
                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 多摩川河川清掃 

事業番号 14 

開始時期 平成 15 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 国土交通省、地元企業、ガールスカウト、一般市民、福生市 

事業の内容 【多摩川河川清掃】 

 国土交通省の「多摩川クリーン作戦」の一環として、毎年春の環境フェステバ

ルに合わせて、地元企業や市民の皆さんと協働して多摩川の河川清掃を実施

しております。 

                           清掃の様子 

                       

 21 年度は 6 月 7 日の日曜日に多摩川中央公園を中心に実施し市民の 

方など、約 80 名のご協力をいただき、多摩川河川の清掃をいたしました。 

 それにより、投棄自転車、空缶、ビンなど 250ｋｇのゴミを回収しました。 

  

      回収されたゴミ 

参加するには？ 

 

市の広報にてお知らせいたします。申し込みは不要ですので、当日、直接集合

場所へおいでください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 玉川上水遊歩道を考える会 

事業番号 15 

開始時期 平成 16 年 

事業のスタイル 市民によるボランティア事業 

構成メンバー 関心のある方                       

事業の内容 【玉川上水遊歩道を考える会とは】 

玉川上水は、江戸時代の急激な人口増加に伴う飲料水の不足に対応するため、

多摩川を水源とする上水として開設されました。 

福生市内を流れる玉川上水は、約 4.3 ㎞です。このうち、宮本橋から水喰土公園

に至る約２．１㎞の区間に上水沿い遊歩道がありません。ここに連続した緑ゆたか

な遊歩道を整備することは、これからの福生のまち環境の向上、多摩地区から都心

に至る「貴重な連続した水と緑の帯」形成にとって必要不可欠の大きな条件である

と考えます。その志を一つにする福生市民の有志が立ち上げた会です。 

～21 年度の主な活動一覧～ 

4 月 20 日 福生市内上水沿い遊歩道整備に必要な用地を市職員と共同で調査。 

6 月  20 日 ふっさボランティア・市民活動センター 

「井戸ばた会議」に参加。 

7 月 4・5 日 公民館「本館まつり」展示部門に参加 

7 月 8 日 「都市建設部との連絡会」本年度第１回 

会議を行う。 

7 月～10 月 玉川上水開渠部分（羽村取水口～杉並３０ｋｍ）を４回に分けて 

「玉川上水観察ウォーク」を実施。延べ１２４名参加。 

10 月 10・11 日 市民サポートセンター行事「hands to hands 2009」に参加。 

10 月 14 日 「都市建設部との連絡会」本年度第２回会議を行う。 

11 月 14 日 福生市公民館「第２８回公民館のつどい」に参加。 

11 月 19 日 都庁で行われた「玉川上水緑の保全事業、都・区市連絡協議会」に会

長が市職員と共に参加。 

12 月 5 日 「平成 21 年度玉川上水講演会」を実施。67 名の参加者あり。 

22 年1 月28 日 「市長との勉強会」を実施。福生市内玉川上水遊歩道欠落部分の

整備に関し市の対応や今後の運動の展望等について話し合う。 

22 年 2 月 28 日 まちづくり景観推進連絡会「景観フォーラム」に参加。 

参加するには？ 

 

私たちの考えに賛同いただけ、関心のある方々を広く求めています。 

●入会資格：老若男女（居住地の如何を問いません。） 

●会費有（年間 1000 円） 

●連絡先：会事務局 会長 青木克己 ＴＥＬ＆ＦＡＸ：042－551-6501 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 地域猫モデル地区における猫の去勢・不妊手術費助成事業・福生地域ネコの

会 

事業番号 16 

開始時期 平成 18 年  

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 福生地域ネコの会、町会ボランティア、福生市         担当：環境課 

事業の内容 地域猫は飼い主のいない猫から起こるいろいろなトラブルを地域の問題とし

てとらえ、町会、行政、ボランティアの協働事業で解決しようとするしくみです。

地域住民の合意を前提にエサ場周辺のフン等の清掃や不妊去勢手術をしなが

ら、地域で飼育管理し、猫の数をコントロールし、人と猫の共生をめざします。 

平成 16 年度、市民会議「人と動物の共生会議」が「猫問題に関する提言書」

を市長へ提出。この提言に基づき、「福生市地域猫モデル地区における猫の去

勢・不妊手術費助成事業」が、平成 18 年度より制度化されました。平成 21 年度

は 9 地区で 52 頭の手術を実施しました。 

■飼い主のいない猫との共生支援事業(都制度) 

この事業は都の指定したモデル地域の飼い主のいない猫を対象にした都の

地域猫制度です。 

平成 21 年度は福東町会がモデル地域となりました。                    

■福生地域ネコの会 

「地域猫を考える市民会議」が母体となり、平成 18 年 4 月「福生地域ネコの

会」が結成されました。平成21 年度はバザーへの出店と募金活動で、地域猫の

不妊去勢手術費の資金を集めました。 

 また、9 月に第 2 回にゃんにゃんフォーラムを行い町会ボランティアの活動発

表や参加者全員とのディスカッションを行いました。 

参加するには？ 福生地域ネコの会では会員を募集しています。お気軽にご参加ください。また、

猫の不妊去勢手術の募金も受け付けています。   

詳しくは環境課環境係へお問い合わせください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

 

