
お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では席の間隔を空け、３つの密を避けよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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みどり・
生きもの

生きものを調べてみよう！

雨水利用

１　家で遊ぶことが好き
２　外で遊ぶことが好き
３　どちらも好き

スタート A

B

C

D

E

多肉植物

ハンギングバスケット

緑のカーテン

食虫植物

少ないお水とたくさんの日差
しで育つ多肉植物。お家で過ごすことが大好き
なあなたの心の癒やしになること間違いなし！

涼しく過ごせて、野菜も
収穫できる緑のカーテン。食いしん坊なあなた
の食欲をきっと満たしてくれるはず！

たくさんの
花でとても華やかなバスケット。センスの良いあな
たは好きな花で誰よりもきれいなものが作れるはず！

虫を食べて生活する食虫植物。
どんなことも大好きなあなたは、食虫植物の不
思議な生態のとりこになるはず！

　近年、多発している短時間集中豪雨（ゲリ
ラ豪雨）は、浸水や下水の逆流を引き起こす
可能性があります。降った雨をタンクに貯
めたり、地下に浸透させたりすることで、雨
水が一挙に下水道に流れ込むのを緩和し、
都市型水害を軽減させる効果があります。

すみだの雨水スポット
を歩いてみませんか。
　区内の「路地尊をめぐ
るルート」や、多聞寺や
隅田川神社といった「雨の歴
史スポットをめぐるルート」
などが掲載されています。問
合せ先で配布中です。

震災対策
　災害時に、貯めた雨水を初期消火やトイ
レの洗浄水などに活用できます。

　雨水利用の取組は大きな広がりを見せ、区内の
雨水総貯留量は年々増加しています。

　水利用とは、屋根に降った雨水をタンクに貯
た
めて、植木への散水やトイレの洗浄水などに活用することです。

昔から雨との関わりがとても深い墨田区は、雨水利用の先進都市であり、30年以上前から雨を活
い
かす運動に取

り組んできました。ここでは、雨水利用がなぜ必要なのかや、区内の雨水利用の取組事例などをご紹介します。
［問合せ］環境保全課指導調査担当（区役所12階）☎5608－6210

雨

　路地尊とは、路地の安全を
守るシンボルです。そこに雨
水利用が導入され、草花への
水やりや災害時の水源として
地域で活用されています。

＊1㎥＝1000ℓ、2万5003㎥＝2億5000万3000ℓ
×

すみだの雨水利用のはじまり

▶台風により被害を受けた錦糸町駅周辺の様子
　錦糸町駅や両国駅周辺などでは、「都市
型水害」に度々悩まされてきました。
　昭和56年に台風で大きな浸水被害を受
け、水の流出抑制・一時貯留への関心が
高まったこともあり、翌年、国技館へ雨水
利用の導入を申し入れました。これがす
みだの雨水利用のはじまりです。

まちなか緑化

緑や花を地域に増やす「まちなか緑化」の活動や、自然や生きものを守る様々な活動
を区民や、ボランティアの方々と協働で行っています。テレワークの導入などで、自宅
で過ごす機会が多い今、外出時には地域の緑や生きものに目を向けてみたり、自宅では
園芸にチャレンジしたりと、自然と触れ合って気持ちをリフレッシュしてみませんか。
[問合せ]環境保全課緑化推進担当（区役所12階）☎5608－6208

区では、町会・自治会などの団体の皆さん
による緑や花であふれた潤いのある地域づく
りを支援する「まちなか緑化」を行っていま
す。区が用意したプランターで草花の植替え
や、手入れなどを楽しんでいただいています。
　活動では、「緑と
花のサポーター」の
皆さんにご協力をい
ただいています。

おうち時間を楽しく！
「お手軽園芸」を動画でご紹介

　区内には、生きもののすみかとなる緑地や
水辺がたくさんあります。「すみだの自然と
生きものマップ（ガイド編・マップ編）」で、
どんな生きものが区内のどこにいるのか、調
べてみましょう！問合せ先で配布しているほ
か、区ホームページからも出力できます。

▲  セミの羽化観
察会を開催し
ます。詳細は
今号7面をご
覧ください。

＊表と裏で、マップ編とガ
イド編に分かれています。

“おうち時間を明るい気持ちで"あなたにぴったりの園芸にチャレンジ！
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１　大きいものが好き
２　小さいものが好き
３　どちらも好き

C　食べ物が好き
D　きれいなものが好き
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夏休みにやってみよう！
緑と花とすみだの生き物すごろく

