優れていることな

ど、小さなことでもエコライフ活動につながる。 

・はじめは顔を見かけるだけの人とも、その回数を重ねることで、気づけば会釈をし、

いつしか立ち話をするような関係も構築できた。そこから、エコについて話をする、な

どの活動。 

・・・がなくなり、知らぬ間に様々な変化がありました。 

定期的に集まる仲間とも、リモート操作が苦手な方とは、連絡も取りにくく疎遠になっ

てしまいました。もちろん、エコライフ推進員の先輩方とも、直接話したり活動するこ

とができなくなってしまいました。同居家族だけと会話をし、食事をし、外では人との

交流をしない。例え、家族や友人であっても、ウイルス感染という不安が拭いきれない

からです。「わたしは大丈夫！」と、言い聞かせていましたが、1年も経過すると、知ら

ぬ間にメンタルにダメージを感じるようになっていました。毎年継続していた緑のカー

テンさえも、できなくなってしまいました。ステイホームも長期間になると、外出が怖

くなってしまいました。 

みんなはどうしているのか？ 

元気にしているかな？ 

と、気になるところでしたが、声を聴くと会いたくなるので、連絡さえ取りにくかった

です。 

 自宅にこもっていると、長い間できなかったことを再開したり、新しいことに挑戦し

たり、インドアでの活動は広がりました。編み物をしたり、料理をしたり、これまで当

たり前だったことが、感染していないからできる。隔離されていないからできる。図書

館も長期休館、開館しても今の時期借りるのはちょっと、書店も長期休業なんてことも

あったので、ネットの情報はありがたかったです。料理のエコライフを追及したり、時

間があるからこそ、知らないことを検索し、工夫をしました。昔、ブロッコリーは上だ

けを食べていました、エコライフ活動をするようになり、ブロッコリーの茎は土に埋め



30 
 

てごみを削減しました。今では、茎の皮をむいて切ってめんつゆに漬けて浅漬けに、土

に埋めるのは皮だけになりました。あまり、ネットは好きでないですが、動画を見るこ

とも増えました。そして、その内容の豊富さはものすごく、なかでも、多くのご高齢の

方が動画をあげていて、驚いてしまいました。と同時に、見る側の簡単で便利なことに

もびっくりしました。しかし、コロナ禍をきっかけに、ネットをより活用する機会が増

えたわたしのような人も少なからずいるに違いないと思います。 

 ゼロカーボンシティの実現にむけて、これからのエコライフ活動を広げるには、オン

ラインも活用していくことが良いのかもしれないと思います。しかも、新宿区という小

さな地域だけではなく、日本、世界にもつながるきっかけになります。操作が苦手な人

に向けた取り組みも同時に必要となるでしょう。情報の発信ツールがあれば、ゼロカー

ボンについても周知しやすく、住民の質問、意見や感想なども収集しやすくなり、新し

い発見にもつながっていくでしょう。 

もし、今後以前のような日常が戻ったとしても、いつこのような緊急事態が起こるか

もしれません。そのためにも、これまでのイベントのような対面型の活動も続けつつ、

新たな活動も模索し続け、アウトプットを複数用意する必要がありそうです。 

 

 

 

 

コロナ禍で行えたエコライフ ＜テーマ＞ 新聞紙の再利用 

 

1. 持続可能な社会を実現するために 

2030年までの世界のあるべき姿を17の目標で示したSDGsが国連で採択されて６年が

経ちました。提案された初めの頃は、国内では関心を持つ人がすくなかったが、最近で

は意思表示のバッチを着ける人も多くなってきました。学校でも学ぶようになり、子供

たちの関心も高まってきました。区内の学校では「環境日記」への参加が年々増加しま

した。環境への意識が高まっていることは確かです。今後の課題は何なのでしょうか？

持続可能な目標達成につながる日常の実践を豊かにすることではないでしょうか。と、

考えていた矢先にコロナ禍というこれまで経験したことのない非常事態に晒されてし

まいました。その結果、社会・環境・経済活動も一変しました。これまで区内では、行

政、事業者、区民が交流を深め、一緒にエコ対策をしてきました。「まちの先生見本市」

などのイベントをはじめ、高齢者集会、地域交流館などでもエコ対策を行ってきました。

しかし、昨年も今年も全ての活動が中止せざるを得ない状況になっています。人々がそ

れぞれ地球のあるべき姿を考え、生活の中で各自のできる事を行なっていければ世界共

通の目標に到達する近道になるのではないでしょうか。 

難しい理念はさておき、楽しみながら継続できるエコ活動の例を示します。 
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2. 活動の内容「新聞紙の活用法」 

 「読み終わった新聞はどうしていますか？」「資源回収に出しています」という答え

が大半でした。他に「役に立ちそうな記事を保存する」と言う活用法もありました。他

にも沢山の活用法があるのでそれを紹介いたします。コロナ禍でお家にいる時間が長く

なっていますから、節約にもなり、ちょうど良いエコになるのではないでしょうか。 

 ＜キッチンで＞ 

① ごみ袋として使う。新聞紙を折りたたみ袋にする。 

② 葉物野菜を包む。乾燥しやすい野菜は新聞紙につつみ野菜室へ入れる。 

③ 魚の骨や焼き鳥の串など新聞紙に包んで捨てればごみ袋が破れにくい。 

④ 焼肉など油跳ねする調理をした時には新聞紙を使い拭き取る。 

⑤ 洗い物の前に皿の油汚れなどを新聞紙で軽く拭き取ることで水や洗剤を減らせる。 

＜玄関で＞ 

⑥ 靴箱の下に新聞紙を敷く。湿気を吸収する。 

⑦ 雨などで濡れた靴の中に新聞紙を詰めると乾燥しやすい。 

＜清掃用として＞ 

⑧ 窓ガラスを拭く 新聞紙は紙の中でも繊維が粗くて汚れを絡め取りやすく、文字に

使われているインクにツヤ出し効果もあるので窓の掃除にピッタリです。 

⑨ 玄関やベランダの掃除に湿った新聞を撒き散らし箒で掃除をする。 細かいほこり

や髪の毛などのごみを絡め取ってくれます。ほこりが舞い上がるのを防ぎますのでフ

ローリングや畳の掃除にも応用できます。 

＜野外活動、災害時に＞ 

⑩ 野外で座る時に敷物のかわりに使用する。 

⑪ 野外で寒い時に防寒用アイテムに使用する。 

＜応急処置として> 

⑫ 怪我をした時に新聞紙を重ねて棒状に丸めて添え木として利用する。 

⑬ 折り畳んでスリッパの代わりに利用する。 

＜遊び道具として＞ 

⑭ 輪投げ遊び。ペットボトルに水を入れて立てて、新聞紙を棒状にしたものを輪にし

て投げて遊ぶ。 

＜ペット用品として＞ 

⑮ ペットのトイレシートとして利用する。細かく千切ってトイレ砂代わりとしても使

えます。 

 ＜その他＞ 

⑯ 配送用の荷物の梱包時に緩衝材として利用する。 

⑰ 腕を伸ばしたり、肩の関節を動かしやすくしたりするには新聞一部を端から丸めて

作る「新聞棒」を使った体操に利用する。 
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その他にも良いアイデアがありましたら是非教えてください。よろしくお願い致します。 

３.ゼロカーボンシティ実現に向けて 

 みどりのカーテン、エコライフまつり、子どもエコクラブなどの活動を盛り立て、地

球を壊さないと言うイメージを一人一人が作っていく事がとても大切です。「エコ隊」

の目指す目標をそれぞれの季節に合わせて実施していく人が多くなれば、ゼロカーボン

シティー実現につながっていくのではないでしょうか。 

                                