事業名 地球温暖化対策設備普及事業 

事業番号 17 

開始時期 平成 21 年 

事業のスタイル 補助事業 

担当課 環境課 

事業の内容 地球温暖化対策を推進するため、住宅用省エネルギー設備及び新エネルギ

ー設備を設置した市民に対して、その経費の一部を助成する制度で、平成 21

年度から運用が始まりました。 

環境へ配慮する意識をより向上させていただくとともに、二酸化炭素排出量

の削減を図りました。 

 

【平成 21 年度の助成実績】 

助成額合計 5,020,000 円 

助成設備数 65 設備（申請者数 54 名） 

■助成対象設備と助成件数 

 対象設備 助成上限額（円） 助成件数（件） 

1 太陽光発電システム 150,000 20 

2 太陽熱利用システム 15,000～30,000 0 

3 潜熱回収型ガス給湯器 20,000 8 

4 ガス発電給湯器 150,000 2 

5 燃料電池 400,000 0 

6 CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器 50,000 32 

7 ペレットストーブ 100,000 3 
 

問合せは？ 

 

詳しくは環境課環境係へお問い合わせください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 夏休み自然体験教室 

事業番号 １8 

開始時期 平成 15 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 委嘱講師、福生市（年度により異なる）      担当：公民館 

事業の内容 【夏休み自然体験教室とは】 

夏休み期間を利用し、学校や学年の異なる仲間づくりや緑豊かな自然の中

でのキャンプ体験を通して、自らが考えて行動することの大切さや充実感を獲

得することを目的としています。 

 

【平成 21 年度 夏休み自然体験教室について】 

 21 年度は、市内の自然環境に触れる機会を増やし、子どもたちが身近な自然

の中で過ごす楽しさや発見することの喜びを感じらるよう、次の内容で教室を実

施しました。また、緑豊かな奥多摩でのキャンプでは、野外料理や三頭山での

登山を行いました。 

●実施期間 

平成 21 年７月 24（金）・28 日（火）・ 

８月６日（木）・18 日（火）・19(水)～21 日(金)・25 日（火）  

原則として、午前 10 時～午後４時 全６回 

●教室の内容 

第１回 「新しい仲間と文化の森を探検しよう」 

第２回 「野外料理に挑戦しよう・多摩川中央公園で遊ぼう」 

第３回 「福生を歩こう～市内ウォーキング～」 

第４回 「キャンプの準備をしよう」 

第５回 「奥多摩にキャンプに行こう」 

     キャンプ場：奥多摩湖畔公園 山のふるさと村（２泊３日） 

第６回 「夏休み自然体験教室を振り返ろう」 

参加するには？ 

 

市内の小学校３年生から６年生までが対象となります。野外料理実習やキャン

プに伴う費用については一部（食材費や交通費等）実費となります。 

詳しい内容については、広報及び市のホームページでお知らせします。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 廃棄物減量監視事業 

事業番号 19 

開始時期 平成 12 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 市委託事業（福生市シルバー人材センター）      担当：環境課 

事業の内容 廃棄物減量監視事業  

分別指導等によりごみ減量及びリサイクルの徹底並びに不法投棄及び散乱ごみ

の防止を行うため、廃棄物減量監視員による監視事業を行いました。 

     

 監視作業の様子 

 

 

 

 

 

 

                             

 

不法投棄ごみ 

 

 

詳しくは環境課ごみ対策係へお問い合わせください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

 

事業名 廃棄物減量等推進員 

事業番号 20 

開始時期 平成 5 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 市民代表 60 人                  担当：環境課 

事業の内容 一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量のため、市の施策への協力その他の活

動を行なっていただくよう、福生市廃棄物減量等推進員として市長が委嘱いたしま

す。 

推進員は 60 人、任期は 2 年です。 

平成 21 年度の「廃棄物減量等推進員」の活動は会議等を平成 21 年 5 月 17 日、 

８月４日、９月 28 日、11 月 22 日、22 年 1 月 15 日に実施しました。 

会議では平成 20 年度ごみ処理実績等の報告及びレジ袋削減の推進の提言・推

進員の活動等について協議した。また、市内ごみパトロールの実施、地域住民への

啓発活動、ごみ分別及び適正排出指導及びレジ袋削減キャンペーンに参加し啓発

活動を行いました。 

 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

  会議の様子                    ごみパトロール 

 

 

推進員になるに

は？  

 

現在、推進員は 60 名おりますが、市内各町会及び各商栄会等より推薦をいただ

いた方々を市長が委嘱しています。 

詳しくは環境課ごみ対策係へお問い合わせください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 廃棄物減量等推進審議会 

事業番号 21 

開始時期 平成 5 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 市民の代表、学識経験者等 8 人           担当：環境課 