こまめに霧吹きでの水やりが必要
なこけ玉。愛情深いあなたは、とてもきれいな
こけ玉を育てることができるはず！

こけ玉

　ペットボトルで簡単
にオリジナルプランター
を作る方法等を紹介し
ています。季節のお花
で作ってみ
ませんか。

自然のためにいい
ことや、お花を育て
るときに大切なこと、
意外と知らないすみ
だの生きもののこと
をすごろくで楽しく
学ぼう！

まちなかにある雨水スポット貯めた雨水の普段の活用方法

区内の雨水総貯留量

なぜ雨水を貯める必要が？

都市型水害対策

▶ 区公式ユーチューブで公開中。右の
コードを読み取ることでも接続可 ▶区ホームページから出力可

トイレの洗浄水

　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP

打ち水

洗車や清掃 植木散水

墨田区にしかない！「路地尊」

大規模なコンクリート製の雨水タンクは、ビルや
マンション、一部の学校の地下にも設置され、貯め
た雨水はトイレの洗浄水などに使われています。

区では、各家庭への雨水タンク設置
も奨励しており、令和元年度までに
310件の助成を行っています。詳細は
お問い合わせいただくか、区ホーム
ページをご覧ください。

◀一般家庭に設置される容量200L程度（浴槽1杯
分）の雨水タンク

できることから一歩ずつ
地球にやさしい
エコな暮らし

約38年前

平成25 令和元（年度）
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2万2328

2万3111
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2万43962万4010

2万5003

2万1000

2万

2万2000

2万3000

2万4000
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（㎥）

26 27 28 29 30

2万5003㎥　は、どのくらい？

すみだで観察された生きものた
ちの一覧も写真付きで掲載！読むだけでも

楽しい！

　東京スカイツリー®周辺にあるプランター等は、
区民と緑と花のサポーターの皆さんが育てています。
近隣にお越しの際は、ぜひ、ご鑑賞ください。

約4分
公開中!

印刷して使ってね
！

＊ 1マスごとにポイント
数が書かれているよ。

親子で作ろう！ペットボトル
プランターと花の寄せ植え

初心者でも
簡単！

200ℓの浴槽 約12万5000杯分

雨水タンク
▲ 向島5丁目にある路地尊

こんな雨水スポットがあったなんて！
すみだの雨水利用マップ

コード

A　世話好きである
B　世話好きではない



お知らせ 住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係☎5608－6104
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区内の温室効
果ガス排出量

区内のエネル
ギー消費量

省エネルギー

ごみ減量

動画アニメーション「おしえて！すみにゃ～る」公開中

　テイクアウトや通販の利用が増えていることにより、家庭ごみの増加が見
込まれています。日常生活の中で、ごみを出さない工夫も取り入れてみましょう。

　天然資源の少ない日本ではリサイクルの考えが普及し、様々な資源の
再利用方法が編み出されてきました。しかし、リサイクルはごみを再生
するための費用や手間がかかり、エネルギーも使うことから、現在はリ
デュースとリユースの「２R」の取組が特に求められています。

なぜ２Rが大事なの？ まずは1人1日50g減らそう！リデュースのポイント

３Rから２R（リデュース・リユース）へキーワード

　区では、家庭で不用になった古着や金属製調
理器具などの回収と、余っている食料品を回収
するフードドライブを定期的に開催しています。

▼ 9 月 26日 ( 土 ) ＝ひいらぎ公園 ( 八広 1－
16－11) ▼ 9月 27日 (日 )＝みどりコミュ
ニティセンター ( 緑 3－ 7－ 3)　で開催予定
です。回収品目や持込方法等の詳細は、区ホー
ムページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。本紙 9月 1日号にも掲載予定です。

マイバッグ等で
代用しよう！

使い捨てのものは
使わないようにしよう！ 食事は残さず食べよう！

ごみ分別案内チャットボットの活用を！
ごみ分別について悩んだら、

どうして省エネが必要なの？

　世界各地で超大型台風、異常高温、干ばつ、水害など異常気象や気象災
害が頻発しています。日本でも各地で集中豪雨が発生しており、2019 年
は年平均気温が統計開始以降で最も高い値になりました。

