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平成30年3月1日
船橋市環境部
環 境 政 策 課

〜ふなばし三番瀬環境学習館の8か月〜
平成29年７月１日にふなばし三番瀬海浜公園内に自然環境を楽しみながら学べる「ふなばし三番瀬環境学習館」が
オープンしました。開館してから２月までの間に学習館で開催されたイベントや校外学習の様子を紹介します。

8月 特別展「大東京湾展」
（7/15〜９/3）

7月 ふなばし三番瀬環境学習館オープン！

平成29年

東京湾の歴史、生息する生きもの、
そして
東京湾の今をバーチャルリアリティ
（ＶＲ）
やプロジェクションマッピングの技術を活
用した体験展示と実物標本で紹介しました。

1、
2日は学習館のオープンおよび市
制施行８０周年を記念してイベント
を開催。法田中学校吹奏楽部の演
奏や市立船橋高校吹奏楽部のパフ
ォーマンス、
サイエンスショー、貝が
らを使った工作など、
たくさんのイベ
ントやワークショップが行われ、
大変
賑わいました。

▲

さわ

東京湾VR海底散歩

▲実物標本

9月 市内の小学校を対象とした校外学習（９月〜11月）

▲法田中学校吹奏楽部

▲

学習館内「触れる地球」

館内では三番瀬に生息する生きものや
船橋の歴史をジオラマや映像で学習し、
地引き網漁などを擬似体験しました。
干潟では、
実際にカニや貝などの生きも
のに触れ、
三番瀬の自然を体感
しました。

2月 環境学習館スペシャル！ワークショップ
生きもののしくみを知ろうスペシャル「透明骨格標本」
（12/17・1/7・2/4）
全３回のワークショップ参加者
は標本作りに真剣に取り組み、
美しい標本を持ち帰りました。
※「透明骨格標本」とは、
特殊な手法
で骨格を2色に染め、
筋肉を透明化し
た標本のこと（右写真はイメージ）。

▲

10
10月 三番瀬干潟で体験！

フィールド系ワークショップ

1月 美味しく食べよう！

平成30年

三番瀬探検隊「干潟の生きものを探そう」
（10/7）
「♪鳥くんと野鳥を探そう」
（10/22）

キッチンスタジオワークショップ

ふなばしを食べつくそう
「ふなばし七草がゆを食べよう！」
（1/6）

プロバードウォッチャー「♪鳥くん」の
野鳥観察会や、
スコップ片手にカニや
貝を探すなど干潟で様々な生きもの
を観察しました。

家族で参加できる、船橋の食材を使っ
た地産地消の料理教室。
1月は、
一年の無病息災を願い、
船橋特
産の野菜や浜辺の食用植物を使って
オリジナルの七草がゆを作りました。

▲学習館と噴水広場

三番瀬で集めた漂着物を展示し、
浜に打ち寄せられる様々な物を拾い
集める「ビーチコーミング」を通して、
そこから見える三番瀬の生きも
のや周辺環境について紹介しました。

▲

［3月17日（土）〜4月8日（日）］
岩にくっついたり、
すごいはやさで走ったり、
エサを上手にとったり。
干潟の生きものになりきって、
「生きものってスゴい！」を感じよう！
入場料
特別展＋常設展：一般700円、高校生・大学生500円、小・中学生400円（市内300円）、未就学児100円
■関連ワークショップも各種開催予定！詳細はホームページをご覧ください。

施設の案内

開館時間

▲

▲

特別展の案内

ダンボールであそぼう！なりきり三番瀬

船橋市潮見町40番

ビーチコーミング展の様子

クリスマスリース

干潟クロック

▲干潟の生きもの探し

「これな〜んだ？ −三番瀬ビーチコーミング展−」
（11/22〜1/14）

海と森の工作教室「クリスマスリース」
（12/2）
「干潟クロックをつくろう」
（12/10・16）
アンデルセン公園とのコラボ企画では
色とりどりの貝がらや木の実を使ってオ
リジナルのクリスマスリースを作りました。
また、
ビーチコーミングで集めた貝がら
や漂着物を使って干潟クロックなどを作
りました。