事業の内容 廃棄物減量等推進審議会 

一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するための市長の

付属機関、委員の任期は 2 年、市民の代表、学識経験者等 8 人 

【審議内容】 

（１） 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項 

（２） 廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項 

（３） その他市長が必要と認める事項 

 

「廃棄物減量等推進審議会」の開催 

平成 21 年 10 月 30 日 

平成 20 年度ごみ処理実績・レジ袋削減の推進の提言の報告及び一般廃棄物(ご

み)処理基本計画の見直し等について協議を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         審議会の様子 

 

 詳しくは環境課ごみ対策係へお問い合わせください。 

 

 

 

58



                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

 

事業名 花いっぱい運動 

事業番号 22 

開始時期 平成 2 年 

事業のスタイル 市の事業 

構成メンバー 福生グリーンクラブ、農業委員会、福生市            担当：環境課 

事業の内容 福生市では平成 2 年度から年 2 回、春と秋に多くの市民が楽しめるよう、

街角、通学路、公園、広場等に町会・自治会等の市民や農業者を中心とする

ボランティアによる花の苗（サルビア、パンジー等）の植栽を行い、緑化と美化

を進めています。 

また、緑化の啓発を図るため学校を通じて小学校6年生に花の苗を配布し

ています。 

この運動は、宝くじの助成金を受けて行っています。 

 

《21 年度の取組み》 

①  花いっぱい運動事業(春)  実施期間 5 月 16 日～5 月 31 日 

花の配布数  サルビア 16,200 株  マリーゴールド 18,700 株 

参加団体 93 

主な団体 町内会、商店街、体育館、図書館、市民会館、公民館、保育園、

幼稚園、小中学校、農業者、商工会など 

②花いっぱい運動事業(秋)  実施期間 11 月 14 日～11 月 30 日 

花の配布数  パンジー及び ビオラ 29,600 株  葉ボタン 7,800 株 

参加団体 93 

主な団体 町内会、商店街、体育館、図書館、市民会館 

公民館、保育園、幼稚園、小中学校、農業者、商工会など 

 

 

一緒に植栽を行

いたい方は 

 

22 年度からは、ご協力いただける方を広く公募する予定です。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 ふっさ愛犬クラブ 

事業番号 23 

開始時期 平成 21 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民、福生市                              担当：環境課 

事業の内容 人と身近な動物との共生の在り方を検討した「人と動物の共生会議」を前身と

する、人と犬との関わりを考える市民団体です。犬のフン尿被害や鳴き声等

の問題について、飼い主のマナーの向上としつけを目的として活動を行なっ

ています。飼い主の悩みやしつけの仕方などの相談も受付けております。 

《平成 21 年度の取組み》 

犬のしつけ教室 

第１回  場所 中央公園  参加者 15 名  犬 13 匹 

第２回 場所 中央公園 参加者 58 人  犬 46 匹（環境フェスティバル） 

第３回 場所 中央公園 参加者 25 人  犬 32 匹 

第４回 場所 中央公園 参加者 26 人  犬 20 匹 

第５回 場所 中央公園 参加者 20 人  犬 14 匹 

第６回 場所 フレンドシップパーク 参加者 32 人  犬 22 匹 

第７回 場所もくせい公園 参加者 10 人  犬 12 匹 

第８回 場所かに坂公園 参加者 25 人  犬 19 匹 

第９回 場所中央公園 雨天中止  

第 10 回 場所中央公園 参加者 16 人  犬 14 匹 

参加するには？ 

 

環境課環境係までお問い合わせ下さい。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

 

事業名 福生エネルギー市民会議 

事業番号 24 

開始時期 平成 17 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民、事業者、行政                               担当：環境課 

事業の内容  『福生市地域新エネルギービジョン』策定の際、市民サイドからのビジョン作

成として「福生新エネルギービジョン市民会議」が設立されました。平成 18 年

8 月、今までの市民に加えて事業者も参加し福生エネルギー市民会議として

再スタートしました。 

 平成 21 年度は、日本大学の研究の一環として一緒に低炭素まちづくりにつ

いて検討しました。 

 

  

市民や事業者の立場から、地球温暖化対策を考えていきます。 

  

第１回 ・福生市環境基本計画改定市民会議について 

・21 年度の活動について 

第２回 低炭素社会の理想都市実現に向けた研究ワークショップ 

第３回 低炭素社会の理想都市実現に向けた研究ワークショップと他市民

活動団体との意見交換 

第４回 ・低炭素社会の理想都市実現に向けた研究ワークショップのまと

めと意見交換 

・環境家計簿コンテストの結果報 

参加するには？ 

 

環境課環境係までお問合せ下さい。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 ふっさ環境フェスティバル 

事業番号 25 

開始時期 平成 15 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民、企業、事業者、NPO、学校、福生市            担当：環境課 