 

 

 

SDGsとはそもそもなんなんでしょうか   

 

SDGsは世界的な取り組みであり、多くの日本企業が取り組んでいるため、

基本的な知識だけでも理解しておきたいところです。目的を見てみると、

SDGsは2016年から2030年までに人と環境がより良く共存できる社会の実

現を目指していることがなんとなくイメージとして沸いてきます。 

 

＜目 的＞ 

SDGsは目的を実現するために、「誰一人取り残さない」という共通理念のもと、「貧困

をなくそう」「海の豊かさを守ろう」といった壮大な１７の目標と、それを達成するた

めの169のターゲットを設定しています。 

 

＜誰でもSDGsの達成に貢献できる＞ 

 全世界的な目標である SDGsは、世界中のすべての人々が当事者意識を持つことが大

切ですが、１７の目標は、国や地方自治体と企業が取り込むべきことではないかと思い

ます。もっといえば、個人としての自分は遠く離れた関係のないことだと思いがちです。 

ですが、実際にはそうではありません。国連広報センターでは、「誰もができる日常

生活の中でSDGsに貢献できること」を4つのレベルに分けて説明しています。 

 なぜSDGsに取り組まなければいけないのか  

人間が環境保護や人権を考慮せず、利益を追求して野放図に振る舞い続けれ

ば、世界が立ち行かなくなるからです。利益だけを考えて森林をむやみに伐採

すれば、環境は破壊され、生物多様性はなくなり、将来的に自然の恵みを享受

できなくなります。 

「自分たちさえよければいい」では、結果的に自らの首を絞めることになり

ます。SDGsは私たち人類と地球を守るために達成しなければいけない国際公約

なのです。 
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Level：１ ソファに寝たままでできること 

電気を節約する 女性の権利や気候
変動に関する投稿
を友達にシェアす
る 

印刷はできるだけ
しない 

ネットショッピン
グは環境にやさし
い取り組みをして
いる企業からする 

Level：２ 家にいてもできること 

ドライヤーや乾燥
機を使わず自然乾
燥させる 

紙やプラスチック、
ガラス、アルミをリ
サイクルする 

エアコンの温度を、
冬は低めに、夏は高
めに設定する 

ソーラーパネルを
家に取り付けよう。
電気代は確実に減
る 

Level：３ 家の外でできること 

買い物は地元です
る 

買い物にはマイバ
ッグを持参する 

使わないものは寄
付する 

ビンテージものを
買おう 

Level：４ 職場でできること 
同一労働同一賃金
を支持する声を上
げる 

職場で差別があっ
たら、どんなもので
あれ声を上げる 

社内の冷暖房装置
は省エネ型に 

生態系に害をおよ
ぼしている業者か
らは調達はやめる 

出所；国連広報センター「持続可能な社会のために、ナマケモノにもできるアクション

ガイド」 

★ ＰＯＩＮＴ ★ 

このように家でも職場でも、何気なく行っている行動の中に SDGsに貢献する方法が

たくさんあることがわかります。日常的にSDGsに貢献できることを考え、意識を高め

るように努めましょう。 

 

＜まとめ＞ 

SDGsの17の目標を達成することで世界はより平和にそして持続可能な社会になりま

す。SDGsの中には個人で取り組むには難しいものも含まれています。ですが身近なとこ

ろからできることもたくさんあるのも事実です。 

～私たちに影響している SDGsの取り組み～ 

・再生可能エネルギーへの取り組み 

・レジ袋有料化 

・たばこの規制 

・教育の無償化 

・女性の社会進出 

・二酸化炭素削減 

・同一労働同一賃金 

・働き方改革 

・食品ロスの削減 

         などなど 

私たちには直接的な影響が無いと思われている SDGsですが、身近に見聞きしたり、

日常生活に浸透していたりと、意外にもSDGsが身近にあることが分かりました。 

SDGsに限らず、人・環境・社会に配慮した考え方や行動は、国際社会におけるスタン

ダードなものになりつつあります。身近にあるからこそ、意識してSDGsに取り組んで

みてください。 
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◆◆ゼロカーボンシティの実現に向けて◆◆ 

ゼロカーボンシティを実現するためには、今まで以上に区民・事業者・区がそれぞれ

の役割を果たすとともに連携・協力して、積極的に省エネルギー等の環境配慮行動を実

践していく必要があります。  

そしてなにより、一人ひとりが環境への意識を持ち、それぞれの立場に応じてできる

ことに取り組むとともに、みんなの力を合わせた行動を広げていくことが大切だと考え

ます。 

今回お話ししたSDGsの実現を目指すことは、合わせてゼロカーボンシティの実現に

も繋がることになります。 

 

 

 

地球温暖化と脱炭素 

 

地球温暖化を食い止めようと、世界が「脱炭素」の強化を求める動きが加速化してい

ます。日本でも乗り遅れないように２０２０年１０月に前菅内閣総理大臣所信表明で

「２０５０」温室効果ガス排出実質ゼロが宣言されました。 

 そして、今年２０２１年（令和３年）６月５日には吉住健一区長より新宿区は区民、

事業者等と一体となって連携・協力しながら２０５０年までに区のＣＯ２排出量実質ゼ

ロを目指す「ゼロカーボンシティ」実現に向けて取り組むことを表明いたしました。 

１０月５日には「地球温暖化を予測する地球気候学モデル開発」で２０２１年ノーベ

ル物理学賞を真鍋淑郎氏が受賞しました。真鍋さんが世界で初めての地球温暖化の可能

性を指摘したのは１９６７年の米気象学会誌に発表した論文でした。 

 

＜コロナ禍でのエコライフ＞ 

さて、新宿区民として、エコライフ推進員としての身近なエコ活動は、例年ですと６

月はエコライフまつり（エコギャラリー）、１０月は３Ｒ発表会（新宿西口広場）、１月

はまちの先生見本市！などのイベントや各地区地域の交流館、町会集会、高齢者集会、

小・中学校での説明会でのＰＲ活動ですが、このコロナ禍の中では個々の活動が縮小さ

れていてできていません。 

コロナが終息して活動ができるようになった時、エコライフ推進員は各家庭で個々が

身近にできるエコライフを推進しなければなりません。 

環境省は２０２２年度から、環境に配慮した行動をとった個人にポイントを発行する

「グリーンライフ・ポイント」を創設する方針を固めました。地球温暖化の防止を見据

え、住まいや食などの身近な行動にインセンティブ（動機付け）を与えることで国民に

ライフスタイルの転換を促し、温室効果ガスを削減するのが狙いです。 
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特にエアコンは家庭部門のエネルギー消費量の３割をしめており、経産省は省エネ推

進で脱炭素へ前進を図ろうと考えています。 

その他に各家庭での節電・脱プラ等色々です。身近な行動ひとつひとつの実践が脱炭

素社会に繋がっていきます。 

だが、それでも脱炭素・ＣＯ２排出量実質ゼロにはほど遠いのが現状です。 

 

＜主力電力の切り替えで＞ 

ＣＯ２を最大排出しているのは電源であり、現在主力発電を火力発電にすることによ

り電力の供給が安定していますが火力発電によるＣ

Ｏ２排出量が拡大しています。では火力発電を中止

すれば？となりますがＣＯ２が減少する代わりに、

電力の供給が滞れば国民は酸欠して恐慌を来して経

済は活力を失い衰弱に向かってしまいます。ではエ

ネルギー政策はどのようにしたら良いのでしょうか。 

 

