
石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

問合せ ふっさ環境フェスティバル実行委員会事務局（環境課環境係）
電話 042-551-1718（直通）

新型コロナウイルスなどの社会情勢により、掲載内容と異なる場合があります。
店舗や活動拠点等の開所状況は、事業者や団体により異なります。

　マップや配信される動画などに隠されている、福生
や環境に関するヒントを集めてクイズに答え、クロス
ワードパズルを完成させよう！こんな時だからこそ、
知っているようで知らない福生や環境のこと、調べて
みませんか？ぜひ挑戦してみてください！

「ふっさ環フェスクイズ」

①マップと一緒に公共施設や参加事業者・団体の店
舗等で配布されているチラシを手に入れよう！
②マップや配信されている動画などからヒントを見
つけて、チラシの裏面にあるクイズに挑戦しよう！ 
③ヒントを参考にクイズに答えて、クロスワードパ
ズルを完成させよう！
④完成させたクロスワードパズルから、隠されたキー
ワードを導きだせ！
⑤キーワードと景品を市役所で交換しよう！

参加方法参加方法

福生市本町5番地
★福生市役所第2棟2階 ふっさ環境フェスティバル
　実行委員会事務局（環境課環境係）

景品交換場所景品交換場所

令和 3年 6月 30日まで
交換期限交換期限

花や緑、水なども景観の大切な要素として捉え、
良質な景観づくりに向けて活動

毎月１回、景観をテーマとして会議の場を設け、花や緑、水など環境に配慮した
景観づくりについても検討しています。また、活動のまとめとして、例年３月に
まちづくり景観フォーラムを開催しています。

まちづくり景観推進連絡会

5
福生市サイクルシェアリング
「たっけー☆☆サイクル」の運用

福生市サイクルシェアリング『たっけー☆☆サイクル』
は、市内５カ所にポートを配備し、通勤・通学や買い物、観光など、市内の移動
に大変便利です。会員登録をすることで、貸出と返却がどこのポートでも可能
です。自動車の利用を自転車にすることで、排出ガス削減、温暖化防止の効果が
期待できます。

福生市観光案内所 くるみるふっさ

【C-3】

背景色：緑・実行委員　青・一般参加

名前色：緑・実行委員店舗等あり　青・一般参加店舗等あり
 橙・市内店舗等なし　赤・市外店舗等あり　ピンク・市外店舗等なし

第19回ふっさ環境フェスティバルに
参加している８８の事業者・団体の紹介  ・多摩の”持続可能な森林、水、生物の育成”の見守り

 ・現役の学生や幅広い世代の皆さんと、気候変動の
  現状の共有・学習

・多摩産材を応援することで、”産業・森・水”の保全や地産地消に繋がると考え、多摩
産材製スマホスタンドやチラシ、パンフレットの配布を通じてPRを予定しています。
・「ふっさ環境フェスティバルに寄せて」と題して、明治大学落語研究会による
YouTube での動画発信を予定しています。

明治大学校友会福生地域支部

地域猫と人との共生を推進

・地域猫制度を広めることにより、餌やり方法などの
 指導を通じて、町の美化につなげます。
・去勢／避妊手術をすることにより、猫の繁殖を抑え、糞尿やごみ置き場の問
題を減らせるよう取り組みます。

福生地域ネコの会

1ビニール袋の削減やリサイクル品、
自然物で作成した品物を使用

蜜ろうを原料としたクレヨンは、自然顔料で着色し、環境や人に配慮していま
す。多肉植物を入れる器は、廃材等を使用して作成しています。最近は、珈琲の麻
袋や着物などを再利用してエコバックを制作、販売しています。ビニール袋の削
減を含め、原材料や素材を工夫することで、ごみの削減に努めています。

就労継続支援・就労移行支援
わーくあっぷ

【B-2】

掲 載 例取り組んでいる環境配慮

具体的な取組の内容
（紙面の都合により抜粋して掲載）

【マップ位置】

事業者・団体名
写真写真

6
 ・身の回りにあるものでリサイクル工作
 ・みどりのカーテンコンテストへ参加

ペットボトルキャップ・牛乳パックをおもちゃにリサイクルして遊べること
を提案します。
みどりのカーテンコンテストへ積極的に参加しています。

福生市 田園児童館

【C-4】

自然環境との共生に向けた
福生のやさしいまちづくりを推進

・身近な環境問題の取組と活動を行い、情報発信をしています。
・地球温暖化防止に向けたセミナーや展示会等を開催し、家庭の省エネに取り組んでいます。
・福生市の環境施策・イベントに参画し、市民への環境意識の高揚を図っています。

