勝司

団体、市の４者がお互いに

議は、市民、事業者、民間

入間市環境まちづくり会

の顕在化などから、いよい

ど、このところの異常気象

加 や 竜 巻、 寒 波 や 豪 雪 な

トルを超すような豪雨の増

への継承」
「環境への負荷

かつ快適な環境の将来世代

この計画は「安全で健康

球温暖化

ます。地

つつあり

を脅かし

す。循環型社会の構築を目

大きな意義を持っていま

境まちづくり会議の役割は

こうした中で、入間市環

▼会員の皆さんへ

築が急務となっています。

用、そして循環型社会の構

生産可能資源の重点的利

とする循環経済の確立、再

らに環境への負荷を最小限

費、廃棄のあり方です。さ

境 を 破 壊 し な い 生 産、 消

ている主な取り組みは、環

す。世界中で今日模索され

であり、環境問題の本質で

になったことが環境破壊

の物質循環を攪乱するよう

かく

す。人間の経済活動が自然

いう意識も高まっていま

自らの手で食い止めようと

くなり、同時に環境破壊を

くなるという危機意識が強

ければ、人類の生存も危う

このまま環境の破壊を続

▼今こそ循環型社会の構築
を急がねば

３月 ●会報の発行

日㈯に４年ぶ

木内

協力しあって環境基本計画

よ地球温暖化による影響

の少ない持続的に発展する

は、暖かくなるというより

●ごみ処理施設と金属回収工場見学会

月

会長

▼毎年起こる異常気象

を実現する組織です。現在
は第二次計画（平成

ことができる社会の構築」

は、厳しい暑さや寒さ、暴

～ 年度）が進行中です。

「地球環境に配慮した取り

ちの生活

が 目 に 見 え る 形 で、 私 た

１時間に１００ミリメー

●大森の池まつりに参加

年度

▼入間市環境まちづくり会
議とは

７月 ●路上喫煙防止キャンペーンに参加

風雨や干ばつなど、厳しい

●エコプロダクツ2013見学会

年度から

す。

年度は第３回を迎

ことをお願い申し上げま

ていただき、会員が増える

まちづくり会議のＰＲをし

合いを通じて、入間市環境

す。皆さんのご家族、知り

うに取り組むことが大切で

的に循環型社会に近づくよ

し、日々の生活の中で積極

くの市民が環境問題を理解

きたいと思っています。多

が当会議に加入していただ

人です。一人でも多くの方

くり会議の会員は約４００

現在、入間市環境まちづ

いるところです。

え、今着々と準備を進めて

も平成

入間市役所環境経済部環境課

りの環境ウォーキング

６月 ●第２回いるま環境フェア開催

組みの推進」という、入間

11月 ●環境ウォーキング開催

指 し て、 平 成

TEL 04-2964-1111（代表）内線 3221、3226

を開催しました。天候
にも恵まれ、参加者からは

次回の開催を望む声がたく

さん寄せられました。

●浮島メガソーラー等見学会

気象条件をもたらすといわ

FAX 04-2965-0232（代表）

今回のコースは「加治丘

陵コース」と「不老川コー

ス」の２コース。約２～３

時間かけて市内の自然を再

発見しました。ゴールの愛

宕公園では、入間市産の食

５月 ●総会

市環境基本条例の理念の実

９月 ●ポイ捨てゼロ推進運動に参加
始めた 「いるま環境フェア」

4

材で作った芋煮がふるまわ
れ大盛況でした。皆さん、
もちろん、マイ箸・マイど

平成25年度の年間事業
れています。

●いるま万燈まつり会場のごみ拾いを実施

11
んぶり持参です！

実行委員の説明を聞きながら
入間市の自然を満喫

あいさつ

加治丘陵コース

～環境を考える仲間とともに～

新会長

不老川コース
現を目指すものです。

入間市環境まちづくり会議
検 索
入間市環境まちづくり会議

路上喫煙防止キャンペーン

10月 ●ごみ減量・マイバッグ推進キャンペーンに参加

事務局

みんな来てね！

1

26

５月17日（土）
午後２時30分より
市民会館 ３階 １号室

加治丘陵コース

編集・発行／入間市環境まちづくり会議

浮島メガソーラー等見学会

●環境団体との交流会

16

入間市環境まちづくり会議 会報

エコプロダクツ2013見学会
※７月～９月及び12月～２月にエコライフデー活動を
実施
※ごみひろい隊の活動は、毎月第2日曜日に豊岡コー
スと藤沢コースを交替で実施（詳しくは、ホーム
ページの「ごみひろい隊」をご覧ください）

