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たちかわし環境ブック 2016 

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：ペットボトル自動回収機によるリサイクル推進 

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、“ボトル to ボトル”

を推進し、循環型社会の実現に貢献しています。 

現在、国内で回収されたペットボトルの約半数が海外に輸出

され、繊維などのリサイクル素材として使用されますが、国内

で回収されたペットボトルを国内循環することで、限りある天

然資源(石油)の使用抑制や、CO2 の削減に寄与できると考えて

います。 

回収されたペットボトルは、リサイクル資源として国内有数

の精製技術を有する再生事業者へ売却します。再生ペットとして生まれ変わったペット

ボトルは、国内の飲料メーカーによって使用されます。 

具体的な取り組みとして、立川市内にある立川幸店と立川栄町店で回収したペットボ

トルを、各店に商品配送した戻り便を有効活用し、いなげやの物流センター（立川青果･

生鮮センター）に集約します。回収機で圧縮されたペットボトルを、効率良く再生事業

者へ輸送し、CO2 の削減につなげています。また、機器回収したペットボトルを売却

して得た益金を 1 本あたり 0.2 円に換算して、立川市社会福祉協議会へ寄付しました。 

 

・識別センサーにより、色付き・ラベル付き・汚れ・残

渣のボトル選別。（産業廃棄物の排除） 

・圧縮（つぶす）することで、ボトルを減容（1/3～

1/4）でき、店舗での回収作業頻度が減少 

・減容により、保管スペースの削減や、積載率の向上か

ら輸送効率の向上になります。 

・優良な資源として効率的な再生原料の製造につながり

ます。 

 

立川市では 2 店舗で回収機を設置していますが、平成 28 年 7 月現在 60 店舗で圧縮回

収機を設置しています。店舗で販売したペットボトルを回収し、あらたに再生されたペ

ットボトルを各店舗で販売するというリサイクルループを目指します。 

また、年度末で回収本数を集計し、1 本あたり 0.2 円に換算し、設置店舗の市内小学校

へ環境教材を寄付する予定です。 

連絡先：株式会社 いなげや 立川市栄町 6-1-1  電話：042-537-5111（代表） 

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。 

【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 5 日 燃料電池自動車の展示、家庭用燃料電池エネファー

ム・Si センサーコンロなど省エネ、安全機器の紹介 

エコチャレンジ講座 8 月 20 日 「最新省エネビル de 燃料電池体験」 

コスモスまつり 10 月 11 日 「燃料電池ってなんだろう」 

ワークショップ× 

ワークショップ edu 

10 月 31 日 ガス管のリサイクルでオリジナルペンダント作り 

環境のお話と多摩動物

公園自然体験の集い 

11 月 29 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 

【教育支援活動】 出張授業：16 クラス、502 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 

【アースビル立川】（平成 27 年 7 月より稼働） 

・一般のオフィスビルと比べて、１次エネルギーを約２８％削減 

・建築環境総合性能評価システム（CASBEE）新築部門において、最高ランクＳ認証取得 

・再生可能エネルギーを最大限に活用し、冷暖房・給湯負荷を低減 

・免震・制振装置を設置。停電時でも自立発電可能なｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑを設置し、災害

時でも事業継続が可能で、多摩地区の防災拠点となる 

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 

東京ガス株式会社 
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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：  

地球温暖化は、生態系＊に深刻な影響を及ぼし、人類の生存基盤に関わる最も重要な環

境問題のひとつです。国内でも、2008 年 4 月より京都議定書第一約束期間（2008 年

～2012 年）が開始されたことにより、温室効果ガス削減のための取り組みが推進され

ることになりました。 

政府では、2030 年までに温室効果ガス排出量を 2013 年比で 26％削減する目標を

立てており、大企業は、業種ごとの自主行動計画を通じてさまざまな対策を実施し、実

行されつつあります。しかしながら、日本企業数の 99.7％を占める中小企業については、

多くの場合、地球温暖化対策を重要な課題と考えつつも、厳しい経営環境の中で、人手

や資金、情報の不足などにより、必ずしも取り組みが進んでいないのが現状となってお

ります。 

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」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まいりました。しかしながら、東日本大震災の発生