ふっさ環境市民会議

2
ごみの発生・排出抑制及び資源化を推進

・ごみ・リサイクルカレンダーや複数言語対応のパンフ
 レット、ホームページ、スマートフォンアプリ等を活用して情報を発信し、ご
みの適正な排出を促進しています。 
・清掃だよりやパネル展示等により、３Ｒ（Reduce＝発生抑制、Reuse＝再使
用、Recycle＝再生利用）を推進しています。

福生市役所環境課 ごみ対策係

【C-3】

利用する木の葉っぱを極力少なくし、
ビニールの葉っぱを利用

ビニールの葉っぱをビニール袋に入れて、個別に保管し再利用します。また、木
の葉っぱを利用するときは洗浄・加熱・乾燥をさせて利用します。

ふっさ草笛サークル

環境学習、研修を通じて、気候変動の現況を把握し、
身の回りの人達に啓発・発信

・環境に関する学習や研さんを行う、
 ふっさエコピープル「虹」の活動状況を展示します。
・地域で行う資源回収活動へ、積極的、主導的に参加します。
・今回の環境フェスティバルへの参加を知人にうながし、賛同してもらう !!

ふっさエコピープル「虹」

3
さまざまな取組を通じて環境負荷を低減

福生市独自の環境マネジメントシステム「F-e」を通じて、
市の業務で排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいます。
また、今回のふっさ環境フェスティバルを行う実行委員会の事務局として、参
加する事業者・団体だけでなく、これをきっかけに環境配慮に取り組む市民等
の裾野の拡大を図り、まちなか全体で環境問題に取り組みます。

福生市役所環境課 環境係

【C-3】

チェンソーを利用して河川敷内のニセアカシヤの
傾倒木を除去し、生物多様性を維持

多摩川中央公園周辺の河畔林に存在しているニセアカシ
ヤの傾倒木を、チェンソーで伐木し土手の外に持ち出して処分しています。梅
雨時期の大雨や台風による洪水などにより、河川敷内の傾倒木が流され、護岸
及び鉄橋や橋梁などの構築物を破壊する危険因子を除去することで、安全・安
心な生活環境を維持することに貢献しています。

福生災害ボランティアチェンソー隊

100％天然成分の石けんを使用・販売

石油成分が原料で生分解性の低い「合成洗剤」の使用を避け、100％天然成分
の「石けん」を使用することで、環境や健康を守り、またそれが実は経済的だと
いうことをPRしていきます。

マルベリー株式会社 まるマル石けん工房

4省エネを提案

エアコン・給湯器・照明・冷蔵庫・トイレの設定変更など、家電の上手な使い
方を紹介し、エネルギーの使用量を少なくする提案をします！エネルギーの使
用量を減らすことは、環境にも家計にも優しい取り組みです！

武陽ガス株式会社

【C-3】

加美上水公園や周辺の公園の草刈りなど

福生加美上水公園自然塾は、玉川上水の新堀橋から加美上水橋までの右岸に位
置する雑木林の保全と、より利用しやすい公園としての整備を行う、近くの住
民で構成されたボランティア組織です。生物多様性に配慮しながらの月２回の
作業と、様々な生物の記録作成などをしています。

福生加美上水公園自然塾

環境問題について考え、情報を発信

・関心のある環境問題について様々な文献をあたって調べています。
・ミーティングで環境問題について意見交換しています。
・ホームページを作成し、大学生の視点から環境問題について発信しています。

東京農工大学ごみダイエットNOKO

19
ふっさ環境
フェスティバル

th

・・・さらに、福生市ホームページ内「ふっさ環フェスペー
ジ」に掲載されているクイズに追加で答えると、景品が
抽選で手に入るチャンス！？ぜひ、ホームページもご覧
ください。
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福生ランドリー
ガソリンなどの省エネ

・店内温度は、夏季に28℃以上、冬
季は20℃以下となるよう取り組
んでいます。
・外回りの集配時は、アイドリング
ストップを実行しています。

有限会社 英造園
植物をリサイクル

剪定や伐採等で発生した枝葉幹、草
刈除草等で発生した草はチップや肥
料としてリサイクルする事業所へ搬
出しています。

福生市リサイクルセンター
粗大ごみの再生販売

回収した粗大ごみをできる限り再生
し販売をすることで、資源の利活用
を図っています。

ふっさプレイパーク
子どもたちと共に、「あそぶ」こと

工務店から端材をいただき、工作の材
料や焚火コーナーの薪にしています。
公園で身体を使って遊び、四季の移り
変わりや、自然を感じ、環境意識向上
のきっかけづくりをしています。