　都内でも、2018 年に青海市で気温
40℃超を観測するなど、最高気温が 35℃
以上になる猛暑日が増加しています。

　東京の猛暑日の回数は、
2000年は年間1回だけだっ
たのに、2018年・2019年
は年間12回もあったよ！

第二次すみだ環境の共創プラン
令和12年度 (2030年度 )までに

30％程度
削減

38％程度
削減

　直近の平成29年度の実績では、基準年度 (平成12年度 )
比、区内の温室効果ガス排出量は2.8％減少、エネルギー消
費量は29.1％減少となりました。

エアコンエアコン

 扇風機・サーキュレーターの併用
 フィルターの清掃

 室外機の周りに物を置かない
 風向きは上向きまたは水平に

 電源のオン・オフを繰り返さない

冷蔵庫冷蔵庫

物を詰め込みすぎない
 設定温度を「強」から「中」へ

温水洗浄便座温水洗浄便座

 こまめにシャワーを止める

　毎年 6月に「すみだ環境フェア」を開催し
ています ( 令和 2年度は中止）。江東橋児童
館の子どもたちがポスター用に描いた絵を、
パネルにして清掃車に
貼っています。区内各所
を走っている清掃車を探
してみてください。

墨田区の地球温暖化防止のための目標値

すぐに実践！家庭でできる省エネ

子どもたちの環境の絵を清掃車に掲示中！

　AI（人工知能）によるごみ分別案内で、24時間いつでも質
問に答えます。「このごみの捨て方、今すぐ知りたい！」とい
う時に、ご利用ください。詳細は、区ホームページ
をご覧ください。（右のコードを読み取ることでも
接続可）

　ごみ減量の工夫や廃棄物処理など
を解説する動画アニメーションを区
公式ユーチューブでご覧いただけます。

＊平成12年度 (2000年度 )比

古着・金属製調理器具等の回収、フードドライブ
資源の有効活用のため、リユースにご協力を！

 使わないときは蓋を閉める
洗浄温水の温度は低めに
 便座暖房はオフに

月2回を目安に 涼しい空気を循環
させると効果的

 家族でお風呂は間隔をあけずに続けて入る

もっと知りたい方は、こちらを！

お風呂お風呂

夏は「中」に

約17分

ごみの行
ゆくえ
方と３Rについて、すみにゃーるが

解説するにゃ。ぜひ、家族で見てほしいにゃ！

できることから一歩ずつ
地球にやさしい
エコな暮らし

身近な物の重さを知り、少しずつ減らしていこう！

食料品 ぬいぐるみ 古着

多くの方にお越し
いただきました

開催時の様子（6月21日）

\リユースされます/\寄付されます/

環境への負荷の少ない社会を形成するために、区ではリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、
リサイクル（再生使用）の「３

スリーアール
R」を促進し、皆さんと廃棄物の減量と資源化に取り組んでいます。

３Rの中でも、リデュース・リユースの「２
ツーアール
R」はより優先順位が高く、積極的に取り組む必要があ

ります。日常生活を見直し、できるだけごみを出さないようにする方法を考えてみませんか。
［問合せ］すみだ清掃事務所分室☎3613－2228

待ち遠しい！次回の開催日は？

約5ｇ 約50ｇ

レジ袋 紙袋 割りばし

約30ｇ約4ｇ

ペットボトル
区民1人1日当たりの

食品ロス量
約8ｇ

（令和元年度排出実
態調査より算出）

温室効果ガス排出量は、区内では家庭からの排出が約31％を占めています。一人ひとりが省エネを
心掛け、地球にやさしい生活をすることが地球温暖化の抑制につながります。この夏、ご家庭で無理
なく節電・省エネに取り組み、地球にも家計にもやさしい生活をしましょう。
[問合せ]環境保全課環境管理担当☎5608－6207

まずは、地球温暖化の原因を知ろう！

地球温暖化の影響はどんなところに？

東京でも例外じゃない！

温室効果ガスの中で、代表的なものがCO₂( 二酸化炭素 )です。省
エネに取り組むことはCO₂ の排出を減らすことにつながります。

温室効果ガスとは？

[参考]東京都環境局「夏の省エ
ネリーフレット」より一部抜粋

ここに
注目！

\次回もお待ちしてます！/

温室
効果
ガス

中

　地球の周りにある温室効果ガスは、地球に届いた
太陽の熱を逃さない働きをし、私たちが暮らすのに
適した温度を保つ働きをしています。地球温暖化の
原因は、温室効果ガスが急激に増えたことです。以
前より多くの熱が吸収されるようになり、地球の気温が上がっています。

便座
低● 高〇
温水

オフ● 低〇 高〇

コード

コード