エネルギー政策は国策の基本です。国は新しいエ

ネルギー基本計画の原案で、再生可能エネルギーの

拡大を国が先導する姿勢を強調しています。 

太陽光・風力・原子力はＣＯ２を排出しないが、太陽光・風力は安定性に課題があり、

原子力発電は安全性に不安があり国民の中には不信感があります。 

 

私は電源構成には再生可能エネルギーの太陽光・風力発電・バイオマス発電・地熱発

電がよいと考えます。中でも地熱発電には魅力があり以下の特徴があります。 

地熱発電のメリット 地熱発電のデメリット 

・二酸化炭素をほとんど排出しない 

・エネルギー源が枯渇する心配がない 

・発電量が天候・季節に左右されない 

・日本は豊富な地熱資源を有している 

・発電効率が 20％と比較的低い 

・調査精度が低く開発リスクは高い 

・建設コストが高く費用対効果に課題あ

り発電に適した場所は国立公園や温泉

地が多い 

最近ではＣＯ２と地熱を活用した国内初の発電事業に乗り出した企業も出てきまし

た。２０３０年以降の事業開始を見据えてすでに実証実験が行われています。 

 

＜ゼロカーボンシティ実現に向けて＞ 

新宿区ではゼロカーボンシティ実現に向けて様々な取組を行っています。 
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私たちのできる身近な取組には、家庭でできる節電、ＬＥＤ化実用、エアコン・テレ

ビ・冷蔵庫などの省エネ品への切り替え、必要な時だけ使うなどの日常生活での節電な

ど。マイバック・マイボトルを使うなどはごみ減量にも繋がります。 

 また、新宿区には長野県伊那市・群馬県沼田市・あきる野市に「新宿の森」があり植

樹をして森を育てています。これもカーボンニュートラル（経済活動や日常生活に伴う

温室効果ガスの量を植林した木々たちが光合成で吸収し差し引きゼロとする）としてゼ

ロカーボンシティ実現に向けて効果を発揮しています。 

 

再生可能エネルギーへの移行には安定した供給、安全面、コスト、用地など様々な課

題も多くあるためハードルは高いですが、今後の地球環境のためにも是非進めていって

ほしいと願っています。エコライフ推進員として私も各地区・地域にて区民の皆様に説

明する時はもっと身近な説明をしたいと思います。エネルギー問題については今後も皆

様と時間をかけて議論していきたいです。 

 

 

 

環境の活動について考えてみよう 

 

自分なりに活動について考えてみました。活発に動いたり、働いたり、生き生きと行

動社会に出で活動する意味合いで、社会生活空間を共有、相互に結びついたり、影響を

与えあったり、目的をもつ人々のまとまりだと思います。 

長年活動していると、マンネリ化してしまうため、振り返りや反省も必要です。そこ

で、活動にあたり、大事だと思うことをまとめてみました。 

 

◇常に好奇心を忘れることなく、活動に積極的に参加し、自分の為、人の役に立つ行動

をする。 

◇ボランティア同様の生涯体験学習に取り組み、実践する。 

◇目的事項の推進、普及啓発活動を広げる地域コミュニティ 

 

また、以下を活動していくうえでのキーワードと考えます。 

（１）【趣味】専門としてではなく、楽しみにすること 

（２）【ボランティア】自発的にある活動に参加、特に社会事業活動に無報酬参加する人 

（３）【コミュニティ】人々が共同体意識をもって共同生活を営むおよび人々の集団 

（４）【レクリエーション】仕事や勉強の疲れを癒し、元気を回復するために行う娯楽。 
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＜地域や多くの人に広めて行くには？自分たちは何をすべきか？＞ 

今年度の活動として、落二地域の地区協議会の会員より、「環境学習発表会」の要望

がありましたので、「エコライフ推進員の活動」と「エコギャラリー新宿の活動」につ

いてまとめ、発表しました。地区協議会の皆さんへ環境の活動への参加をお願いしまし

たので、今後、積極的な参加を期待したいです。前向きな活動の継続が課題です。 

 

＜ゼロカーボンシティ実現に向けて＞ 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、SDGsへの理解は必要なことと考えます。 

 2015年9月、国連に世界のリーダー達が集まり、2030年までに世界中で貧困をなく

し、地球環境を守り、より良い未来をつくるために様々な取組を行うことを決めました。

それが、「持続可能な開発目標（SDGs）」です。 

 SDGsの特徴の一つは、開発途上国だけでなく、先進国も対象になっていることです。

世界の一人ひとりが、「誰一人取り残さない」という決意のもと、より良い未来をつく

るための17の目標と169のターゲットに向けて取り組みます。それぞれの目標やター

ゲットを達成するためには、政府行政だけでなく、市民・NPO・NGO・企業などが連携・

協働しながら活動していかなければなりません。 

環境の活動をとおして、私たちの暮らしと「SDGs」がどのように関わっているのか、

そして、一人ひとりがより良い未来のために何ができるかに気付き、考え、行動するき

っかけを見つける手助けができればと考えています。 

                                

 

 

 

「環境にやさしいこと」未来に向けて! 私たちにできること 

 

令和3年6月5日 吉住健一新宿区長が「新宿区ゼロカーボンシティ」の実現に向け

ての取り組みを表明されました。 

 私たちを取り巻く自然環境は、今までに味わったことのない災害が多発しており、こ

れらの要因は、気候変動による温暖化によるものであるということが言われています。 

このままの状態を放置しておくと、2050年には夏の気温が 40度以上になる恐れがあ

り、未来のことではなく、目前に迫っている話です。これらの地球温暖化を引き起こす

二酸化炭素を減らすために、いま世界中で「脱炭素化」への取り組みが行われています。

SDGs持続可能な開発目標 17の目標に何故取り組まなければならないのでしょうか。こ

のまま何もしないでいると、地球が持たなくなってしまうからだと言います。 

 コロナ感染症の拡大で、この 2年間外出もままならず、家で過ごすことが主でした。 
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この間、「環境問題」を自分のこととして、考えてみることが出来た大切な時間でもあ

りました。「私にできること」を今まで同様に、継続して実践していくことは、環境破

壊を食い止める一役を担うことに通じることだと思います。 

 2018年度の農林水産省推計では、家庭から出る食品ロスは、全体の 46％を占め年間

600万トンが廃棄されているのが現状です。国民 1人が1杯分のご飯を毎日捨てている

ことになるのです。「食品ロス」は、世界全体の大きな課題です。 

 まだ着ることが出来る衣服が廃棄処分をされる「衣服ロス」が新たな環境問題になっ

ています。環境省の調査によると、連日トラック130台分もの衣類が焼却処分されてい

ます。一方で海外には、このように処分される衣類を重宝して使いたいと思っている多

くの人たちもいます。 

 

「食品ロス」「衣服ロス」削減を目指す取り組みについて 

 家庭から出る生ごみの減量は、差し迫った課題である。毎日出る生ごみを何とかした

い! そのような思いで、我が家では、「家庭用生ごみ減量乾燥機」を購入しました。そ 

の日に出た生ごみを乾燥させます。乾燥処理した生ごみは、有機質肥料として利用して

います。このように、なるべくごみを出さない生活を心がけています。 

 家庭で眠っている衣類を集めています。焼却処分されようとしている衣類を重宝して

使いたいと思っている多くの人たちに、衣類を届ける橋渡しをしています。地区の町会

や自治会を通して、掲示板に衣類回収のポスターをお願いし、年3回程度実施していま

す。こうして集められた衣類は1回につき、3トンを超すこともあります。不要になっ

た衣類を廃棄せず、再び甦る衣類の活躍によって「衣類ロス」は少しでも抑えられると

思います。 

 

ごみ削減対策 

 このまま何もしないでいると、街はごみで埋め尽くされてしまいます。ごみの現状を

知ってもらう必要があります。 

① ごみは資源になる 

古紙→再生紙 プラスチック→生地 家電→日本は鉱山の山 

② 繰り返し使える(再利用) 捨てるのはもったいない! 