福生市 熊川児童館
身の回りにあるもので
リサイクル工作

ペットボトルキャップや牛乳パックをおも
ちゃとしてリサイクルできることを、遊び
ながら、楽しみながら体験してもらいます。
毎年、みどりのカーテンコンテストに参加
しています。

有限会社 冨田屋
エコ商品とクールビズウェアの販売フードロス削減のため仕入れの調整

真夏の暑さから身を守る空調服は、自
然環境にもやさしい、イチ押し商品で
す。地球温暖化は増々進んでいますの
で、吸汗速乾ユニフォームと共にそれ
らを社会に広めていきます。

東洋システム株式会社
電力の「見える化」

電気の省エネ支援ツールの導入を通
じて、使用中の電力をリアルタイム
で見える化し、環境に配慮した事業
活動につなげています。

男の台所（おひさ）
生産者として地産地消に協力・普及

地元の牧場で、微生物を使って分解・発
酵させた牛ふんを使用し、野菜を栽培し
ています。
LED 電球の使用や水を止めて洗い物を
するなど、環境負荷低減に努めています。

株式会社 タテムラ
仕事のデジタル化

・社内資料やお客さま向け資料の
ペーパーレス化を徹底しています。
・お客様サポートのオンライン化や
業務のテレワーク化で、車などの交
通手段での移動を削減しています。

（有） 村尾造園土木
身近にある種子等を用いて自然再生

・地域性在来種子等を基にトレーサビ
リティ事業所認定を受けています。

・地域の生物多様性を推進しています。

清ふく

パックを用意して、残った食品を持
ち帰ってもらっています。
また、仕入れを少なくし、次の日にア
レンジ料理として活用しています。

石川酒造株式会社
酒造りにおいて出る副産物を提供

使用する酒瓶は、リデュース、リユー
スに努めています。
都立瑞穂農芸高等学校に酒粕、ビール
粕などを提供し、畜産の飼料、園芸の
肥料などで活用してもらっています。

東京都立多摩工業
高等学校 環境化学科

ペットボトルのリサイクル

回収したペットボトルを原料に製品
をつくり、有効活用しています。
環境保全技術の学習を通じて、環境に
配慮できる人材を育てます。

福生 二見屋
物を大切に使うことを推奨

安価な物が増える中、物を使い捨て
る事のない様に刃物（包丁や鋏等）
をメンテナンス（研ぎ、修理）しなが
ら、長く使って頂けるよう作業して
います。

株式会社アミテス
システム導入でペーパレスと光熱費削減
企業にシステム開発をアドバイス・
導入することで地球環境に優しい会
社作りをお手伝いしています。
導入によって効率化が図れ、ペーパ
－レス化や残業時間が減り光熱費の
削減ができます。

さわやか介護
さわやか福祉用具
紙類はリサイクルして有効活用

・裏紙を活用して、再度印刷したりメモ
用紙にするなど、再利用しています。
・再利用が難しい使用済の印刷物は、
シュレッダーをして、資源にしています。

立川バス株式会社
福生営業所

アイドリングストップ

信号停止時や起終点バス停における
アイドリングストップなど、温暖化防
止対策を心がけています。

やまみ屋
グリーン商品を販売、推奨

グリーン商品を考慮して仕入れを行
うとともに、対象商品にグリーン商
品がある場合は販売を推奨し、環境
負荷低減を図っています。

麺や 田むら
フードロス対策の為、
工夫したメニューを作る

・同じ食材を活用し、味の工夫でメ
ニューのレパートリーを増やすこと
で、フードロス対策を行っています。

・食材を大切にし、ごみを減らすこと
を心がけています。

クリーニングハウス タカ
みどりのカーテンの設置

店頭にみどりのカーテンを設置し、
夏に建物内の気温が上昇するのを抑
え、省エネにつながるよう配慮して
います。

株式会社プロトメディカルケア
プロトライフケア福生
福祉用具のレンタルで資源を有効活用
福祉用具をレンタルで提供すること
で、廃棄物の発生を抑制し、資源を有
効利用するとともに、消毒には高い
殺菌力があり残留性のないものを使
用しています。