事業の内容 地球環境、自然環境へのふれあいをテーマにした、市民参加型イベントで

す。例年、自然ゆたかな多摩川中央公園を会場に、環境月間の 6 月に合わ

せて開催されます。“環境”をテーマに、市民や事業者がさまざまな趣向を凝

らした展示ブースが数多く出展します。 

21 年度は 37 団体が参加。展示やワークショップ、環境配慮設備の実店など

様々な展示が来場者を楽しませてくれました。 

また、フードブースの出店も増え、ランチからスイーツまで幅広いメニューが販

売されました。食器はごみにならない“リユース食器”を使用。展示ブースはも

ちろんフードブースでもごみの出ないイベントに成功しました。 

そのほか、ウルトラマン環境ショー、ドッグアジリティ、ドッグラン、廃油キャンド

ル作り、ヤゴ救出作戦、多摩川河川清掃などなど、来場者が気軽に参加して

楽しめるイベントとなりました。来場者数：3,500 人。 

 

参加するには？ 

 

無料にて参加いただけます。 

また、フェスティバルを企画・運営する実行委員も募集中。詳細は広報や HP

で御案内しますので、お気軽にご参加ください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

 

事業名 ふっさ環境フォーラム （福生スクラム・マイナス 50％協議会事業） 

事業番号 26 

開始時期  

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 福生スクラム・マイナス５０％協議会、福生エネルギー市民会議 担当：環境

課 

事業の内容 地球温暖化の課題を多くの市民と考えるため、テーマに沿った講演会を開催

しました。 

 

日時 平成 22 年 3 月 7 日（日） 

    午後 2 時 00 分から午後 4 時 40 分 

場所 福生市民会館 小ホール 

内容 「東京都のエネルギー事情」 DVD 上映 

    講演「空を見よう」 石原良純氏 

報告「2050 年の低炭素型環境モデル都市福生を市民と考える PART2」 

       ①日本大学糸長研究室の研究報告 

       ②来場者と考える福生エコライフシティ 

 

申込方法 

 

開催は広報およびホームページにてお知らせします。詳しくは環境課環境係

までお問い合わせください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 福生市環境審議会 

事業番号 27 

開始時期 平成 15 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 市民、事業者、学識経験者                     担当：環境課 

事業の内容 福生市環境審議会は、福生市環境基本条例に基づき設置された組織で

す。市から委嘱された市民、事業者、学識経験者ら 10 名が、市の環境保全

等に関する施策を推進する上で必要な事項を調査・審議するとともに市の環

境政策について専門的な立場から、評価・指導を行っています。 

福生市環境基本計画に関しては、各年度における実行計画の進捗状況に

ついて、その内容を審議されています。 

 

参加するには？ 

 

２年任期で市民委員を公募します。 

▲21 年度の環境審議会のようす（平成 21 年 11 月開催） 

20 年度エコライトハウス事業（福祉センター太陽熱温水器）を視察
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 福生市環境マネジメントシステム LAS-E 

事業番号 28 

開始時期 平成 20 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 福生市、市民、事業者、学識経験者                担当：環境課 

事業の内容 「環境マネジメントシステム」とは、企業や自治体といった組織が、その事

業活動によって生じる環境への負担の減らすために、 

①環境配慮の方針や計画を立てる。 

②環境に配慮した取り組みを実践する。 

③達成度を点検する。（監査の実施） 

④課題について見直し・改善を図る。 

…という一連のサイクルを繰り返しながら、環境配慮行動を進めていくシス

テムのことです。 

福生市は、平成 20 年度から LAS-E（ラス・イー）という環境マネジメントシス

テムを運用しており、学校や指定管理施設を含む市のすべての施設におい

て、市長以下教職員を含む全職員が、節電や省資源など具体的に数値目標

を掲げて、日々環境に配慮した取り組みを実践しています。 

市の取り組みの状況や成果については、市民や事業者により監査が行わ

れます。21 年度は、22 年 2 月に監査が行われ、職員が取り組みを実践して

いるかどうかをチェックされました。また、22 年 6 月には電気やコピー用紙等

の削減目標（数値目標）関する監査が行われました。 

2 年目の監査において、職員の取り組みについては、20 年度に不十分とさ

れた事項が改善され「おおむね良好に取り組んでいる」と評価されましたが、

数値目標については「一部未達成」

との評価を受けました。 

LAS-E 規格の合否判定は、監査

結果をもって行われます。福生市は

21 年度の取り組みについて『LAS-E

第1ステージ』に合格し、2年目となる

21 年度の取り組みについても、継続

認証の判定を受けました。 

監査に参加する

には？ 

市民監査委員の任期は 2 年間。環境に関連する市民活動団体や事業者から

選出してもらうほか、一般公募により参加していただいています。 

▲市民監査委員による監査のよ

うす（平成 22 年 2 月） 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 ふっさキャンドルナイト (福生スクラム・マイナス 50％協議会事業) 

事業番号 29 

開始時期 平成 20 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー ふっさキャンドルナイト実行委員会、福生市 担当：環境課 