により地球温暖化対策の観点から節電へ意識が移行したことと、環境行動計画が 5 ヵ年

経過したことを踏まえ、平成２６年度に、5 年間の活動の取りまとめと見直し、新たな

プロジェクトの立ち上げ、協議会名も「ECO イノベーション推進協議会」に改名し、27

年度より活動をしております。 

新プロジェクト「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立川スマートモデルの実現 

②見える化によるグリーンマイレージの構想 

 ③エコドライブの推進 

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情報収集・提供 

④アンケート調査の実施、新たに構想した上記プロジェクトの実現・実行・推進に向

け、今後も活動を進めていきます。 

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 
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事業の名称：ごみ分別・ごみ減量活動 

事業の開始時期：不明 

事業の概要： 校内で排出されるごみの減量を目的として、ごみの分別、リサイクルボ

ックス等の設置を行い、職員及び児童や保護者と共に協力して取り組んで

います。 

      

【平成 27 年度の実施概要】 

      ・ペットボトルキャップの回収を行い、年間およそ 100kg を回収し、NPO

団体を通じてワクチン等に役立てられました。 

・紙ごみ減量に努め、雑誌等をリサイクルして回収することを徹底しまし

た。 

 

     【成果】 

職員・児童のごみ分別意識が高まり、ごみの減量が図られました。 

     

今後も、さらなるごみの減量を推進していきます。 

 

連絡先：東京都立川市上砂町 5-12-2  電話：042－537－1801 

  

立川市立上砂川小学校 
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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。 

 

【たちかわエコパートナー養成講座】 

環境に配慮した市民の育成につながるエコパートナー養成講座で環境配慮活動の広め方

の講座を行い、環境配慮行動する市民の養成につなげました。 

 

【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： 

昆虫離れと言われる今、農業や工業にとっても昆虫の研究者が大切です。わたしたちは

「昆虫好き」を増やすこと、「昆虫を通して、立川市の環境を考える」ことを目的とし、

そのきっかけとなる様々な機会を提供します。また、立川市内の昆虫を見つけ、データ

ベース化する素材を入手する機会にしています。 

【平成 27 年度の活動】 毎月１回、立川市内の公園や緑地で観察会を行いました。 

日にち 内容 

４・５月 矢川緑地を探検 

６月 諏訪の森公園を探検 

７月 玉川上水・多摩川（旧多摩川小前）で蛾の研究者の先生とライトトラップ 

８月 多摩川（柴崎炊飯場前）蛾の研究者の先生とライトトラップ 

９月 多摩川 バッタの研究者の先生と昆虫観察 

１０月 立川公園を探検 

１１月 玉川上水東側を探検 

１２月 玉川上水西側を探検 

１月 根川緑道を探検 

２月 諏訪の森公園を探検 

３月 残堀川・多摩川を探検 

昆虫を通して、立川市の環境を考える観察会を通して、環境に関心を持つ人が増え、

立川市のいきものデータベースをつくることにつながっています。 

今後は、記録写真をデータベースにしていく。興味を持つ人を増やすために、楽しい

イベントを企画します。   

  

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 

キマダラカメムシ（幼虫）   

ヘビトンボ    チャバネフユエダシャク♀    プラタナスグンバイ    
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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２６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、巣箱の製作・

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、１１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１０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。 

また、「玉川上水ネット」と連携して、「開削３６０年記念事業・玉川上水

リレーウォーク」の報告書「羽村堰～江戸城」を発行。立川市内の分水網の

調査も行い、現況を確認しました。 

今後も、自然観察会やホタルの観察会等を通じて、地域の皆さんの自然と

のふれあいの場づくりを進めるとともに、未来遺産・日本遺産・世界遺産登

録を目指した活動を推進していきます。 

 

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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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 27 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・池、砂川公園・ビオトープ、上砂公園（大山団地）・池、

富士見緑地・池、根川緑地・池で放流。１か月後に、見影橋公園、上砂公

園、砂川公園では、ホタル観察会をしました。市内の小学校では、２小、

７小、上砂川小、けやき台小の４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、２小と７小、けやき台小は、「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 

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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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 27 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) 柴崎立川公園の樹木の保全管理や除草作業など 

(6) 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 
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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： 子ども達にとっての川はワンダーワールドであり、貴重な体験の場、感性を

