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　９月 14 日～１８日に実施しました，喫煙マナーアップポスター・標語展の入賞作品が決定いたしました。

　今回は，小中学生の児童・生徒等の皆さんからポスター 27 点，標語 6 点の計 33 点の作品をご応募いただきまし

た。心に残る多くの作品のご応募，ありがとうございました。

喫煙マナーアップポスター・標語展を実施しました喫煙マナーアップポスター・標語展を実施しました喫煙マナーアップポスター・標語展を実施しました喫煙マナーアップポスター・標語展を実施しました

調布市環境基本計画（案）に関するご意見をお寄せください調布市環境基本計画（案）に関するご意見をお寄せください調布市環境基本計画（案）に関するご意見をお寄せください調布市環境基本計画（案）に関するご意見をお寄せください

標語の部

入選作品：
環境太郎さん

小学生ポスターの部

金賞：須賀春奈さん
　　  （第二小学校五年）

中学生ポスターの部

金賞：田内ゆきのさん
　　  （第八中学校一年）

案の公開期間
１月２０日（水）～２月１９日（金）

案の公開場所
環境政策課（市役所８階），公文書資料室（市役所４階），

神代出張所，文化会館たづくり１１階みんなの広場，市民

プラザあくろす２階市民活動支援センター，各図書館・公

民館・地域福祉センター，教育会館，市のホームページ

意見の提出先
２月１９日（金）（必着）までに〒182-8511 市役所

環境政策課（市役所８階）ファクス 042-481-7550・

E メール kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp へ

　平成２８年度から平成３７年度までを計画期間とする，市の環境に係る計画（案）をまとめましたので，ご意見を

募集します。

提出意見と市の考え方の公表
４月初旬に市のホームページなどでお知らせします。

その他
計画（案）に係る説明会を行います。

説明会日時
１月２８日（木）午後６時３０分～１時間３０分程度

場　所／文化会館たづくり１０階１００１学習室

定　員／３０人　　費　用／無料

申　込／申込不要，当日先着受付

問合せ／環境政策課 042-481-7086

未来へつなぐ調布の環境～平成２６年度　環境年次報告書～未来へつなぐ調布の環境～平成２６年度　環境年次報告書～未来へつなぐ調布の環境～平成２６年度　環境年次報告書～未来へつなぐ調布の環境～平成２６年度　環境年次報告書～

　この報告書は年１回発行している冊子で，平成１８年度から平成２７年度までを計画期間とする，現行の調布市環境基

本計画の指標に対する達成状況と，平成２６年度までの調布市の環境状況データを掲載しています。

　内容は，公文書資料室（市役所４階），各図書館，市のホームページなどで閲覧できますのでご覧ください。

（環境政策課 042-481-7086）

第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（案）に第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（案）に

関するご意見をお寄せください関するご意見をお寄せください

第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（案）に

関するご意見をお寄せください

第３次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（案）に

関するご意見をお寄せください

案の公開期間
１月２０日（水）～２月１９日（金）

案の公開場所
環境政策課（市役所８階），公文書資料室（市役所４階），

神代出張所，文化会館たづくり１１階みんなの広場，市民

プラザあくろす２階市民活動支援センター，各図書館・公

民館・地域福祉センター，教育会館，市のホームページ

　平成２８年度から平成３２年度までを計画期間とする，市役所から排出される温室効果ガス排出量削減に向けた計

画（案）をまとめましたので，ご意見を募集します。

意見の提出先
２月１９日（金）（必着）までに〒182－8511 市役所

環境政策課（市役所８階）ファクス 042-481-7550・

E メール kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp へ

提出意見と市の考え方の公表
４月初旬に市のホームページなどでお知らせします

問合せ／環境政策課 042-481-7086

ち ょ う ふ 環 境 に ゅ ～ す

●発　行：調布市環境部環境政策課
●連絡先：電　話：042-481-7086（直通）　ＦＡＸ：042-481-7550
　　　　　　　　　メールアドレス：kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp
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　冬季は，暖房・照明機器の使用が増加します。またこの季節は，夕方の電気使

用が多くなり，午後 5 時～午後 7 時頃が電気使用のピークといわれています。

　東京電力管内では，平成２7 年１２月 1 日～平成２8 年 3 月３１日の平日（

１２月２９日～ 12 月 31 日を除く）の午前 9 時～午後 9 時に、政府が数値目標

を伴わない節電を呼びかけています。地球温暖化防止のため、冬の節電をはじめ

とする省エネルギーに取り組んでみませんか。

これらのほかにも，様々な省エネ方法があります。できることから始めて，みんなで省エネに努めましょう。

【主な省エネ事例】【主な省エネ事例】

　冬季は，暖房・照明機器の使用が増加します。またこの季節は，夕方の電気使

冬季の省エネルギーを実践しましょう冬季の省エネルギーを実践しましょう冬季の省エネルギーを実践しましょう
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他の用事をしない。
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電気ポットは，長時

