
あらかわエコセンターとあらかわリサイクルセンターでは、あらかわエコセンターとあらかわリサイクルセンターでは、
年間を通して環境やリサイクルのさまざまなイベントを開催します。年間を通して環境やリサイクルのさまざまなイベントを開催します。

ぜひ、ご参加ください。ぜひ、ご参加ください。
［問合せ］あらかわエコセンター ☎内線４８２［問合せ］あらかわエコセンター ☎内線４８２
　　　　　あらかわリサイクルセンター ☎（３８０５）９１７２　　　　　あらかわリサイクルセンター ☎（３８０５）９１７２

第１期生第１期生がはじまりますがはじまります
　小学校高学年を対象に、４月から年間を通じて連続プログラムを実施し
ます。自然体験バスツアーやエコセンターで農業体験、セミの羽化観察会
等、普段は体験できないプログラムがたくさんあります。楽しく学べるプ
ログラムに参加して、身近な環境について新しい発見をしてみませんか。
 ［問合せ］環境課 ☎内線４８２

※スケジュール・講座内容は、一部変更となる場合があります
※参加申込みについては、後日荒川区ホームページ等でお知らせします

（活動イメージ）（活動イメージ）

内　容（予　定）
●エコセンター農園で農作業体験
●自然体験バスツアー
●環境・清掃フェア
●ヤゴの採集・水質測定
●水の循環を学ぼう
● 夏休みエコ教室（生態系を知ろう）
● 夏休みエコ教室（セミの羽化観察）

● 夏休みエコ教室（地球の負荷を考
えよう）
●谷津干潟バスツアー
●海流からエネルギーを学ぼう
●エコプロ2018に行こう
●自然素材でワークショップ
●ジオラマを作ろう
●春のエコフェスタ

平成29年度実施事業
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を策定しますを策定します平成30年３月に新しい荒川区環境基本計画荒川区環境基本計画

地球温暖化防止に向けて、地球温暖化防止に向けて、
COCO２２排出量が少ない社会の排出量が少ない社会の

実現を目指します実現を目指します

限りある資源の有効活用を進め限りある資源の有効活用を進め
資源循環型社会の資源循環型社会の
実現を図ります実現を図ります

住みやすく快適なまちを形成し住みやすく快適なまちを形成し
環境に配慮した清潔で美しいまちづくりを環境に配慮した清潔で美しいまちづくりを

推進します推進します

みどりと自然との触れ合いの機会をつくりみどりと自然との触れ合いの機会をつくり
自然との共生社会の実現を目指します自然との共生社会の実現を目指します

区民一人ひとりが主役となり区民一人ひとりが主役となり
みんなの力を合わせみんなの力を合わせ

あらかわの環境を守りますあらかわの環境を守ります

わが暮らしの将来を創る　一人ひとりが環境区民のまち　あらかわわが暮らしの将来を創る　一人ひとりが環境区民のまち　あらかわ

　区は、「環境先進都市あらかわ」の実現のため、社会情勢の変化に対応した新たな荒川区環境基本計画を策定します。

計画の対象となる「環境」とは

　大気、水、動植物等の自然環境、騒
音・振動、環境美化等の生活環境、廃棄
物等の社会環境、地球温暖化、エネルギ
ー等の地球環境が計画の対象です。

「環境区民」とは

　区民・事業者・区（行政）全
体を、荒川区の環境を支える区
民「環境区民」と位置付けたも
のです。

環境基本計画（素案）への
意見募集実施結果

清掃体験車「みえるん」

都電荒川線のバラ

あらかわリサイクルセンター

　計画の策定にあたり、素案について、区民の皆さんからの
ご意見を募集しました。
（募集期間：平成29年11月１日～11月21日）
　その結果、38件の貴重なご意見を頂きました。
※ パブリックコメント実施結果の詳細は、荒川区ホームページをご覧く
ださい

低炭素社会の実現低炭素社会の実現

資源循環型社会の実現資源循環型社会の実現

良好で快適な都市・良好で快適な都市・
生活環境の実現生活環境の実現

緑とうるおい豊かな緑とうるおい豊かな
環境の実現環境の実現

協働・連携及び協働・連携及び
世代間の継承世代間の継承

①環境区民による協働の推進
②環境情報の提供
③環境学習と環境教育の推進

施策の方向性

①自然とのふれあいの場の創出
②みどりの保全
③緑化の推進

施策の方向性

①家庭で取り組むCO２削減の推進
②事業所で取り組むCO２削減の推進
③まちづくりによるCO２削減の推進

施策の方向性

①ごみの排出抑制の促進
②リサイクルの推進
③ごみの適正排出の推進

施策の方向性

①まちの美化の推進
②生活環境の保全
③快適な居住環境の形成

施策の方向性

　近年、世界的規模で環境問題が深刻化するなか、国際的な枠組みにより
さまざまな対策が行われています。
　一方、わたしたちの周りに目を向けると、たばこのポイ捨てや騒音、不
法投棄等地域での環境問題や、家庭や事業所での省エネ対策、公園等での
緑化等身近な環境への取り組みが必要となっています。
　10年後、20年後の未来に向け、私たちが暮らす荒川区の環境を守って
いくためには、さまざまな環境問題の解決に向けて、一人ひとりが自らの
問題として考え、主体的に行動していくことが大切です。
　荒川区環境基本計画では、荒川区の環境を支える区民・事業者・区を
「環境区民」として位置づけ、環境区民が協働してどのように環境への取
り組みをすればよいか、５つの基本目標を定めます。