なま物→リボーンベジタブル(野菜の再生栽培) 堆肥など      

   衣類→必要としている人に使ってもらう            

   ビン・プラスチック容器→再利用  

    保冷剤→消臭効果・植物の水分補給・アロマ効果 

    ホカロン→鉄粉・活性炭入りのもの 防臭剤効果   

③ 自分が実行→他に伝え、広める    

マナーを守る ごみ回収日の日時徹底 
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④ 事業・行政  

回収しやすい仕組み作り マナー違反者への対応 回収製品の再利用と循環 

⑤ 市民団体・事業者・行政    

啓発の強化 

 

ゼロカーボンシティ実現に向けて私にできること 

ごみとCO2(二酸化炭素)を出さない暮らし 

食品ロス(生ごみの堆肥化) 衣服ロス(衣類回収して必要としている人たちに届ける) 

緑の保全(花と緑いっぱい啓発活動) 

     

   乾燥生ごみを使った土づくり           ゴーヤの苗植え 

                               

 

花植え・ビオトープ（自然とのつながり） 

 

コロナ禍でエコライフ推進活動が思うように行えない中、地域協働学校運営協議会の

みどり部会の一員として、淀橋第四小学校のビオトープによる「自然観察」や気候変動

の適応策としての「屋上緑化」施設の整備に当たりました。また、花壇やプランターに

よる花植えを環境部の生徒と一緒になって行い、みどりの保全に勤めました。 

 

１．ビオトープや屋上緑化の整備 

  継続的に整備されていたボランティアの方が亡くなり、荒れていたビオトープや屋

上芝生の整備を環境部の生徒と一緒に行いました。 

ビオトープ一面におおわれていたコケや雑草を除て、メダカが顔を出し元気に泳ぐ

池に生き返りました。40種類の植生や10種類の水生植物も観察されました。 
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また、屋上芝生も一時は枯れてどうなることかと思っていましたが、回復して青々

と 15 種類ほどの植生が観察されました。 アカザ、アカバナ、アゼガヤツリ、イヌ

ホウズキ、ウキクサ・・・・。下図は地域の方と纏めた植生図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．プランター花植え

 花壇へのチューリップの球根植え、学校正門両

サイドへのプランター花植えなどを四季を通じ

て、環境部の生徒といっしょに行いみどりの保全

に勤めました。 今年も昨年掘り起こし乾燥させ

たチューリップの球根を、生徒と一緒に植え、春

先に芽を出し咲くのが楽しみです。 
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３．感想、考え、地域や多くの人に広めて行くには？ 

自分たちは何をすべきか？ 

 四季を通じてビオトープや花植えで、未来を育む子ども達と自然とのつながりを持っ

て行くことができたのは良かったです。コロナ禍にあり、継続的に行っている区公園花

壇での児童と一緒になっての花植えは残念ながら出来ませんでした。今後とも継続して、

更に地域の多くの人と子どもが自然と親しみ、植生を通じての命の大切さや環境循環へ

の配慮を体験し学ぶ機会を作って行ければと考えます。 

 

 

４．ゼロカーボンシティ実現に向けて 

 CO2削減の推進へ向けて、区内の CO2

排出量の6１%を占める民生業務部門や

約 14％を占める運輸部門への取り組み

はもとよりですが、民生家庭部門 20％

のゼロ化へ向けて多くの家庭での CO2

削減への小さな積み重ねが大切と考え

ます。 

図は2021年3月 オール東京６２市

区町村協働事業「みどり東京・温暖化

防止プロジェクト」より   

 

数年間、環境学習情報センターでの CO2削減エコ隊活動やみどりのカーテン活動に関

与していますが、現在、約 6,000人が登録されているエコ隊員の加入を促進して、更な

る多くの家庭での節電、LED化、エアコンの適正温度設定・テレビなどを見る時間短縮・

世帯入浴間隔の低減等など、CO2 削減・省エネ活動、エコライフ活動を推進して行けれ

ばと思います。 
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レッドロビンの「緑のカーテン」による温度低減効果 

 

真夏の太陽光の日射による温度上昇を 

低減させる対策として、レッドロビンの

「緑のカーテン」(図1)の効果を調べた。  

自宅のレッドロビンの実証実験では、50℃

まで測定できるアルコール温度計(nikkei

製)を使用して行った。温度測定箇所は、

図2の日向の密粒アスファルト、木陰の密

粒アスファルト、そして図 3のレッドロビ

ン根元の土、木陰のコンクリートおよび日   図１ レッドロビンの「緑のカーテン」 

向のコンクリートで行った。測定日時は 8月3日に日中の午後2時と、夕方の午後5時

で調べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 日向の密粒アスファルト舗装と木陰    図 3 レッドロビンの根元の土と、 

の密粒アスファルト舗装の温度測定      木陰のコンクリートおよび日向の

コンクリートの温度測定 

 

表1 レッドロビンの「緑のカーテン」による温度減少 

温度測定

日時、気温

（℃） 

8月3日 

日向の密

粒アスフ

ァルト舗

装 ① 

木陰の密

粒アスフ

ァルト舗

装 ② 

レッドロ

ビン根元

の土 ③ 

 

日向のコ

ンクリー

ト ④ 

木陰のコ

ンクリー

ト ⑤ 

コンクリ

ート壁の 

室温 

午後2時 

気温33℃ 

47℃ 37.5℃ 34℃ 37℃ 34℃ 32℃ 

午後5時 

気温31℃ 

35.5℃ 34.5℃ 32℃ 32.5℃ 33℃ 32℃ 

 

  

① 

③ 

④ 

 

⑤ 

3  

① 

① ② ③ ④ 
⑤ 

2.温度測定結果と考察 

1.はじめに 
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表１は 8月 3日の、午後 2時と午後 5時で温度測定し、レッドロビンによる温度低

減効果を調べた結果である。日中の午後 2時では、日向の密粒アスファルト舗装が47℃

の高温度を示した。しかし、レッドロビンによる木陰の密粒アスファルト舗装の場合

は、直射日光の遮蔽およびレッドロビンの葉の裏からの蒸散作用で 37.5℃に著しく減

少した。レッドロビン根元の土の測定温度の場合は、34℃になり日向の密粒アスファ

ルト舗装と比較して 13℃低い温度を示した。これは、レッドロビンが日射により根元

から水分を吸い、葉から水蒸気を出す蒸散作用の効果で温度の低減が起こったものと

推察された。同様に、木陰のコンクリートは 34℃になり、日向のコンクリート舗装の

温度 37℃と比べて 3℃低い値になった。コンクリート壁の室温が 32℃を示したが、こ

れはレッドロビンが直射日光を遮蔽し、蒸散作用を起こし、木陰のコンクリート温度

を 34℃に低下させた影響と推察された。夕方の午後 5時の温度測定は、日向の密粒ア

スファルト舗装温度が 35.5℃になり、午後 2時の日向の密粒アスファルト舗装の場合

と比較して 11.5℃低い温度を示した。これは夕方で日射量が減少したためと考える。

木陰の密粒アスファルト舗装は、日向の密粒アスファルトと同程度の 34.5℃を示した。

また、レッドロビンの根元の土で、32℃になり午後 2時と場合と比べて 2℃減少した。

さらに、日向のコンクリート、木陰のコンクリートの温度は各々32.5℃、33℃であっ

た。以上の温度減少効果により、コンクリート壁の室温が 32℃の温度を示したことが

わかった。 

 

