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※機種によっては
読み取りづらい
場合があります

Think Globally Act Locally
〜 地 球 規 模 で 考 え て  足 元 か ら 行 動 し よ う 〜

for the future...

未来へつなぐ
環境づくり



えどがわエコセンターの会員になりませんか！？
こんなメリットがあります！

共育・協働で【日本一のエコタウン】を目指す

あらゆる立場の人々がつながり、協力し、一人ひとりが
環境に配慮して暮らすまち【日本一のエコタウン】を目指します。

えどがわエコセンターは、活動や支援を通じ、さまざまな環境問題に
地域の皆様とともに日々取り組んでいます。

「知りたい」「学びたい」
「参加したい」に応える

多彩な活動！

　年間200を超える事業を
実施！ 楽しく学べる講座や
体験、見学会など、自分に
合ったスタイルの活動がで
きます。

様々な環境分野に
携わる

豊富な人材！

　環境のスペシャリストか
らボランティアまで多くの
方々が「環境を良くしたい」
という想いのもと、活動に
参加しています。

世代を超えた
交流の輪！

　500※（個人・企業・団体）
を超える会員数！ 会員間の連
携・親睦を深める様々な取り
組みを通して、幅広いネット
ワークを作ることができます。
※令和３年２月現在

仲間づくり
　環境に配慮した暮らしを広めるため
「ひとづくり」「仲間づくり」「交流の場
づくり」を積極的に進めています。あな
たもエコセンターの会員になって、仲間
づくりを始めてみませんか？

活動の支援
　団体会員に登録すると、事業を企
画し、実施ができるとともに、活動経
費や広報PR等の支援を受けられます！
一緒に活動しませんか？

会員向けバス研修会

情報をお届け
　講座やイベント、省エ
ネに役立つ様々な情報を
各種媒体を通じて、分か
りやすくタイムリーにお
届けします。
●えどがわエコセンターHP
●会員情報誌「エコちゃんねる」
●ブログ・フェイスブック

事業企画・広報は
エコセンターが
サポートします。



えどがわエコセンターの取り組み えどがわエコセンターの主な協力団体

地球温暖化の防止

　楽しみながら賢く省エネを学ぶ講座
や自然エネルギーを普及するための講
習会などを実施し、CO2を排出しない
脱炭素社会づくりを進めています。

循環型社会づくり

　様々な講習会や講演会などを通じ
て、３Ｒ《リデュース（発生抑制）、リユ
ース（再使用）、リサイクル（再利用）》
の取り組みを体験し、楽しく工夫しな
がら循環型社会づくりを推進します。

