
～もったいない運動えどがわのすすめ～
特定非営利活動法人えどがわエコセンター

A Guide to “MOTTAINAI” Lifestyle

江戸川区を取りまく環境

地球温暖化の影響とは？

地球温暖化を防ぐには？

なにがもったいないかなぁ？

こんなもったいないができる【家の中編】

こんなもったいないができる【お出かけ・買い物編】
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アクセス・お問い合わせ
交通のご案内
□電車をご利用の場合
　都営新宿線「船堀」駅下車　徒歩１分
□バスをご利用の場合
　都営バス
　新小岩駅より「新小21 西葛西駅前行」
　小岩駅より「錦27-2 船堀駅前行」
　葛西駅より「葛西24 船堀駅前行」
　　　　　 「錦25 錦糸町駅前行」
　西葛西駅より「臨海22 船堀駅前行」
　　　　　 「新小21 新小岩駅前行」
　いずれも船堀駅前下車　徒歩１分

開館時間／9:00～17:30 休館日／日・祝日
〒134‐0091
東京都江戸川区船堀4-1-1タワーホール船堀3階
TEL.03‐5659‐1651 ／ FAX.03‐5659‐1677
E-mail:edogawa-ecocenter@bz01.plala.or.jp

Eco-Town Edogawa

イラスト・高橋三千世
江戸川区在住、地元をこよなく愛する主婦マンガ家。
自分の暮らしで体験したことを漫画やエッセイに描く。
著書　「風まかせすっぴん育児」「爆笑 !　ママが家計を救う」等

古紙配合率70％再生紙を使用しています
P-B10157D
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➡
江戸川区を取りまく環境

江戸川区は、江戸川をはじめ、荒川や中川などの豊かな河川と東京

湾のなぎさに面し、また、多くの親水公園・親水緑道が整備されている、

水とみどりのまちです。一方で、このことは、江戸川区がゼロメート

ル地帯と呼ばれる低い土地柄で、洪水はもとより、高潮や集中豪雨に

よる浸水被害の危険にさらされていることを意味します。また、私た

ちはこれらの地球温暖化による影響を受けやすい土地に住んでいるこ

とも、理解していなければなりません。

Edogawa city is located between the Arakawa river and the Edogawa river. 
Edogawa city is the only ward that has been facing Tokyo bay. The land and 
ocean elevation are almost the same, which means we are living in a 
dangerous area due to possible flooding coursed by Global Warming and 
rising sea levels. Everybody has a responsibility to hand over a beautiful and 
safe planet to the future generation.

私たちの生活の中から発生する、温室効果ガス（CO₂など）は増え続け、

地球の平均気温はこの100年間に0.6℃も上がりました。このまま上がっ

ていくと、海面上昇や異常気象がおこりやすくなり、海抜の低い地域に

とっては大問題です。私たちは地球温暖化を防がなければなりません。

The carbon dioxide emissions from our life styles and the temperature of our 
planet have been increasing recently. Everyone have to make preparations to 
protect the earth from dramatic climate change due to Global Warming.

このまま温暖化が進むと21世紀末

の平均気温が、1980年から1999年

までに比べ最大2.4℃～6.4℃上昇す

る可能性があると指摘されています。

南太平洋に浮かぶ小さな島国ツバルでは、海面の上昇によって島が水浸しになる事態に

全国地球温暖化防止活動推進センター ウェブサイトより（http://www.jccca.org）

そうなると…

生活の中から発生する 温室効果ガス（CO など）は

地球温暖化の影響とは？地球温暖化の影響とは？
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Mottainai-Undou is the only action people can follow to protect our city and 
planet from the impact of Global Warming.   Mottainai means making a 
conscious effort to minimize waste in your everyday life. Everyone has a 
responsibility to do something effective for the environment immediately.

