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地球温暖化について地球温暖化について

　近年，地球温暖化の進行により，自然災害が全世界で
多発しているなど，気候危機の状況になっています。
　
　令和元年 10 月の台風 19 号により，調布市において
も，これまで経験したことのない事態に直面していて，
人々に深刻な影響を与え，脅威となっています。

　地球温暖化の原因となる，CO2 に代表される温室効果
ガスは大気中に長くとどまるので，過去に排出した温室
効果ガスがたまり続けます。そして，濃度が高くなるの
に比例して，地球の平均気温が上がり，人間や生態系へ
の影響が大きくなっていきます。

　今後，産業革命（18 世紀後半）以降の世界の気温上
昇を何℃に抑えるかで影響が大きく異なり，温暖化によ
るリスクを抑えるためには，産業革命以降の気温上昇を
1.5℃以内に抑えていく必要があります。

　温暖化を 1.5℃以内に抑えるには，温室効果ガスの排
出量を大きく減らさなければなりません。2020 年に始
動したパリ協定で，各国はそれぞれ 2030 年までの削減

地球温暖化を抑えるため，できることから取り組んでいきましょう

出典：「おしえて！地球温暖化」環境省（2019 年 3月作成）できること、いろいろあるね
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海洋プラスチックについて
　現在，海には 1 億 5000 万トンものプラスチッ
クごみが浮遊しているといいます。このままプラス
チックごみが減らずにいると，2040 年には，現在
の 3 倍の量の海洋プラスチックが存在するとも言わ
れています。
　プラスチックごみはど
うしたら減らせるので
しょうか？私たちに出来
ることを考え，行動して
みましょう。

（1）海に流れ出すごみを減らそう
・清掃活動などに参加し、きちんと捨てられな

かったプラスチックごみを回収し、川や海に流
れ出るのを防ぎましょう。

（2）ポイ捨てをやめよう，ごみは正しく出そう
・ごみはきちんと捨てましょう。
・屋外で出したごみは持ち帰りましょう。

（3）プラスチック製品の使用を控えよう
・マイバッグ，マイボトルを使いましょう。
・プラスチック製品の替わりに使えるものがない

か，身の回りを調べましょう。

目標を提出しましたが，すべての国が目標を達成したと
しても，まだまだ削減量が足りないと言われています。

　そのため，世界中の努力と多くの分野での急速な変革
が必要となっています。

　私たちも未来のために，できることから取り組んでい
きましょう。
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調布市環境モニター調布市環境モニター

雑木林ボランティア講座雑木林ボランティア講座
第５回雑木林の恵みを体験
　12 月 5 日（土曜日）に深大寺・佐須地域の雑木林や
里山の概要，雑木林の手入れ方法や雑木林などで発生
しているナラ枯れについて学び，深大寺自然広場（カ
ニ山）にて，ナラ枯れが発生している木を観察しまし

た。その後，ササ刈り作業やドングリの植え付けを行い，
かまどでの竹炭・花炭作りを体験しました。当日はあ
いにくの雨でしたが，作業をするころには小雨となり，
みなさん熱心に作業されていました。

第 5 回崖線地形とヒトの生活
　10 月 24 日（土曜日）にヒトの生活の一部として利
用されてきた，国分寺崖線の土地利用と歴史などを学
んだ後，マセ口

ぐち

川に沿って野草園周辺まで散策をしな
がら，国分寺崖線とその環境を観察しました。当日は

お天気にも恵まれ，絶好の散策日和でした。カシノナ
ガキクイムシが媒介するナラ菌によって樹木が枯死し
てしまうナラ枯れの被害を観察し，深大寺自然広場 ( カ
ニ山 ) で収穫したキノコについて，図鑑を見ながら種
類を確認しました。

　調布市環境モニターは，市民と市が協働で市内の自然環境を見守り，自然環境の保全に役立てていこうと
いうグループです。植物観察を中心に，調布の地形，鳥，昆虫などの自然観察を行います。毎回講師や市民
サポーターの案内で，定期的に観察して歩き，植生などを記録します。
　毎年４月に，調布市環境モニターの会員を募集しておりますので，興味がある方はぜひお申し込みください。

１ 日程／年 6 回程度　※原則土曜日の午前中実施予定
２ 対象／ 18 歳以上の方
３ 費用／無料

　雑木林ボランティア講座は，調布に今も残る里山の風景や雑木林を市民と市が協働で保全していくための
ボランティア養成講座です。雑木林や市内の雑木林の維持管理に役立つ知識や技能を習得します。
　毎年 4 月に，雑木林ボランティア講座の受講生を募集しておりますので，興味がある方はぜひお申し込みくだ
さい。

1 日程／年 6 回程度　※原則土曜日の午前 10 時～午後 3 時実施予定
2 対象／野外活動ができる 18 歳以上の方
3 費用／ 1,500 円（ボランティア保険料・テキスト代）
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調布こどもエコクラブ調布こどもエコクラブ

飼い犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか飼い犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか

第５回クラフト体験
　11 月 21 日（土曜日）に柏野小学校東側の畑でクラ
フト体験を行いました。クラフト体験では，間伐した
コナラ材を利用してバターナイフを作製しました。電
動ヤスリなどの工具を使って木を削り，工具に慣れて