野鳥観察

▲

11
11月 企画展

12
12月 楽しく作ろう！工作系ワークショップ

所在地

▲そうぞうのなみまシアター

干潟観察

生物多様性情報室について
学習館の中にある生物多様性情報室では平成29年3月に市が策
定した「生物多様性ふなばし戦略（※）」の内容を中心に平成
25、26年度の自然環境調査の実施結果などを紹介しています。
また、三番瀬に渡来する野鳥やラムサール条約登録湿地に関す
る情報のほか、特定外来生物の情報なども発信しております。
（※生物多様性ふなばし戦略についての概要は４面へ）

9：00〜17：00

休館日 月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日）、12月29日〜1月3日 ※特別展中の3/26、4/2は開館
利用料

一般：400円、高校生・大学生：200円、小・中学生：100円、市内在住・在学の小・中学生、未就学児：無料

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により本人と介護者１人の利用料が無料になります。
※ワークショップなど、
内容によっては別途材料費や受講料がかかります。

駐車料金（１回） 普通車500円、大型車（マイクロバス含む、要予約）2,160円
ホームページ http://www.sambanze.jp/
問 ふなばし三番瀬環境学習館

☎ 435-7711

問 環境政策課

環境政策係

☎ 436-2450

エコ ふ な ば し

（2）

市が取り組む環境イベント

3月
2月
1月

月

「ふなエコ※」のマスコットキャラクター

ふなわりくん

環境省などが「身近な水処理施設で
ある浄化槽が正しく管理されている
か確認しましょう」と呼びかけています

※ふなエコとは、
船橋市内の事業者、
市民団
体、
市などの行政が協力して、
地球温暖化
防止のために活動している団体です。

（平成10年度より）

的

市民、事業者及び行政それぞれが、環境意識を高め、健全で恵み豊かな
環境の実現を目指す。

容

市民団体・事業者・行政など約50の団体がパネル展示や工作・体験コーナーを
実施し、
市内の環境に関する幅広いテーマを取り上げ、
啓発しています。
［例］貝がら工作・木こり体験・生きものタッチプール、自然保護やエネ
ルギー分野などのパネル展示

平成29年度
開催日／平成29年6月10日（土）
・11日（日） 場所／中央公民館
結 果／来場者 約4,400名

平成30年度
開催日／平成30年6月23日
（土） 場所／ふなばし三番瀬海浜公園・環境学習館

（平成21年度より）

ふなばし三番瀬クリーンアップ （平成13年度より）

主催：船橋市・船橋市地球温暖化対策地域協議会（愛称：ふなエコ）

的

主催：ふなばし三番瀬クリーンアップ実行委員会

目
緑のカーテン

のさらなる普

容

個人の部、事業所・公共施設の部、マスターの部の3部門でカーテンの育成状
態や観察記録の評価によるコンクールを実施しています。

平成29年度
作品募集／平成29年9月8日（金）まで
表 彰 式／平成29年11月11日
（土）中央公民館 講堂
結果・応募者／個人の部 92名、
事業所・公共施設の部 40団体、
マスターの部 2団体
受 賞 者／市長賞：寺井時夫様、TEAM TAKANE（高根小学校）様
☆その他、
特別賞などもあります

平成30年度
作品募集／平成30年9月上旬まで
表 彰 式／平成30年11月17日（土）中央公民館 講堂

的

三番瀬の清掃と自然観察会等を市民・事業所・環境団体・行政とが協働
して行うことにより、三番瀬に対する関心と理解を深め、もって三番瀬の
保全を図る事を目的とする。

内

容

市内小学生を対象に行う絵画コンクールの全応募作品を展示するなぎさ
美術館や受賞者の表彰、参加者による砂浜の清掃を行います。また、清掃
後は参加団体による干潟の生きもの観察会や貝がら工作なども実施します。

