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たちかわし環境ブック 2017 

第４部 
市民・事業者の活動と市の取組 

 

 

第４部では、実際に立川市内で環境配慮行動に取り組んでいる市民団体や

学校、事業者の皆さんの活動と、それらの活動を広めていくための市の取組

について紹介いたします。 

ここで紹介する活動や取組は、市内で行われている活動の一部かもしれま

せんが、ご覧になった皆さんが、自分でもできる「環境にやさしい行動」を

見つけて取り組んでいただくきっかけになればと考えています。 

なお、ここで紹介している各団体の取組は、市内の全公立小中学校、市と

の協働等による活動事例のある市民団体、市民活動センターたちかわに登録

のある団体、ＮＰＯとして認証登録している団体、立川商工会議所を通じて

ご紹介いただいた市内事業所等に依頼した「環境活動関連調査」の調査回答

に基づいています。 

 

 

＊市では、行政、自治会、ＮＰＯ、企業などすべての団体と市民が、多様な協働を

展開することで地域のさまざまな課題を解決し、活力あふれるまち立川の実現を

目指しています。取組の紹介では、「事業の協働・共催団体等」の欄を設けている

ものがあります。市ではこの欄により多くの団体が記載されるよう協力・支援し

ていきたいと考えています。 

 

※掲載は順不同 
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事業の名称：いなげやペットボトル募金活動 

事業の開始時期：平成２８年１月１２日から 

事業の概要：  

栄町に本社がある「(株)いなげや」では、「ペットボトル自動回収機」を、いなげや立

川幸店と立川栄町店の店頭に設置しています。「ペットボトル自動回収機」を通じて、

省ＣＯ２型リサイクルシステムである、ペットボトルからペットボトルへのリサイクル

“ボトル toボトル”を推進しています。  

 

 

平成２８年度に、立川幸店と立川栄

町店で回収したペットボトルは

「192,925 本」でした。 

寄付額分を環境教材として「目皿付

プランター」「カラー移植ごて」「熱中

症対策温室計」を「立川市立南砂小学

校」へ寄贈させていただきました。 

学校朝礼での贈呈式では、両店舗の

店長から生徒代表に寄贈した後、環境

への取り組みに参加していただくよ

う子ども達にお願いしました。 

 

 

子ども達に身近なペットボトルでリサイクルできること、機器で資源の効率的な回

収、新たにペットボトルに生まれ変わることへの関心を持ってもらい、循環型の社会実

現への取り組みに参加していただけるきっかけ作りに寄与できる活動です。 

 

お客様と一緒に環境への取り組みができる活動として、回収機での分別回収を推進す

ることで資源の回収を目指してまいります。機械回収を通じて、地域とのつながりを深

めてまいります。 

 

 

連絡先：株式会社 いなげや 立川市栄町 6-1-1   

電話：042-537-5287（社長室環境担当） 

ホームページアドレス：(株)いなげや  http://www.inageya.co.jp/ 

  

株式会社 いなげや 

市民・事業者の活動 
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事業の名称：地球環境保全への取り組み 

事業の開始時期：平成１２年 

事業の概要：  

天然ガスは石油・石炭と比べて燃焼時のＣＯ2排出量が最も少なく、環境に優れたクリー

ンエネルギーです。東京ガスでは天然ガスの普及拡大、環境に優しいエネルギー利用技術

の開発、お客さまの暮らしをよりよくする環境コミュニケーション活動などを通じて、低

炭素社会の実現に向け、取り組んでいます。 

環境コミュニケーション活動では、学校教育支援活動として出張授業を行い、エネルギ

ーによるくらしの変化や環境・資源問題など、わかりやすくご紹介しています。 

【平成 28 年度地域イベント活動】 

イベント名 日にち 内容 

立川環境フェア 6 月４日 「燃料電池で発電体験をしよう！」燃料電池で発電

体験。パネルで燃料電池の歴史や今後の活用方法等

を紹介 

ワークショップ× 

ワークショップ 

11 月 12 日 ガス管のリサイクルでオリジナルペンダント作り 

親子環境講座 in多摩動

物公園 

11 月 13 日 立川市ほかモノレール沿線各市の環境の取組みを

パネルで紹介 

 

 

 

【平成 28 年度教育支援活動】 出張授業：12クラス、361名 

 生きていくために欠かせない「エネルギー」と「食」について、もっとも身近なガスの

炎を上手に使って、環境にやさしい食事づくりを学ぶ「育むエコ食」、実験を通して環境に

やさしいエネルギーの利用方法を学ぶ「燃料電池ってなんだろう？」、エネルギーの重要性

を学ぶ「都市ガスが家に届くまで」「安心安全ガスの防災」「ガスの歴史とくらしの変化」

を市内の小中学生を対象に実施  

今後の目標等： 

省エネルギー、省ＣＯ2といった低炭素社会につなげる取組みを地域に広げていくこと 

はエネルギー企業の使命と考えており、その活動を子供（未来の大人）から大人まで幅広

く、持続的に実践していくことが重要と考えています。 

 

連絡先：東京ガス株式会社多摩支店 電話：042-526-6125 

ペレットでペンダントを作る 

児童 

東京ガス株式会社 

燃料電池キットで 

発電体験する児童 

親子で楽しくペレット 

ペンダントづくり 
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事業の名称：地球温暖化対策事業 

事業の開始時期：平成 21 年 10 月 

事業の協働・共催団体等：立川市 

事業の概要：  

地域総合経済団体である立川商工会議所では、平成 21 年 10 月に地球温暖化対策事

業を検討・推進するため、「環境 ECO 推進協議会」（現：ECO イノベーション推進協議

会）を立ち上げ、立川商工会議所の環境行動計画を策定し、支援策やビジネスチャンス

の創出など立川市とも連携を図り、地球温暖化対策の取り組みを実施してきました。平

成 26 年度に、その計画の見直しを図り、平成 27 年度より新たにネクストステップと

して"みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト"を策定し現在活動を行っていま

す。 

 

”みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト” 

Ⅰ．中長期的活動（５～10 年） 

①立川モデルの検討 ②"見える化"によるグリーンマイレージ(GM）の検討  

③エコドライブ推進の検討 

Ⅱ．短期的活動(１～２年） 

①中小企業における省エネ提案 ②省エネ体験プロジェクト ③外部プロジェク

トとの連携 ④情報収集･提供 ⑤アンケート調査の実施 

 

上記計画のもと、平成 28 年度より立川

の独自性を追求した立川モデルの検討や学

生などの若者の柔軟な発想に基づき未来志

向の提案などをまちの活力に取り入れてゆ

く省エネ体験プロジェクト事業を開始。多

摩地域に所在し、地域連携に積極的な活動

を行っている中央大学経済学部との連携を

始めました。また、環境シンポジウムを開

催し活動報告を行いました。 

 

"みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト"に沿った事業を実施し、環境問題に

取り組む意識啓発を行いました。また、会員企業への関心度を高める啓蒙活動、今後の

支援策などの周知を行いました。 

今後も普及支援活動を展開していきます。 

連絡先：立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル 12階 

ホームページアドレス：http://www.tachikawa.or.jp 

立川商工会議所 

環境シンポジウムの様子 
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事業の名称：①生徒会主催：落ち葉掃きボランティア ②１学年「総合的な学習の時

