
平成 27年 11月 13日 

報道機関各位 

 特 別 区 長 会 

東 京 都 市 長 会 

東 京 都 町 村 会 

公益財団法人特別区協議会 

 公益財団法人東京市町村自治調査会 

 

オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

 エコプロダクツ 2015への出展について  

 
東京の 62市区町村では、平成 19年度から東京のみどりの保全や温室効果ガス削減について連

携・共同して取り組むため、オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジ

ェクト」を実施しています。 

本プロジェクトの平成 27年度事業として、平成 23年度から出展している国内最大級の環境展

示会である「エコプロダクツ 2015」に引き続き出展し、オール東京６２市区町村共同事業及び

各自治体の環境に対する取り組み・施策等を発表するとともに、環境学習・普及啓発となるイベ

ントとして展開します。 

つきましては、貴媒体でのご紹介について、特段のご配慮をお願いいたします。 

 
１ 会  期 

平成 27年 12月 10日（木）～12日（土）10:00～18:00[最終日は 17:00まで] 

 

２ 会  場 

東京ビッグサイト 東５ホール 5-034（「エコプロダクツ 2015」会場内） 

〒135-0063 東京都江東区有明 3－10－1 

 

３ 概要 

（１）参加自治体 

・ブース出展等による参加 38団体【裏面参照】（参考：26年度 33団体参加） 

・写真の提供による参加 全 62団体 

（２）企画・運営 

・ブース出展等参加自治体で構成する実行委員会形式 

（３）出展内容 

・パネル展示、実物展示、ワークショップ、ステージショーなど 

・オール東京６２市区町村共同事業の紹介コーナー 

 

【問い合わせ先】 

    オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

エコプロダクツ 2015出展事務局 

担当：公益財団法人特別区協議会 田岡・松田 電話 03-5210-9067 

 

 

 



〇ブース出展等の概要 （パネルタイトル等からの抜粋）       

  自治体名 パネルタイトル 

1 千代田区 

サイクルポートが区内に 30 か所以上！ 

完成！生きもの発見マップ 2014 

富士見みらい館の壁面緑化 

2 中央区 

始めます！「コミュニティサイクル」 

「もりもりフェスティバル」を開催!!～中央区立環境情報センターで環境を学ぼう～ 

中央区の森（数馬地区・南郷地区） 

3 港区 

みなと区民の森で環境学習 

「みなとパーク芝浦」の環境対策 

安心して泳げる海をめざして 

4 新宿区 

「新宿の森」育てています！ 

「新宿の森」で自然体験！ 

区民とともに快適環境を！ 

5 文京区 （ステージショー、ワークショップによる参加） 

6 台東区 

環境ふれあい館公式ツイッター始めました！ 

インタープリターとエコを体験しよう！ 

花と緑でまちを彩り、うるおいを！  

7 墨田区 

やってみよう！「雨水利用」 

育てて楽しむ「緑のカーテンポイント」 

「緑のカーテンコンテスト」 

8 江東区 

江東区でマイクロ水力発電！！ 

2015年３月、マイクロ水力発電始動！ 

発電で環境講座・観光案内 

9 品川区 

「しながわエコリンク」始めました！ 

しながわＥＣＯフェスティバル 2015 

エコ・クッキング選手権 

10 目黒区 

めぐろグリーンアクションプログラム〔事業所版〕 

めぐろグリーンアクションプログラム〔家庭版〕 

しろくまフロートくんのおねがい 

11 大田区 （ステージショーによる参加） 

12 世田谷区 

世田谷区みうら太陽光発電所 

食べ物のむだ は、水資源のむだ!? 