平成28年度
開催日／平成28年10月23日（日） 場所／ふなばし三番瀬海浜公園前砂浜
結 果／参加者 約570名 収集量 255㎏

平成29年度
平成30年度

荒天により中止

開催日／平成30年10月21日（日） 場所／ふなばし三番瀬海浜公園前砂浜

担当者より

担当者より

☎ 436-2465

地球温暖化
防止月間

ふなばし環境フェアは船橋市の環境分野におけるビッグイ
ベントです。環境保全への取組紹介や、
大人から子どもまで1
人でも家族でも楽しめる工作・体験コーナーが盛りだくさん！
平成30年度は会場をふなばし三番瀬環境学習館に移し
て開催します。干潟フィールドを活かした企画も検討中です。
問 環境政策課 環境政策係 ☎ 436-2450
▲生きものタッチプール

☎ 436-2434

緑のカーテンを実施することは、地球温暖化防
止活動につながると共に地域の方との交流が増え
るなど、期待以上の効果があるようです。皆さま
の参加をお待ちしております。

大気汚染
防止推進
月間

担当者より

市内全域で年2回清掃イベントが行われており、
11月第3日曜日（平成30年度は11月18日（日））
には「船橋をきれいにする日」も開催されます。
市民一人ひとりが主役となって、私たちのまち
船橋をきれいにしましょう。

緑のカーテンコンクール

日㈰ 船橋をきれいにする日

担当者より

温暖化対策係

月

開催日／平成30年5月27日（日） 場所／（中央会場）海神小学校

問 環境政策課

表彰式

平成30年度

日㈯ 緑のカーテンコンクール

平成29年度
開催日／平成29年5月28日（日）
場 所／（中央会場）金杉小学校 （地区会場）市内小学校53校
結 果／セレモニー参加者 約750人 収集量 23,570㎏

18

主催：船橋市環境フェア実行委員会

内

家庭にあるポリ袋等を用いて、
家庭などから各小学校までの道端に落ちている
ごみや空カン・空ビンなどを拾い、
各小学校に設置されている集積所に持ち込む。

内

日㈰ 三番瀬クリーンアップ

容

身近にできる地球温暖化対策の1つである
及啓発を目的とする。

17

号

ごみ減量、
資源化の
イメージキャラクター
リサちゃん

12

ふなばし環境フェア

協賛：船橋市自治会連合協議会

道端に散乱する空カン・空ビン・ペットボトル等のごみを一掃し、
船橋をきれいな街にす
ると共にごみのない住み良い地域 環境にやさしい美しい街づくり の啓発運動とする。

目

21

11

11月〜３月 ウォームビズ期間

目

まち美化・指導係

1

日㈪ 浄化槽の日

日㈰ 船橋ベイエリアをきれいに
する日

︵予定︶

（平成7年度より）

的

問 クリーン推進課

30

11

月

9月

︵行田公園コース︶

日㈫ 夏休みセミのぬけがら調査

︵アンデルセン公園コース︶
︵予定︶

日㈫ 夏休みセミのぬけがら調査

み ゼロ

主催：船橋市、船橋市廃棄物減量等推進員

内

21

10

クールビズ期間

クリーン船橋530の日
目

7

募集 緑のカーテンコンクール（８〜９月上旬）
５月〜９月

ご

︵予定︶

環境パネル展
（６/１〜８）

︵運動公園コース︶

10

ごみ減量キャンペーン
「ダイエット船橋」イメージキャラクター

3

日㈮ 夏休みセミのぬけがら調査

日㈭ 夏休みファミリー環境映画
上映会

７日７日と夏至の日

22

☆ライトダウンキャンペーン☆

地球温暖化防止のため︑ 時〜 時の間ライト
※
アップ施設の消灯を呼び掛ける運動です

市では︑
６月５日からの１週間を
﹁環境週間﹂と定めています

20

2

イベントに
ぜひ参加して
みてね！

エッちゃん

ダイちゃん

8月

7月

7

日㈯ クールアース・デー

23

日㈯ ふなばし環境フェア

5

日㈫ 世界環境デー

日㈰ クリーン船橋５３０の日

国際連合が︑午前 時︵現地
時 間 ︶に﹁ 植 樹 を 行 お う ﹂と
呼びかけています

日㈫ 国際生物多様性の日

22 27

6月

5月

4月

平成30年度 イベントカレンダー

第

▲TEAM TAKANE様の
緑のカーテン

毎年500名以上が参加する本イベントは、砂浜
の清掃だけでなくワークショップも行われます。
三番瀬をきれいにした後は、ふなばし三番瀬環
境学習館で環境について楽しく学んでみてはいか
がでしょうか。
問 環境政策課 環境政策係 ☎ 436-2450
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号

