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日野市環境情報センター(愛称かわせ館)は環境に関する情報を収集･分析・発信するために、2005 年７月に市民・事業者・
学校・行政の協働で開設されました。

2010 年度版日野市環境白書ができました
日野市では、環境基本条例に基づいて環境に関する年次報告書として「日野市環境白書」
を毎年発刊しており、ここで 2010 年度版が完成しました。
環境白書は、日野市環境基本計画の５つの柱である「くらし」、
「大気・地球環境」、
「水」、
「緑」、
「ごみゼロ」の分野ごとにそれぞれ指標を設定して、年毎の移り変わりを図表で表し
ています。そして、市民の協力をいただいて、計画の進行状況の評価・確認を行っているほ
か、市機関及び市内の市民団体、学校
事業者等の環境への取り組みの紹介を
しています。
2010 年度版の白書では、特に小売店
など小規模事業者の取り組み紹介を充
実しました。
市の環境に関する多数の情報を集約
した内容となっていますので、ぜひご
覧ください。
市のホームページに掲載しているほか、
市立図書館等で閲覧できますが、入手
を希望される方は環境情報センターま
「2010年度日野市環境白書」
でお問い合わせください。
環境の状況と取組状況の評価大気･地球環境 より

★環境保全に取り組んでいる団体紹介★
３

★まちの生ごみ活かし隊の取組み紹介★

まちの生ごみ活かし隊~～都市を生ごみで耕そう

[活動の目的]
●生ごみ、落ち葉、オカラなど、無駄に焼却されている
バイオマス資源を活用して野菜や花を育て、生ごみリ
サイクルの啓発と共に、その地域にある人とモノを活
かした地域内循環の暮らし方を提案しています。
●新しい公園・市民農園のスタイルである「コミュニテ
ィガーデン（小さな庭）」の普及・啓発。身近な空き
地などを住民の手で美しい庭や畑に変え、安全で緑豊
かな美しいまちを創造していきます。
●微生物の力を最大限に活かし、栄養学的にも優れた
「生ごみリサイクル元気野菜作り」の研究・啓発。
[活動内容]
日野市ごみゼロ推進課と協働で、第八小学校区域の一
般家庭約 200 世帯の生ごみを回収し、コミュニティガー
デン「せせらぎ農園」の畑に入れて「土ごと発酵」させ、
無農薬・無化学肥料で野菜や花を育てています。
定例作業日は火・木・日曜日。会員以外の人でも自由
に参加でき、共に汗を流した人は帰りに収穫物を分け合
っています。隔月で意見交換会を開催。地域の児童館や
交流センターとも連携し、元気野菜作りやごみゼロ収穫
祭などを行っています。連絡先：☎ 594-0745（佐藤）

ホームページ： http://ikasitai.info/

生ごみたい肥の発酵温度を体感

美しい景観づくり

みんなの居場所づくり

環境教育

生ごみの地域内循環

じゃがいも収穫祭

ツバメのくるまちシールコンテスト入賞者が決まりました
■ 2012 年度ツバメのくるまちシールコンテストの入賞者が決まりました。
毎年、市内の小・中学生から「ツバメのくるまちシール」のデザイン原画を応募し
ていただき、最優秀賞の作品でシールを印刷し「ツバメの巣のあるお宅に貼っても
らう」、「野鳥を可愛がる子どもたちに使ってもらう」などの目的で市民のみなさんに
配布しています。
これは「ツバメのくるまち事業」の一つですが、今年度から応募の対象を小学生
に絞り、低学年と高学年に分けて入賞作品を選考することになりました。今回は市
内に設置した回収箱と各校からの応募で合計 320 点の作品が集まりました。
去る 11 月 3 日に野鳥研究者も加わって選考会を行い、下記のように入賞作品
が決まりました。高・低学年それぞれの最優秀賞２点がシール印刷されます。
また来る平成２４年１月２５日から３１日まで、市役所ロビーの壁面に選考分 120
点を展示し、２６日には入賞者の表彰式を行います。
＜入賞者＞
最優秀 低学年の部
高学年の部
優秀賞 低学年の部
高学年の部

南平小 ３年 梅原 鼓さん
潤徳小 ４年 山岸 萌花さん
日野四小３年 林 新太さん、道中 皓生さん
日野三小４年 川上友香さん、日野六小４年 佐藤香奈さん

■平成 24 年度市民環境大学受講生を募集
本講座は地球環境を正しく知ることを通して地球
規模や身近な環境をみんなで考えていくものです。
楽しく充実した意見交換も行われます。
・担

当 小倉紀雄（東京農工大学名誉教授）

・開催期間 前期

5 月 10 日～7 月 12 日（10 回）

後期 10 月 4 日～12 月 13 日（10 回）

・

・開催時間 毎週木曜日 午前 10 時～12 時
・場

所 日野市環境情報センター2F 会議室

・対

象 日野市在住または在勤者

・定

員 20 名（先着順）受講料

無料

・申込期間 平成 24 年 4 月 21 日（土）まで
■平成 24 年度雑木林ボランティア講座 受講生を募集

雑木林の学習や実習を中心にした講座で、市の雑木
林、植生、腐葉土作り、鎌、ノコの使い方、刈払い機･チｪ

上は梅原さんの作品
下は山岸さんの作品

＊＊行事・イベントのお知らせ＊＊
■エコドライブ講習会
～燃費向上でガソリン代節約～
・日時：2 月 8 日(水)2 月 11 日(土・祝)
いずれの日も午前 9 時～午後 0 時 30 分と午後
1 時 30 分～午後 5 時（各回先着 6 名計 24 名）
・会場：多摩ドライビングスクール(百草園駅)
・対象者：市内在住・在勤の方
・内容：一般道での実技走行・講義・走行診断
・申込:1 月 31 日までかわせみ館へ電話 FAX メールで

■みんなの環境セミナー
間伐材等によるエネルギー利用(ペレットを事例)
・日時：2 月 19 日(日)午後 1 時 30 分～3 時 30 分
・場所：日野市環境情報センター(かわせみ館)
・講師：東京ペレット

川尻哲也氏

・内容：西多摩の間伐材等を使ったペレットを
事例に、エネルギーについて考える。
・申込:2 月 15 日までかわせみ館へ電話 FAX メールで

ンソーの実習、椎茸菌の植付けなど。雑木林等の保全
(管理、育成)に興味をお持ちの方、是非応募ください！
・講 師 植物の専門家、大学教授、ボランティア団体等
・期 間 平成 24 年 5 月～平成 25 年 3 月まで(月 1 回
ペースで年 10 回開催)
・会 場

主に南平丘陵公園

・対 象

日野市在住、在勤、在学(大学生以上)

・定 員

30 名(先着順) 参加費 2,000 円

・申込期間 平成 24 年 4 月 10 日(火)まで
申込方法 両講座とも氏名、住所、電話番号を明記し
日野市環境情報センターまで電話･FAX・メールで
＊月曜と祝日の翌日は休館(土・日・祝日開館)
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