5荒川区環境基本計画の　　つの目標

計画開始年度

前計画

2018 年度

計画終了年度

計画期間（10年間）

2027年度

次期計画

計画の期間

基本目標 4

基本目標 5

基本目標 1

基本目標 2

基本目標 3

荒川区環境審議会

問合せ 環境課 ☎内線４８６

期　日 ３月13日㈫

時　間 午後３時～４時30分

場　所 サンパール荒川４階　第１集会室
※ 傍聴を希望する方は、午後２時50分までに
直接会場へ（定員５人〈抽選〉）

※ 環境審議会での答申をうけ、
　３月下旬に環境基本計画を
　　策定予定です

2 区役所の代表番号☎（3802）3111　区民の声 FAX（3802）6262環境・清掃特集号  2018年（平成30年）３月５日 環境・清掃特集号  2018年（平成30年）３月５日 3
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不燃ごみの資源化予定量

※平成29年度・30年度は推計値です

　荒川清掃事務所では、不燃ごみ（燃やさないごみ）の資源化事業を推進しています。平成
29年度は、全量の約２割を資源化し、ごみの減量・リサイクル率の向上に成功しました。
　平成30年度からは、不燃ごみ（燃やさないごみ）全量の資源化に取り組み、更なる
ごみ減量・リサイクル率の向上を目指します。

のの をを

● 事故防止のため、夜間にはごみを出さず、収集日の朝８時までに集積所に
出してください
●蛍光灯は他の燃やさないごみとは分けて、集積所へ出してください
● 消火器・金庫・タイヤ・バッテリー・土や砂等はごみとして収集できません。
　購入店で引き取りを依頼するか、専門の処理業者に回収を依頼してください

ご み の 出 し 方 に つ い て の お 願 い

0

　区では食べることができるのに捨てられる食べ物（食品ロス）を削
減するために「荒川もったいない大作戦」を展開しています。
　平成30年度は新しいイベントを予定していますので、お気軽に
ご参加ください。イベント等の詳細は、後日荒川区ホームページ等
でお知らせします。 ［問合せ］清掃リサイクル課　☎内線４７０

◦区内全域ポイ捨て禁止
◦ 区内全域歩きながらの喫
煙禁止

◦ 区内全域自転車乗車中の
喫煙禁止

◦ 駅周辺での路上喫煙禁止
※ 日暮里・西日暮里・南千住・町
屋・三河島・新三河島駅を除く

※ １世帯５枚まで配付し
ており、私有地内に限
り掲示できます

　「歩行喫煙・ポイ捨
て禁止」「路上喫煙禁
止」のポリ看板を、希
望する方に配付してい
ます。
　ポイ捨て等でお困り
の方は、自宅の塀や壁
等に掲示し、活用して
ください。

マナー啓発ポリ看板をお配りします

　区では条例で定めた喫煙に関するルールを「あらかわたばこマナー」とし、ポス
ター等をさまざまな場所に掲示することで、区内での喫煙マナーの向上に取り組ん
でいます。 ［問合せ］環境課　☎内線４８３

春休み親子エコ教室

ハーブのお話と
エッグポプリ作り

春 室室

期　日 ３月27日㈫
時　間 ▶１回目…午前10時30分～正午

▶２回目…午後１時30分～３時

会　場 あらかわエコセンター

対　象 区内在住・在学の
小・中学生の親子

定　員 各10組（先着順）

申込み 荒川区ホームページの電子申請または
あらかわエコセンターに来所で

問合せ 環境課　☎内線４８２

もったいないクッキングもったいないクッキング
　使う予定がなく眠っている食品はありま
せんか。そのような食品を持ち寄り、プロ
のシェフがその場でおいしいメニューに変
身させる料理教室を開催します。

　食品ロスについて学ぶことがで
きる映画の上映と講演会を開催し
ます。

もったいないもったいない
映画上映会&講演会

ター

子

ジ 申請 た

推進します 荒川清掃事務所　☎（３８９２）４６７１問合せ

　宴会時の食べ残しは通常の外食のおよ
そ４倍になると言われています。区では
宴会時の食べ残しを防ぐために、宴会開
始後の30分間、終了前の10分間は自席
に着いて目の前の料理を食べきる取り組
みである「3

さん

0
まる

・1
いち

0
まる

」を推奨しています。
　皆さんも実践してみてください。

残さず食べよう！残さず食べよう！
３３
さ んさ ん

００
ま るま る

・・１１
い ちい ち

００
ま るま る

の普及啓発の普及啓発

　区内で食品ロス削減に取り組んでい
る飲食店や小売店を「あら！もったい
ない協力店」として、120店舗（２月
20日現在）が登録しています。目印
のポスター・ステッカー等を見かけた
ら、ご利用ください。

「あら！もったいない協力店」「あら！もったいない協力店」
続々拡大中続々拡大中

荒川
もった

いない大作戦

MY B
AG

もったいな
い

あら！
協力店▲ポスター

　（飲食店用）

▼ステッカー
　（小売業用）

▶ミニのぼり旗

　ごみ減量や資源化の推進により、環境負荷の少ない
「循環型社会」の構築を図る手段として、廃棄物の発
生抑制Reduce（リデュース）、再使用Reuse（リユ
ース）、再生利用Recycle（リサイクル）の頭文字を
とった3R（スリーアール）という考え方があります。
　この他、断るRefuse（リフューズ）、修理する

Repair（リペア）等、様々なＲがありますが、区で
は、これらに加え、区独自のRとして「（人に）勧め
る」という意味を持つRecommend（リコメンド）
の考え方を取り入れ、区民の皆様と循環型社会構築の
取り組みを進め、活動の輪を広げていきます。

Ｒ
リコメンドに取り組みますリコメンドに取り組みます

荒川区独自の荒川区独自の
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