事業の内容 ライトダウンキャンペーンにあわせて、「環境について考える日・できること

から実施する日」として、市民参加型の野外イベントを実施しました。 

平成 21 年度は、12 月 23 日 12 時～19 時に行い、総来場者数は約 480 名

でした。 

●物々交換会             ●エコ宣言撮影会 

 

 

 

 

 

 

●800 個のリサイクルキャンドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●様々な音楽やアート         ●リユース食器を用いた出展 

 

 

 

 

 

 

参加するには？ 

 

ふっさキャンドルナイト実行委員会の事務局（環境課）までお問い合わせくだ

さい。どなたでも参加できます！お待ちしております。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 福生市・福生消防署合同水防訓練 

事業番号 30 

開始時期  

事業のスタイル 福生市・福生市消防団・福生消防署共催事業 

構成メンバー 福生市、福生市消防団、福生消防署、福生市町会長協議会（自主防災組

織）、福生消防署防災女性の会、東京消防庁災害時支援ボランティア 

事業の内容 【概要】 

集中豪雨による河川の氾濫や市街地での水害発生に備えて、市と福生消防

署が合同で実施する水防訓練です。隔年で、６月頃を目途に、河川敷の公園

で実施しています。また、数回に一度、東京消防庁第九消防方面本部との合

同訓練を実施し、その際はさらに大掛かりな訓練を行います。 

【訓練内容】 

参加するには？ 

 

実施する年の５月の市広報にて、開催日時・場所をお知らせいたします。 

見学はご自由にできますが、訓練参加は団体（自主防災組織）単位となって

います。参加者は、各団体が決定していますので、そちらへお問い合わせくだ

さい。 

市、消防団、消防署は堤防の決壊

やマンホールからの出水を想定した、土

のうや鋼板などの資機材を使用する

様々な水防工法の訓練を行います。 

自主防災組織（町会）等が行う訓

練については、ビニール袋やプランター

等、家庭にあるものを利用して行う水防

工法で、手軽で実践的なものです。 

各団体が、様々なシチュエーション

に対応した訓練を行っています 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 福生市地球温暖化対策実行計画 

事業番号 31 

開始時期 平成 15 年  

事業のスタイル 市役所内取組み 

構成メンバー                                      担当：環境課 

事業の内容 平成 10 年に日本ではじめて温暖化防止を目的とする「地球温暖化対策

の推進に関する法律」が公布されました。ここで、国・地方公共団体・事業

者・国民の役割が明らかとなりました。 

この法律の中で、地方公共団体に事務及び事業に関して、地球温暖化

対策推進実行計画を策定し公表することが義務付けられました。福生市

でも排出責任者として地球温暖化対策を実施するべく、この計画を作りま

した。基準年を平成13年（3,04トン）とし10％の削減を目標とし、本庁舎お

よび出先機関を含めた全ての組織及び施設における事務および事業を

対象にしています。 

 

 平成 21 年度の排出量は約 3、891 トン（二酸化炭素換算値）で、基準年

比で 6.7％ほど増加しました。 

本庁舎が完全完成した平成20年度と比較すると、およそ2.4％減少しまし

た。今後も、必要な分だけのエネルギーと資源を利用していくよう努めて

いきます。 

データをみるには？ 環境課環境係までお問合せください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 福生スクラム・マイナス 50％協議会 

事業番号 32 

開始時期 平成 18 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民、商工会、事業者、学識経験者、福生市            担当：環境課 

事業の内容 福生スクラム・マイナス 50%協議会は、環境省の「環境と経済の好循環のまち

モデル事業」の補助金を受けて、福生市と福生市商工会が中心に設立した協

議会です。協議会には、市、商工会、福生エネルギー市民会議からの代表、

商工会推薦による事業者らが参加しています。 

21 年度からは、東京都の「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の市町村助

成金を活用したソフト事業を実施しています。 

 

【平成 21 年度のおもな活動】 

１）みどりのカーテン大作戦  （事業番号：38） 

２）環境家計簿コンテスト   （事業番号：5） 

３）ふっさ ライトダウンキャンペーン 2009 （事業番号：33） 

４）ふっさ環境フォーラム      （事業番号：26） 

５）レジ袋削減推進事業    （事業番号：41） 

 

詳しくは、各事業案内のページをご覧ください。 

 

くわしいことは？ 

 

福生スクラム・マイナス 50%協議会の活動は市のホームページで詳しく紹介し

ています。是非ご覧ください。 

エコライトハウス事業の募集やスクラム・マイナス 50％家計簿の紹介を行って

います。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 ふっさライトダウンキャンペーン （福生スクラム・マイナス 50％協議会事業） 