間」：農業体験活動 ③紙のリサイクル活動 ④節電（電気の消灯） 

事業の概要：立川市立立川第九中学校は、若葉町にある中学校です。立川第九中学校で

は、①生徒会主催で落ち葉掃きボランティア、②中学 1 年生の「総合的な学

習の時間」での農業体験活動、③④資源を大切にする紙のリサイクル活動、

節電（電気の消灯）に取組んでいます。 

 

①生徒会主催で落ち葉掃きボランティア 

11 月から 12 月に２回生徒会主催のボランティア活動として、学校周辺の

落ち葉を掃く活動を行っています。落ち葉掃き活動を通じて、奉仕の精神や

ボランティア精神を育むこと、地域を理解することにつながりました。 

 

②中学 1 年生の「総合的な学習の時間」での農業体験活動 

「自然に親しむ」「地域との連携」「立川市民科」の活動として、４月から

12 月までの毎週火曜日の６校時に農園活動を行いました。様々な野菜を収

穫し、１０月の下旬には全校で収穫祭を行いました。農業体験活動を通じて、

自然に対する理解、地域に対する理解及び食への感謝、地域の方への感謝な

どの意識が高まりました。 

                                          

③④資源を大切にする紙のリサイクル活動、節電（電気の消灯） 

日常的な活動として、紙のリサイクルの積極的な活用と、節電対策として

こまめな消灯を励行しました。活動を通じて、物を大切にする意識、地球環

境を守る意識の向上が図られました。 

 

今後も、学校の特色ある活動として引き継ぎ、継続させていきます。 

 

 

連絡先：立川市若葉町３－１９－５  立川市立立川第九中学校                                             

０４２－５３５－１４１５ 

ホームページアドレス：http://www.tachikawa09@giga.ocn.ne.jp 

  

立川市立立川第九中学校 



 

76 

市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

 

 

 

事業の名称：立川南口の環境浄化活動 

事業の開始時期：平成１４年１１月 

事業の協働・共催団体等：立川南口すゞらん通り商店街振興組合 

事業の概要：  

１２年間実施してきた防犯カメラ事業を昨年度で立川市に

移管し、今後は立川南口の環境浄化のためのまちづくり事業を

重点に活動をしていきます。立川市の将来像である『にぎわい

とやすらぎの交流都市 立川』に相応しい街づくりの実現のた

めに、具体的には防犯パトロール活動、落書き消去活動、清掃

活動、貼紙撤去活動等を行うとともに、南口の環境浄化のため

のまちづくり事業を展開しています。 

 

≪平成２８年度の活動≫ 

①防犯パトロール（毎週金曜日午後９時～）  

②清掃（平日の朝夕）  

③落書き消去（発見次第）  

④貼紙撤去（発見次第）  

⑤まちづくり 

（２７街区整理の要望・南口駅前東側階段下整理の要望・ 

すずらん通り～やすらぎ通りのコミュニティ道路化の企画） 

 

 １５年間の防犯パトロールや１２年間の防犯カメラ事業を実施してきたが大きな効果

はなく、すずらん通りを中心とした環境は客引き行為者、タバコのポイ捨て等で悪化し

ているのが現状ですが、自治会でもなく、商店街でもなく、第三の法人組織ができたの

が一つの成果です。  

 

今後は、まちづくりとは総合的であり一つの部署では解決しないので、さまざまな部

署と連携しながらプロジェクトを組むことを目標に展開したいと考えています。また、

パブリックスペース（公共空間）としての道路を地域としてどのようにしていくかが重

要課題と考えるとともに、南口の環境浄化のためには「客引き等防止条例」（通称名）の

再改正の早期実現を目標にしています。 

連絡先：立川市錦町 2-1-7 一般社団法人立川南環境改善まちづくり協議会事務局  

電話：042-527-7011 メールアドレス：t-kankyo@amail.plala.or.jp 

一般社団法人立川南環境改善まちづくり協議会 
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事業の名称：O/MO/TE/NA/SHI CLEAN PROJECT 

事業の開始時期：平成 28 年７月 

事業の協働・共催団体等：一般社団法人立川南環境改善まちづくり協議会 

事業の概要：  

立川南口すゞらん通り商店街振興組合は、立川駅南口の錦町・柴崎町にまたがる加盟

店数約 130 店の商店街です。立川フラメンコや夏祭りなどさまざまなイベントも開催し

ています。 

 

毎日、決まった時間に、一斉にお掃除をし、一日に１回でもいいから自分たちの街を

きれいにして、お客様を迎えたいと考え、平成 28 年 7 月 19 日から、毎日 16 時から、

まずは自分のお店の前を清掃活動する『環境浄化活動』を開始しました。この活動で、「お

もてなし」の心をカタチとして表しています。 

清掃の時間になると、お掃除の曲を流します。時間になると 5～６軒のお店は清掃活

動を行っています。また、時間に限らず清掃をする店舗もあります。開始から毎日継続

して清掃活動を実施しています。 

 

また、路上喫煙禁止、ポイ捨て禁止のポスタ

ーを作成し、周知することで、きれいな街づく

りを目指しています。 

 

この活動を通じて、「ご苦労様」「ありがとう」

「町がきれいになっている」といった声をいた

だきました。すずらん通り連合会のブランディ

ング会議では、立川市外から来られる学生から

商店街の印象として、きれいな商店街という声

もあり、市外から来られる方が見てくれている、

と会員の発奮にもつながっています。 

 

 

 

今後は、「おもてなし」を意識してもらえるようにお店に働きかけること、現在のお掃

除の曲を立川南口すゞらん通り専用のテーマソングにすることなどを通じて、すゞらん

通りならではの「おもてなし」に取り組んでいきたいと考えています。 

 

連絡先：立川市錦町 2-1-7 すゞらん通り商店街事務局  

電話：042-524-5283 メールアドレス：t-kankyo@amail.plala.or.jp 

立川南口すゞらん通り商店街振興組合 



 

78 

市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

 

事業の名称：立川市環境フェアへの参加・保護樹林地支援講座・根川緑道のさくらの保

全活動 など 

事業の開始時期：平成 16 年４月 

事業の協働・共催団体等：立川市公園緑地課・環境対策課 

事業の概要： 

【立川市環境フェア】 

日頃実施している活動の紹介・環境に配慮

した行動への啓発・会場でのクラフト活動

などを通した体験講座を開催しました。イ

ベントへの参加者への体験機会の提供だ

けでなく、その背景にある意味、意義等を

理解してもらう方法の工夫が必要です。 

 

 

 

【根川緑道のさくらの保全活動】 

これからの根川緑道のあり方を、さくらを

中心に地域市民の皆様と考える会を開催

しました。 

活動を通じて、身近な自然環境の保全を考

えるきっかけとなり、緑地の質の向上を図

ることにつながりました。     

 

 

 