磨き、想像力を養う最適な学習の場です。「たちかわ水辺の楽校運営協議会」

はこのような考えに基づき、立川市内を流れる多摩川を文教、情操、生態系、

空間として特徴づけ、安全かつ身近な自然体験の場として活用するため、官民

協働でさまざまなイベントを開催しています。 

活動は環境ＮＰＯ、こどもＮＰＯなど様々な大人達がサポートし、子ども達

や家族参加によって自然体験を通して自然と人間とのかかわり、地域の生活文

化や人間関係づくりなどを、遊びながら体で学んでいくことを目指していま

す。 

今後は、さらに多摩川流域をフィールドにした各種プログラムを実施し、多

世代交流を各団体の連携で推進すること。さらに多摩川流域にある他の水辺の

楽校、学校や行政、自治会等との連携をすすめていきます。 

      なお、平成 27 年度に行った主な事業は以下の通りです  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：：水辺の楽校運営協議会 事務局  ０９０-５４４０-８２９４ 

 

たちかわ水辺の楽校運営協議会 

＊毎月 市内団体の昆虫観察会に参加 協力 

平成 27 年 

４月：春を探そうー観察会と野草の天ぷらー 

6 月：環境フェア 野鳥観察・写真展示、干潟観察会（川崎市大師河原） 

８月：多摩川源流体験教室、昆虫観察会 

9 月：バッタ博士とバッタを探そう 

10 月：多摩川連続発見講座開始（全６回） 

第 1 回 くずづるを使ったかご作り 

11 月：第 2 回 ホタルを放そう、第 3 回 水のゆくえ 

たまがわみらいパークまつりに参加、協力 

１２月：第４回 春の七草をおって 

子ども環境シンポジウム等参加  

平成 28 年 

１月：第 5 回 野鳥観察会 

3 月：都立水の博物館見学 

第 6 回 多摩川と玉川上水 
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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 2７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 25 日にシルバー大学の自然観察会を行いました。 

○ 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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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 2７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 

○ 樹林開放日 4 月６日と 12 月６日

（通常、春と秋の 2 回実施） 

○ 立川市樹林地等保全ボランティア支

援アドバイザー講師による勉強会 

○ 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

幸町の国分寺崖線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する。 

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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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、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 27 年度の主な活動≫ 

「自然環境」「ごみ減量」「環境学習支援」などを重点的に取り組みました。   

（1）環境フェア（平成 27 年 6 月 7 日） 

子ども未来センターで行われた環境フェアで、全体企画にあわせた体験教室「ど

んぐり人形工作」と「エコ工作」を行いました。また、緑のカーテンの普及に向け

た「ゴーヤの苗配布」も行いました。 

  （2）くらしフェスタ立川（平成 28 年 2 月 20 日・21 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（ゴーヤ・アサガオ・フーセンカズラ）配布をテーマに出展しました。 

  （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 28 年 2 月 6 日）、「バ

スで見学ごみの行方～清掃工場からその先まで」（平成 27 年 11 月 18 日）でそれ

ぞれ講師を担当しました。また、消費生活講座「小心者でお調子者のカラスと人、

そして自然」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。 

  
今後は、会員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って活動の幅を広げていくことを目指して行きたいと考えて

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 

環境学習支援でゴーヤ料理実習（27.9.2） 

 

環境フェアでの体験教室（27.6.7） 

 

たちかわエコパートナー 
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事業の名称：立川ごみ懇談会 

事業の開始時期：平成 21 年１月 

事業の概要： 私たち立川ごみ懇談会は、立川市清掃工場の移転問題を契機に、市民と

してごみ減量にむけて何をしたらよいのか、学習会等を行っています。 

「入会のよびかけ」には、—ごみを出す時、環境問題や資源について考えています？ 

何気なく出しているのではないでしょうか。あなたの『エ

コ』は何ですか、身近なところから立川市のごみ問題を考

えましょう」を書きました。環境・ごみ問題等の学習を主

に行い、適時に「ごみを減らしたい」ニュースを発行して

市民に知らせています。学習会を通してごみ問題などに関

心を持たれる方々との交流を大事にしています。 

 

毎年１月に総会を開きますが、昨年の総会の中で国立市が市民と協力して「黒土を使

っての生ごみ減量」に挑戦している事を知りました。国立市役所の担当者から説明をう

け、懇談もでき、立川ごみ懇談会でも始めてみました。2015 年環境フェアに参加して

「黒土を使っての生ごみ減量」の取り組みを紹介しました。この活動は、翌年の 2016

年環境フェアにもつながっていきます。 

【学習】 

・「生ごみの減量」に最初に取りくんだ神奈川県葉山町のごみ行政の見学と懇談。 

・立川市一般廃棄物処理計画について市のごみ対策課の方を講師に学習と懇談。 

・「ごみを減らしたい」ニュースを６回発行し会員に届け、立川市の施設等に置かせても

らい、市民にお知らせしました。 

 