自然環境の保全

　豊かな自然環境を守り、引き継いで
いくために海辺・河川敷の清掃活動や
自然観察会等を行い、自然環境や生
物多様性の保全に取り組んでいます。

　一人ひとりが環境に配慮して暮らし、今の素晴らしい地球
環境を将来に引き継ぐ、誰もが気軽に参加できる取り組み
です。

環境教育・人材育成

　子どもから大人まで楽しみながら学
べる様々なプログラムを通して、持続
可能な社会づくりに貢献する人づくり
を進めています。

※詳細は中面をご覧ください！

※上記の団体は令和2年度事業企画提案事業を実施（予定含む）された団体を掲載しています。

いきいき楽校

　買い物から料理、片付けまで、
環境に配慮した料理方法の普及
を進めています。

イノシシ倶楽部

　楽しくわかりやすく環境を学
んでもらうため、体験型のプロ
グラムを提供しています。

エドエコプラス

　身近な廃材を活用したエコ工
作やエコ裁縫教室を開催してい
ます。

江戸川区生ごみ堆肥化実践クラブ

　堆肥づくりの方法や堆肥を利
用した野菜作りの楽しさを伝え
ています。

江戸川ムジナモ保存会

　江戸川区小岩で発見されたム
ジナモ（絶滅種）の保全・育成・
PR活動を行っています。

江戸ものづくりサロン

　古布を活用した布ぞうり作り
やヨシなどを材料としたすだれ
作りを実施しています。

おもちゃの病院

　壊れたおもちゃの修理を行い、
再利用してもらう活動をしてい
ます。

葛西東渚・鳥類園友の会

　葛西臨海公園で、自然観察会や
水質調査、伐採した材料を活用し
たクラフト作りなどを行っています。

下平井水辺の楽校

　荒川をフィールドに自然体験
や親子で楽しむ催しを行ってい
ます。

中土手に自然を戻す市民の会

　荒川に雨水を溜める池を造り、
自然観察や自然遊びを通して、
自然環境の復元を進めています。

ハーブガーデンラベンダー

　地中式コンポストや堆肥を活用し、
ラベンダーなどのハーブを育て、循
環型ガーデニングを実践しています。

わたっ子の会

　座布団作り講習会を行ってい
ます。綿を打ち直し、楽しみなが
ら再利用することを伝えます。

五十音順

「もったいない運動」
って、なぁ～に？



登録事業者数332件 （令和3年2月現在）

えどがわエコセンター 組織概要「江戸川区版環境マネジメントシステム制度」
エコカンパニーえどがわ（eco company edogawa）

えどがわエコセンターとは

フードドライブ 常設回収
　フードドライブはご家庭で余っている
未利用食品を持ち寄り「フードバンク」
へ提供する活動です。集まった食品は
「フードバンク」を通じて、福祉団体や施
設など、食料支援を必要としている方々
に提供されます。

　様々な環境団体・事業者・学
校・商店街・行政と連携し、環境・
経済・社会が調和した「持続可能
な地域社会の形成」と「次世代に
引き継ぐことのできる環境づく
り」に取り組んでいます。
　また、信頼性の高い認定NPO
法人として登録されています。

　2019年6月に取得。組織内部の状況
を第三者機関に開示し、信頼性・透明性
の向上に努めている団体の証です。

　皆様からの寄付
は持続可能な社会
づくりの取り組み
に活用させていた
だきます。

　区内中学生の職場体験に
協力をしています。

これまでの歩み

グッドガバナンス認証取得 チャレンジ・
ザ・ドリーム

■2004年4月
　えどがわエコセンター設立
■20０6年４月
　もったいない運動えどがわ開始
■20０9年2月
　「環境・共生・参加まちづくり」で環境大臣表彰受賞
■2013年12月
　「地球温暖化防止活動」で環境大臣表彰受賞
■2014年11月
　もったいない運動えどがわ参加登録者数10万人達成
■2019年3月
　「認定」を取得
■2019年6月
　「グッドガバナンス認証」を取得

回収できる食品
●未開封で包装や外装が破損し
ていないもの
●賞味期限が１か月以上あるもの
●ビン詰でないもの

持ち込まれた方々からのコメントです！

一般家庭
団体
事業者

えどがわ
エコセンター

フードバンク
食料が

必要な家庭・
福祉団体

ご家庭の未利用食品を
エコセンターにぜひ、
お持ちください！

エコカンパニーえどがわに登録※すると…
●環境取組登録事業所として区やエコセンターホーム
ページに事業所名が掲載されます。
●江戸川区の斡旋融資を受けるための条件となってい
ます。
●エコセンター主催の講演会、日帰りバス研修会に優先
的にご案内します。

●環境に関する最新情報を情報紙等で提供します。
※えどがわエコセンター会員になる必要があります。

個　　人

団　　体

営利団体

正会員  

2,000円

5,000円

10,000円

賛助会員

1口以上

1口以上

5口以上

えどがわエコセンター 年会費
寄付での応援

※1口1,000円　※入会金はありません

SDGｓサイコロ
マイボトル

エコバッグ
ステンレス
ストロークリアファイル

講座に参加
すると

もらえる
かも！？

誰かのお役に立てれば、
嬉しいです。

エコセンターで
常設回収が始まって、
協力しやすくなりました！

積極的に参加して、地域に
貢献したいと思います！

実施場所が
船堀駅前なので、
持ち込みやすいです。

オリジナルグッズ

たくさんの協力をいただき、
ありがとうございます‼
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