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「ちよだ・つま恋の森づくり」植樹ツアー 毎年５月 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/index.html

ちよだ環境まつり 毎年６月 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/index.html

環境月間講演会 毎年６月 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/index.html

打ち水 毎年７・８月 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/index.html

環境作品展 毎年10月 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/kyoiku/index.html

中央区 エコまつり 毎年6月 http://www.city.chuo.lg.jp/event/matsuri/eco_festival.html

港区 エコライフ・フェアMINATO 毎年5月 http://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/event/ecolife-fair.html

まちの先生見本市！ 毎年2月 http://www.shinjuku-ecocenter.jp/

アトムフェスタ 毎年１１月 http://www.shinjuku-rc.org/shinjuku/index.html

文京区 クールアースフェア 毎年7月 http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hozen/keihatsu/coolearth.html

環境フェスタたいとう 毎年１１月 https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/kankyogakushu/kankyofesta/

環境ふれあい館まつり 毎年6月

墨田区 すみだ環境フェア 毎年6月

江東区 江東区環境フェア 毎年6月

品川区 しながわECOフェスティバル 毎年5月 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000031300/hpg000031255.htm

目黒区 エコまつりめぐろ 毎年6月 http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/koho/hodo_news/20170618.html
多摩川河川敷清掃活動
～グリーンアクションたまがわ～

毎年5月または
6月

地球温暖化防止講演会 毎年6月

おおた打ち水大会 毎年8月

エコフェスタワンダーランド 毎年2月

環境フォーラム 毎年3月

環境ポスターコンクール
毎年3月～4月

募集
子ども環境イベント 7月

エコフェスせたがや 10月

環境エネルギー・ラボ 10月

エコライフ・フェア 毎年6月 http://ecolifefair.env.go.jp/index.html

リサイクルバザール・フードドライブ 年15回 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/env/recycle/bazzar.html

渋谷区一斉清掃の日・秋の条例啓発
キャンペーン

毎年4月28日・
11月1日

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/env/en_eventact/issei_0428.html

環境月間パネル展 毎年6月
http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html?path=C1/C29/C36/P1297

中野区省エネ研修会 毎年6月
http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html?path=C1/C29/C36/P1297

夏休み子どもエコ講座
毎年7，8月　年

2回
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html?path=C1/C29/C36/P1297

なかのエコフェア 毎年11月 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html?path=C1/C29/C36/P1297

地球温暖化防止講座 毎年10月前後
http://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html?path=C1/C29/C36/P1297

省エネルギー月間パネル展 毎年1月 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html?path=C1/C29/C36/P1297

豊島区 としまエコライフフェア 毎年7～8月 http://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/kyoiku/eco.html

荒川区 環境・清掃フェアあらかわ 毎年5月
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/kankyo_kouza/syuuryou/kankyouseisou.h
tml

環境なんでも見本市 毎年２月 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/048/048241.html

エコライフフェア夏 毎年６月頃 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/004894.html

エコライフフェア冬 毎年12月頃 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/004/004894.html

エコポ祭り
年6回（概ね2か

月ごと）
https://itbs-ecopo.jp/event/act/

環境月間行事 毎年6月
https://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/kankyogakushu/gyoji/h29kankyougekkan.
html

ねりま打ち水大作戦2017 毎年7～8月頃
https://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/kankyogakushu/uchimizu/h29uchimizu.ht
ml

ねりま・エコスタイルフェア 毎年10月 http://www.nerieco.com/fair2016/

足立区 地球環境フェア 毎年5月
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/tikyu-kankyo-
fair2017.html

葛飾区 環境フェア 毎年6月

八王子環境フェスティバル
毎年6月第1土

曜日
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/015/005/p007019.html

八王子市環境パネル展 不定期

八王子市環境教育学習まとめ発表会 毎年2月

地球温暖化防止啓発イベント 毎年12月 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a24687/p007130.html

立川市 むさしの環境フェスタ 11月予定

市制70周年記念 むさしの環境フェスタ 11月12日 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shouene_eco/1013972.html

日本ペストロジー学会東京大会 11月9日、10日

千代田区

東京62市区町村環境データ一覧（環境関連イベント）

新宿区

八王子市

中野区

板橋区

練馬区

台東区

武蔵野市

渋谷区

大田区

世田谷区

市区町村 名称 時期 ＵＲＬ



エコミュージカルとエコイベント 毎年6月 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/046/046317.html

自然体験教室 毎年8月 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/046/046317.html

スポーツGOMI拾い大会 毎年11頃 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/026/026417.html

エコ・クッキング 毎年冬頃 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/039/039419.html

省エネルギー講座 毎年2月 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/039/039419.html

青梅市 おうめ環境フェスタ 毎年6月 http://www.city.ome.tokyo.jp/kankyo/ome_kankyo_festa.html

多摩川清掃市民運動 毎年4月

地域安全・環境美化の日 毎月20日
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/kankyo/Region_Safty_and_Envi_Clea
n.html

府中環境まつり 毎年6月

マンスリーフリーマーケット
毎月第1日曜日
午前10時から

午後2時
http://www.city.akishima.lg.jp/s071/010/030/030/20151222091650.html

冬の原っぱ大会 12月

ひまわりの迷路 8月

環境フェア 毎年6月 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1433941317678/index.html

調布市 環境月間イベント 毎年6月
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/keihatu/event/2015gekkanevent.
html

町田エコフェスタ 毎年10月

環境フォーラム

環境フィールドワーク

クリーン野川作戦 毎年５月

自然保護教室 毎年３月

こだいら環境フェスティバル 毎年9月

小平市 環境フェア
毎年、不定期に
開催（H27は１１
月開催予定）

日野市 環境フェア 時期不定

東村山市 環境まつり 毎年12月

環境シンポジウム 毎年２月

環境フェスタくにたち 毎年10月

国立市 環境フェスタ 毎年10月
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept05/Div03/Sec01/gyomu/0434/0435
/1472776833499.html

福生市 ふっさ環境フェスティバル 毎年6月 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/environment/1006349.html

狛江市 環境市民の集い 毎年6月

東大和市 きよせの環境・川まつり 毎年７月

清瀬市 親と子の環境教室 毎年7月

東久留米市 環境フェスティバル 毎年６月 http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kankyo/shizen/midori/1009633.html

親と子の環境教室 7月

環境学習会 10月・2月

環境フェスタ 毎年10月

稲城市環境美化市民運動 毎年7月

環境パネル展 毎年6月

ホタル観察会 6月

水辺観察会 8月 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000006051.html

みどりの環境教室 11月 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000007218.html

西東京市環境フェスティバル
毎年5月最終日

曜日
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/press/2016/press_kankyoufes.html

川の日のイベント
7月7日の川の

日付近
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/event/taiken_sansaku/kawanokikikaku.html

全町一斉清掃 毎年6月

環境啓発事業 毎年11月

国蝶オオムラサキを見に行こう！ 6月24日 http://www.town.hinode.tokyo.jp/0000001300.html

秋の谷戸沢処分場自然観察会 10月21日
日の出町

稲城市

瑞穂町

羽村市

武蔵村山市

小金井市

昭島市

三鷹市

町田市

国分寺市

府中市

西東京市


