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千代田エコシステムのご紹介
特集① 海洋プラスチックごみ対策 はじめませんか
エコチューニング
東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
特集② セアカゴケグモ・クビアカツヤカミキリに注意！
家庭でできる 身近な省エネ／優れた取り組みを表彰しました！
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メールまたはFAXにてご案内をお送
りします。お名前・ご住所・ご連絡先

（メールアドレスまたはFAX番号）を
明記の上、下記までご連絡ください。
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CESを
知ろう

ＣＥＳとは、千代田区が独自に構築した、
区にかかわるすべての人々が取り組みやすい
「環境マネジメントシステム」です。

（千代田区地球温暖化対策条例　第２条第８号）

※区民とは、区内に住んでいる人や、区内の企業や学校などで働き学ぶ人、買い物などで一時
的に区を訪れる人をいいます。（第２条第３号）

「千代田区地球温暖化対策条例」では、区・区民・事業者とＣＥＳ
の関わり方について、次のように位置づけられています。

（第13条　環境マネジメントシステム）

千代田区に住んでいる人は６万５千人ですが、一方で区内の企業や学校
に通勤・通学して来る人は８５万人にものぼります。
区の環境改善のためには、住んでいる人だけではなく、働いたり学んだり
している人の努力が欠かせません。
そこで、区にかかわる様々な立場の方が参加することができる「３タイプ
の仕組み」が必要となります。

千代田エコシステムのご紹介千代田エコシステムのご紹介

普及啓発事業

（個人事業主など）

環境配慮宣言事業

（区に住んでいる人、
通勤・通学してくる個人など）

ＥＭＳ部門
クラスⅢ事業

（企業や教育機関・
病院・各種団体など）

千代田エコシステム

千代田区は環境モデル都市千代田区は環境モデル都市

積極的に地球温暖化対策に
取り組むため、「千代田区地球
温暖化対策条例」を制定しま
した。     (施行日：平成20年１月１日)

千代田区は、全国で23ヶ所ある
「環境モデル都市」のひとつに
選ばれています。

（選定日：平成21年1月23日）

千代田区
地球温暖化対策条例

千代田区地球温暖化対策条例では、
　•区の地球温暖化対策についての基本的な考え方
　•区・区民・事業者の責務
　•地球温暖化対策の総合的な推進

について定めています。

事業者は、ＣＥＳなど環境マネジメントシステムの
導入に努めるものとします。
区は、区民※や事業者へＣＥＳの普及を促します。

区民※は、ＣＥＳへの参加に努めるものとします。
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特集②

　クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメなどに大きな被害を与える
特定外来生物です。本区への侵入を未然に防止するためには、早期発見が
重要です。ぜひともご協力をお願いします。

【セアカゴケグモとは？】
　オーストラリア原産で、メスは体長1cm、オスは５mm
程度の小型のクモです。日本に輸入される資材などに付
着して国内に侵入したと考えられています。
　攻撃性はありませんが、メスは毒をもっており、誤って
触った場合、咬まれることがあります。咬まれた場合、痛
みや腫れを引き起こし、場合によっては重症化することも
あります。

【国内における確認状況】
　44都道府県で確認されています。昨年秋以降、台東区
の公園や、墨田区の中学校敷地内など、千代田区の近隣
でも発見された事例が報告されており、注意が必要です。

【生息場所】
　日当たりがよい場所や暖かい場所にある物陰や隙間に
生息しています。

写真①点検範囲（概ね赤点線のあたり）写真②大枝で確認されたフラス 写真③フラスの拡大

「セアカゴケグモ・クビアカツヤカミキリ」を見かけた方は以下の担当部署へお問い合わせください。
環境政策課　企画調査係

代表電話 03-3264-2111　直通電話 03-5211-4255

クビアカツヤカミキリ侵入点検のお願い

セアカゴケグモにご注意ください！

■樹種：サクラ、モモ、ウメ、スモモ（できる範囲でプラム、アンズ
などバラ科の果樹も）

■範囲：高さ３ｍ位までの幹や大枝の表面、根元（写真①）
■点検：写真②、③のような「フラス」（樹木内部に入った幼虫

が出す、木くずと糞が混じったもの）が出ていないか
確認をお願いします。

生きものさがしガイ
ドには、生きものの
紹介と発見できる場
所が掲載されていま
す。そのヒントを頼り
に区内の自然にふれ
ながら生きものと親

しんでみましょう。発見した生きも
のはレポートとして送ってください。
■期間：6月1日（月）～10月31日（土）
■探す生きもの：
　千代田区内の生きもの
■参加対象者：
　どなたでも（区民以外でもOK）
■レポート提出締切：11月15日（日）
☆新企画
• 「エコにゃレンジャー」を結成！