  

1)レッドロビンの「緑のカーテン」による温度低減効果は、アルコール温度計を使用し

て測定した。 

2)午後2時の温度測定では、日射による日向の密粒アスファルト舗装が、47℃の高温度

を示したが、木陰の密粒アスファルト舗装の場合、レッドロビンによる日射の遮蔽と、

蒸散作用により34℃と著しく低い温度になった。この結果から、コンクリート壁の室

温が32℃程度に低減効果を示したものと考えられた。 

3）午後 5時の温度測定では、日向の密粒アスファルト舗装は 35.5℃になり、午後 2時

と比べて11.5℃に低下した。これは夕方で、日射量が減少したためと推察された。こ

の温度減少によりコンクリート壁の室温は、午後2時の場合と同様に32℃を示すこと

がわかった。 

 

 

密粒アスファルト舗装は、午後2時に47℃の高い温度を示すことがわかった結果から、

住宅地域の密粒アスファルト舗装を、遮熱塗装密粒アスファルト舗装化して、「緑のカ

ーテン」を可能な限り増やすことが、ＣＯ２削減を目指すゼロカーボンシティ対策の取

り組みになると考えられました。                   

3.まとめ 

4. ゼロカーボンシティの実現にむけて 
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                小さな活動 

 

それは、ささやかな行動であり与える影響の小さいものです。 

私が行っている小さな活動は、短い距離も長い距離も、地域活動もエコライフ推進活

動も、また日常生活でも、自宅から必要とする場所への交通手段に、自分の体力でペダ

ルを漕ぎ走行する自転車（電動ではない）を利用して移動していることです。 

例えば、市谷の自宅より西新宿の環境学習センターへの会議に出席するとき、自転車

を使用して出席します。所要時間は、約1時間かかりますが、自動車等のガソリンや電

力を必要とする交通手段は利用しません。 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、交通ルールを守り、温室効果ガス排出量の削減

につながる、自転車利用の活動を実行しています。今後もさらに続けたいと思います。 

お手元に自転車の無い方にも是非、自転車シェアリングシステムを活用して、自転車

利用の活動をお勧めいたします。 

                              

 

          コロナ過でも行えたエコライフ活動 

 

コロナ過でもエコライフ活動は引き続き行っています。 

例えば、掃除やなるべく電力を使用しない生活を行っていました。エコライフ活動を

特別なものとしないで、日常の生活の一部として行っているのでそれほど苦でもなく続

けることができていると思います。 

上記の中で、なるべく電力を使わない生活について取り組んでいることを紹介します。 

・冷暖房について、室温に合わせた衣服調整を行っています。 

・市中では、エレベーターやエスカレーターを使用せずに、階段歩行を常としていま   

 す。 

・ＰＣやスマホ充電他、電気器具を使用するとき以外は、コンセントから外しています。 

・最近のＴＶは、スイッチを入れた途端に音声や映像が飛び出すように設定できますが

その設定を外しています。 

など、少し不自由に感じるかもわかりませんが、昭和後期から平成時代には当たり前

だったことに戻ればよいと思います。 

エコライフ活動を実践するにあたって、注意すべきことは、現在の生活スタイルを極

端に変えることは非常に難しく、また変えられても長続きしません。少しずつ変化させ

ていくことが大事と思い、ゼロカーボンシティの実現に向けて、エコライフ活動を自分

なりのやり方で実践していくことが大事と思います。           
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             第９期をふりかえって 

 

エコライフ推進員の一員に加えていただきながら、ほとんど地域での推進活動ができ

ていなかったところ、コロナ感染症の影響で分科会活動もなくなり、今期は個人での学

習に終始しました。 

はじめはハードルが高かった ZOOMなどのインターネットを利用したウエビナーは、

慣れるととても便利で、どんな遠隔地での開催でも居ながらにして視聴できるため、い

ろいろな講座やフォーラムに参加しました。ハイレベルで新しい情報に接することがで

き、環境問題を広い視野で見ることができたつもりでいました。ただリモートの場合、

一方通行で視聴するだけのことが多く、リアルであれば期待できる参加者同士の交流な

どの楽しみがありません。また、受講中でも電話がかかったり、仕事の依頼が来たりし

て、途中で退出せざるをえなかったことも何度かありました。 

 

個人でできる行動として、エシカル消費を心掛け、省エネに取り組み、環境関係の情

報に触れる努力もしています。直近に起こった原油の価格高騰の影響を伝える報道を見

ると、「輸送にかかる燃料代が上がって値上がり」「容器の材料のプラスチックが値上が

りして販売価格に影響」など、ずいぶん前から石油依存を脱却する努力をしていたはず

なのに、ほとんど改善されていなかったことが明らかになりました。食糧自給率も低迷。

レジ袋だけがクローズアップされていても使い捨て容器自体はそれほど減ってはいま

せん。 

あらゆる環境課題がSDGsに結びつけられ、理論的な表現がされて、意識や行動が着

実にすすんでいるかのような印象を受けていましたが、そうではなかったようです。 

 

新宿区がゼロカーボンシティを宣言し、その後も宣言自治体が増えています。エネル

ギーの使用量から算出した CO2排出量を減らし、ほかの要素を加えて理論上でゼロにす

る。それだけで持続可能な社会の実現に結びつくのでしょうか。数字の上での宣言だけ

でなく、脱炭素化に向けた社会のしくみづくりや、一人ひとりが取り組みやすい行動指

針をきめこまかに構築する必要があると思います。個人は「ハチドリのひとしずく」に

あるように、仲間と協力していくことが大事になるのでしょう。 

エコライフ推進員の本来の使命である地域の人たちとの協働を果たせなかった反省

を込めて、まず自分のできることと、身の周りの人といっしょにできることから実行し

ていこうと思います。 
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             ２０２１年度活動報告書 

 

① 活動の感想、考え、活動内容を地域へ広めるにはどうしたらいいか 

１、地区協生活環境分科会では企画した事業がコロナ禍で依頼先の都合や会場の 

確保等で実施出来ませんでした。来年度に向けては柔軟に対応していきたいと 

思っています。地域に広めるには区報及びポスター・チラシ等をより一層充実 

したいです。 

２、新宿中央公園ビオトープの会では緊急事態宣言下期間中はやむなく活動を中 

止いたしましたが維持作業及び近隣の小学校の田植えや自然観察会を実施しま 

した。稲刈り・脱穀等の体験がコロナ禍で実施出来なかったのが悔やまれます。 

6月開催の「エコライフ祭り」にはパネル参加をし、来場者に新宿の自然発見 

等の好意的な意見をいただきました。より一層活動内容の周知に努めたいです。 

② 「ゼロカーボンシティ実現に向けて」個人として心掛けていること 

１、新しい服購入は最小限。1年間に廃棄・処分された服の総量を知り愕然とし 

たので今所有している服を少しでも長く大切に着て、最後は使い捨て雑巾に再 

利用しています。 

２、量り売り商品を買う。必要な量だけを買いたい時は個人商店やデパート内の 

食品売り場でも利用可能ですが、スーパーでも普及してほしいです。 

３、「てまえどり」 すぐ使う予定の食品は棚の手前から消費期限や賞味期限が 

近くなったものを買うようにしています。 

４、「新宿エコ隊」に参加して「ＣＯ2削減チェック表」で日頃の取り組みをチェ 

ックしています。 

５、マイバック持参でレジ袋NO 

６、環境に配慮している企業の商品を多少割高でも買うようにしています。 

７、太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーによる発電事業に協力したい 

です。 

                                 