環境・ごみ問題に関心を持たれる方は全国的に増えてい

るのではないでしょうか。初めて参加した環境フェアで紹

介した私たちの取り組みを、2016 年環境フェアに参加し

た際に、何人もの方々が実際に自分で始められたとお話さ

れていました。また、お子さんやお父さんやお母さん等か

らごみ問題でのアンケートに 103 人の方が協力していた

だいた事など、嬉しい体験ができました。 

 

立川市が掲げる「～未来へつなごう ごみをつくらないライフスタイル～」、そのため

には、行政とともに事業者・市民がその気になって取り組むかが欠かせません。清掃工

場の老朽化・新清掃工場の建設にむけて「燃やせるごみの減量と分別の徹底にむけて、「私

ならこんな方法で頑張ってみよう」、そのために生ごみを減らす１つの方法として「黒土

を使っての生ごみ減量」があります、と多くの市民にお知らせしたいと思います。 

立川ごみ懇談会 
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事業の名称：立川市環境フェア及びバイオ陶芸の会 

事業の開始時期：平成 18 年 6 月 

事業の協働・共催団体等：立川市協働事業/たまがわ・みらいパーク企画運営委員会及び

立川市教育委員会認証 

事業の概要： 私たちバイオマス産業機構は、CO2 削減を目的に、植物・生物廃棄物利

活用とするバイオマスプラスチックの研究開発、製品普及・啓蒙活動を行っ

ています。また、地域環境教育の一環として、世代を越えた人々に自然の土

に触れた陶芸教室とナノセルロースや天然アパタイト等を活用したバイオ

陶芸の会を開催中です。 

現在は、世界初のバイオ繊維化に成功しており、東京オリンピックでのス

ポーツ製品にバイオ繊維を使用することで、社会貢献を計ることを目指して

います。また、介護・給食等のバイオマス食器類を普及・啓蒙するとともに、

日本伝統文化における「漆の下地にナノセルロースや器の強度性向上の革新

的な連携」を進めています。 

今後は、更なるバイオマスプラスチックの研究開発、製品普及・啓蒙活動

を行い、地域活性化事業・環境教育に貢献致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：立川市富士見町 6-11-107 

電 話：090-6105-1433（担当：ジョージ兼路）  

NPO 法人バイオマス産業機構 

環境フェアでバイオマス製品の紹介 
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事業の名称：食器再使用システム 

事業の開始時期：平成 2１年６月 

事業の協働・共催団体等：環境フェア実行委員会、一般社団法人栄福祉会、立川市環境

対策課 

事業の概要： 平成 21 年に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に

おいてボランティアを募り、環境フェアで再使用できる食器の貸出を行いま

した。その後、環境フェアに参加したボランティアが集い、「立川市食器再

使用推進協議会」を立ち上げました。 

平成 27 年度は、楽市において、ごみ減量を目指してＰ&Ｐリ・リパック

の回収を行いました。これは、使用後にフィルムをはがし、きれいな状態で

回収した本体をリサイクルするものです。 

普段は、一般社団法人栄福祉会が立川市の委託を受けて行っている立川市

の食器再使用システム支援事業（くるりん食器の貸出）や、ごみ減量に向け

た取り組みの普及・啓発を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、食器再使用システム（くるりん食器）の貸出事業は、平成２6 年度

から一般社団法人栄福祉会が市から委託を受け行っています。平成 27 年度

は、自治会や市民団体などに対して 4１件、24,950 点（どんぶり 3,420 

長皿 2,400、丸皿 3,000、しる椀 3,180、コップ 4,210、コップ（取っ

手つき）2,340、はし 4,200、スプーン 2,200）を貸出しています。 

今後も食器の貸出を通じて、ごみの減量につなげていきたいです。 

 

連絡先：立川市食器再使用推進協議会 会長 山岸修子 電話 042-537-2201 

立川市食器再使用推進協議会 

 

