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立 川 市 



 

たちかわし環境ブックは、立川市の環境報告書に相当するも

ので、地球規模から身近なものまで幅広い内容を盛り込み、か

つ読みやすいものを目指して編集しています。 

立川市の環境に関するデータや、市民・事業者等が行う環境

にやさしい活動の紹介を通して、これを手に取ったみなさまの

環境意識が高まり、環境にやさしい生活をするようになること

を願っています。 

たちかわし環境ブックとは 
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