平成26年度総会

12月 ●生涯学習フェスティバルに参加
24

不老川コース
22

Vol.24
2014年3月14日

http://www.kankyo- iruma.net/
入間市環境まちづくり会議ホームページ：

行動の環
つなげよう
広げよう

31

復活!! 環境ウォ
ーキング

【部会だより その１】

術の進歩には驚きである。

えられるようになった。技

４分の１程度に消費量が抑

日本のトイレは世界一
地球温暖化防止部会

一般的に考えると水の使
用量の一番は「風呂」と思
われる方が多い。しかし、
日本の家庭での水の使用量

消費されている。
１位が
「ト

１人当たり１日２９６ℓが
の便器から温水が出ること

水便座は類がない。トイレ

また、世界でも日本の温

【部会だより その２】

ごみは資源
みんなのごみ部会

説明を行った。説明した来

み」の分別を中心に展示・

フェスティバルでは「雑が
感じ取る事が出来た。

ごみに関する意識の高さを

結果を見る限り、参加者の

年

ごみひろい隊は平成
回となり、来年度

る。その他の多くの市民に
の数だけは殆ど減らないと

う。この間ポイ捨てタバコ

には１００回となるだろ

１月で

場者の多くは理解していた
だけたが、説明できたのは
わず

日を土曜の昼間に変更して
いかに協力していただくか
言う事実は何を意味してい

人でほんの僅かであ

から今までより参加者も増
が今後の課題であり、どう
るのだろうか。

～

加し、以前より活気のある
したら市民に協力してもら

ごみ部会の定例会の開催

部会となってきた。
環境フェアや生涯学習

平成26年1月12日

の一番は
「トイレ」
である。

イレ」 ％、
２位が「風呂」
に驚かされる外国人が多
い。外国の有名俳優のトム

雑がみの展示・説明

国土交通省の調べによると

％

となっている。昔からある
クルーズやマドンナが来日

％、３位が「炊事」

ＴＯＴＯのトイレは１回で

えるかの議論を深めていき
たい。 啓発活
動を行った事
で満足してい
ては何も変わ
らないのは確
かである。
見学会は最

いと思います。

した時、日本の温水便座を

いきたいと考えています。

ℓの水を消費する、最近

市民の役割の一端を担えるよう取り組んでいきた

新のごみ処理

次世代に素敵な未来が残せるよう、活動して

大変気に入り買って帰った

言葉に感動し、私もこの会議の末席で、真剣に考

の ト イ レ で は ３・８ ℓ と 約

築くことの重要性を実感しています。

設備を持つ川

て取り組めば、地球環境は守れるんだ！」と言った

越市資源化セ

その他、マイバッグ、ポ

いきと繫がること、地域で顔の見える関係を

という。

26

イ捨て防止などの啓発活動

小さいけれど、みんなが同じ気持ちでひとつになっ

％、日

そのため、当会議で行っている活動に対して「市

日本の森林率は

づくりと関係が深いことにも気づきました。

に参加した。

からも、“元気な入間”の実現には、共にいき

ンターや小型

足には緑地の整備を、というように考えていました。

本のどこでも森林と清流が

Co2 削減やエネルギーのことなど環境がまち

（釼持和夫 記）

しかしながら、会員の誰かが「市民一人ひとりは

家電などから

は道路整備による渋滞の緩和

あり水はタダで手に入ると

88

ザー会議に参加しています。このような経験

金属回収を専

とが心配になったからです。

思う人が多い。世界中で水

ことから、大気汚染への対策に

ごみひろい隊
ことはできないのではないか」と思っていました。

門に行ってい

供が生まれて食品添加物のこ

平成26年1月12日

ことから、現在、男女共同参画推進アドバイ

る㈱鈴徳を見

整備を行う事業に従事してきた

不足で苦しんでいる人々の

雑がみの展示・説明

民活動レベルでは、環境問題を根本的に解決する

生涯学習フェスティバル
また、入間市の女性問題審議委員を務めた

学。

関心を持ったきっかけは、子

アンケート

水道、ガスといった都市施設の

事を考えると水を大切に使

日㈰に開催され、多

日㈰に産業文化セ

涼です。環境やまちづくりに

（本多 進 記）

60

私はこれまで道路や公園、下

う事を忘れてはならない。

年６月

第３回いるま環境フェアに向けて
第２回いるま環境フェアは平成
くの皆さんに来場していただきました。前日には、環境活動報 告
年６月

会や前夜祭コンサートも行われ、盛り沢山なフェアとなりました。

第３回いるま環境フェアは、平成
ンターで開催します。現在は、第３回の開催に向けてワーキング
メンバーで準備を進めています。パネル展示やホールイベントを
中心に楽しい環境フェアにする予定です♪ 前回と同様に環境川柳
の発表やスタンプラリーも実施しますので、お友達やご家族皆さ

えるようになりました。今後、環境問題について、
これからも、入間市で暮らし続けながら、

まお誘 い の 上 ご 来 場 く だ さ い 。

生涯学習フェスティバル

TOTO の 3.8ℓのトイレ

また、市内の都市鉱山と呼ばれている松田産業㈱からは、今回
さわ

50
新しく運営委員となった轟

67

2
3

さん

康夫

16
15

も金の延べ棒が出展予定です。今度は延べ棒に触れる工夫を検討
してい る そ う で す よ ！

を、水質の汚濁対策には下水道の整備を、緑の不
せっけんや遺伝子組み換え、ごみの問題、

26

金の延べ棒

幸森
さん

涼
轟

25

パネル展示

やすお

こうもり

りょう

とどろき

23
東京都水道局
07年度

第２回の様子

ごみひろい隊
運営委員 ＮＥＷフェイスの紹介！

28

金の延べ棒

フェアの内容は、市公式ホームページで随時更新する予定です。

パネル展示

y.iruma.saitama.jp
URL：hhtp://www.cit

24
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