（有）小嶋材木店
自転車などを活用

配達は、できる限り自転車などを活用
し、自動車を使用する場合もアイドリ
ングストップを徹底しています。ま
た、身の回りにある物を工夫してリサ
イクルし、環境に配慮しています。

大谷洋傘店
洋傘の修理

骨が折れたり曲がってしまった洋傘
を持ってきていただければ、修理し
て使用できるようにします。
＊修理できない場合もございますの
で、まずは店頭にお持ちいただきご
相談ください。

もっとあなたの蕎麦に 志向庵
使用済みの天ぷら油を

バイオディーゼル燃料として使用
使用済みの天ぷら油を、専門事業者
に回収してもらい、燃料としてリサ
イクルするとともに、働く車の燃料
として役立ててもらっています。

NPO法人 FLAG
（DOSUKOI PIZZA）
サーブカップはエコ素材を使用

お客さまにエコ素材を使用したサー
ブカップを提供しています。

ラトリエ サクラ
地元の食材を使用

地元で採れるトマトやブルーベリー
等を使った商品を販売しています。

アンティークダイニング 甘蔵
食品廃棄物の削減

・食べ残しを減らすため、ハーフサイ
ズメニューを取り入れています。
・テイクアウト用レジ袋は、バイオマ
ス材料２５％以上のものを使用して
います。 

BUY BUY BANH MI
( バイ バイ バイン ミー )
プラスチック製品を使用しない

食品容器、ストロー、食器包装、持ち帰
り袋に紙製品を使用し、環境に有害な
プラスチックを削減しています。

THE MUST CHICKEN
（ザ マスト チキン）

フードロスゼロ

注文が入ってから作り始めることで、
フードロスを”ゼロ”にしています。

井上眼鏡時計店
自転車を活用

業務中は車の使用を少なくし、自転
車で移動することで、環境負荷低減
を図っています。

株式会社 りそな銀行
福生支店

アプリで銀行取引

口座開設や残高照会、振込・運用がア
プリから行えるようにしていること
で、ペーパーレス化などを促進してい
ます。

ブックスタマ 福生店
ごみの分別

販売が難しい中古本は、再生紙利用
などを行い、資源として活用してい
ます。

トッパン・フォームズ・セント
ラルプロダクツ（株） 福生工場
温室効果ガス削減の取り組み

・太陽光発電設備を設置するとともに、
リアルタイムでモニタリングを行い、
発電量の把握と周知を行っています。
・デジタルサイネージによる節電効果
の周知を行っています。 

第一生命保険株式会社
福生営業オフィス
オフィス内の節電・ペーパーレス

・資料を紙で出さず、画面で共有して
ペーパーレスを心掛けています。
・使用していないＯＡ機器の電源をこま
めに切って、省エネに努めています。 

福生的中華食堂 50
フィフティ

フードロス対策のため
無駄のない仕入れ、仕込み

食材を無駄にしないため、ランチタイ
ムに日替りメニューを提供し、食材の
有効活用を行っています。

ＣＡＦＥ Ｄ－１３
梱包資材の削減や環境に優しい資材を使用

・簡易包装やマイタンブラーを推奨
しています。
・環境負荷の少ないテイクアウト容
器や、ステンレスストローを使用
し、プラスチックの削減を行って
います。

社会福祉法人 もくせい会
特別養護老人ホーム ヨコタホーム

ＣＯ２排出削減の取組
・市内近隣への移動は、極力、電動自転
車等で行っています。

・冷房温度は28度以上に設定し、サー
キュレータや扇風機等を併用して、効
率良く空調管理をしています。 

パン工房モンパル福生
食用油の再利用

使用済みの食用油をリサイクル業者
へ卸し、バイオディーゼル燃料の製
造に活用してもらっています。
製造した燃料は、車両や建設重機な
どで使われています。

福生市緑化推進協会
 ・緑のリサイクル
 ・ごみ拾い
・事業活動で出た剪定枝や刈草など
を堆肥やバイオマス燃料にしてい
ます。
・ひと月に一回、福生駅周辺のごみ
拾いをしています。

株式会社 福樹園
環境に優しい園芸工具を使用

「排気ガスが出ない」、「燃料を使用し
ない」、「低騒音」のバッテリー充電式
の園芸工具（チェーンソー・刈払い
機・ヘッジトリマー）を使用してい
ます。

（株）ヒノデン 福生支店
エコプロダクツの販売

再生材料を利用したエコプロダクツ
の販売を心がけ、事業活動を通じて
環境配慮に取り組んでいます。

おもちゃのふるや
簡単な包装のお願い

・レジ袋や包装紙を省略してもらえ
るよう働きかけています。
・ダンボール、ボール紙、ペットボト
ルは、資源として回収しています。

川島時計店
できる限り修理やリサイクル

・極力修理し、長く使用してもらえ
るよう取り組んでいます。
・電池交換で回収したボタン電池を
リサイクルしています。
・梱包資材等にリサイクル材を使用
しています。 