 

            コロナ禍でのエコライフ活動 

 

新型コロナウイルスの感染拡大で、活動が制限された２年間は、富久さくら公園のサ

ポート活動を通してCO２削減・ごみ減量を大いに考えさせられる日々でした。 

先日、小学生の興味深い記事を見つけました。 

「雑草をそのまま伸びっぱなしにしたら、二酸化炭素と酸素の量はどうなるの？」と

の質問に、植物生態学者が答えていました。 
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「植物は大気中の二酸化炭素を取り入れて、体内ででんぷんや植物繊維に変換させ成

長し光合成で炭素と酸素に分解させる。しかしながら 1年のサイクルで見ると植物は育

ってやがて枯れていく。その残骸は水のように蒸発はしないで、土中のダンゴムシやバ

クテリアの餌となり、それらの生物は成長しながら二酸化炭素を排出する。結局、二酸

化炭素は空気中に戻ってしまう。雑草は抜いてしまうのがいいでしょう。緑を植えても

二酸化炭素は減らせないとの一説もある。一年草でなく多年草でも地上部分が枯れると

同じ事が言える、だからこそ枯れないで二酸化炭素を溜め込む大木・森林の保全が重要

になる」と。 

地域緑化・温暖化対策のために、富久さくら公園や若松地域センター前庭に、季節ご

との花を咲かせる活動をしていますが、少々がっかりな内容でした。 

また植え替え時に出る雑草や花のごみに悩んでいます。燃やすごみにするにしてもせ

めて乾燥させる等々、私に出来るごみ減量に取り組んで行きたいと思います。 

 また炭素は「循環」するとの興味深い回答もありました。「二酸化炭素はぐるぐる回

り地球のバランスを保っていたものが、人間は森の木を切っただけではなく、地球の地

下に石油や石炭と言う形で、植物たちが長い時間をかけてため込んだ炭素を掘り出し、

それをまた燃やして二酸化炭素にして外に出す。循環の輪を断ち切りバランスが崩れ温

暖化がここまで進んでしまった」 地球温暖化は差し迫った問題なのに解決の道は遠い

です。 

エコライフ推進員として 6期12年、主にみどりと生物の分科会に所属し環境学習の

機会を頂きました。 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、これからも「先ずは私に出来ること」をライフ

ワークに町会や地域活動に活かして参ります。 

                                 

 

 

コロナ禍だからこそ出来るエコ活動 

 

 私は、縁あってヴィーガンの方との出会いがあり、身近なエコライフとは異なる？！

多方面、SDGs 等々広いジャンルに渡り興味を持つことができました。特に、「ステーキ

1 枚が口に入るまで…」のプロセスに、畜産業について大変興味を惹かれました。動物

によるメタンガス発生の問題も然り、はたまた世界における畜産の為の森林伐採は森林

破壊の原因の80％を占めるそうです。だからといって、肉の消費を抑えた場合、畜産業

界への影響、マイナス面はどうなるのか？！身近なエコライフとどう繋がるのか、疑問

だらけの一歩です。 

現状、まだまだ課題満載、情報集め、リサーチ真っ只中であります。 
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レジ袋の廃止、ごみの分別という小さな活動から始まり、コロナ故に多方面からの学

びを手に入れることができました。我が町「西落合町会」は規模も大きく、町会主催の

催しは全て中止。年2回の町内清掃については、参加される方も多く実施したかったで

すが、再三の検討の結果、中止となりました。町内をトング片手に個人での清掃活動は

とても厳しい行動です。 

しかし、ゼロカーボンシティの実現に向けて、私にできる小さな活動を見つけて、エ

コフリークとして日々過ごして行きたいと思っております。 

                                

 

 

 

緑化を通したエコライフ活動 

 

コロナ禍で各イベント活動に参加できず、何を書くか戸惑いましたが、自分でできる

こと・いつも行っていることについて報告します。 

私は、豊かなまちづくり、美しい公園を望み、公園サポーターに登録し活動していま

す。メンバーは 13名います。仕事としては、年に 2 回、区から配られる花を、メンバ

ーで日時を決めて、床を作り、植える作業を行います。除草や水やりも行います。 

今回は、11 月 4 日に近所の小学生にも手伝ってもらい、花植えを行いました。約 2

時間で終了しました。親子で参加された方からは、土に触れるよい体験学習ができまし

た！との声をいただきました。みんなが参加し、「たのしいまちづくり」に役立ったこ

とに気づきました。 

また、公園の片隅に植えた皇帝ダリアについては、毎年立派な花を咲かせています。

公園なので、低木になるよう丈をつめていますが、道行く人々が足を止めて眺めていま

す。新宿に皇帝ダリアが咲いているなんて！美しい！と褒めてもらっています。11月～

12月に満開の皇帝ダリア。近々、冬場に向けて低木に伐採作業を行う予定です。今年最

後の作業となります。 

続いて、屋上緑化について報告します。ゴーヤ、長まめ、朝顔を育てました。日当た

りが良かったからか、植物の成長もよく、ゴーヤと長まめは収穫もできました。 

緑は気温の上昇をやわらげ、地球温暖化の防止にも役立つので、ゼロカーボンシティ

の実現に向けて、ずっと緑化を続けていきたいと思っています。 
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みどりと花いっぱいのエコライフ活動 

 

 私は、自宅のビル９階のベランダに土を入れ、いろんな植物や花を育てています。き

れいに咲くと、趣味で 20 年以上作っている押し花にして、枯れないうちにきれいに保

存します。できた押し花を、小学生やシニアの方々に楽しんでいただく為、区内の小学

校で行う「まちの先生」の出前講座や地域のシニア活動館にて案内しています。押し花

を使ったハガキ作りや額絵作りで、皆さんに喜んでいただいています。 

 また、10年程前からはゴーヤや朝顔、つた等のつる性の植物を窓際に植えてゴーヤの

カーテンにしています。夏の間は直射日光が遮られ室内の温度が快適に保たれたので、

冷房空調機は全く使わず、電気代もかなり節約できました。ゴーヤのカーテンを通した

風は室内を抜けとても心地良いです。是非多くの皆様にも、この心地良い風を味わって

ほしいと心より思います。ゼロカーボンシティの実現に向けても、この取組を継続して

いきたいと思います。 

 私たちの街「新宿」は、コンクリート造りのビルやマンションが多く建ち並び、みど

りの必要性を感じるうえでは、環境学習や環境活動をするには絶好の条件が揃っていま

す。このような大都市の地域で生活している子ども達は、今日の地球温暖化、ヒートア

イランド現象の防止をどのようにしたら防げるか身をもって体験していることでしょ

う。近所の学校では、南面の窓前でゴーヤを育て立派なカーテンにしてあるので、室内

の温度変化を感じられることでしょう。その他、屋上の緑化やベランダの緑化、通学路

にはプランターや鉢に四季折々の可愛い花を咲かせ、多くの人々の目を楽しませ、和ま

せてくれています。小さいうちから緑や花に慣れ親しみ、とても良いことだと思います。 

 これからは多くのオフィスビルを緑化ビルにしたく、企業が大いに力を入れてほしい

です。ビルの窓際を少し空け、プランターや鉢を置き、温室のようにつる性の植物を這

わせてガラス窓をみどりのカーテンのように塞ぐと、ビルが緑で生い茂り、どんなにか

コンクリートの建物が涼しそうで素敵ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴーヤのカーテンの様子            押し花の額絵展示の様子 
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コロナ禍でのエコライフ 