事業番号 33 

開始時期 平成 20 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民、事業者、福生市 担当：環境課 

事業の内容 日頃いかに照明を使用しているかを実感していただき、日常生活の中で温暖

化対策を実践する動機付けとなることを目的としたキャンペーンです。福生市

でもこれに合わせて、夏至と冬至の季節に、庁舎でのキャンドル照明イベント

や、市内のお店や家庭へのライトダウン呼びかけなどを行いました。  

【これまでの参加団体】 

ＬＡＢＯ－０４ ㈱ 福生ハム 

㈲ オクダ商事 WLF カフェ 

ラ・ガーディア英会話スクール 福生商店街協同組合 

神戸ステーキハウス DEMODE  DINER 

April Tone DEMODE  HEAVEN 

ジェシージェイムス福生 HATHI 

ロマンチカ 韮菜万頭 

東洋システム㈱第二東洋ビル UN  QUINTO 

ＯＮＥＮＥＳＳ 福生市役所 

ドトールコーヒーショップ福生駅東口店 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

酒処あぐらや ベックスコーヒーショプ福生店 

ＴＳＵＴＡＹＡ福生店 パン工房プリマベーラ 

サンマルク福生店 リカーベースフッサ 

エフ･ツアーサポート ハッピー会館 

髪所 アンプ きちんと福生店 

㈱いなげや福生銀座店 おでんと一品ビーンズ 

遊輪館 Green かふぇ Tipi 

㈱ﾏﾙﾌｼﾞ福生店 ㈱藤屋 

日本ケンタッキーフライドチキン㈱福生店 セブンイレブン・ジャパン福生西口店 

㈱ 西友福生店 セブンイレブン・ジャパン武蔵野台店 

(有)オーブ North cafe&craft 美容室 BAZZ 

横田商栄会 中村メディカルセンター 

石川麦酒 ㈱ 福生のビール小屋 DISCO DINING  def jap 

はなの舞福生西口店 am hair 

武陽ガス㈱ SPACE OF TIME 

(有)フレイムス もくせい会ヨコタホーム 

ブーランジェリー レコルテ ㈱交運社本社ビル 

ポムの樹西友福生店  
 

参加するには？ 

 

福生スクラム・マイナス 50％協議会事務局（環境課）までお問い合わせくださ

い。また、夏至や冬至に関わらず、積極的な省エネ活動にご協力ください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 萌芽更新 

事業番号 34 

開始時期 平成 14 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民ボランティア等、福生市             担当：施設課公園グループ 

事業の内容 福生萌芽会                     

 

 

雑木林の再生を目的とし、「積極的に手を加える」という緑地保全・再生 

の考えのもとに、樹木の伐採、下草刈り、樹木の間引き等の保全活動を行     

い、緑地管理の方向性等を検討します。 

現在、会員数４０名で、文化の森で活動しています。   

 

２１年度は４月から毎月、第二日曜日午前中に萌芽活動を実施しています。 

 

   会長 在原 博  熊川４８２番地５  電話 ５５１－３１６３ 

活動するには？ 

 

随時メンバーを募集しております。  会長もしくは、市役所施設課公園グルー

プまで。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 まちづくり景観推進連絡会 

事業番号 35 

開始時期 平成 19 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 景観に関連する団体の長、景観に関心のある市民  担当：まちづくり計画課 

事業の内容 【まちづくり景観推進連絡会とは】 

 福生市では、市民一人ひとりの心の中にある美しい景観を大切にし、まちの

景観を次世代に引き継ぐべく、市民と行政の協働による景観形成を推進する

ため、市民参加の仕組みづくりの一環として、まちづくり景観推進連絡会を立

ち上げました。 

 一定の地区や一定のテーマについて景観まちづくりを推進する各市民団体

等が協力、連携し、福生市全体の景観まちづくりを考え、市に提案していきま

す。 

～２１年度の活動一覧～ 

５月１８日  第 1 回景観推進連絡会    

６月１５日  第 2 回景観推進連絡会   

７月２７日  第 3 回景観推進連絡会 

８月２４日  第 4 回景観推進連絡会 

８月２８日  出前講座 

９月２８日  第 5 回景観推進連絡会 

１０月２６日 第 6 回景観推進連絡会 

１１月２４日 第７回景観推進連絡会 

１２月１４日 第８回景観推進連絡会 

 

平成２２年 １月１４日 第９回景観推進連絡会 

平成２２年 １月２５日 第１０回景観推進連絡会 

平成２２年２月２２日 第１１回景観推進連絡会 

平成２２年２月２８日 景観フォーラムにて発表 

参加するには？ 

 

福生市まちづくり計画課計画担当までお問い合わせください。 

なお、活動内容につきましては、ホームページに掲載する景観ニュースでも発

表しています。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 水辺の楽校 「多摩川で遊ぼう！」 

事業番号 36 

開始時期 平成 16 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 国土交通省、市民ボランティア、ＮＰＯ法人環境アカデミー、福生市 担当：環

境課 

事業の内容 【水辺の楽校とは】 

子どもたちの水辺の遊びを支える地域連携体制の構築や、自然環境あふれ

る安全な水辺の創出を目的に行なわれる、国土交通省が中心となり進めるプ

ロジェクトです。 

【多摩川で遊ぼう！】 

福生水辺の楽校では「多摩川で遊ぼう！」を合言葉に毎月第２日曜日を中心

に市内の多摩川で自然体験活動をしています。「多摩川にはどんな生き物が

いるの」という疑問から「多摩川で遊んでみたいけど」という要望まで、福生水

辺の楽校がお答えします。子どもから大人まで、みんなで参加してください。 

 