（３）

コレ知りたい！
〜水資源を大切に〜
バーチャルウォーター

お風呂やプールだけじゃない！
！

を知っていますか？

『牛丼１杯＝バスタブ10杯の水』。これは バーチャルウォーター（仮想水） という考え
方に基づく換算で、
食料輸入国が、
その輸入食料を自国で生産する場合、
どれ位の水が
必要になるのかを表したものです。
牛丼1杯あたり
日本は世界最大級の食料輸入国で
約2,400ℓ
玉ねぎ（1/4個）
9.48
あり、
これは海外から形を変えて大量
調味料
40.65
の水資源を輸入しているとも言え、
そ （塩・砂糖
・醤油・酒）
の量は年間で数百億から数千億トン
277.5
炊いたご飯（1杯）
とも言われています。見方を変えれば、
私たちは想像以上に多くの水資源を
2060
牛肉（100ｇ）
使って生活しているのです。
1
10
100
1000 10000
私たちにできる生活排水対策
牛丼1杯に必要な水
（ℓ）
地球上に存在する水のうち、
私た
出典：環境省HP仮想水計算機より
ちが普段利用できる水は0.01％しか
ありません。この限りある資源を汚してしまう原因の一つに家庭から出る生活排水があ
り、
適切な対策が必要となっています。
生活排水に洗剤や油が多く含まれると川や海を汚
すことにもなり、
洗剤の適量使用や油を流さない工夫
が必要です。また、
浄化槽の処理能力の維持のため、
定期的な清掃や点検など適正な管理も効果的です。
使い切れない油は布に
私たち一人ひとりが生活排水の改善に努め、
大切
洗濯洗剤は適
染み込ませるなど、流
量使いまし
ょ
う。
な水資源や水環境を守りましょう。
さないようにしましょう。
問 環境保全課

水質・地質係

ふなばしメグスパってどんな施設？
ふなばしメグスパは、
平成29年4月にオープンした温浴・健康浴
施設です。北部清掃工場に隣接しており、
工場から発生する熱エネ
ルギーを有効利用した環境にやさしい施設です。
有料ゾーンには大浴場やプール以外にトレーニングルームなど
があり、
施設使用料500円で一日中利用できます。有料ゾーン以外にもメグスパ食堂や軽
運動室、
ふないち（産地コーナー）があります。様々な楽しい施設がありますので、
ご家族・
お友達、
またはお一人でもぜひお越しください。
トレーニングルーム
簡単なフィットネス器具を用意しております。ご利用にあ
たっては室内用運動靴をご持参ください。健康診断コー
ナーでは血圧や体組成測定ができます。
軽運動室
ヨガなどのレッスンを開催するほか、
部屋の貸出（2時間
600円）も行っており、
ダンスの練習などにも利用できます。
ふないち（産地コーナー、10：00〜16：00）
地元の新鮮な農産物や美味しいパン、
ふなばし産品ブラン
ドをはじめ、
様々な商品を取り扱っております。無料ゾーン
にあるので、
ふないちのみの利用もできます。
［所在地］船橋市大神保町1356番地3
［駐車場］無料122台
［開館時間］9:00〜21:00
［休館日］月曜日（休日の場合は翌平日）、
12/29〜1/3
［施設使用料］一般500円、小・中学生250円、65歳以上400円
※レッスンなど、内容によっては別途料金がかかります。