今後は、講座、イベントへの１回だけの参加だけに留まらず、継続して会の運営、企

画をサポートしてくれる人材の育成と確保に努めていきたいです。 

また、地域環境におけるガバナンスの確立も検討したいです。 

連絡先：190-0022 東京都立川市錦町 1-12-10 鈴木ビル 2 階 

  電話：042-540-3570 

ホームページアドレス：http://www.ab.auone-net.jp/~cgnet/index.html 

NPO 法人 集住グリーンネットワーク 
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事業の名称：ムシムシ探検隊・立川 

事業の開始時期：平成 25 年 4 月 

事業の協働・共催団体等：たちかわ水辺の楽校・玉川上水の自然保護を考える会ほか 

事業の概要：活動の基本は、毎月１回立川市内の公園・緑地で昆虫観察会を開催するこ

とです。一般参加者は、子どもから年配者までと幅広く、リピーターの方も

増えてきています。春夏だけでなく、寒い冬になっても観察会を開催します

が、冬でも昆虫がたくさん見つかり、年間通して昆虫観察を楽しめます。 

これらを生かし立川市内にいる昆虫や生息エリアのデータを採取すること

で、自然環境保護活動に寄与するとともに子どもたちの自然学習への一助とな

っていると考えています。 

活動を継続していくことで地域の自然環境や自然保護に興味や関心を持つ

市民が増えていくと思います。そうした市民を増やしていくことで、立川市の

今の自然がどういう状況なのかが分かる市民参画型のデータベースづくりに

生かしたいと思います。 

また、昨年度より、協働のまちづくり推進事業の助成金を受け、立川市環境

対策課との協働事業として「みんなでつくる立川いきものデータベース」を作

成しています。現在は、昆虫のデータベースが出来ていて、一般投稿も増えつ

つある状況です。その一般投稿の中から、絶滅危惧種や地域では未確認とされ

ている昆虫が確認されています。 

今後は、野鳥・野草にも範囲を広げて、立川市のいきもののデータベースの

充実を図っていきます。 

   

 

  

連絡先：〒190-0031 東京都立川市砂川町 8-88-24   

TEL 042-535-3100  FAX 042-535-3336 

NPO 法人 教育支援協会東京西 
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市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

 

事業の名称：玉川上水と周辺の自然環境の保全・活用 

事業の開始時期：平成元年 12 月 

事業の協働・共催団体等：こんぴら橋会館管理運営委員会・立川ホタルと鳴く虫の会 

・三昭会 

事業の概要：  

「玉川上水の自然保護を考える会」は、玉川上水の上流部分（羽村取水口～小平監視所）

１２㎞を流れる水道用原水の導水路の良好な管理に協力し、国の史跡であり、都の歴史環

境保全地域に指定されている玉川上水とその周辺の自然環境・生態系・景観の保全を活動

の目的としています。 

具体的な活動は、玉川上水を地元の貴重な財産として保護し、より良い地域環境づくり

のため、野草や野鳥の保護、ホタルの復活・保護、緑道や水路等の清掃活動、景観保護、

環境学習支援、流域関係団体との交流・連携。 

平成２８年度は、毎月第１、第４日曜日に定例活動を実施し、玉川上水の緑道清掃や、

標識を立てて、野草を保護し、野鳥保護のため、巣箱を製作・設置しました。ホタル復活・

保護のため、エサとなるカワニナや、ホタルの幼虫を放流しました。 

 これらの活動により、１２年前に種をまいたカタクリが毎年開花したり、巣箱では、シ

ジュウカラなどの野鳥が営巣し、巣立っています。ゲンジボタルは自生して、今年で１１

年目を迎えています。こうして、緑道の清掃や、ホタル観察会等の自然保護活動体験の希

望者が、年々増えています。 

玉川上水ネットと連携して推進している「玉川上水・分水網の保全活用プロジェクト」

が公益社団法人ユネスコ協会連盟の“未来へ伝承すべき遺産”として 100 年後の子ども

たちに地域の自然や文化を残し、伝えていくことを目的としている「プロジェクト未来遺

産 2016」に登録されました。 

今後は、都・区・市等との連携を更に強化し、文化庁の進めている「日本遺産」への登

録をめざし、将来は「世界遺産」への登録を視野に活動して行きます。 

 

連絡先：立川市砂川町 3-14-8  電話/FAX ： 042-536-1955 

玉川上水の自然保護を考える会 

玉川上水の清掃 巣箱の点検・設置 
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たちかわし環境ブック 2017 

 

事業の名称：ホタルと鳴く虫の復活と保護・地域自然環境の保全 

事業の開始時期：平成１８年９月 

事業の協働・共催団体等：玉川上水の自然保護を考える会 

事業の概要：  「立川ホタルと鳴く虫の会」は、市内の「ホタル」の復活と、「鳴く虫」

の生態観察、飼育技術研究、生息環境の保護活動を行い、住み良い地域づ

くりに寄与することを目的としています。活動は、「玉川上水の自然保護を

考える会」と協働して行っています。 

       平成 28 年度は、５月に会員が各家庭で飼育した「ヘイケボタル」の幼

虫を、見影橋公園や上砂公園（大山団地）の池で放流。１か月後に、見影

橋公園や上砂公園では、ホタル観察会をしました。市内の小学校では、第

三小学校、第七小学校の２校で、「総合的な学習の時間」で、ホタルの一生

についての学習、「ヘイケボタル」の幼虫の観察、その後、校内のビオトー

プで子ども達と幼虫を放流し、１か月後に、全校で、保護者と一緒に観察

会を行いました。なお、第三小学校、第七小学校は、「環境対策課」からの

環境学習支援の講師派遣申請を受けて行われました。 

       ９月の初旬、「鳴く虫を聞く会」を見影橋公園で行いました。ここには、

地域の子ども達が、保護者と一緒に参加し、リーンリーンと鳴く「スズム

シ」、ルルルルと鳴く「カンタン」や、チンチロリンと鳴く「マツムシ」な

ど、鳴く虫の声を聞きながら、初秋の夜を楽しみました。最後は、会員が

１年間育ててきたスズムシを、参加した全員の子ども達にあげました。 

       今後は、玉川上水で、ゲンジボタルが自生したように、立川市内のあら

ゆる川で、ホタルが自生できる環境を作っていきたいと思います。 

 

連絡先： 立川市砂川町 8-64-5  電話/FAX：042-535-3940 会長 茂木久雄 

立川ホタルと鳴く虫の会 

鳴く虫を聞く会（見影橋公園） 

 

ヘイケボタルの幼虫の放流 
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市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

 

  

事業の名称：環境学習・教育活動・自然観察 

事業の開始時期：平成 15 年４月 

事業の協働・共催団体等：玉川上水の自然保護を考える会・立川市食器再使用推進協議会・ 

手づくり公園の会・ふれあい農園 

事業の概要：  

立川市には、雑木林・屋敷林や玉川上水・多摩川などの多くの自然が残されていますが、

意外と自然環境や生物多様性の面からは関心が薄いように思います。「立川かんきょう市

民の会」は自然環境の大切さ、生き物の命の大切さ、生活環境の中の物質の循環などの

お話を通じて、自然観察や市内全小学校での「ヤゴ」の救出活動・総合学習への支援を定

期的に行い、身近な自然と環境維持の大切さを市民の皆さん、特に感性豊かな子供たちと

豊かな自然の中で考えていきます。 

平成 28 年度の具体的な活動としては、 

(1)市内、各小学校の総合的な学習時間への支援 

(2)市内、各小学校のプールでのトンボのヤゴ救出活                                        

動への支援 

(3) 立川市環境フェアへの参加 (トンボのヤゴの展

示と配布・木の実のブローチ作成・環境カルタ・

水鉄砲の作成など) 