 

 コロナ禍でのエコライフについて、私が取り組んだ３つの活動を紹介します。 

 ①自転車移動 

新型コロナウイルス感染拡大により以前にも増して自転車通勤、自転車移動が注目

されており、レンタサイクルのステーションも大分増えたように思います。私も、普

段は車を使って出かけていた場所に自転車で行ってみてはどうかと早速トライして

みました。 

まず、神宮前までの墓参りには約20分、東京ミッドタウンまでは約 30分、杉並区

永福町、世田谷の松陰神社までは 45 分で到着することができました。天候等に左右

されることもありますが、CO₂削減にも繋がり自身の健康にもプラスになり、車移動

では見られない小さな発見もあり、ゼロカーボンシティの実現に向けて、今後も体調

に留意しながら続けていければと思います。 

②生ごみ再利用 

この春、山梨県の知人宅で生ごみ発酵器を使っての有機肥料作りに携わりました。

広い庭の隅に設置されたコンポストに入れた野菜の皮等生ごみをＥＭ菌で発酵させ

るという作業ですが、調べてみると、段ボールを利用したコンポストやマンションな

どで使い易い小ぶりのもの、トートバック風のもの、臭いが漏れないもの等様々な種

類があり、どんな場所でも簡単に始められることがわかりました。 

ごみ及びごみ出しのビニール袋を削減（リデュース）し、更に肥料として再利用（リ

ユース）の取り組みとして東京の自宅でも挑戦して庭の家庭菜園や草花に大いに利用

できればと思います。 

③３Ｒ活動勉強会 

自身が所属する新宿区西清掃協力会は、３Ｒ推進協議会の構成員として新宿区のリ

サイクル行政を支援しています。発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、資源

の再生利用（リサイクル）により、ごみ排出量そのものを減らすスリムな社会を目指

す活動です。さらに知識を深め周囲への認知度を広めたいと考えます。（参考資料：

令和2年度の実績報告） 
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参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                    

 

 

区の「ゼロカーボンシティ実現に向けて」自分たちが出来得る行動 

  

 私はコロナ禍での活動は大きく制約を受け、行えたエコライフ活動はマンションの役

員会での活動に限られました。具体的にはごみ減量化とリサイクルにむけた働きかけを

役員として組合員に対して行いました。 

 今考えているのはマンションの屋上を利用した太陽光発電の可能性検討です。国は温

室効果ガスの発生を46％削減(2030年度に2013年度比で)することとしています。その

ためには発電に占める再生可能エネルギーの割合を大きくしなければなりません。太陽

光については山林が国土の大半を占める我が国では熱海リスクもあり、拡大が困難な状

況ではないでしょうか。唯一可能性が高いのはビル屋上ではないでしょうか。ここに区

も役割をはたす可能性があるのではないでしょうか。 
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里山の台風による倒木残材の建築用材・バイオマス等への有効利用 

 

私は、千葉県君津の大鷲の里山保全団体を主催しているため、3 年前の台風で多くの

倒木が発生した千葉県君津市の里山において、昨年に続いて、数人のメンバーとともに、

針葉樹・広葉樹などの倒木処理を行うとともに、薪や建築・家具の用材に有効活用する

取り組みを行いました。薪などは薪ストーブ所有者やキャンパーなどに提供し、またテ

ーブルづくりなどの用材として製材しました。一昨年の大型台風により、ヒノキ・杉な

どの大径木の倒木が多く発生しました。これらを建築用材などに利用しなければ非常に

もったいないと考え、現地で都市住民が滞在できるような、コテージづくりも開始する

ことを決定しました。今後も大型機械や製材機等を導入して建築材として活用していき

たいと思います。 

都市住民の方々にもこのような自然と触れ合っていただき、地球温暖化問題における

自然環境の意義等に興味を持っていただければと思います。 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、森林保全の取組を継続し、発信していきたいと

思います。 
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コロナ禍でもできるエコライフ活動 

 

 第 9期と同時期の 2020年 2月頃から発生した新型コロナウイルスにより、それまで

行っていた活動ができなくなったことで、個人的にどのような活動を行ったかを、ご報

告いたします。 

◎今期、活動した主な内容 

1.SNSなどを利用した情報収集および情報発信 

2.オンラインでの協議会開催 

3.他の環境団体とのオンラインなどによる連携 

4.環境省など日本の中心的環境機関からの情報収集 

5.ゼロウェイストの実践 

6.プラスチックやビニールの細分化分別によるプラごみ排出の削減 

7.コンポストを利用し土へ循環させるなどの生ごみ減量（ごみ選定による土の良質化） 

8.マイクロプラスチック拡散防止実践（海洋ではなく陸上から排除） 

9.生物多様性の正常回復への研究（森林整備、土壌調整等） 

10.プラスチック材料を循環可能材料（木材、金属、紙など）に代替する活動 

 

その他にも多種多方面にわたり環境に関する活動を行いました。こういった活動の中

から、いくつかに焦点を当ててご報告いたします。 

◎ゼロウェイスト実践 

ゼロウェイストという言葉は最近やっと聞かれ 

るようになりましたが、まだなかなか広がってい 

ません。そこで、今期はこのゼロウェイストにつ 

いて調査研究し実践いたしました。 

今現在日本国内において、いくつかの市町村 

では、ゼロウェイストが開始されています。 

ゼロウェイストとは基本的にものをごみとして 

燃さずしてリサイクルという循環によってごみ 

をゼロにしようという行動。 

最も行われているところのひとつとしてはゼロウェイストタウンと呼ばれる徳島県

上勝町があります。ここではごみを13種45分別に細分化させ、それによってより良い

リサイクルを実現しています。 

現在、世界ではプラスチックやビニールは約 17 種に分けられており、同じプラスチ

ックやビニールでも再利用や再生が不可能なもの、また安全性に問題があるものなどさ

まざまありますが、リサイクルするために最終処理場で細分化作業を行っています。 
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しかし、ごみを捨てる段階で意識して分別することや、場合によっては上手な分別によ

りごみを出さなくすることにより、より効率よく処理がされ、ゼロカーボンにつながり

ます。 

残念ながらまだ新宿区としてごみ出し時の細分化分別は行われていませんが、企業や

団体などでは行われていますのでそのようなシステムを利用しました。 

また、今後プラスチック系の循環しにくいごみを出さないために、新たに購入するも

のもプラスチック.素材製品から循環しやすい材料を使って作られた製品に替えるよう

にしました。 

 