省エネで商品券がもらえる！ 

13 渋谷区 

生まれ変わる渋谷（渋谷駅周辺整備計画） 

ふれあい植物センター 

CO2を減らすまちづくり 



14 中野区 

緑を増やして美しいまちなみに 

なかのエコポイント 

「中野の森プロジェクト」にづくりに参加しよう！ 

15 杉並区 

太陽光発電と蓄電池で防災！ 

発電した電気はどうなるの？ 

もし、災害が起きてしまったら 

16 豊島区 

環境都市づくりを象徴する豊島区新庁舎 

庁舎の屋上に広がる「豊島の森」 

「豊島の森」のいきものたち 

17 北区 

30 年で魚の種類が３倍以上に！ 

「北区環境基本計画 2015」策定！ 

集合住宅の省エネをお手伝い！ 

18 荒川区 

広がる「避暑地」は 68か所 

未来に残そう、伝統野菜 

荒川区低炭素地域づくり協議会 

19 板橋区 

ボルネオに緑の回廊を作ろう！ 

「板橋かたつむり運動」 

今年でエコポリは二十歳♪（20周年の板橋区エコポリスセンターに新規展示物が増えました！） 

20 練馬区 

今年で開始 10年目！（エコライフチェックで減らすＣＯ2） 

みんなでヒートアイランド対策！ 

「こどもの森」遊び方は子ども次第！ 

21 足立区 

楽しく学ぼう「環境かるた」 

そのごみ、本当に燃やすごみ？ 

カーボンオフセットでＣＯ2 ゼロの清掃車が走っています！ 

22 葛飾区 

生きものトランプで環境学習！ 

緑化生活、広がっています！ 

「かつしかルール」でごみ減量！ 

23 江戸川区 

「日本一のエコタウン」を目指して 

えどがわエコセンターの活動 地球温暖化防止・資源循環編 

えどがわエコセンターの活動 自然環境保全・人材育成編 

24 武蔵野市 

地域活動の担い手になろう！ 

違った見方で新発見！ 

市から飛び出して考えよう（私たちが使う水はどこから来てどこへ行く？） 

25 三鷹市 

事業者とともに高環境のまちづくり 

「みたか環境活動推進会議」 

親子が参加できる、楽しい環境学習イベント 

26 青梅市 

多摩川・霞川、ぼくらのワンダーランド！ 

西多摩初！屋根貸し太陽光発電！！ 

「おうめ環境フェスタ」で提案！ 



27 府中市 

府中市生物多様性地域戦略 

都立浅間山公園 

田んぼの学校 

28 昭島市 

森を育てる友情活動！ 

昭島市制 60 周年記念事業！ 

冬の原っぱ大会！（市域の子どもたちに向けた環境学習） 

29 調布市 

調布市の環境学習の殿堂！ 

見て、ふれて、学べる！ 

太陽光発電をモニターで確認！ 

30 小平市 

太陽光発電日本一を目指して 

生ごみから「資源」にする！ 

チョウや小鳥を呼ぶビオトープづくり 

31 日野市 

未来の子どもにこの環境を残す 

環境かるたで省エネを学ぼう! 

浅川の生きものをガサガサ大調査！ 

32 武蔵村山市 

江戸時代の民家を再現！ 

季節の花や生き物がいっぱい！ 

エコロジーなクルマ 

33 稲城市 

できました！「生物多様性いなぎ戦略」 

おしえて！みぢかな生きもの 

坂浜里山プロジェクト 

34 羽村市 

電気バスで“スマート”なまちづくり 

“みらい”に残そう羽村の自然 

地域で“まなぶ”エコ体験学習 

35 あきる野市 

あきる野のクマは何を食べる？ 

生物多様性  あきる野戦略 

あきる野市の多様な自然 

36 西東京市 

楽しく学ぶ環境フェスティバル 

エコプラザ西東京の環境講座 

有機性資源物リサイクルの推進 

37 檜原村 

豊かな自然 東京の「村」檜原 

檜原村といえば…「薪」！ 

木と一緒に大きくなろう！ウッドスタート宣言で伝える、村の木のありがたさ 

38 奥多摩町 

水源のまち、奥多摩 

奥多摩の森は身体に効く！ 

都会の疲れを吹き飛ばせ！ 

島しょ部 
島しょ部（大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青

ヶ島村、小笠原村）における環境施策等 

オール東京６２ 

市区町村共同事業 

オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」概要

紹介、共同宣言及び平成 27 年度事業内容の紹介 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場イメージ図 



12/10（木） 12/10（木） 12/11（金） 12/11（金） 12/12（土） 12/12（土）

ワークショップ
（14自治体）

ステージ
（９自治体）

　

　