(4) 市民の参加による多摩川や市内公園での自然観察

開催や自然の仕組みについての解説会など 

(5) 市内各環境団体との活動の共催 

を行っています。 

市内の公園や河川で、家族を中心とした自然

観察や、小学校のプールでの「ヤゴ救出作戦」

での活動を通じて、自然の中での生物多様性や

資源の循環について、理解を深めることができ

ました。また、活動を通じて会員相互の啓発が

進展いたしました。 

今後は、市民との環境活動を中心とした活動

により、引き続き自然保護や資源の有効活用に

役立つような意識を深めていきます。 

 

連絡先：立川市錦町 5-7-21  電話：042-524-5604  会長 森田寛臣 

立川かんきょう市民の会 

小学校のプールでトンボの 

ヤゴ救出活動への支援状況 

立川市環境フェアへの出展 



 

83 

たちかわし環境ブック 2017 

 

事業の名称：たちかわ水辺の楽校 

事業の開始時期：平成 18 年 4 月 

事業の協働・共催団体等：国土交通省京浜河川事務所、立川市環境対策課、公園緑地課、 

たまがわ・みらいパーク 多摩川流域水辺の楽校 連絡会 

事業の概要： 子どもから大人までの多摩川流域を中心とした自然観察会、体験教室の実施

を通じて、身近な自然環境や動植物などへの関心を高めることを目的に、「た

ちかわ水辺の楽校運営協議会」は、公立小学校への多摩川学習支援や多摩川源

流体験教室、昆虫・植物・野鳥の観察会などを行っています。 

 

平成 28 年度に実施した事業は次の通りです。 

 

①公立小学校への多摩川学習支援（3 校で 4 回実施） 

②多摩川源流体験教室   

③昆虫観察会、野鳥観察会、植物観察会 水の科学教室の実施 

④子どもたちの発表の機会に参加 美しいたまがわフォーラム 

⑤地域支援団体の交流の機会に参加   

⑥行政と共同で河川の清掃活動や環境フェア等に参加 

 

多摩川の源流から中流域の観察会活動を通じて、子どもたちの豊かな五感を

育む機会を継続してつくりだすことができ、地域の子どもたちをとりまく課題

解決に寄与することができます。地域の様々な団体や学校との交流を促進する

こともできました。 

 

今後は、引き続き、公立学校の多摩川学習の支援を行い、内容を深めていく

ことを目指します。また、地域の様々な知識や体験をもつひとと交流し、ひと

つの団体では取り組みが難しいこともネットワークづくりを通してより充実

した活動を展開したいです。 

家族で参加する人たちが継続して参加できるように内容を工夫することも

検討していきます。 

 

 

 

 

 

  

たちかわ水辺の楽校運営協議会 
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市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

 

事業の名称：樹林地の保全・育成管理 

事業の開始時期：平成 24 年 

事業の協働・共催団体等：立川市公園緑地課 

事業の概要： 立川自然観察友の会は、昭和 61（1986）年に公民館で行われた自然

観察の講座から出来た団体です。 

富士見町 3 丁目にある、多摩川由来の崖線である富士見公園樹林地の草

刈、ゴミ拾い、枯枝落ち葉の片づけ、貴重な在来種の野草の保護などの保全

活動をしています。他にも、自然観察会の実施、写真展の開催もしています。 

平成 28（2016）年は会の結成 30 周年を記念して、立川崖線ウォーク

を行いました。 

【平成 2８年度の実施概要】 

○ 毎月 1～２回主に第４土

曜日に、ゴミ拾い、枝打ち、

草刈り、枯枝の片づけ、植

物の保護等を行いました。 

○ 6 月 12 日に立川崖線ウ

ォーク、6 月 23 日にシル

バー大学講座「立川の自

然」、2017 年 3 月 28 日

に立川商工会議所「まちの

案内人講座・立川崖線」を

行いました。 

○ そだ柵の設置やカブトム

シ幼虫を保護するための柵の設置を行いました。 

【事業実施の効果・メリット】 

樹林地の保全・育成管理を行い、優良な樹林地を未来に継承します。 

連絡先：190-0013 東京都立川市富士見町 3-18-17 

電話：042-523-5688 

立川自然観察友の会 
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たちかわし環境ブック 2017 

 

 

事業の名称：保護樹林地保全活動・環境教育のフィールドとしての樹林提供など 

事業の開始時期：平成 20 年 

事業の協働・共催団体等：立川市公園緑地課 

事業の概要： グリーンサンクチュアリ悠は、幸

町で立川市の保護樹林（季節の花や果樹・雑木林）

などの保全活動をしているＮＰＯ法人です。 

樹林地では、四季を通じて様々な花が咲き、果

実は実り、私たちのメンバーはその自然を後世に

伝えることを目的として活動しています。また、

その豊かな自然を広く伝えるために、定期的に樹

林の紹介をかねた自然観察会を行ったり、収穫し

た果実を使ってジャムなども作っています 

立川市の公園緑地課や環境対策課とも連携を深め、講師派遣制度を利用

し、立川市で開催される環境学習のフィールドとしても活用されています。 

【私たちができること】 

○ 立川市の保護樹林をご案内できます（要予約） 

○ 町の中の憩いの場として、自然に触れる機会を提供します 

○ 地産地消の果実などの成果物の提供ができます 

【平成 2８年度の実施概要】 

○ 樹林地のゴミ拾い、清掃、除草など日常的な

保全活動や一斉作業日（緑地案内も兼ねる） 

○ 樹林開放日 4 月６日、12 月６日、平成 29

（2017）年 3 月 26 日（春と秋に実施） 

○ 立川市のいきいき立川出前講座を利用した

学習会 

○ 樹林から得られる果実などを利用したジャ

ムづくり 

【事業実施の効果・メリット】 

自然を愛しあらゆる生物の共生を大切にする全ての人々に対して、立川市

幸町の玉川上水南側崖線周辺に残る自然及び庭園の整備保全活動に関す

る事業を行うことにより、人と自然のよりよい関係づくりを構築します。 

連絡先：190-0002 東京都立川市幸町 5-96-3    

電 話：042-537-0760（副理事長・福澤）  

ホームページアドレス：（フェイスブック） 

https://www.facebook.com/tachikawa.greens.you 

NPO 法人 グリーンサンクチュアリ悠 
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市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

事業の名称：たちかわエコパートナー 

事業の開始時期：平成２１年３月 

事業の協働・共催団体等：立川市 

事業の概要：  

「たちかわエコパートナー」は、平成 19 年度から立川市環境対策課が実施している

環境学習講座「たちかわエコパートナー講座」の卒業生を中心にしたグループです。地

球環境問題や地域のごみ問題等のさまざまな 

“エコ活動”の輪を広げることをめざしています。また私たち自身も環境問題についての

知識を深めていきながら、立川市や市民団体と連携・協力して活動を進めています。 

 