間使用しないとき
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は，コンセントから

プラグを抜く。

電気ポットは，長時

間使用しないとき

は，コンセントから

プラグを抜く。

お風呂は，間隔をお

かずに入り，できる

だけ追い炊きを使用

しない。

温水シャワーを流

しっぱなしにしない。

暖房便座は温度設定

をこまめに調節し，

使わないときはフタ

を閉める。

電気・ガス・石油機

器などの購入時は，

省エネタイプのもの

を選ぶ。

冬季の省エネルギーを実践しましょう冬季の省エネルギーを実践しましょう

※市ホームページでも，環境情報を提供しています（トップページ「まちづくり・環境」からご覧ください）。
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【各駅周辺の実施日】

喫煙マナーの向上を目指し，マナーアップキャンペーンを実施しました喫煙マナーの向上を目指し，マナーアップキャンペーンを実施しました喫煙マナーの向上を目指し，マナーアップキャンペーンを実施しました喫煙マナーの向上を目指し，マナーアップキャンペーンを実施しました

        実施日      実施駅          時間

１１月16日（月）

　　 17日（火）

　　 18日（水）

　　 19 日（木）

　　 20 日（金）

調布駅

飛田給駅
つつじヶ丘駅
布田駅
国領駅
京王多摩川駅
仙川駅
柴崎駅
西調布駅

開会式／午前８時～午前８時１５分
キャンペーン／午前８時１５分～
午前８時４５分
午前７時３０分～午前８時

３２

　１０月２４日（土），入間樹林地で樹林の見方・植物

のかたまり・樹林の高さの目測などについて実習を行

い，講師の作成した調

査票を基に，受講者全

員で樹林の植物構成の

調査を行いました。

　写真は，ペンを使っ

て，樹木の高さを目測

しているところです。

調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動調布こどもエコクラブの活動 調布水辺の楽校の活動調布水辺の楽校の活動調布水辺の楽校の活動調布水辺の楽校の活動

雑 木 林 ボ ラ ン テ ィ ア 講 座 の 活 動雑 木 林 ボ ラ ン テ ィ ア 講 座 の 活 動雑 木 林 ボ ラ ン テ ィ ア 講 座 の 活 動雑 木 林 ボ ラ ン テ ィ ア 講 座 の 活 動