16:00-16:15　準備

13:45-14:10　準備

11:40-11:55 大田区

13:30-13:45 大田区

14:10-15:10 昭島市

15:35-15:50 事務局プログラム

15:10-15:35 準備

文京区、品川区、大田区、豊島区、板橋区、足立区、昭島市、稲城市、奥多摩町

※タイムスケジュールは変更になる場合があります。

11:55-13:30　準備

13:45-14:45 江戸川区

14:45-15:00　準備

11:15-12:15 檜原村

11:55-13:30　準備

12:15-12:30　準備

12：30-13：30 板橋区

13:30-13:45 品川区

13:45-14:10　準備

14:25-14:45　準備

14:10-14:25　事務局プログラム

12:15-12:30　準備

中央区、文京区、台東区、墨田区、品川区、荒川区、板橋区、練馬区、江戸川区、青梅市、
府中市、調布市、檜原村、奥多摩町

ステージワークショップ ワークショップ

10:20-10:35 足立区10:00-11:00 文京区

ステージ

10:30-11:15 足立区
11:00-11:15　準備

10:35-11:00　準備

11:40-11:55 稲城市11:15-12:15 品川区
11:40-12:10 足立区

12:10-13:30　準備

11:15-11:40　準備

11:00-11:15 板橋区

11:15-11:40　準備

15:25-15:40 事務局プログラム15:00-16:00 台東区

14:45-15:00 足立区

15:00-15:25　準備

13:30-13:45　準備

13:45-14:45 中央区

10:20-10:35 事務局プログラム

10:35-11:00　準備

13:30-13:45　準備 13:30-13:45 豊島区

11:00-11:30 文京区

11:30-11:40　準備

14:45-15:00　準備

ステージ

12:30-13:30 練馬区

14:45-15:00 板橋区

15:00-16:00 青梅市

12:30-13:30 台東区

16:00-16:15　準備

13:45-14:10　準備

14:10-14:25 奥多摩町

14:25-14:45　準備

15:00-15:25　準備

15:25-15:40 事務局プログラム

10:00-11:00 墨田区

11:00-11:15　準備

13:30-13:45　準備

13:45-14:45 荒川区

12:00

13:00

12:15-12:30　準備

10:00

11:00-11:15　準備
11:00

ワークショップ

11:15-12:15 調布市

10:00-11:00 府中市

14:00

15:00

18:00

16:00

17:00

15:00-16:00 奥多摩町

14:45-15:00　準備

・・・ステージ ・・・ワークショップ 

                      ワークショップ・ステージ タイムスケジュール       



 
 

 
 
 

 

東京６２市区町村は、共同で 

・温暖化防止プロジェクト 

に取り組んでいます。 

オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」とは 

 オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」は、東京で暮らす私たちにとっ

て大きな課題である温室効果ガスの削減やみどりの保全について、東京都内の全 62 市区町村が連携・共同し

て取り組む事業です。この事業は、平成 19(2007)年 10 月に発表した「みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト共同宣言（※最終面参照）」に基づき、平成 19 年度から特別区長会、東京都市長会、東京都町村会の主

催、（公財）特別区協議会、（公財）東京市町村自治調査会の企画運営にて実施しています。62 市区町村の

共同の輪を大きく広げることによって、各自治体や地域の特性に応じた自然環境の保護、地球温暖化対策を推

進します。 

平成 27（2015）年度版 



 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             東京の自然              
           をテーマとし              

           たフォトコン              

           テストを実施              

           するとともに、             

           上位入賞作品              

           を使用したカ              

           レンダーを作              

           成・配布しま              

           した。                 

            
 

  

 

平成 26 年度「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の取り組み 
 

普及・啓発物品の作成・配布 温室効果ガス標準算

定手法の共有化推進 
 

助成金交付 

「みどり東京・温暖

化防止プロジェク

ト」の普及・地球温

暖化防止を図るた

め、グリーンカーテ

ン用のタネ（ゴー

ヤ・アサガオ）を各

市区町村に配布しま

した。 

 

「６２市区町村共通版

温室効果ガス標準算定

手法」により、平成 24

年度６２市区町村全て

の温室効果ガス排出量

を算定し、公表しまし

た。 

 

市区町村が実

施する自然環境

保護、地球温暖化

防止対策事業に

対して、各団体

150 万円を上限

とする助成金を

交付しました。 

エコプロダクツ 2014 への出展 再生可能エネルギーと 

スマートコミュニティ研究 

みどり東京フォトコンテスト ネットワーク情報誌        

（TOKYO みどりマガジン） ホームページ運営 

62 市区町村の連携

をさらに深めるため、

事業や活動の紹介等、

関係情報の充実を図っ

ています。また、「エ

コニュース」「エコア

カデミー」等のコンテ

ンツの充実により、当

プロジェクトの普及・

啓発に努めています。 

（http://all62.jp/） 

み どり 保全

に関する意識

の向上を図る

ことを目的に、

情報誌「ＴＯＫ

ＹＯみどりマ

ガジン」を計２

回発行しまし

た。 

 

