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環境掲示板 
みたか環境ひろば 第６号 

編集後記  

いよいよ木の葉が色づく季節になり

ました。神宮外苑の銀杏並木の黄色い

じゅうたんを踏みしめに出かけようと

思います。        （山本） 
野川の外来植物の除草も終わって、

今は先生の指導を受けて、花壇ボラン

ティア講座の実習で中央図書館前の花

壇の植え付けをしている。色々な環境

があるのだなーと感じている。（安達） 
 

●喫煙マナーアップ キャンペーン 
～だれもが気持ちよく歩けるまちに～ 
主催 三鷹市ごみ対策課 
日時 １１月５日（水）7:00～8:30 
   １１月１３日（木）17:00～18:00 
キャンペーン参加のボランティアを募集

中 
問合せ ごみ対策課 内線2836 
●誕生記念樹プレゼント 
対象者 市内在住の新生児 
配布樹木 ベンジャミン、ウメ、サルス

ベリ、 カンツバキ、ハナカイドウ、キ

ンモクセイ、 ゲッケイジュ 
申込み 往復はがきに所帯主名、住所、

電話番号、新生児の名前、月齢、希望の

樹種を記入し、１１月７日（金）までに

緑と公園課へ 詳細は広報１１月２日号

を参照 問合せ 緑と公園課 内線2836 
●野鳥観察会 
主催 野川公園緑の愛護ボランティアの

会 

日時 １１月８日（土）9:00～12:00 
集合 野川公園自然センター前  
申込 直接会場へ 無料 
問合せ 0422-31-9033 
●外環道路 けっきょく三鷹をどうする

の？ 
主催 市民による外環道路問題連絡会・三鷹 
日時 １１月１３日（木）18:00～20:30 
会場 三鷹市市民協働センター 
問合せ ０４２２－４９－０５７７ 
●不要のＴシャツからエコ布ぞうり作り  

日時 １１月２０日（木）13:00～15:45 
場所 リサイクル市民工房 定員 ８名 

申込 １１月１２日（水）必着の往復はがき

でごみ対策課へ（抽選）  

問合せ ごみ対策課 内線2535 
●第４１回井の頭かんさつ会 
主催 井の頭かんさつ会 
テーマ 「晩秋の自然観察」 
日時 １１月２９日（土）10:00～12:00 
集合 未定 
事前に申込みが必要 参加費３００円 
申込み 大原kapock@parkcity.ne.jp 
HP URL http://www.kansatsukai.net 
●一日プレイパーク 
主催 三鷹プレイパーク運営委員会、三鷹市 
日時 １１月３０日（日）10:00～15:00 
  （お好きな時間にお越しください） 
場所 北野遊び場広場 
問合せ 緑と公園課 内線2836 

２００８年１１月１日発行 

発行：みたか環境活動推進会議 
連絡先：三鷹市環境対策課  
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三鷹の農業は270年前ごろ始まり、水稲、陸
稲、ムギ、ヒエなどが主な作物でしたが、戦後

は主穀類から野菜類に、現在はブロッコリー、

キャベツ等の洋野菜や植木、花卉類へと変化し

てきました。しかし都市農業は、農地の減少、

農業従事者の高齢化などの問題を抱えていま

す。三鷹でも、平成 17 年度の耕地面積は
185.44haで、平成 15年度に比べ約 4.5%も減
少しており、高齢化も深刻です。 
農地には食料生産の場としてだけではなく、

緑地として、美しい景観を保ち、災害時の避難

所としての役割もあります。また、都市型洪水

も緩和してくれます。 
農家の方が作業される姿や、作物の成長過程

を目にすることは、土の持つ力や、食物の大切

さを知る良い機会です。そして地元で生産さ

れた素性のわかった野菜を口にできること

は、とても幸せです。食糧自給率を引き上げ

るためにも、「農のあるまち三鷹」であり続け

てほしいと思います。  
農地は私たち市民にとっても宝物です。若

い後継者の方が希望を持って働ける農業であ

ってほしいと願います。市は、小規模でもや

る気のある農家を支援する施策を準備中で

す。援農ボランティア制度もあります。「農家

と市民が理解しあう」ために、より安全でお

いしい作物を作っていただきたいと共に、私

たち消費者は、曲がっていても、ちょっと虫

が食っていても、感謝していただくことが重

要だと思います。     （山本） 

 第４８回 

三鷹市 農 業 祭 
毎年秋に、市内農家の自慢作が展示されます。都市の中でも、こんなに農家の方が頑張

っておられることがわかる良い機会です。家族そろって出かけてみませんか？ 
正面には立派な宝船が飾られます。 
第一体育館では、自慢の農産物の展示と品評会、鶏卵の即売。 
中庭では、花卉類の展示販売、三鷹の特産物の、キウイーやギンナン等の販売。 
南側駐車場では、模擬店やドラゴン特急・フアフアや、金魚すくい、輪投げ、ヨーヨーす

くいなど、子どもも楽しめるメニュー満載です。 
庭園樹の品評、販売もあります。花も樹木も野菜も安くて、しっかりしていると評判です。 
１１／８（土）９時～１７時 

９（日）９時～１４時 
三鷹市役所 広場、第一体育館 

主催：三鷹市農業祭運営委員会 
三鷹市・東京むさし農業協同組合 

問合せ：生活経済課 45-1151（内）3063 

三鷹の農業 
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１．環境保全活動の柱  
 「３つの柱」を軸にした環境保護活動を推進
しています。 
ＮＴＴデータグループでは、「ISO１４００１
継続的改善活動」「社員の環境マインドの醸成」

