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ふだん着でCO2をへらそう

都市農業を守ろう
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ふだん着でCO2をへらそう事業

平成20年より市民･関係団体の皆さんとともに「ふだん着でCO2
をへらそう」実行委員会を組織し、地球温暖化対策・CO2削減にを そう」実行委員会を組織 、 球温暖 対策 削減
向けた取り組みを進めております

この「ふだん着」には

・肩肘をはることなく肩肘をはることなく

・決して無理をせず

・一人ひとりが毎日のくらしの中で

・地道にこつこつと

・途絶えることなく継続していく

「普段 と「不断 の意味を込めました「普段」と「不断」の意味を込めました

ふだん着でＣＯ２をへらそう標語表彰式ふ 着 を そう標語表彰式

平成２１年には、事業を

広めるためのキャッチフレ

ーズを子どもたちから募集を子 も ち 募集

し、２，２４１通の応募の

中から標語が選ばれました中から標語が選ばれました

最優秀賞



ふだん着でＣＯ をへらそう宣言ふだん着でＣＯ２をへらそう宣言

ふだん着でＣO2をへらそう宣言とは？ふだん着でＣO2をへらそう宣言とは？

地球温暖化対策の一環として 省エネル地球温暖化対策の 環として、省エネル
ギーの取組みを市内の家庭・事業所におい
て継続的に行 ていただきますて継続的に行っていただきます。



市内外の皆様から多くの参加をいただいております

イベントでの募集イ ントでの募集

事業所への訪問

取組の成果

一般世帯 １５，６２６世帯 から宣言

宣言いただいた取組を集計すると

約 ７，４６１ トンｰCO2の削減

樹齢80年の木（針葉樹）1本が1年間で約14kgの樹齢 年の木（針葉樹） 本が 年間で約 gの
CO２を吸収すると仮定すると

世帯平均 約 ３４本 が吸収するCO2量世帯平均 約 ３４本 が吸収するCO2量

光熱水費でみると

世帯平均 年間約 ２５ ７８５円 の節約世帯平均 年間約 ２５，７８５円 の節約

（平成２２年1月15日現在）



現代文明への反省現代文明 の反省

• 便利さ･豊かさを求めすぎた
• 石油を燃やしすぎた石油を燃やしすぎた

• 自然を壊しすぎた

• 現代文明のメタボリックシンドロームを• 現代文明のメタボリックシンドロ ムを

解消しよう

２．都市農業を守ろう

日野市の農業の現状

農家人口（総農家）

順

総農家数

順

耕地面積

順順
位

市町村名 （人）

1 八王子市 5,096

順
位

市町村名 （戸）

1 八王子市 1,435

順
位

市町村名 （ｈａ）

1 八王子市 941

2 町田市 5962 町田市 4,077

3 あきる野市 3,276

5 練馬区 2 535

2 町田市 1,070

3 青梅市 879

5 練馬区 572

2 町田市 596

3 青梅市 533

7 練馬区 3065 練馬区 2,535

6 世田谷区 1,800

13 日野市 1,425

5 練馬区 572

7 世田谷区 443

12 日野市 371

14 日野市 214

毎年、生産緑地の追加指定を積極的に行っているものの、耕地
面積は年々減少しています。



第2次日野市農業振興計画・アクションプラン



振興計画の６本の柱振

援農市民養成講座「農の学校」援農市民養成講座「農の学校」
「日野人・援農の会」

農業を体験（支援）したい市民と農業者の高齢化と後継者不足を市民･農
業者との協働により、日野の農地を守るための「援農ボランティアの養成」
を推進する 年 実技講 座学を受 修 する 「 援農を推進する。1年間の実技講習・座学を受け、修了すると「日野人・援農の
会」のメンバーとなり、農家への派遣されます。

「農の学校」事業農の学校」事業

＝平成16年度事業スタート（平成17年1月）

期 間 1月（入学） ～ 12月（卒業）

【月2回の実技講習＆月1回の座学】【月2回の実技講習＆月1回の座学】

平成17年卒業 22名

平成18年卒業 15名

平成19年卒業 20名

平成20年卒業 14名

平成21年卒業 19名平成 年卒業 9名

平成20年卒業 14名

平成22年入学 21名



学校給食契約栽培支援事業学校給食契約栽培支援事業

1 生徒が地元の畑を荒らす ２ 給食の食べ残しが急増1 生徒が地元の畑を荒らす ２ 給食の食べ残しが急増

農業者、学校関係者の悩み

１ 昭和５８年、小・中学校４校で開始、２６年を経過

２ 平成１２年から全校で開始（現在２５校）

３ 平成２０年度利用率（購入価格ベ ス）は １８ ８％３ 平成２０年度利用率（購入価格ベース）は、１８．８％

４ ３地区（３６農家）が学校へ供給

５ 平成20年度から 学校と農業者の間に入り調整５ 平成20年度から 学校と農業者の間に入り調整
する「コーディネーター制度」を導入

都市農地・農業を守ること

都市農地の保全は単なる農業振興だけでなく 里山や雑木林 用水等の

都市農地 農業を守ること

都市農地の保全は単なる農業振興だけでなく、里山や雑木林、用水等の

保全とともに、その多面的な機能を発揮させることにより、市民生活に潤い

をもたらし、良好な住環境を維持する上でも非常に重要となっている。

日野市では市民への都市農業の理解促進をさらに図りながら、農業・農地

を活かした住みよいまちづくりを推進しています。



みどりの大地 青い地球をいつまでもみどりの大地 青 地球を までも

ご静聴ありがとうございました


