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はじめに
市では、立川市第 3 次環境行動計画の目標達成に向け、市民・事業者・市が連携・協働
し、取り組みを進めており、その状況について「たちかわし環境ブック」で毎年お知らせ
しております。
環境問題を考える場合、まず足元の身近な環境に目を向け、環境の大切さを感じていた
だき、できることから実践していただくことが重要であると、市では考えております。
今回の環境ブックでの特集は「緑のカーテン」です。自宅や学校・職場などで、取り組
みやすく、見た目も心地よい地球温暖化対策として近年、注目されています。
市は、太陽エネルギー利用機器及び高効率給湯器の設置補助や中小企業の省エネ改修へ
の補助を行うなどして地球温暖化対策を進めておりますが、併せて植物を育てるといった
身近な取り組みも並行して行っていただくことで、地球温暖化問題のみならず、他の環境
問題にも関心をもっていただけるものと考え、緑のカーテンを取り上げました。
本編の内容は、経年的な資料性のあるものとしております。
第 1 部では、平成２２度に策定した立川市第３次環境行動計画などで目標として掲げた
数値をもとに、立川市の環境についての「過去」から「今」への変化をご覧いただけます。
第２部では、市内で環境保全活動に取り組んでおられる市民や事業者の方々のご活躍を
紹介させていただきました。ここでは市の取り組みについてもご案内しております。
また、第 3 部では、平成２４年度で終期を迎えました「立川市地域省エネルギービジョ
ン」の総括も併せてさせていただいております。
資料編は、市内の大気汚染、騒音、振動、水質などの調査結果を掲載しております。
さらに、公共施設等の空間放射線量や焼却灰の放射能濃度、給食食材の放射性物質検査
などの測定結果についても継続して取り上げております。
市は、平成２７年度を初年度とする新たな環境基本計画等の策定に向けた、取り組みを
開始いたしました。環境ブックでご紹介してきました様々な活動はもとより、市民の皆様
の日々の積み重ねを大切に、策定に役立てて行きたいと考えております。
最後になりますが、発刊にあたり、数多くの活動報告をお寄せいただいた市民・事業者
の皆様とご尽力をいただきました環境審議会委員の方々に心よりお礼申し上げます。

平成２６年１月

環境ブック 2013 の発刊に寄せて
２０１３年１１月１日から立川市では、家庭ごみの有料収集が始まりました。紙やペットボトル、
プラスチックなど資源にできる物は分別し、燃やせるゴミを最小限に減らすためです。
「たちかわ環境ブック２０１３」によれば、ゴミ減量への市民、行政の努力が実り、平成１９年
度には９６３グラムだった１日一人当たりのゴミ排出量が、２４年度は８０２グラムに減り、資源
化率は３３．８％から３６．６％に増えました。企業、行政活動から私たち市民一人ひとりの暮ら
しに到るまで、環境に負荷をかける行為は、その処理の費用を各々が負担する社会ルールが確実に
根付きつつあります。
ゴミの有料化とは反対に、地球温暖化対策として、市は太陽エネルギー利用機器や効率の高い給
湯器を市民が設置する場合、補助金を出しています。地下水を増やし、下水処理費を減らすために
雨水浸透の施設費も助成しています。太陽エネルギーは１０００件、雨水浸透には５１０件の予算
が用意され、まだ十分に利用が可能です。
「環境ブック２０１３」版は、平成２６年度をゴールとする市の環境基本計画に盛り込まれた様々
な策を紹介しています。禁止や罰則のルールとは別に、経済的に得になる環境保護のルールを大い
に活用し、暮らしの作法を改めていきたいものです。
環境ブック

の 特集 は「緑のカーテン」です。ゴ

ヤ、 チ 、ア

オなどツルが
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る植物を建物の窓の外や壁面を覆うように育てて日差しを和らげ、室温の上昇を抑える工夫です。
市内の多くの家庭、学校、事業所が環境省の「グリーンカーテンプロジェクト」に加わり、省エネ、
ヒートアイランドの緩和、二酸化炭素の吸収を試み、暮らしの現場から温暖化軽減に努力を重ねて
います。関連して「緑のカーテンコンテスト」も行われ、立川市環境審議会の委員が判定に加わり
ました。
「環境ブック２０１３」はゴーヤなどの緑のカーテンの作り方を詳しく説明しています。
土づくりから、植え付け、ネット張り、ツルの誘引、追肥の仕方などの作業をとおし、「暮らしと
環境」のあり方を実感し、何かを実践する機会になるかもしれません。
第１部「数字で見るたちかわの環境」は、維持されることが望ましい環境基準と現実の立川市の
環境の質の比較が大気、水、騒音、自然環境など数字で多彩に示されています。
横田基地の航空機騒音、五日市街道や新奥多摩街道沿いの自動車騒音が依然として環境基準を超
え続け、対策を必要としています。また光化学スモッグの原因オキシダント濃度が、平成２４年泉
町の環境測定点で延べ９７日、４９５時間環境基準を超えました。中国から飛来が問題となってい
る微小粒子状物質 PM２.５は日平均、年平均値ともに環境基準内に収まっています。環境ブックは
私たち市民の暮らしと環境の関係を鮮やかに描いています。ぜひ手にとってください。
立川市環境審議会会長

原

剛

環境ブックの作成にあたり、ご意見をいただいた、第８期立川市環境審議会の委員は下記のとお
りです。
安藤 広和（副会長）、木村 信雄、久野 春子、小松 清廣、斎藤 正雄、武田 好史、中村 恭之、
原 剛（会長）、牧谷 昌幸、溝渕 浩一、三宅 玉雄〈五十音順・敬称略〉
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