犬の飼い主には ,
①現在居住している市区町村に飼い主の登録をすること
②飼い犬に年 1 回の狂犬病予防注射を受けさせること
③鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

　が法律により義務付けられています。

飼い犬の登録
　犬の生涯に１回登録します。登録の際，鑑札が交付
されます。調布市役所環境政策課へ登録の申請をして
ください。（交付手数料：3000 円）

　調布こどもエコクラブは，河川や緑地などで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。
毎年４月に，市内の小中学生を対象に調布こどもエコクラブの会員を募集しておりますので，興味がある方
はぜひお申し込みください。

１ 日　程／年７回程度　※土日祝日実施予定
２ 対　象／市内在住，在学の小学１年生～中学３年生　※小学３年生以下は要保護者同伴
３ 費　用／原則無料（内容によって材料費等の実費負担あり）
4 その他／子どもたちの活動をサポートするサポーター（高校生以上）も同時募集しています。

いる子は，先生に教えてもらいながらナイフで木を削
ることにもチャレンジしました。紙ヤスリで形を整え，
最後に食用油で塗装し完成。
※今回は，ちょうど収穫時期を迎えた，さつまいもを収穫す
る体験も行いました。

狂犬病予防注射
　毎年１回，狂犬病予防注射を受けさせ，注射済票の
交付を受けてください。
　動物病院で接種されたときは，注射済証明書をもら
い，調布市役所環境政策課で注射済票の交付を受けて
ください。（交付手数料：550 円）

鑑札，注射済票
　必ず犬の首輪につけてください。犬の迷子札として
の役目も果たします。紛失してしまった場合，再交付
の申請をお願いします。（鑑札再交付手数料：1600 円・
注射済票再交付手数料：340 円）

【お問い合わせ】
調布市 環境政策課 生活環境係 TEL：042-481-7087

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ
　温室効果ガスの排出を削減していくため，環境省では，脱炭素社会づく
りに貢献する製品への買換え，サービスの利用，ライフスタイルの選択な
ど，地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL 
CHOICE」を推進しています。
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公衆トイレを利用する皆様へのお願い公衆トイレを利用する皆様へのお願い
　調布市では，市内 7 カ所に公衆トイレを設置しています。
　最近，市内の公衆トイレの使用方法等について，多くのご意見や苦情が寄せられています。
　調布市では，定期的に清掃を行っておりますが，利用者の方全員が清潔で快適にご利用いただくために，次の注
意事項を守ってくださるようお願いいたします。

市内公衆トイレ一覧

番号 名　称 所在地 機能の
有無

1 調布市多摩川さくら緑地公衆
トイレ 調布市多摩川 5-37-1 △

2 調布市つつじケ丘駅北公衆トイレ 調布市西つつじケ丘
3-35-29 ○

3 調布市京王多摩川駅南公衆トイレ 調布市多摩川 4-41-7 □

4 調布市深大寺前公衆トイレ 調布市深大寺元町
5-12-12 ○

5 調布市飛田給駅北公衆トイレ 調布市飛田給 1-42 ○
6 調布市布多天神南公衆トイレ 調布市調布ケ丘1-5-20 △

7 調布市調布駅前広場暫定公衆
トイレ 調布市布田 4-1-4 ○

春の多摩川
　春になると，多摩川の河川敷には植物が芽吹き始
め一面に緑の景色が広がります。黄色の菜の花や白い
タネツケバナなどのアブラナ科をはじめ，紫色のナ

1. 設備等の破損行為・備品の持ち出し等の禁止
・故意に設備を破損，落書き等しない。
・紙おむつ等，便器詰まりの原因となるものは，絶対

に流さない。
・トイレットペーパー等，備品を勝手に持ち帰らない（頻

繁に起こる場合，警察に通報します）。
2. 公衆トイレの迷惑行為の禁止
・トイレ内での喫煙や吸い殻を捨てない（すべて禁煙）。
・紙おむつや家庭ごみ , ペットボトル , 空き缶等の不

法投棄をしない。
・トイレ使用目的以外での長時間の利用をしない。（居

座りなど）
3. 多機能トイレの利用について
　多機能トイレとは，車いす使用者・オストメイト・
乳幼児を連れた方等が利用するための設備など，様々
な機能を備えているトイレです。

　多機能トイレしか利用できない方が優先となります
ので，ご協力をお願いします。
・多機能トイレの非常通報装置（ブザー）は，緊急時

にトイレの外にいる方へ知らせるためのものです。
洗浄ボタンとは異なります。間違えて押さないよう
ご注意ください。（誤って押してしまった場合は，各
トイレに表示されている解除方法に従ってブザーを
解除してください。）

・一部の多機能トイレは ,「オストメイト対応設備※」
が備えてあります。紙おむつ等を絶対に流さないで
ください。

　ルールやマナーを守り，誰もが安全で快適にご利用
いただけるようお願いします。
※オストメイト対応設備とは，人工肛門や人工膀胱を保有
する方が，装具の洗浄や排泄物の処理などをできる設備
です。

調布市つつじケ丘駅北公衆トイレ

ヨクサフジやカラスノエンドウなどのマメ科，ピンク
色のカキドオシやホトケノザなどのシソ科といった
様々な色の花が咲き，カラフルな模様を描きます。

春の多摩川河川敷の様子

〇…多機能トイレがある
△…車いすでの利用ができるトイレがある
□…男女別トイレのみ