　９月１２日（土）に，日活撮影所近くの多摩川河川

敷で，定例の観察会を行いました。

　講師から植物の見分

け方についての解説を

受けながら観察を行い

ました。　当日は植物

５２種を観察すること

ができました。

　第３回　多摩川の自然観察
　１０月２４日（土）に，佐須地域で，２０人の参加

者と一緒にボランティアサポーターの解説を聞きなが

ら，この地域で見られ

る樹木・植物等を観察

しました。

　天候にも恵まれ，佐

須地域の自然や歴史を

学ぶことができました。

　第１回　調布そぞろ歩き

　１１月２８日（土）に，カニ山と呼ばれるキャンプ

場において，会員の子どもたちと保護者などの計４２

人で「炭焼きとクラフト体験」を実施しました。

　サポーターの御指導のもと，炭焼き，松ぼっくりな

どの自然の材料を使用したクラフト作りなど，参加者

が興味をもつ体験活動を行いました。

　第６回　炭焼きとクラフト体験
第３回　多摩川クリーン作戦＆あったか芋煮会

環境モニターの活動環境モニターの活動環境モニターの活動環境モニターの活動

　第４回　雑木林の生態系（植物編）

　市内２０小学校の児童とその保護者計９７人が参加し，「多摩川クリーン作戦＆あったか芋煮会」を実施しました。

　参加者を４グループに分け，多摩川の河川敷で植物を中心に昆虫・鳥・川の様子などの解説を聞きながら観察し，

布田小学校へ戻る間に，空き缶やペットボトル等のゴミ拾いを行いました。

　その後，参加者に対して大好評の芋煮を提供しました。

第５回　雑木林の恵で様々な遊びを体験（火熾し・竹炭作り）

　１１月２１日（土），佐須地域の農地・里山を歩きな

がら，講師から現地の動植物や歴史などの解説を聞き，

深大寺自然広場カニ山

キャンプ場に移動。カ

ニ山キャンプ場では，

火熾しを行う際の枝の

組み方や順序などの講

義を受け実習を行い，

その火を使い，竹炭の

作成を行いました。

多摩川自然情報館まつり２０１５多摩川自然情報館まつり２０１５多摩川自然情報館まつり２０１５多摩川自然情報館まつり２０１５

　１１月７日（土）に，多摩川自然情報館２０１５を

開催しました。当日は親子連れなど，６５２人が来館

しました。

　まつり開催中は，情

報館クイズやいきもの

プールの生物観察のほ

か，わかば事業所によ

るハッピーカフェやう

さぎの飼育体験，ちょ

うふ市民会議による

リースづくり，調布未来のエネルギー協議会のソーラー

ランタン工作，都立神代植物公園「植物多様性センター」

の植物ふれあいコーナー，フレッシュベーカリーすまい

るのパンの販売，ふじみ衛生組合のパネル展示などの出

し物で賑わいました。

【多摩川自然情報館概要】
開館時間／午前９時～午後５時

所在地　／ 調布市染地３－８－２６

休館日　／年末年始及び定期清掃等による臨時休館日

　調布水辺の楽校は，多摩川をフィールドに，子どもたちと保護者が川に親しむ自然体験活動です。市民・行政・

教育団体等が一丸となって活動を支援するとともに，世代を超えた交流を図っています。

第 6回活動の様子第 6回活動の様子第 6回活動の様子

第３回観察会の様子第３回観察会の様子第３回観察会の様子 第１回調布そぞろ歩きの様子第１回調布そぞろ歩きの様子第１回調布そぞろ歩きの様子

　市では，昭和３０年ごろまで生活と農業に深くかかわってきた里山の雑木林の現状を知り，市内に残る樹林の維持

管理に役立つ知識と技能を身につけることを目的に毎年，雑木林ボランティア講座を実施しています。

　今回は，第４・５回講座の活動を紹介します。

※当講座は，ちょうふ環境市民会議が企画・運営しています。

　調布こどもエコクラブは，河川や緑地等の自然体験を通じて環境を学ぶ，子どもたちの環境クラブです。市では，

市内の小中学生を対象に毎年４月に会員の募集を行い，平成２７年度は５４人の子どもたちが会員として活動してい

ます。

環境モニターは，多摩川の植物を中心とした継続観察と記録によって調布の自然を見守り，自然環境の保全に役立

てていこうという，市民主体の環境学習の活動です。

第４回活動の様子第４回活動の様子第４回活動の様子 第５回活動の様子第５回活動の様子第５回活動の様子

　１１月 8 日に，秋の多摩川クリーン作戦を実施しました。このイベントは，私たちの身近な多摩川を「きれいな，親

しまれる川」にすることを目的に，昭和５４年から始め，春秋合わせ今回で７１回目となりました。

　当日は雨が降り，天候には恵まれませんでしたが，多摩川流域の自治会，少年野球チーム，企業などの団体やご家族，

個人での参加など多くの皆さんにご参加いただきました。

　この日収集したごみは，可燃ごみ 0.37 トン，不燃ごみ 0.39 トン，粗大ごみ 0.27 トン，空き缶・空き瓶 250 本，ペッ

トボトル 1,100 本でした。

いつまでも多摩川をきれいに！秋の多摩川クリーン作戦を実施しましたいつまでも多摩川をきれいに！秋の多摩川クリーン作戦を実施しましたいつまでも多摩川をきれいに！秋の多摩川クリーン作戦を実施しましたいつまでも多摩川をきれいに！秋の多摩川クリーン作戦を実施しました

　１１月２１日，野川クリーン作戦を実施しました。当日は，野川周辺の PTA，自治会，各団体の皆さんの他，ご家族，

個人での参加など，多くの皆さんにご参加いただきました。

　この日収集したごみは，可燃ごみ 0.13 トン，不燃ごみ 0.1 トン，空き缶・空き瓶 205 本，ペットボトル 58 本でした。

　ご協力ありがとうございました。

みんなで野川をきれいに！野川クリーン作戦を実施しましたみんなで野川をきれいに！野川クリーン作戦を実施しましたみんなで野川をきれいに！野川クリーン作戦を実施しましたみんなで野川をきれいに！野川クリーン作戦を実施しました

　１１月１６日からの５日間，喫煙者に喫煙マナーの

向上を呼びかけるマナーアップキャンペーンを市内９

駅で行いました。

　初日は，調布駅南口広場で開会式を実施し，多くの

方々にご参加いただきました。

　期間中は，ポイ捨てや歩きたばこ禁止を市民の皆さ

んに訴えかけました。多くの市民・事業者方々にご参

加いただき，皆さんの美化意識の高さを感じることが

できました。

問合せ　／環境政策課電話 042-481-7087

当日の様子当日の様子当日の様子
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