中華料理 金波留
自分たちで育てた無農薬野菜を提供

・無農薬の野菜を使用して調理して
います。
・フードロス対策として、予約に合わ
せて必要な量だけ仕入れています。

尾崎モータース
ＬＥＤ化、リサイクル部品を活用

照明のＬＥＤ化を推進し、自動車修
理には、リサイクル部品を活用して
います。

（福）不動福祉会 すみれ保育園
自然エネルギー「地中熱」を利用

地中パイプを通じて空気を循環させ
て、夏はひんやりとした空気、冬はほ
んのり暖かい空気を施設の中に取り
込み、過度の冷暖房の使用を抑えるこ
とで、ＣＯ２排出を削減しています。

立山産業株式会社
多摩産材のスギ・ヒノキを

積極的に使用 等
社屋に多摩産材のスギ・ヒノキを使
用して二酸化炭素固定量26.93ｔ-
ＣＯ２とし、東京都から認証されまし
た。また、業務の中でも積極的に多摩
産材を使用しています。 

株式会社ホッタ晴信堂薬局
使用済の注射針を回収

不法投棄の防止や誤った廃棄方法で
収集業者等の針刺し事故を防止する
ため、処方した注射針の回収を徹底
しています。

吉井生花店
生花の持つ良さを伝え、販売

・生花が人に与える心の安らぎや癒し
を生む事を伝え、販売しています。

・観葉植物の中には、空気洗浄効果を
発揮するものもあることを伝え、生
活環境の改善につなげています。 

創作Dining Bar AZALEA
ごみの分別を徹底

・市のごみの出し方を守り分別をし
ています。
・食材をなるべく使い切り、生ごみを
極力出さないようにしています。

才 -SAI-
地産地消などでＣＯ２削減２

・地場野菜を使用し、取引は極力市
内事業者と行っています。
・メニューを工夫して、フードロス
対策をしています。
・お皿についたソースや油などはふ
きとってから洗っています。

多摩信用金庫 福生支店
ペーパーレス化を推進

紙の通帳を発行しない通帳アプリ
（通帳レス口座）の提供やお客さま
サービス課担当におけるタブレット
活用による受領書等の電子化等を通
じて、ペーパーレス化を推進してい
ます。

玄米ごはんとお酒 ごしま
食の対象たる「いのち」の生活環境を気遣う フードロス対策、環境にやさしい包装

・土壌、地下水を汚さないよう、オー
ガニック野菜を使用しています。
・排水で川や海を汚さないよう、洗
たく用品「洗たくマグちゃん」の使
用・販売をしています。 

ＪＡにしたま 福生支店 直売所

安全安心で環境にやさしい農産物の
振興を目的とした『東京都のエコ農
産物認証』を取得している農家もお
り、地場産野菜を市民の皆さまへ提
供しています。

画廊喫茶レ・トロワ・アヌー
コーヒー豆を再利用

コーヒー豆を使用した後、染物に
使ってみたいと希望された方に、染
色用に使用していただいています。

（有）伊勢屋

・フードロス対策のため、品物・在庫
の管理を徹底しています。
・紙での包装を推奨するとともに、レ
ジ袋使用時もバイオマスレジ袋を
使用しています。

フォルテ
フードロス対策農産物の減農薬栽培の実施

・商品の種類、量を完売できる程度
に抑えるとともに、売れ残りは割
引して再販売等行い、フードロス
対策を講じています。
・防腐剤、着色料、発酵促進剤等の添
加物を使用しません。

青梅信用金庫福生支店
「美しい多摩川フォーラム」を応援

地域の活性化と自立を目指し、官民
により設立された「美しい多摩川
フォーラム」で、多摩川の水質調査、
多摩川の清掃活動などの各種イベン
ト等に参加しています。

中森生花店
資源を再利用

雨水タンクや雨水浸透桝を設置して、
水資源を有効活用しています。また、
紙資源の分別やプラスチックごみ配
達時のラッピング削減などを通じて、
環境負荷低減を図っています。