≪平成 28 年度の主な活動≫  

（1）環境フェア（平成 28 年 6 月 5 日） 

環境フェアでは、体験教室「どんぐり人形工作」と「エ   

コ工作」、緑のカーテンの普及に向けた「ゴーヤの苗配布」

などを行いました。 

（2）くらしフェスタ立川（平成 29 年 2 月 18 日・19 日） 

来場者参加型プログラムとして「どんぐり人形工作」と緑のカーテンづくりのため

の種（立川市に寄せられたゴーヤ・アサガオ・ フーセンカズラ）配布をしました。 

（3）講座等の実施 

立川市が実施したエコパートナー講座「野鳥の観察」（平成 29 年 2 月 11 日）、「素

材厳選 味噌づくり」（平成 29 年 1 月 28 日）で講師を担当しました。また、消費生

活講座「海洋汚染を学ぶ～海洋汚染の指標となる海鳥 人を含む食物連鎖の重要性、海

を汚すくらしのごみ プラスチックによる海洋汚染」（平

成 28 年 9 月 3 日）の企画運営を行いました。 

（4） 環境学習支援 

小学校4年生の「ゴーヤによる緑のカーテンづくり」、

5 年生の「バケツ稲」、保育園の「自然観察」で環境学

習支援の活動を行いました。 

（５）その他 

立川市ごみ減量・リサイクル推進員会に参加しました。 

 

環境フェア等の来場者や講座等の参加者に、自然環境の大切さやごみ問題などの”エ

コ”について考えていただくきっかけを作ることができました。また、講座や環境学習

支援などの取り組みを通じて私たち自身も学びながら環境問題についての知識を深める

ことができました。 

今後は、会員自身の専門性をさらに高めながら、講座プログラムの新規開発、多くの

環境団体との連携により活動の幅を広げていくことを目指したいと考えています。 

連絡先：たちかわエコパートナー代表 中村 恭之 042-521-1308 

たちかわエコパートナー 

環境フェアでの体験教室 

 

環境学習支援でゴーヤ料理実習

（28.9.7） 
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事業の名称：環境フェア  

事業の開始時期：平成 1８年 4 月 

事業の協働・共催団体等：立川市、合人社計画研究所グループ 

※同時開催「立川まんがぱーく大市」（合人社計画研究所グループ） 

事業の概要： 環境フェア出展団体で構成される「環境フェア実行委員会」は、平成 20

年 8 月に「たちかわエコパートナー実行委員会」から名称を変更しました。

活動は、広く市民の皆様に地球温暖化等の環境問題に目を向けていただき、

無理なく楽しく取り組める「環境にやさしい生活」に触れていただく場と

して、市民・事業者等が協力して作り上げる「環境フェア」を企画運営し

ています。 

 「環境フェア」は、以前は他団体と合同で「春の楽市」の一部門として

開催していましたが、「春の楽市」の開催中止を受けて平成 26 年度以降は、

「立川まんがぱーく大市」との連携で開催しています。平成 28 年度も立

川市子ども未来センターで６月 5 日に開催しました。「こどもの未来へエコ

ライフ」をスローガンに、出展 21 団体、来場者３，０００人と活気ある

イベントとなりました。 

 会場にはイベントスペースを設け、自然素材を用いた工作や昔遊びを行

う体験教室、環境かるた大会、竹で作った水鉄砲とバイオマスフィルムで

作ったポンチョを用いて水鉄砲合戦を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、来場された方に少しでも環境に関するメッセージを持ち帰って

もらえるような仕組みづくりや内容の充実を図っていきます。 

住所：立川市泉町 1156―9 立川市役所環境対策課内  

電話 042-523-2111 内線 2244 

環境かるた大会 水鉄砲合戦 

環境フェア実行委員会 
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市民・事業者の活動と市の取組 第４部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・事業者の皆さんの活動には、ここに紹介させていただいた以外にも、まだまだ多くの

方々の活動が様々な形で実施されていることと思います。それらの活動をご存知の方、また実

際にご自身が活動に携われている方、皆さんの環境活動の輪をより一層広げるためにも、是非、

環境対策課まで情報をお寄せください。 

 また、紹介させていただいた団体等の活動内容について、もっと詳しく知りたいという方、

是非一緒に活動してみたいという方は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。 

              
お問い合わせ先 

立川市 環境下水道部 環境対策課 

電話：042-523-2111 内線 2243・2244 

E-mail：kankyoutaisaku@city.tachikawa.lg.jp 
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市の取り組み 

 ここまでは「市民・事業者の活動」にスポットを当てて紹介してきましたが、ここで

は「環境にやさしい生活」の普及・推進を目的に実施している市の取り組みについて、

紹介させていただきます。それぞれの事業は主に平成 28 年度に実施した内容について

紹介しています。 

 

事業の担当部署：環境対策課 

事業の開始時期：平成 19 年度 

事業の概要： 快適な環境を守り、育てていくためには、一人ひとりの環境を大切に思う意識

と主体的な行動が必要と言われています。しかし、多くの人は、様々な問題が複

雑に絡み合う今日の環境問題を目の当たりにすると、自分一人では何も変わらな

いような無力感に襲われてしまい、なかなか具体的な行動に結びついていないの

が現状です。 

そこで、市では、環境に配慮した生活を自ら実践するとともに、家族や友人、

地域の方々を巻き込んで、環境の大切さと環境にやさしい生活を広めていただけ

る方の養成を目指し、平成 19 年度より｢たちかわエコパートナー講座｣を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度からは、スタンプカードを発行して 10 個たまると「たちかわ

エコパートナー」に認定される形式を取っています。平成 28 年度は 15 回の

講座を開催し、延べ 339 人の参加がありました。 

身近な自然に目を向け感性や観察力を養う講座、施設を見学して環境に配慮

した活動を学ぶ講座、観察会や自然を題材とした遊びを体験する講座など、

様々な知識を身につけながら、周囲の人に問題意識を投げかけ、行動を促すよ

うな人材の育成を目指しています。 

講座を修了した方は「たちかわエコパートナー」として認定されます。修了

後は、それぞれの地域の中で様々な環境への取り組みの実践や、修了生が設立

した市民団体「たちかわエコパートナー」として、子ども達への環境学習の講

師や市民交流大学での環境講座の企画参画などの活動をしています。 

たちかわエコパートナー講座 
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事業の担当部署：環境対策課 

事業の開始時期：平成２３年度 

【事業の概要】  

平成 28 年度夏季の立川市節電対策については、7 月から 9 月を対象期間として、 

市民の健康等に配慮しながら、これまでの節電経験や昔ながらの知恵なども活かし、

少ない電力で賢く、楽しく暮らす「生活習慣としての節電」を展開いたしました。 

 