11月「楽市に参加」 リサイクル食器を延べ８団体に約 1,400点貸出 

平成 27年度の主な活動 

楽市での活動 
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事業の名称： 

未来の素材「燃やせるプラスチック」を活用して環境負荷低減に役立てよう 

事業の開始時期：平成２４年２月 

事業の概要： 三幸電機製作所は、各種プラスチック素材を中心に、これからの地球の

環境を考えた、地球にやさしい素材を使用した部品開発・製作に取り組んで

いる会社です。 

「紙」が主成分である「燃やせるプラスチック」は自治体のイベントなど

でレンタル食器としてゴミの減量化にとても役立ちます。燃やしてもダイオ

キシンガスは発生いたしません。また、CO2 の削減にも役立ちます。また、

電子レンジ・食洗機・漂白まで対応しています。 

 

平成 27 年度は、羽村市役所のレンタル食器で契約し、イベントごとに食

器類を買い上げてもらいました。また、イトーヨーカドー八王子店で催事販

売、品川区エコイベントへの参加、板橋区エコイベントへの参加を行いまし

た。 

 

軽くて割れにくい食器類をレンタルすることでごみの減量化には大変役

立ちます。当社は独自のシステム廃棄時に回収して再資源化することも行っ

ております。 

 

今後は、介護用や病院用の食器やご当地駅弁の容器等に啓蒙活動をして、

燃やせるプラスチックでできた食器を普及させて行く予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：武蔵村山市伊奈平２－６ー５ 有限会社三幸電機製作所環境事業部 近藤しんじ 

ホームページアドレス：http://www.sankoh-denki.jp.net 

有限会社 三幸電機製作所 

燃やせるプラスチックでできた食器 
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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 27 年度も立

川市子ども未来センターで６月 7 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 20 団体、来場者５，０００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 



 

90 

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 27 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。16 回の講座を開催し、

延べ 310 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 2７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 2014 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 2015」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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分別意識の向上のための透明ごみ箱 

裏紙ストック用ボックス 

 

 

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「人と自然を調和させるまち」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：公園緑地課緑化推進係 

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２７年度の活動実績 

平成 2７年度は今後の方向性を決定し、情報交換をしました。 

 東京都からの助成金打ち切りによる新たな負担金、助成金等を検討したが、協議

会運営費が得られなかったため、今後は関連自治体の情報交換の場とした。 

 具体的な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、担当者連絡会を設

置した。 

 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た。 

 平成２７年度幹事市の国立市が、どんぐりを

乾煎りしたり加工したりして食べるという

イベントに、各自治体の職員を招待した。 

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 

多摩川由来の崖線の緑を保全する協議会 
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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：「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の育成を目指します。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 27 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、23 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 27 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 188 件。 

 会場は立川市女性総合センター（４月、8 月、10 月、12 月、２月）と、子ど

も未来センター（6 月）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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事業の名称：環境関連講座 （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 27 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、7 講座を延 11 日間開催し、189 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、環境にやさしい自然の素材である「重曹」の無

料配布などを行い、啓発活動に取り組みました。 

講座やイベントを通して、様々な年代の方を対象に多岐にわたる企画を通して、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 18 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 27 年８月には 0.17%（喫煙者 29 人／通行者

17,399 人）にまで減少しました。（土曜日・日曜日の

2 時間定点調査） 

 

 

 

 

 

 

 

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：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

を行っています。 

 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 2７年度 省エネ診断受診事業所 1５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います。 

 尚、中小企業の省エネ改修により削減された CO2については、市が

公募し、決定した支援事業者が買い取り、都内中小クレジットを創出

します。 

 

 

中小企業 CO2排出量削減事業 
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平成 2７年度 

中小企業省エネ改修補助件数 10 件 都内中小クレジット創出 37t-CO2 

小規模企業省エネ改修補助件数 5 件   推計 CO２削減量 8t-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：公園緑地課 緑化推進係 

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 2７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 

 幸町の国分寺崖線周辺に残る、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 10 日、6 月 14 日、7 月 12 日、9 月 13 日に行いました。 

 年 2 回、樹林地を市民に解放しており、平成 2７年度は 4 月 5 日と 12 月 6 日に

行いました。 

 市のアドバイザー制度を利用し「冬だから出来る、樹木のメンテナンス―樹木医に

聞く土壌改良のポイント」と題して、2 月 28 日に樹林の保全に関する勉強会を行

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。 

 サクラの会の活動案内を 4 月５日に行いました。 

 サクラの診断・ごみ拾いを 4 月 12 日、5 月 17 日、1 月 31 日、サクラの診断・

保全計画の作成を６月 2１日、７月 12 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 25 日にシルバー大学の自然観察会を行いました。 

ボランティアによる樹林地等の保全活動 
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「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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