「エコにゃレンジャー」に登録して、
生きものさがしに出かけよう‼
レンジャーナンバー入りのエコにゃ
レンジャーバッチを差し上げます。
その他いろいろな特典があります。
詳しくは、千代田区環境政策課ま
でご連絡ください。
☎03-5211-4253

千代田区内に
ある環境に配
慮したエコな
施設やユニー
クな 取り組 み
を、マップ形式
で紹介するハ
ンディサ イズ
のガイドです。

「緑化」「自然エ
ネルギー」「生

物多様性」など、大学生のさまざ
まな視点から環境共生への取組
みをまとめた「ecoレポート」も掲
載します。自分だけのツアー「My 
エコツアーレポート」を提出した方
には、エコグッズを差し上げます。
■発行日：
　令和元年7月5日
　（２年に１回発行）
■配布場所：区有施設

夏休みを利用
して環境学習
と環境チャレ
ンジに取り組
む学習用の冊
子です。

■配付予定日：7月上旬
■対象：区内在住・在学の小学生
（区立小学校２・４年生には、学校
を通じて全員に配付します）

■環境チャレンジ
「地球温暖化」「生物多様性」「く
らしとごみ（資源）・くらしのなか
の水」の３つのチャレンジから
一つを選んで「取り組みシート」を
提出した方には、素敵な参加賞
を差し上げます。参加方法：記入
した「取り組みシート」を環境政
策課窓口までお持ちください

（区立学校については、学校で
取りまとめる予定です）。

■提出期限：9月30日（予定）

▲前号表紙

▲前号表紙

千 代 田 の 環 境 冊 子

▲2020年度版
　ガイド

千代田区生きものさがし２０２０ 千代田エコめぐりガイド 地球環境学習のチャレンジ集
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●注意すべき場所として
ベンチの裏、自動販売機の下、ブロックやフェンスの隙間、
エアコンの室外機の下、排水溝のふたの裏や側面、外に
置いてあるサンダルの中などがあげられます。
屋外に置かれていた傘、衣類、おもちゃ等に付着して、屋
内に持ち込まれる可能性もあります。

•素手では触らないようにしてください。駆除するには、
市販されている殺虫剤の噴霧のほか、熱湯をかける、足
で踏みつぶすなどの物理的な方法でもかまいません。

•１匹見つかれば、周囲にも潜んでいる可能性がありま
す。十分に注意してください。

•もし咬まれてしまった場合には、すみやかに医療機関に
ご相談ください。

セアカゴケグモ・クビアカツヤカミキリに注意！

環境省提供

千代田区の近隣 でも、発見された事例が報告されています。セアカゴケグモにご注意ください！

クビアカツヤカミキリ侵入点検のお願い
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子学園　　　　東京商工会議所千代田支部、千代田区商店街連合会、千代田区連合町会長協議会、公益財団法人まちみらい千
代田、2×3スリーレッグ、千代田区商店街振興組合連合会、神田駅西口商店街振興組合、千代田区　　　　 42名
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（ 一社 ）千代田エコシステム推進協議会

［ 春 ・ 秋　年２回発行 ］

千代田エコシステムのご紹介
特集① 海洋プラスチックごみ対策 はじめませんか
エコチューニング
東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
特集② セアカゴケグモ・クビアカツヤカミキリに注意！
家庭でできる 身近な省エネ／優れた取り組みを表彰しました！
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メールまたはFAXにてご案内をお送
りします。お名前・ご住所・ご連絡先

（メールアドレスまたはFAX番号）を
明記の上、下記までご連絡ください。