［ホームページ］http://f-meguspa.jp

☎ 436-2456

問 ふなばしメグスパ

☎ 457-5151

光化学スモッグってなに？

太陽光発電でエコ生活しよう！

平成29年は5月から光化学スモッグが時折発生していたことにお気づきでしたか？千葉
県内で15日、
うち船橋市を含む葛南地域では４日光化学スモッグ注意報が発令されました。
発生のしくみ
光化学スモッグの主成分は光化学オキシダント(Ox)です。これは自動車や工場など
から排出された窒素酸化物(NOx)や炭化水素(HC)が紫外線によって光化学反応を起
こすことで生成されます。
「日射しが強い」
「気温が高い」
「風が穏やか」の３つの条件が
揃う夏が光化学スモッグ発生のピークとなります。Ox濃度が0.12ppm以上の状態が継
続すると判断されたときに光化学スモッグ注意報が発令されます。
注意報が発令されたら
・外出は控え、窓を閉めて外気を遮断する
・屋外での激しい運動は避ける
・不要不急な自動車の利用は控える
目やのどの痛み、
頭痛、
めまいなどの症状が出た場合は、
水で洗眼・うがいをし、
涼しい
部屋で安静にしてください。光化学スモッグを減らすためには、
自動車や工場などからの
排気ガスの量を削減することが重要です。みんなで改善に努めましょう。
市では光化学スモッグ、
PM2.5などの大気汚染物質を常時監視しています。詳細は船
橋市大気環境情報（http://www.funabashi-kantele.jp/taiki/）をご覧ください。
また、
光化学スモッグやPM2.5の注意喚起情報はふなばし安全・安心メールでも配信
しています。配信をご希望の方は、
funa.smog@mpme.jp宛（または右
コード読取）に空メールを送信し、
案内に沿ってご登録ください。

市では平成21年度より、
環境負荷の低減や地球温暖化防止の推進を目的に住宅用の
太陽光発電システムや省エネルギー設備の設置費の一部を補助しています。
補助を受けた方に、
設置後1年分の使用状況（電力、
ガス使用量及び発電量）を報告し
ていただいたところ、
1世帯あたりの平均発電能力は3.9kW、
年間発電量は4,762kWhでした。この発電によるCO2排出削

問 環境保全課

大気・騒音係

減量は年間2,338kg※1で、
一般家庭1世帯あたりのCO2排出
量を約47.3％※2削減したことになります。
平 成 2 7 年 度までの 太 陽 光 発 電システムの 補 助 件 数は
2,178件であり、
これら設備の発電量を合計すると、
1年間あた
り5,093tのCO2排出量を削減することとなります。
なお、
補助条件等の事業詳細は、
市ホームページをご覧ください。

約半分！

1世帯あたりに換算すると
平均年間発電量

年間CO2排出削減量

CO2排出削減率

4,762 kWh

2,338 kg

47.3%

※1 CO2排出係数平成27年度実績0.491kg-CO2/kWhより試算（出典：環境省）
※2 一般家庭の年間CO2排出量4,940kg-CO2より試算
（出典：温室効果ガスインベントリオフィス）

☎ 436-2452

問 環境政策課

温暖化対策係

☎ 436-2465

お知らせコーナー
浄化槽設置補助金について
し尿のみを処理する単独処理浄化槽や汲取式トイレか
ら、
台所や洗濯排水等の生活排水すべてを処理する高度
処理型合併処理浄化槽へ入れ替える場合に浄化槽設置
費の一部を補助しています。
高度処理型合併処理浄化槽に入れ替えることにより、
家庭から川や海へ流れ出す水の汚れを約1/8に減らすこ
とができます。本補助金の利用をぜひご検討ください。
※当面公共下水道が整備されない区域に設
置される場合が対象です。
※浄化槽工事の着工前に申請が必要となりま
すので、
詳細は市ホームページをご覧ください。
人槽
（浄化槽の規模）

補助金額

５人槽(一般的な住宅)

354,000円

７〜１０人槽(２世帯住宅など)

387,000円

上乗せ補助

(建替え工事等は行わず、
浄化槽の入替
工事のみの場合は上乗せで補助します)