○ 家庭で出来る夏の節電取り組み事例の提案 

(1) 家庭で取り組む基本的な節電対策の普及啓発 

    【例 示】 

・冷房時にカーテンやブラインドを閉める 

・エアコンのフィルターを掃除する（月 2 回程度） 

・冷房時に部屋のドアやふすまを閉め、冷房範囲を小さくする 

・白熱電球を電球型蛍光灯や LED 電球に交換する                      

・冷蔵庫を整理し、開ける時間を短くすることや、冷蔵庫内の冷気が逃

げないように、中にビニールなどで作ったすだれ状のものを付ける 

・電気機器は使い終わったらプラグを抜くか電源タップを切るなど、で  

きる範囲で待機電力を減らしていく 

(2) 「クールシェア」の推進 

・ 皆で集まると楽しくて、エコになるクールシェアが注目されています。一

人で冷房を使うより、皆で集まって一部屋を冷房することは、とても効果

的な節電対策となります。また、自宅ばかりでなく、図書館や学習館、福

祉会館、市役所本庁舎などの公共施設も身近な「涼みの場」として活用を

促しました。 

  (3) 緑のカーテン作り 

・ ゴーヤなどを使った緑のカーテンは、日射をさえぎり、植物の葉の蒸散作

用でより涼しくなるだけでなく、ご家族で育て実ったゴーヤを食べること

ができるなど、収穫の喜びも体験できることから、積極的に推進を図りま

した。 

  (4)  昔ながらの知恵を活かした取り組みの紹介 

・「打ち水」「よしず」「すだれ」「うちわ」「扇子」「浴衣」「西瓜」「朝顔」「風

鈴」など江戸時代にも活用されていた、伝統的な夏を涼しくすごすための

アイテム・知恵を見直し、改めて取り組みを紹介しました。 

 

 

夏期の節電対策 
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(5) 熱中症対策など 「立川市ひと涼み声かけプロジェクト」の実施 

・ 熱中症に対する注意喚起の声かけの輪を広げ、地域ぐるみで熱中症予防の

取り組みを推進しました。 

・ 熱中症対策として、市施設を「ひと涼みスポット」として活用を呼びかけ

ました。 

・ プロジェクト協力事業者による「ひと涼みスポット」の協力、熱中症予防

啓発ポスターの掲出等を行いました。 

・ 「ひと涼みスポット」マップによる周知と誘導を行いました。 

・ 熱中症予防について、広報等で周知しました。 

・ 防災無線等を活用して、熱中症予防を呼びかけました。 

 

○ 市の施設における節電対策 

立川市役所としても、東日本大震災以降の電量不足に対応して、全庁を挙げて節電

対策に取り組んできました。その結果として、震災前の 6 月～8 月の電力使用量と

比べて、2011 年以降 2015 年まで継続して 10％以上の削減を達成し、定着節電

を継続しております。 

今後も、市民サービスへの影響を配慮しながら、引き続き節電に取り組みます。な

お、市では夏期に限らず、ウォームビズの推進や暖房時の適切な室内温度設定などを

職員に周知し、冬期においても節電対策を実施しています。 

「家庭で取り組む 家の節電対策 2016」チラシ 

（市内自治会での回覧や市施設等での配布を行いました） 
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事業の担当部署：環境対策課 

事業の開始時期：平成２１年度 

事業の概要： 立川市は、税収に占める法人市民税の割合が約 13％（多摩 26 市

平均 6％）と非常に高いという特徴があります。このことにより、事業

所の経済活動を通じて使用されるエネルギーの割合が、他の都市に比べ

高いということになります。また、立川市内の事業所の大多数が、中小

企業という産業構造上の特徴があることから、中小企業所からの CO2

削減対策は、大きな課題となっています。 

 こうした背景があるなか、地球温暖化対策を地域から推進するため、

市内事業所の多くを占める中小企業の CO2排出量削減と省エネ改修に

より削減された CO2の「都内中小クレジット」化を促進する各種事業

を行ってきました。 

 具体的には次のような事業に取り組んでいます。 

 

１．商工会議所と連携して中小企業の CO2排出量削減に関する普及啓

発や情報提供、セミナーや研修会等を実施し、中小企業の CO2削減

及び経費削減を推進しています。 

 

２．中小企業が CO2削減に取り組むきっかけとして、公益財団法人東

京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネ

ット東京）が行う無料省エネ診断（原油換算 15kl 未満は省エネルギ

ー現地アドバイス、原油換算 15kl 以上は省エネルギー診断）へ誘導

を行っています。省エネ診断では、事業所の現在のエネルギー使用状

況等から、運用改善による CO2 削減対策や設備の導入による CO2

削減の提案を行っています。 

平成 28 年度 省エネ診断受診事業所 ８件 

 

３．省エネ診断の設備改善提案に基づいて実施する省エネ改修に対して

補助を行っています。（都内中小クレジット算定ガイドラインに基づ

き）都内中小クレジットが創出できる中小企業が実施する施設の省エ

ネ改修に対する補助のほか、平成 26 年度から小規模企業が実施する

設備更新に対しても補助を行ってきました。 

 なお、平成 29 年度より補助内容を見直し、都内中小クレジットの創

出を補助要件とせず、省エネ診断の設備改善提案に基づいて実施する

省エネ改修補助制度に変更しています。 

 

 

中小企業 CO2排出量削減事業 
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平成 28 年度 

中小企業省エネ改修補助件数 ７件 都内中小クレジット創出 11t-CO2 

小規模企業省エネ改修補助件数 ３件   推計 CO２削減量 1.4t-CO2 

 

 

中小企業の
CO2削減 

優良 

取り組み例 

  

 

 

 

   

  

      

 

  

    

 
 

誘導灯（LED） 

 

温度設定の奨励 

 

蓄電システム 

 

省エネ型空調機 

 

デマンドシステム 

 

照明（LED） 
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事業の担当部署：環境対策課 

事業の開始時期：平成 12 年度より 

事業の概要： 市役所は 1,000 人を越える職員を抱える大規模な事業所であり、多くのエネ

ルギーを使用している大規模エネルギー消費者でもあります。本市の目指すべ

き環境像「人と自然を育み 住みやすさを創るまち」の実現に向けて、市民・事

業者の環境行動の推進と合わせ、それに先立って市が自ら率先して規範となる

行動をとる必要があります。 

そこで立川市では、平成 12 年度より本庁舎を中心とした各職場において、

独自の環境マネジメントシステム「エコオフィスプラン 21」のもと、環境負荷

削減の推進を図っています。 

「エコオフィスプラン 21」では、各職場から職場推進員を選任し「省資源」、

「省エネルギー」、「ごみ減量・リサイクル」について、各推進員を中心に、次

のような環境配慮行動に職員一人ひとりが取り組んでいます。 

 

 ○省資源（用紙類の使用量削減）  

・コピーの際は、できるだけ両面コピーを使います。 

・各職場に設置してある裏紙用リサイクルスタンプ、    

ストック用ボックスを活用し、裏紙利用を推進し

ています。  

○省エネ（電力の使用量削減） 

・温湿度計を用いて室内温度を適正に管理し、冷房運転時 28℃、 

暖房運転時 20℃設定を徹底しています。 

・始業前、退庁時、昼休みの基本消灯をしています。 

・電気ポット、コーヒーメーカー類の使用を原則禁止しています。 

・OA機器類は使っていないときは、電源を OFFにします。 

○ごみ減量･リサイクル（ごみの減量・発生抑制） 

・ごみの分別を徹底しています。 

＊個人ごみは持ち帰りとしています。 

・古紙分別用ポケット等を活用し、古紙の分別、リサイクルを徹底しています。 

 