～21 年度のイベント一覧～ 

４月１２日 ヨモギ団子づくり 

５月１０日 色々な魚を見てみよう・夏 

６月７日 プールのヤゴ救出作戦 

７月１２日 色々な魚を見てみよう 

８月３日 多摩川の源流まで行ってみよう 

８月２３日 かっぱまつり 

９月１３日 色々なバッタを見てみよう 

１０月１２日 色々な魚を見てみよう・秋 

１１月８日 色々な鳥を見てみよう 

１２月１３日 ネイチャークラフト作り 

平成 22 年 2 月 14 日 手作り凧揚げに挑戦 

平成 22 年 3 月 14 日 色々な魚を見てみよう 

参加するには？ 

 

無料にて参加できます。登録制ですので、環境課環境係まで御連絡下さい。 

活動内容については、広報及び市のホームページにて、毎月お知らせしてい

ます。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 水辺の楽校「多摩川の達人になろう」 

事業番号 37 

開始時期 平成 16 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民、ＮＰＯ法人自然環境アカデミー、福生市        担当：環境課 

事業の内容 水辺の楽校運営協議会では、水辺の遊びを支える地域連携体制の構築や、

自然環境あふれる安全な水辺の創出を目的に多摩川をフィールドとした水辺

の楽校を運営しています。「多摩川の達人になろう」では水辺の楽校の活動

の一環で、高校生以上を対象としたボランティア養成を目的とした講座です。 

 

《平成 21 年度多摩川の達人になろう講座》 

第 1 回 多摩川講座ファミリーバスツアー「干潟で遊ぼう」 

第 2 回 アドベンチャーツアー多摩川の 初の一滴を見に行こう 

第 3 回 冬の多摩川のバードウォッチングツアー 

第 4 回 ファミリーハイキング「早春の奥多摩むかしみち」を歩こう  （全 4 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加するには？ 

 

環境係まで電話にてお申し込みください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 みどりのカーテン大作戦（福生スクラム・マイナス 50％協議会事業） 

事業番号 38 

開始時期 平成 21 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 福生スクラム・マイナス 50％協議会                担当：環境課 

事業の内容  ツル性の植物を育成してカーテンを作り、夏場の使用エネルギーの削減と緑

化の推進をすることを目的としています。 

 平成 21 年度 

4 月 ゴーヤの種 100 袋とアサガオの種 500 袋の窓口配布 

5 月 緑のカーテン応援団の方による講習会 

～9 月 みどりのカーテンコンテスト応募期間 

11 月 みどりのカーテンコンテスト審査会 

12 月 みどりのカーテンコンテスト表彰式（環境家計簿コンテストと合同） 

 

みどりのカーテンコンテスト応募者数 29 点 

 

 

 

みどりのカーテン講習会の光景 

 

 

                         松林会館のみどりのカーテン 

 

  

参加するには？ 

 

詳しい内容については、広報及び市のホームページでお知らせします。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 理科支援員配置事業 

事業番号 39 

開始時期 平成 19 年 

事業のスタイル 独立行政法人科学技術振興機構委託事業 

構成メンバー 理科支援員                          担当：教育委員会 

事業の内容 「理科支援員配置事業」は、独立行政法人 科学技術振興機構が理科教

育の振興を目的に施策化し、都道府県を通じて全国の自治体に事業委託

をするものです。 

内容は、理科の得意な人材を小学校の理科授業に活用し、観察・実験活

動等における教員の支援を行ない、科学技術に対する興味の啓発、また、

地域の自然環境に対する意識を深め、保護･保全意識の啓発を図るもので

す。平成２１年度、福生市では第六小学校に理系専攻の大学院生２名を配

置し、第５学年・第６学年の理科授業において、実験や自然観察等体験的

な学習の支援を行ないました。 

平成２１年度年間指導日数：５１日 

○活動事例 

・第５学年「ものの溶け方」や第６学年「水溶液の性質」等の単元の実験の

支援をした。火や薬品の扱いにおける安全管理の徹底を図りました。 

・事前の実験準備の補助を行うとともに、実験時には、グループへの支援を

中心に実験準備や実験活動の補助にあたりました。 

・多摩川への自然観察体験に向けた授業では、その準備を補助しました。 

 

○成果 

・実験時には、グループへの指導に重点をおき補助にあたった。その結果、

実験の意図や実験データの結果からわかったことを丁寧に振り返らせるこ

とができ、学習を深めることができました。 

・実験終了後のワークシートへの記入やまとめ方の個別指導にあたり、実

験結果から推測できる力をはぐくむことができました。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 リサイクルセンターに太陽光発電設備を設置 