問 廃棄物指導課

審査係

(上記金額に上乗せ)

90,000円

☎ 436-2443

お 楽 し み クロスワード
「エコふなばし」を読むと
カギの答えがわかるもの
もあるよ！

①

②

タテのカギ

⑥

①昨年４月にオープンした北部清掃工場余熱利用施設
②市の花です（イラストⒶ）
③次回はふなばし三番瀬環境学習館で開催予定。
「ふなばし○○○○○フェア」
イラストⒶ
④桃太郎の家来です。犬、猿、○○
⑤ふなばし三番瀬環境学習館のワークショップでは○○○で
野鳥観察などを実施しています
⑦釣りに持っていきます
⑨湖沼や河川などの水辺に生えるイネ科の植物。別名アシ
⑩冬の寒い日は○○が白くなります

③

④
⑤

⑧

⑨

枠の５文字を並べかえて言葉を作ってください。

⑦

⑩
⑪

ヨコのカギ
正解者の中から抽選で20名様にふなばし三番瀬海浜公
園で利用できる潮干狩り利用券を差し上げます。
４月16日（月）
（必着）までに、
ハガキに答え、
郵便番号、
住
所、
氏名、
年齢、
電話番号、
「エコふなばし」への意見や取り
上げて欲しい企画を書いて、
環境政策課「クロスワード」係
（〒273-8501※住所不要☎436-2450）へ。
なお、
当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせ
ていただきます。たくさんのご応募をお待ちしています。

③もうひとつの市の花です
④秋に咲く甘い香りがするオレンジ色の小さな花。○○モクセイ
⑤美味しい海藻です。○○○の煮物
⑥市のごみ減量、資源化のイメージキャラクター。○○ちゃん
⑧広く自然とふれあう人と生き物が共に暮らす船橋を目指しま
す。「生物○○○○○ふなばし戦略」
⑪毎年11月に開催されるイベント。
「船橋を○○○にする日」

エコ ふ な ば し

（4）

第

11

号

生物多様性ふなばし戦略を策定しました
戦略の趣旨
市では私たちの生活に恵みをもたらす生物多様性を未来の世代に引き継いでいくために、生物多様性を保全しつつ、
持続可能な形で利用していくための考え方を示した、
「生物多様性ふなばし戦略」を平成29年３月に策定しました。

〜台地から海へ

いのち

まち

水・緑・生命と共に暮らす都市〜

いのち

まち

戦略では、長期目標年である平成62年度の将来像を「台地から海へ 水・緑・生命と共に暮らす都市」とし、台地
から海に至る多様な自然環境の中で、人と生き物が共生している船橋市を目指します。

５つの基本方針

季節を楽しみながら
散策する人

１．台地から浅海域までを結ぶ多様な自然環境の保全と利用
台地から浅海域までを結ぶ多様な自然環境の保全と利用
２．生き物を育む水循環の確保
３．生物多様性を活かした取組の推進
４．普及啓発・環境教育の推進
５．多様な主体の取組の推進

戦略を進めるための仕組
戦略を着実に推進するために、市民と事業者、行政などの様々な主体が推進
体制を構築し、互いに連携・協働することで一体となり取組を進めていきます。
市民の皆さまには、市や自然環境団体などが主催する環境学習や保全活動
等に積極的に参加することなどが期待されます。

川で遊ぶ人

虫捕りをして
遊ぶ子ども

戦略の詳細は、環境政策課窓口、市役所11階行政資料室のほか、市ホーム
ページ（トップページ⇒まちづくり・環境保全⇒環境保全⇒環境基本計
画・環境白書・生物多様性）でご覧になれます。

目指す将来像が示す姿のイメージ

特集 市内で見つかった 特定外来生物
特定外来生物
って何？

最近、
テレビなどで外来生物という言葉を聞く機会が増えていませんか。
市内でも特定外来生物が見つかっています。

外来生物とはもともとその地域にいなかった生物で、人間によって運び込まれた生物のことをいいます。その中でも生態系、人の生
命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れのあるものとして「外来生物法」で指定された外来生物を特定外来生物
といいます。特定外来生物に指定された生物は飼育・栽培・運搬・野外に放つことなどが禁止されています。