これらにより 

1. ごみ発生とともに健康被害の軽減 

2. CO2排出の軽減（ゼロカーボン） 

3. リサイクルによる貴重資源の継続的確保 

など、様々な効果が生まれました。 

◎ゼロウェイスト実践２ 

ごみを出すのを減らすまたはなくすというためには、 

まず、ごみになるものを入手しないということも重要で 

す。現在全国のあちこちで行われている量り売りや入れ 

物持込による販売なども率先して行いました。 

まだ昔ながらのこういった販売をする店は少ないです 

が、最近では若者が買い物に出かけるおしゃれな街にも 

量り売りショップが増えてきています。 

そこで新宿区内にある量り売りや容器持込のショップ 

を探しました。近所に昔ながらのお豆腐屋さんを見つけ、 

そこに容器を持っていき豆腐を容器に入れてもらい購入 

しています。それ以外にもなるべくこういった店を調べ 

て見つけ、そこで購入するようにしました。 

残念ながらこういった店はまだ少ないので、応援購入 

などしていきたいと思います。 

 この行動により 

1. 容器ごみの排出をなくす 

2. 食品ロスを減らす 

3. 地域の活性化および地域交流に貢献できる 

など、エコライフ以外にも様々な効果がありました。 

◎新宿区ゼロカーボンシティ表明に伴って 

2021年6月新宿区政が発表したゼロカーボンシティ表明ですが、直接的には重要な事
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だと思います。中にエネルギーに関することもあるようですが、現在エネルギーに関し

ての実情はやや途上状態と言えるかもしれません。 

たとえば、太陽光発電に関しては、初期に作られたメガ太陽光パネルがまもなく莫大

な再利用不可能なごみとなり、この処理に関して検討されていないことが挙げられます。 

風力発電に関してもそのプロペラによる風の流れの変化からなる農業被害や自然環境

への影響も問題視されながらも解決に至っていません。 

そこで次期自然エネルギーの開発が待ち望まれるところですが、現在では地熱や波動

などのエネルギー発電の研究や、再利用可能な太陽光パネルの開発なども行われており、

官民ともにこういったことへの協力が必要ではないでしょうか。 

また、基本的には、今回の報告書にあげたようにごみを出さないことも重要な項目と

言えます。燃やすことによる CO2削減は、焼却炉を持っていない新宿区には直接的にで

きないことなので、そのかわり上記に書いたようなごみの削減やリサイクル、代替材料

製品の使用などが直接的な行動として必要になるのではないでしょうか。 

このようなことからのゼロカーボンシティ実現を期待しています。 

                                

 

 

コロナ禍で取り組んだエコライフ活動 

 

 感染症の時代となり、一人で過ごす時間がより多くなりました。それゆえいつも以上

に地球のことを案じることが多いです。そんな中で取り組んだ活動を報告します。 

1．長年継続しているベランダでのゴーヤ栽培は真夏には欠かさない大きな存在 

2．焼却しにくい生ごみはそのほとんどを堆肥とし利用 

3．豊かな自然たっぷりな新宿御苑、中央公園、戸山公園で太陽光を浴び免疫力を増強 

4．銭湯利用 

5．プラスチック包装のない商品購入 

6．個人商店での買い物 

7．節水・節電 

便利で快適過ぎる現代社会を見つめ自分なりの倹約生活を持続していきたく存じま

す。そのことが、ゼロカーボンシティの実現にもつながると思います。 
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新宿区エコライフ推進員の活動に関する要綱 

 

                        平成 28 年 3 月 1 日 
 （目 的） 
第１条 この要綱は、新宿区環境基本条例（平成 8 年新宿区条例第 13 号）
第 23 条で定める新宿区エコライフ推進員（以下、「推進員」という）につ
いて、必要な事項を定めることを目的とする。  
（活 動） 

第２条 推進員は、今日の環境問題の多くが日常生活や事業活動と密接な
関係にあることを認識し、環境の保全、環境への負荷の低減等に配慮した
暮らしを実践するとともに、新宿区立環境学習情報センターと連携及び協
働を図り、その活動を地域に広げていくことを目的として、次の活動を行
う。 
  (1) エコライフの実践に関すること。 
 (2) エコライフの普及啓発活動に関すること。 
 (3) 前各号のほか、エコライフの推進に関すること。 
 （構 成） 
第３条 推進員は４０人程度とし、地域推薦及び公募によるものとする。 
二 応募者が、第一項の人数を著しく超えた場合は、公募による応募者の
中から選考会によって推進員を決定する。選考員は、環境清掃部長、環境
清掃部環境対策課長、環境清掃部ごみ減量リサイクル課長の３名とする。 
 （委 嘱） 
第４条 推進員は、次の要件を満たす者に対し、区長が委嘱する。 

(1) 区内に在住、在勤又は、在学すること。 
 (2) 18 歳以上であること。 
 (3) 第２条に掲げる活動を遂行できること。  
二 前項の要件を欠いた場合、区長は委嘱を取り消すことができる。  
 （任 期） 
第５条 推進員の任期は２年とする。ただし、区長が特に必要と認めた場
合は、別途任期を定めることができる。  
（活動謝礼） 

第６条 推進員には、活動謝礼を支払うものとする。 
二 活動謝礼の支払いに関する詳細は、別途基準を定める。 
 （協議会） 
第７条 推進員の活動等を円滑に推進するため、推進員によって構成され
る新宿区エコライフ推進協議会を置く。 
 （守秘義務） 
第８条 委員は、活動において知り得た個人のプライバシーについて、第
三者に漏らしてはならない。 
 （庶 務） 
第９条 推進員及び協議会の庶務は、環境清掃部環境対策課が担当する。 
 （補 則） 
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  
 
  附 則 
 この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 18 年 4 月 1 日） 
この要綱は、平成 18 年 7 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 20 年 4 月 1 日） 

この要綱は、平成 20 年 7 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 23 年 7 月 1 日） 

この要綱は、平成 23 年 7 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 24 年 4 月 1 日） 

この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 26 年 4 月 1 日） 

この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 28 年 3 月 1 日） 

この要綱は、平成 28 年 3 月 1 日から施行する。 
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新宿区エコライフ推進協議会運営要領 

 

平成 22年 4月 1日 

 

（目 的） 

第１条 新宿区エコライフ推進員の活動に関する要綱（平成 16年 4月 1日付 16

新環環環第 26 号、以下「要綱」という。）第 7 条に規定する新宿区エコライ

フ推進協議会（以下、「協議会」という。）について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（運 営） 

第２条 協議会は、新宿区エコライフ推進員（以下、「推進員」という。）が自

主的に運営するものとする。 

（協 力） 

第３条 推進員は、協同、協力し合い、要綱第２条に定める活動を行う。 

（会長等） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

（1） 会長及び副会長は、推進員の互選により定める。 

 （2） 会長は、協議会を積極的に運営し、副会長はこれを補佐する。 

（3） 協議会の招集は、会長が行うものとする。ただし、会長に事故があると

きは、副会長がその職務を代理する。 

（4） 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（分科会） 

第５条 第３条に掲げるエコライフ活動を効率的に行うため、区と協議会が協

働で取り組む課題ごとに分科会を置くこととする。 

 （1）環境保全、温暖化対策、ごみの減量とリサイクル推進等を課題とする分

科会を置くこととし、区及び協議会の協議により決定する。 

（2） 分科会に、推進員の互選による責任者を置く。 

 （3） 分科会活動には、推進員の総意により推進員以外の者も参加すること

ができる。 

   

附 則 

 この要領は、平成 16年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 4月 20日) 

 この要領は、平成 18年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 4月 1日) 

 この要領は、平成 20年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 4月 1日) 

 この要領は、平成 22年 7月 1日から施行する。 



令和4年2月末日 現在　

番号 氏　名 ふりがな 地域

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

※　◎は協議会会長、〇は協議会副会長

第9期新宿区エコライフ推進員名簿

※　名簿の順序は、地域別・氏名あいうえお順

名簿は公開しません
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