 

  

 

 

エコオフィスプラン 21 

温湿度計 

古紙分別用ポケット 

裏紙ストック用ボックス 

裏紙用 

リサイクルスタンプ 

分別意識向上のため 

の透明ごみ箱 古紙分別ボックス 
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事業の担当部署：公園緑地課 

事業の開始時期：平成２２年度 

事業の協働・共催団体：調布市・府中市・国立市・昭島市・福生市・羽村市・青梅市・東京都 

事業の概要： 

多摩川が台地を侵食してできた、約 40ｋｍの段丘崖の連なりは東京を東西に横断し

ており、崖線と呼ばれています。崖線がもつ豊かな緑や湧水は市民の憩いの場や生物の

生息拠点として非常に有用な空間となっています。 

緑が減少しつつある今日において、市街地に残る崖線の緑や湧水は、保全を優先すべ

きものの一つであることから、多摩川を由来とする崖線を囲む 8 市と東京都が協働して、

皆さんに崖線に興味を持っていただき、緑の保全などについての意識の向上と協働の充

実を図って崖線を保全する活動を実施しています。 

 

☆ 平成２８年度の活動実績 

平成 2８年度は今後の方向性を決定し、情報交換をしました。 

 関連自治体の情報交換の場として、各市係長以下の実務担当者で構成する、担当

者連絡会を実施しました。 

 担当者連絡会の中で、各市の環境保全や緑化

推進について情報交換しました。 

 平成２９年 9 月から 10 月に開催される「都

市緑化はちおうじフェア」に崖線協議会とし

て参加することを決定しました。 

 

多摩川由来の崖線の緑を保全する協議会 

 

協議会キャラクター 

ガイセドン 

古代から崖線の森林に 

生息している珍獣 
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事業の担当部署：公園緑地課 

事業の開始時期：平成２３年度 

事業の協働・共催団体等：NPO 法人グリーンサンクチュアリ悠、NPO 法人集住グリー

ンネットワーク、立川自然観察友の会  

事業の概要： 

立川市では市が管理している緑地や樹林地等の、保全、育成及び管理を、市民等で構

成されるボランティアとの協働により進めています。 

ボランティアは、落ち葉・枯れ枝の清掃などの保全活動を年 6 回以上行い、他にも自

主的に企画、活動することができます。市は緑地、樹林地等保全ボランティア団体の支

援として、アドバイザーの派遣や道具の貸与等を行っています。 

現在、3 カ所の樹林地等で３つのボランティア団体が活動しています。 

平成 2８年度の活動： 

○幸町保護樹林地（A1、A2、A13、A14）― グリーンサンクチュアリ悠 

 幸町五丁目玉川上水南側崖線周辺に残る、緑地と保護樹林地の整備と保全活動を行

っています。 

 ゴミ拾い、清掃、除草などを、平均週 2 回行い、その他、定例一斉作業日として 5

月８日、6月 1２日、7月 10 日、11月 13 日、2017 年 1 月 15 日、2 月 12

日に行いました。 

 春と秋に樹林地を市民に解放しており、平成 2８年度は 4 月３日、12月４日、

2017 年 3 月 26 日に行いました。 

 立川市のいきいき立川出前講座を利用して「これからの保護樹林地の役割と整備方

法」と題して、2017 年 2 月 28 日に学習会を行いました。 

○立川公園 根川緑道 ― 集住グリーンネットワーク 

 サクラを通した地域コミュニティの創出、サクラを保全する市民の育成を活動目的

とし、根川緑道のサクラの樹勢調査・診断、対象木周辺の除草・ごみ拾い等の保全

活動、自然観察（公開診断）を行っています。 

 サクラの診断・ごみ拾いを 4 月 24 日、7 月 9日、10 月 30 日（4/24 と 7/9

は雨天中止）、保全活動の下見を 2017年 2 月 21 日、サクラの保全・ごみ拾いを

２月 26 日、サクラの開花状況調査を３月 30 日に行いました。 

○富士見公園樹林地 ― 立川自然観察友の会 

 多摩川由来の崖線である富士見公園樹林地の保全、育成、管理を行っています。 

 毎月 1～２回主に第 4土曜日に、ゴミ拾い、枝打ち、草刈り、枯枝の片づけ、植物

の保護等を行いました。 

 6 月 12 日に立川崖線ウォーク、6月 23 日にシルバー大学講座「立川の自然」、

2017 年 3 月 28 日に立川商工会議所「まちの案内人講座・立川崖線」を行いま

した。 

ボランティアによる樹林地等の保全活動 
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事業の担当部署：環境対策課 

事業の開始時期：平成 27 年度 

事業の協働・共催団体等：ＮＰＯ法人教育支援協会東京西  

事業の概要： 

立川市では、生物多様性の考え方を理解するために、講演会、学習会、自然観

察会などを実施しています。また、環境市民団体等と連携して生きものの状況把

握を行っています。 

 

平成 2８年度の活動： 

〇『立川いきものデータベース』 

 立川いきものデータベースは、 NPO 法人教育支援協会東京西（ムシムシ探

検隊・立川）との協働事業として実施しています。生き物の写真を投稿するこ

とを通じて、多くの人たちが自然にふれあう機会をつくり、生き物に興味・関

心を持ってもらうことを目的に、平成 28 年 9 月から開始しました。 

平成 28 年中は、たくさんの種類がいる昆虫の写真を受付し、のべ 1,000

件以上の投稿をいただきました。 

 

〇講演会、自然観察会 

平成 28 年度の講演会、自然観察会は、『立川いきものデータベース』と連

動して、昆虫を中心に行いました。 

日時 名称 講師 場所 

平成 28 年 

6 月 19 日 

虫を好きになる方法 ～はじめ

の一歩 
奥山英治 

柴崎学習館 

諏訪の森公園 

8 月 21 日 昆虫写真の撮り方講座 森上信夫 
たまがわ・みらいパーク 

多摩川河川敷 

11月13日 
虫目のススメ～やっかいものが

宝ものになった～ 
鈴木海花 

たましん RISURU ホール 

矢川緑地 

平成 29 年

3 月 12 日 

街中の消えていく生き物、増え

ていく生き物 
川上洋一 

たましん RISURU ホール 

矢川緑地 

 

立川いきものデータベースは、平成 29 年度

中に野鳥と野草の投稿ができるようになる予定

です。講演会、自然観察会も引き続き開催し、

より多くの方が自然や生きものに興味を持って

いただけるようにできればと考えています。 

生物多様性推進事業 
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事業の担当部署：生活安全課消費生活センター係 

事業の開始時期：平成 3 年度 

事業の概要：事業の概要： 「生活安全課消費生活センター係」では市民（一般消費者）

を対象に、環境問題の啓発のための講座やフリーマーケットなどの事業を

実施しています。「消費生活」の切り口から、日々のくらしの中で環境にや

さしい行動を起こし、周囲にも広められる賢い消費者を目指します。毎日

のくらしの中から環境にやさしい生活を進める取り組みを、様々な事業を

通じて行っています。ここでは、平成 28 年度に実施した事業について紹

介します。 

 

①環境に関する消費生活講座を実施しました。 

 