市内で見つかった特定外来生物
オオキンケイギク

ギザギザな甲羅

原産地：米中部〜南東部。日本では全国
に分布。
形態的特徴：開花時期は５〜７月。花は
黄色、花びらの先は不規則に４〜５つに
分かれている。茎の高さは、30〜70セン
花びらの先端に4〜5
チ。根元付近から束状に多数生えている。
つのギザギザがある
葉は細長いへら状で粗い毛が生えている。

【野外で見かけたら】
野外で見つけた場合は、手を
出したり、捕まえようとせずに 恐竜のようなしっぽ 大きい鋭い口 とがったツメ
速やかに市にご連絡ください。
写真提供・千葉県生物多様性センター
問 環境政策課

【庭で見かけたら】
庭先などに生えている場合、ご自身で駆
除をお願いします。
【公園や土手などで見かけたら】
むやみに刈ったり、抜いたりせずに市に
ご連絡ください。

環境政策係

市と船橋市地球温暖化対策地域協議会（愛称：ふなエコ）は、
身近にできる地球温暖化対策として、
18のアクションを推進し
ています。18のアクションをテーマにしたポスターを募集しま
したので、
作品を紹介します。

八栄小学校

岸 啓太様の作品

緑のカーテンは、
ゴーヤなどのつる性植物をネットにはわせ
て育てたものを言い、
直射日光を遮り、
室温の上昇を抑え、
冷
房にかかる電気の使用量の削減が期待できます。さらに、
緑の
カーテンは植物の蒸散作用（植物から水蒸気が放出される現
象）により、
カーテン自体の温度を低く保てるため、
より効果的
に温度上昇を抑えることができます。
その他の18のアクションは、
ふなエコホームページで紹介し
ておりますので、
ぜひご覧ください。
（ふなエコホームページ：https://ondanka.webnode.jp/）

問 環境政策課

温暖化対策係

☎ 436-2465

（オオキンケイギクの駆除方法）
オオキンケイギク発見
根から引き抜く、困難な場合は地際で刈り取る
種などが飛び散らないよう袋に入れ枯死させたのちに処分（※）
※燃えるごみとして処理してください。

☎ 436-2450

「環境にやさしい生活 18のアクション」
ポスター紹介

［テーマ：緑のカーテンを実践する］

葉には、粗い毛が
あり対生である

▲

原産地：北米から中南米にか
けて生息。
形態的特徴：大きさは背甲長
50センチ、体重約35キロに
達する。甲羅の背中部分が３
本に盛り上がり、甲羅の後ろ
部分にはギザギザがある。尻
尾にも１〜３列の大きなうろ
こがある。

▲

カミツキガメ

編 集 後 記
本号は平成29年度にオープンした「ふなばし三番瀬
環境学習館」の様子と市の環境部で取り扱うイベントを
特集してご紹介しました。いかがでしたでしょうか。
特集記事のほか、平成29年3月に策定した「生物多様
性ふなばし戦略」の記事では、今後、本市が目指す将来
像と目標達成のための方針を掲載しました。
本市は里山と里海の両方の自然の魅力を兼ね備えたま
ちです。今後も身近な自然に触れ、環境問題への関心を
もつきっかけづくりとなる各種イベントを実施して参り
ますので多くの方のご参加をお待ちしております。
環境新聞「エコふなばし」に対するご意見・ご感想は
市環境政策課までお寄せください。
・☎ 電話：０４７−４３６−２４５０
・ハガキ ：〒273-8501(住所不要) 環境政策課 宛
・ＦＡＸ ：０４７−４３６−２４８７
・Eメール：kankyoseisaku＠city.funabashi.lg.jp

「エコふなばし」第11号１面表題左上の写真は市の花
「カザグルマ」です。準絶滅危惧種に指定されているこ
の花は市内にも自生しています。貴重種であるカザグル
マは今後も大切に守り育てていきたい郷土の花です。