平 成 ２ ３ 年 度

から引き続き国

内最大級の環境

展示会「エコプロ

ダクツ」に出展

し、当プロジェク

ト事業及び市区

町村の実施して

いる環境施策を

発表しました。 

基 礎 自 治 体

におけるスマ

ートコミュニ

ティ導入の可

能性について、

実践的な研究

を進めるとと

もに、各自治体

の施策化・事業

化を支援しま

した。 

http://all62.jp/


「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

平成 27 年度事業の概要 
 

事 業 名 主 な 事 業 内 容 

３つの行動 

普及・ 

啓発 

連携体制 

の構築 

行動の場 

づくり 

共同事業普及・啓発

～物品配布から成果

の共有まで～ 

○環境負荷低減活動など、共同事業の普及・啓発を行うため、

啓発物品の作成、配布等を行います。 

○一部の市区町村の実施する「グリーンカーテンコンテスト」

の他自治体への推奨を図ります。 

○  ○ 

標準算定手法による 

温室効果ガス排出量 

算定の共有化推進 

○62 市区町村の温室効果ガスの排出量を算定し、その結果を

公表します。 

○市区町村ごとのデータ分析を積み重ねていきます。 

○ ○  

各団体の実施する事

業との連携 

○62 市区町村の実施事業に、１市区町村 150 万円を限度と

して助成します。 

○各自治体の成果をホームページ上で PR していきます。 

○ ○ ○ 

エコプロダクツへの

出展 

○共同事業及び個々の市区町村が実施している環境施策を、

日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ」へ出展します。 
○ ○ ○ 

再生可能エネルギー

とスマートコミュニ

ティ導入促進  

【新規事業】 

○これまでの３年間の研究成果や参加自治体のネットワーク

を踏まえて、最新の情報を提供し、テーマ別に導入策を検討

します。 

○エネルギー対策を取り入れた都市計画・まちづくりという

視点に着目し、関係団体の知見を得ながら、各自治体による

全庁的なスマートコミュニティ構築に向けての取組みを支援

します。 

 ○  

生物多様性の保全に 

関する研究  

【新規事業】 

○新たに生物多様性に係る最新の知見を取り入れた研究等に

より、市区町村の生物多様性地域戦略策定を支援します。 

○積極的に自治体間の情報共有の場を設定します。 

○ ○  

ホームページの維持

管理・コンテンツの

充実 

○ＨＰ「ＥＣＯネット東京６２」を適宜更新し、「エコニュ

ース」「エコアカデミー」等のコンテンツを充実して、みど

り東京・温暖化防止プロジェクトの普及・啓発に努めます。 

○ ○ ○ 

みどり東京フォトコ

ンテストの実施 

〇東京の自然の美しさを再認識し、みどり保全に関する意識

向上を図るため、東京の自然をテーマにフォトコンテストを

実施します。 

上位入賞作品は、福祉施設に寄贈し、見る人の心を癒す社

会貢献事業にもつなげていくとともに、作品を題材としたカ

レンダーを作成・配布し、本プロジェクトの趣旨を広く普及・

啓発していきます。 

○  ○ 

※「３つの行動」の詳細は、オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」共同宣言をご覧ください。 

みどり東京・温暖化防止プロジェクトホームページ 

「ECO ネット東京６２」 

http://all62.jp/ 

 
 
 
 

「シーナ」と「かれ

ん」は、環境アニメ

ーション「かれんと

不思議の森」のイメ

ージキャラクターで

す。 

▲かれん 

▼シーナ 



 
 

みどり東京・温暖化防止プロジェクトホームページ http://all62.jp/ 
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青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 

東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村 
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この事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成金により実施しています。 

主   催 / 特別区長会  東京都市長会  東京都町村会 

企画運営 / 公益財団法人特別区協議会 公益財団法人東京市町村自治調査会 

 

オール東京６２市区町村共同事業 

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」共同宣言 

かけがえのない地球を守ろう 

～～一一人人ひひととりりのの力力ををつつなないいでで～～ 

私たちの暮らす東京は、人口 1,280 万人を抱える世界有数の都市でありながら、多摩の

山並み、武蔵野の雑木林のみどり、伊豆諸島・小笠原諸島周囲の美しい海原など、多様な

自然環境を有しています。 

一方、東京は人口や経済活動が集積し、資源やエネルギーの大量消費地として CO2 の大

量排出、ヒートアイランド現象、森林の荒廃、海洋汚染などさまざまな環境問題にも直面

しています。 

特に暮らしと密接な関係にある CO2 は、オフィスや家庭でのエネルギー消費量が増大し、

京都議定書の発効から２年が経った現在でも、削減の兆しが見えない危機的状況にありま

す。 

今こそ、私たちは、地球環境問題の被害者であり加害者でもあることを改めて認識し、

一人ひとりの力をつないで、東京そして地球の環境を守るため、できることから行動する

ときです。 

東京 62 市区町村は、かけがえのない地球を守るために、連携・共同して「みどり東京・

温暖化防止プロジェクト」を展開し、次の行動を起こすことを宣言します。 

 

一、 CO2 削減につながる活動の普及に努め、省エネルギーの促進、温室効果ガスの排

出抑制を図ります。 

一、 みどりの保全と地球温暖化防止対策を推進するための連携体制を構築します。 

一、 人々が、環境を考え、行動できる場を作ります。 

２００７年１０月３日

http://www.tokyo-kushichoson-shinko.or.jp/