「企業プレゼンスの向上」の３つを柱として、環

境保護活動を推進しています。また、ＮＴＴデー

タグループでは、環境保護活動の基本コンセプト

として、「ＮＴＴグループ・エコロジー・プログ

ラム２１」を制定し、グループをあげて取り組む

こととしています。ＮＴＴデータグループは、同

プログラムの精神を踏まえつつ、ＮＴＴデータグ

ループの３つの活動を推進し、情報サービス産業

のリーダー企業にふさわしい活動を展開してい

きます。 
２．環境に配慮したシステム開発について  
システムの環境負荷削減効果を「環境しろう」

で定量化しています。 
 ＮＴＴデータグループは、環境方針に掲げた

「環境に配慮したシステム開発」を推進していく

ため、環境に配慮したシステム開発の実施方法を

定め、情報システムを開発する全ての工程におい

て、お客様の事業活動上の環境負荷を削減できる

よう、さまざまな工夫を施しています。 
 さらに、その効果を定量的に把握・評価するた

めに、２００６年１月から、ＮＴＴ研究所が開発

した情報通信サービス環境影響評価システム：

「環境しろう」を導入し、一定規模以上のシステ

ムを対象に、ＮＴＴデータが提供するシステムの

環境負荷の削減効果に関する定量評価を開始。現

在、評価件数の増加を目標に、営業・開発段階に

おける活動を推進しています。 

「地球環境とＮＴＴデータ」 

「環境しろう」では、システムの導入前後にお

ける人・モノの移動の削減量やモノの電子化など

の変化を把握し、そのデータを投入することで、

システム導入によって、どの程度の環境負荷が削

減されるのかを算出することができます。 
３．啓発活動の推進について 
 啓発活動として取り組んでいることとして、

「環境教育」「環境啓発活動」があります。 
 「環境教育」として 
業務・役割に応じた環境教育をe-ラーニングで
実施しています。  
 ＮＴＴデータグループは、社員一人ひとりが環

境保護活動や ISO１４００１規格に基づく環境
マネジメントの意義・目的を正しく理解し、環境

問題に対する意識を高めていくよう、e-ラーニン
グによる環境教育を実施しています。実施期間中

は、いつでも、どこからでもアクセスできるため、

受講者数・受講率は年々向上しています。２００

７年度は、一般環境教育を２３、１４２名が、廃

棄物処理担当者教育を４５４名が、環境管理者・

推進者教育を４８８名が受講しました。 
 「環境啓発活動」として 
毎年「環境川柳」を募集して、カレンダーを作

成・配布しています。環境保護活動に対する意識

啓発の一環として、２００２年度から毎年「環境

川柳」をグループの社員・家族から公募。応募作

品の中から選出した優秀な１２作品をもとに「環

境川柳カレンダー」を作成し、グループ全社に配

布しています。２００７年度は、グループの社

員・家族から１１１作品が寄せられました。 
（筆者の株式会社ＮＴＴデータの世戸広さんは、

みたか環境活動推進会議の委員です） 

株式会社ＮＴＴデータ 
やっぱりせっけん使いたい！ 

          河本美代子 
 三鷹市では昭和57年に、市の公共施設、
特に調理場や洗面所に「石けんを使用する」

要綱が作られています。 
 人間が洗濯を始めたころから、動物や植

物の油から作られた石けんを使用していま

した。戦後昭和25年頃、アメリカから洗濯
機が持ちこまれ、あっという間に普及し、

合成洗剤の使用量が増えました。 
良いにおい、やわらかく仕上がる、真っ

白にするためには石けん以外の可塑剤を使

用しなければなりません。 
 比べてみるとやはり純粋な石けんが体に

やさしいのです。太陽にあてるとふっくら

温かいにおいがします。 

 汚れの半分は水に溶けるものです。①ま

ず水洗い。②洗濯機を回しながら、石けん

の基準使用量を計り、よく溶かしてから洗

濯物を入れることが基本です。 
 石けんシャンプー・リンス・石けん歯磨

等も体にやさしいのです。 
油で汚れた換気扇は石けん液に 30 分位
つけた後、スポンジや布でこすり、細かい

所は古い歯ブラシや竹ぐしで洗った後、水

で洗い流すと、すっかりきれいになります。 
 スーパーや薬局、また消費者活動センタ

ー（毎週火曜日１０時～３時）の生活用品

活用市で購入できます。箱の側面の「石け

ん」の表示を見ると合成洗剤との区別がつ

きます。浴用や、赤ちゃんの石けんはすべ

て石けん表示です。体にやさしい石けんを

皆さんに使って欲しいとつくづく思う昨今

です。       

一日プレイパーク     

9月28日、北野遊び場広場にて、三鷹プレ
イパーク運営委員会と三鷹市共催の、一日プ

レイパークが開催され、親子で 200 名前後の
参加がありました。 
 当日は少々肌寒かったにもかかわらず、ず

ぶずぶのどろんこ遊び、火おこし、シートす

べり台、ブランコ、基地作り、インディアン

のお守り「ゴッズ アイ」作りなどで一日遊

びました。自然の中、自分の責任で、自由な

発想でのびのびと遊ぶ「あそび場」です。不

定期ながら、「三鷹流プレイパーク」の常設を

めざして開催を続けています。皆さんも一緒

に参加して創っていきませんか？ 

三鷹プレイパーク運営委員会委員長 相川富哉 （問合せ）０４２２－３４－００４０ 

 