事業番号 40 

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日から稼働 

事業のスタイル 市の事業 

構成メンバー 福生市 

事業の内容 リサイクルセンター管理棟の屋根に、幅 129ｃｍ、長さ 99ｃｍ、厚さ 3.6ｃｍ

の太陽光電池パネルを 56 枚設置し、発電された電力をリサイクルセンター

で使用するもので CO2 削減に努めます。リサイクルセンターの電力使用量

の 3.5％を見込んでいます。 

 また、施設見学に訪れる小学生の環境教育の教材になればと考えてい

ます。 

 

 

見学するには？ 

 

無料にて見学できます。事前にリサイクルセンター（電話 552-1621・

551-9150）まで御連絡をお願いします。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 レジ袋削減推進事業 (福生スクラム・マイナス 50％協議会事業) 

事業番号 41 

開始時期 平成 21 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 市民・市内事業者・商工会・行政 

事業の内容 福生市レジ削減推進協議会（ゴミ問題に関心を持つ市民、廃棄物減量

等推進員の代表、市内事業者、商工会、市職員で構成）を開催し、容器包

装廃棄物であるレジ袋の削減について方策の協議及びレジ袋削減キャン

ペーンを実施することにより、市民の資源に対する意識の向上を図りまし

た。 

（会議） 第３回 4 月 28 日（火）      

第４回 5 月 25 日（火） 

第５回  6 月 23 日（火） 

福生市のレジ袋削減推進に関する提言書の提出 

 6 月 30 日（火） 

(取組内容) 

啓発用のぼり旗、懸垂幕、ティッシュペーパー等の作成 

レジ袋削減キャンペーンの開催 

・キャンペーン期間 

平成 22 年 1 月 15 日（金）～2 月 28 日（日） 

・キャンペーン行動 

  場所：福生駅東口ペデストリアンデッキ 

 平成 22 年１月 15 日(金)、2 月 2 日(火)、2 月 23 日(火)  

※ 同時開催 風呂敷の知恵展（市役所１階ロビー） 

 

 

 

 

 

 詳しくは環境課ごみ対策係へ 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 湧き水探検隊 

事業番号 42 

開始時期 平成 17 年 

事業のスタイル 協働事業 

構成メンバー 市民（湧き水探検隊）、福生市                   担当：環境課 

事業の内容 福生の豊な湧き水に関心を寄せる市民の方々の集まりで平成 17 年に結成

されました。福生市には下の川を中心に、多くの湧き水が点在しています。し

かし、近年は湧水量が減少し、その存続が危ぶまれています。湧き水は水環

境を探る手がかりとなり、また周辺に独自の生物環境をつくる貴重な財産でも

あります。 

2 年間の湧水調査を行い平成 18 年には報告書を発行しました。平成 20 年

3 月には「福生市の湧水保護に関する提言書」を市長に提出し、平成 21 年 3

月には福生市と湧き水探検隊で進捗情報を話し合う懇談会を実施しました。 

 

平成 21 年度の活動内容はつぎの通りです。 

第１回  湧水 8 箇所の名称について 

第２回  湧水名称 聞き取り調査 

 

 

                         

湧水調査報告書 \270－          活動風景 

             

 

参加するには？ 常時メンバーを募集しています。 

福生の湧き水に興味のある方ぜひどうぞ。 

環境課環境係までお問合せください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 16 号ヤシの植樹・やなぎ通りプランター設置 

事業番号 43 

開始時期 平成 22 年 

事業のスタイル 市事業 

構成メンバー 市 

事業の内容 国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用し、16号（松林街道入口交

差点から第5 ゲート交差点付近の間）にヤシを 35 本、やなぎ通り（福生六小入

口交差点から原ヶ谷戸第二交差点の間）にはプランターを 110 個設置しまし

た。 

今後、このヤシ及びプランターはそれぞれ 16 号・やなぎ通り沿いの店舗及び

家庭の方によって維持管理します。また、「ふっさ花とみどりの会」主催の活動

として、16 号沿いの植樹マス及びやなぎ通りのプランターに花苗を植え、福生

のメイン通りをフラワーロードにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加するには？ 

 

環境課環境係へご連絡ください。 
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                             3 章 今年度の現状と取り組み（目標に対する結果） 

 
 

事業名 ＬＥＤ街路灯の設置 

事業番号 44 

開始時期 平成 21 年 

事業のスタイル 市の入札により、施工業者を決定。 

構成メンバー  

事業の内容  

１． 市道幹線Ⅱ-５号線（やなぎ通り）外１路線道路照明灯改良工事 

工期 平成２１年１２月１８日～平成２２年３月３１日 

契約額 １８，９００，０００円 

事業内容 大型共架道路照明灯設置 

       ＬＥＤ照明・水銀灯２５０Ｗ相当 ２６基設置 

 

２． 市道幹線Ⅱ-１９号線（加美立体通り）道路照明灯改良工事 

工期 平成２１年１２月１８日～平成２２年３月３１日 

契約額 １９，２１５，０００円 

事業内容 大型共架道路照明灯設置 

       ＬＥＤ照明・水銀灯２５０Ｗ相当 １４基設置 

       灯具取替１１基 
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