福生動物病院
地域猫の不妊・去勢手術の協力

・不幸な仔猫の出生を減らす不妊・去
勢手術に協力しています。

・住民と地域猫のトラブルを減らすよ
う、活動に協力しています。

ふっさ花とみどりの会
市内の花壇等の植栽

年２回、やなぎ通り沿いに設置した
110基のプランターへの植栽及び多
摩川中央公園フラワーゾーンの花壇
の植栽（チューリップ・コスモス等）
を通じて、市内美化を図っています。

Lani（ラニ）
ヨガで体と心を整える

ヨガで体を動かし、瞑想することで、
自分の不足しているものを「何かで
埋めよう」という考えがなくなると
ともに、今の自分に満足できるよう
になり、エコな暮らしに繋がります。

デザートの会
遺伝子組み換えでない食品や
添加物のない食品を重視する

毎月１回、福生市の福祉センター調
理室で時短料理・防災食・食品ロス
の研究等を通じて、いろいろな情報
交換を行い、楽しい料理作りを発信
し、活動しています。

自然環境アカデミー
自然から学ぶ

自然とのふれあいを通じた学び、動植
物の調査などを進めています。
人と自然との共生を考えることを大
切にしながら、地域密着して活動して
います。

福生水辺の楽校運営協議会
子ども達に自然の大切さを教える

「多摩川で遊ぼう」の活動を通じて、子
どもたちの自然への関心を高めます。
そして将来、自然学習や保護活動など
へ積極的に参加するような大人に
なってくれるよう取り組みます。

ガールスカウト
東京都第191団

街の美化

街の清掃活動を通じて、市内美化に
取り組んでいます。

一般財団法人関東電気
保安協会 多摩事業本部
地球温暖化防止のための省エネ

・照明は、必要ない時や昼休みの時は、
消灯することを実践しています。
・空調設備の室温設定は、夏季 28℃
／冬季 20℃を目安に運転を行って
います。

コカ・コーラボトラーズ
ジャパン（株）羽村支店

日本国内の環境保全に貢献

製品のライフサイクルである原材料
の調達から生産・物流・保管・販売・
回収やリサイクルを通じて、環境負
荷の低減を図ります。

パルシステム東京
再生可能エネルギーへのシフトをすすめ、

組合員の暮らし方を見直す提案
・有害化学物質と廃棄物の削減に向
けた３Ｒ活動を推進しています。
・事業所に環境配慮設備を導入し、
事業を通じて環境負荷低減を図り
ます。

多摩イシバシ株式会社
資源をできるだけ有効に活用

・低燃費車を使用しています。
・コピー用紙の裏紙利用を行っています。
・ＬＥＤ照明を導入し、こまめな消灯も
行っています。
・梱包材やダンボールなどを再利用して
います。

お好み焼き 成
ごみの分別を徹底

資源、リサイクル、燃やせるごみ等分
別を徹底しています。

福生市 武蔵野台児童館
みんなでごみ問題を意識しています

・海洋プラスチックごみの原因と現状を知り
一人ひとりに今できることを考えてもらえ
るような掲示物を作成・掲示しています。

・まもろう海のいきものコンテスト（ぬりえ
イラスト）を開催しています。 
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福生や環境のことを調べて
　　　　キーワードを導き出せ！

に挑戦しよう！

　ふっさ環境フェスティバル実行委員会では、コロナ禍で
今まで通りの来場型イベントの実施が難しいことから、「こ
んな時だからこそできることを」との視点に立って、まち
なか全体を会場に見立てた、新しい環境フェスティバルを
企画しました。

　福生市内には、日頃から環境に配慮して活動を行う事業
者・団体がいます。そのことを改めて皆さんに知っていた
だき、まちなかで取り組まれている環境配慮にふれていた
だきたいと、このマップを作成しました。

　環境月間の６月中を中心に、マップに掲載されている事
業者・団体が行う環境への取組を宣言した「私たちの環境
配慮」とステッカーを各自の店先等に掲示し、掲げた環境
配慮行動を実践します。

　マップを手に取り、お買い物などの日常的な活動は、環
境配慮に率先して取り組む店舗等をぜひご利用ください。

　また、市内にある環境すぽっとや告知など、マップだ
けではお伝えしきれない情報を、動画や画像でご紹介し
ています。次のQRコードからぜひご覧ください。

環境の力でまちなかに元気を！
地球にやさしい

　　　　　　　　を目指して“エコシティ福生”

YouTube Facebook Instagram

この
ステッカーが

目印！