②不用品交換情報を掲示しました。 

資源の再利用とごみの減量を目的として実施し、9 件受付けました（譲ります情

報のみを掲示）。立川市女性総合センター、総合リサイクルセンター、市ホームペ

ージにおいて随時情報を掲示しました。 

 

③おもちゃの病院を開催しました。 

 子どもの頃から物を大切にする心を育てるとともに、ごみの減量を目的に実施し

ています。平成 28 年度は 6 回（4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月）実施

しました。受付件数は 193 件。 

 会場は立川市女性総合センターで実施しました。 

 

参加者や来場者の環境問題への意識が変わることで、個人の行動を見直すだけでな

く家庭や地域に影響を及ぼしていくと思われます。生活安全課消費生活センター係で

は、参加者が講座などで身につけた知識や技術を、地域の集まりなどで広めていくこ

とを期待しています。 

また、消費者団体がより積極的に活動をできるよう、支援していきたいと考えてい

ます。 

消費生活関連事業の実施 
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事業の担当部署：生涯学習推進センター 

事業の開始時期：平成 3 年度 

事業の協働・共催団体等：東京都環境学習リーダー＊、たちかわエコパートナー 

事業の概要： 

「生涯学習推進センター」では、地球温暖化やごみ減量などの環境問題を身近な課題

として認識してもらうとともに、日頃の生活スタイルを「環境にやさしい生活」へと見

直すきっかけの一つとして、環境問題をテーマにした講座を実施しています。また、立

川市子ども未来センター主催「立川まんがぱーく大市」と合同で実施する「環境フェア」

に出展して啓発活動に取り組んでいます。 

平成 28 年度は、便利さや快適さの追求の結果もたらされた私たちを取り巻く環境の

現状を把握・改善するため、暮らしの中などから具体的課題を取り上げ、環境問題をテ

ーマにした講座、環境フェアでの出展を行いました。 

具体的には、９講座を延 27 日間開催し、315 名の方に参加していただきました。

また 6 月 7日開催の環境フェアでは、「重曹」の無料配布「ツバルを知ろう」写真パネ

ル展・ギャラリートーク、環境講座の企画で第七小学校児童を中心に結成した「たちか

わ・こどもエコクラブ」の子どもたちによる啓発活動に取組みました。 

様々な年代の方を対象に多岐にわたる企画を行い、講座やイベントを通して、多くの

市民の方に自然の大切さなどを再認識していただき、環境問題を一緒に学習することが

できました。 

 生涯学習推進センターでは、環境問題に関する現状を常にアンテナを張り情報収集す

るとともに、企画段階から協力団体及び関係部署等と連携して意見交換を行い、市民感

覚に合致した講座の実施に努めていきたいと考えています。 

   

 

環境関連講座の実施 
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喫煙禁止路面シート 

 

 

 

  

事業の担当部署：環境対策課 

事業の開始時期：平成 1６年度 

事業の概要：  タバコを吸う人と吸わない人の共存を目指す「立川市安全で快適

な生活環境を確保するための喫煙制限条例」を多くの方に知ってもら

うための啓発活動を実施しました。具体的には、次のようなことに取

り組みました。 

１．キャンペーンの実施…関係団体や事業者などで組織する喫煙マナ

ーアップ実行委員会を中心に 22 回実施（市内各駅周辺にて） 

２．路面表示など掲示物による啓発…市内全域で歩きタバコとポイ捨

てが禁止であることを示す路面表示シートの設置及び管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川駅周辺の特定地区内における歩行喫煙率は、 

平成 19 年 12 月（条例施行前）が 2.68%（喫煙者

582 人／通行者 21,741 人）であったのに対して、

平成 28 年８月には 0.07%（喫煙者 12 人／通行者

16,290 人）にまで減少しました。（土曜日・日曜日の

2 時間定点調査） 

なお、平成 28 年 7 月に立川駅周辺に設けていた 4

カ所の指定喫煙場所を閉鎖・撤去しました。 

喫煙対策事業 

配布しているポケットティッシュのデザイン 

 
ＪＲ立川駅北口でのキャンペーン 
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事業の担当部署：公園緑地課 

事業の開始時期：平成 12 年４月 

事業の概要：公園等清掃美化協力員会は地域の団体に市内の公園や緑地で清掃・

除草・点検などをお手伝いしていただく制度です。自治会、老人会等

で自主的に組織していただき公園等を日常的に清掃、除草等で携わっ

ていただき、自らの公園としての意識と愛着をもってもらい、もって

公園を常にすがすがしいものとすることを目指します。 

 

平成２８年度は、５７団体の地元の自治会、老人会等にご協力して

いただき、立川市内にある公園や緑地、７０箇所で清掃や除草等の活

動をしていただきました。 

 

近隣住民が組織した団体が、公園内の清掃、除草や遊具等の点検を

することで、参加した住民が公園に愛着を持ってもらい公園の美化を

気にする機会を得ることができました。 

 

参加していただく団体を増やし、身近な公園に愛着をもって見守る

住民を増やし、多くの公園の美化につなげていきたいです。また、公

園を見守る目が増えることで子供達が安心して遊べるようにしていき

たいです。 

 

立川市公園等清掃美化協力員会 
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事業の担当部署：道路課 

事業の開始時期：平成 18 年度 

事業の概要： ロードサポーター事業では、アドプト制度により、地域の住民団体・

企業と市が協働し、ボランティアによる道路の美化活動（ごみや落ち

葉の清掃、除草等）を行っています。 

      具体的には、歩車道の美化活動として、ごみ拾い、街路樹の落ち葉

清掃、植樹ますの除草・草刈り・植栽管理などを行います。市は、ボ

ランティア団体に対して、ボランティア保険の加入、ほうきなど清掃

用具、ベストの貸与、ごみ袋など消耗品の支給の支援を行っています。 

 

      平成 28 年度は、地域の住民団体・企業 12 団体、437 名の参加が

あり、立川市道を 6,900ｍ、30 路線の美化活動に取り組むことが

できました。 

        

      ロードサポーター事業を通じて、地域の住民団体や企業と協働し、

道路の美化活動を進めることができ、参加者の身近な道路を大切にす

る意識の向上が図られています。 

     

      今後は、身近な道路を大切にする意識を更に向上するように、問い

合わせに対して親切、丁寧にアドプト制度を説明していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロードサポーター事業 

富士見町住宅ロードサポーター活動状況 

 

都営松中団地グループ活動状況 
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「広報たちかわ」は毎月 10 日と 25 日に発行、各ご家庭のポストに届きます。 

立川市ホームページは、 

http://www.city.tachikawa.lg.jp/index.html 

よりご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性総合センターや地域の学習館が主催する講座の他、市民の皆さまの企画・運

営による講座が「市民交流大学」において、様々なテーマで実施されています。こ

れらの講座は、随時「広報たちかわ」の紙面や立川市ホームページを通じて参加者

募集のお知らせをしています。 

 環境問題は意識しているけれど、何をしたらいいのかわからないという方、是非

一度これらの講座に参加してみてください。講座の中には、きっとあなたにもでき

る「環境にやさしい生活」のヒントが隠されているはずです。 

その他の取り組み 
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