地球温暖化を防ぐには？地球温暖化を防ぐには？

資源（もの）やエネルギーの無駄遣いをなくし、CO₂の発生を抑えるこ

とが大切です。家庭や地域、職場、学校などさまざまなところで一人ひ

とりがそのことを理解し、もったいない運動に取り組みましょう。

「もったいない運動えどがわ」とは？「もったいない運動えどがわ」とは？

昔から私たちは、省エネ・省資源やごみ減量に取り組むライフスタイ

ルであるもったいないの心、豊かな自然を守り引き継ぐ心を持っていま

す。一人ひとりが環境に配慮して暮らし、日本一のエコタウンを実現す

ることで、今の素晴らしい地球環境を将来に引き継ぐ取り組み、それが

「もったいない運動えどがわ」です。

「もったいない」は、ケニアのワンガリ・マータイさんが「MOTTAINAI」

という言葉で世界に広めました。

えどがわエコセンターでは、区民の皆さんと一緒に「もったいない運動

えどがわ」に取り組んでいます。

※ワンガリ・マータイ（1940年～ 2011年）

ケニア出身の女性環境保護活動家

ナイロビ大学初の女性教授になる

な に が

も っ た い な い か な ぁ ？

なにが
できるかな？なにが
できるかな
How can you
reduce waste?

？
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家の中ではこんなことができる！！家の中ではこんなことができる！！
What you can do at homeWhat you can do at home

家の中編

キッチン
In the kitchen

歯磨きは、
コップの水で済ませる

お風呂の残り湯を洗濯に使う

3分間蛇口から水を出しっぱなしにすると

54リットルもの水が無駄になってしまいます。

ヨシズや緑のカーテンで
暑さを防ぐ こまめにスイッチを消す、プラグを抜く、

スイッチ付きコンセントを使う

食材は無駄なく使い切る、
残ったら堆肥にする

冷蔵庫はすぐ閉める、
物を詰めすぎない、カーテンをつける

江戸川区では、可燃ごみの50％が生ごみです。

リビング
In the living room

お風呂・洗面所
In the bathroom
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買い物ではこんなことができる！！

近くに出かけるなら、
歩くか、自転車で

Ride your bike or walk

いつもマイ箸を持って、割り箸は使わない
Bring your own chopsticks

お出かけ編

使い捨ての割り箸をやめて、くり返し使えるマイ箸を持ちましょう。

季節にあった旬の食材を買う
Buy fruits and
vegetables in season

マイバッグや風呂敷を持参して、レジ袋を断る
Use “My-Bag” instead of plastic bags

買い物編

たとえば、トマトを冬に生産
する場合、ビニールハウスを
ボイラーで温めるために、
夏場の10倍ものエネルギーを
使っています。

レジ袋１枚に使われる原油の量は約５グラム。
毎日使い続けると資源を無駄に使ってしまいます。

お出かけで
はこんなことができる！！お出かけで
はこんなことができる！！

What you can do when outWhat you can do when out

買い物ではこんなことができる！！
What you can do when you go shoppin

gWhat you can do when you go shoppin
g
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えどがわエコセンターは、こんなところです。

皆さんもいっしょに「もったいない運動えどがわ」に参加しませんか？

こんな活動をしています！！

えどがわエコセンターでは、会員の皆さんによってさまざまなもったいない

運動に取り組むための講習会や教室が開催されています。また、地域イベン

トなどに参加してもったいない運動えどがわを広めています。

もったいない運動えどがわの推進

環境生活力のある人づくり

みんなで取り組むエコタウンづくり

水と緑豊かな自然環境の保全と活用

入会案内

年会費

　環境をよくしようと願う方なら、どなたでも会員になることができます。

もちろん、団体・企業のかたも大歓迎です。

１．正会員　個　人　  2,000 円

　　　　　　団　体　  5,000 円

　　　　　　

２．賛助会員　個　人　  1,000 円

　　　　　　　団　体　  1,000 円

「みどりのカーテン」プロジェクト

もったいない運動井戸端会議

マイバッグコンクール
など

商店街イベントでのエコPR

グリーンプラン推進校

エコカンパニーえどがわ
など

おきがる環境講座

生ごみリサイクル講習会

など

自然体験・観察会

河川海岸の清掃

樹と友達になろう
など

ただいま、会員募集中！！

営利団体　１口 1,000 円×10口以上

Edogawa Eco Center is working towards becoming a key location for 
environmental action by citizens. The goal of “Mottainai-Undou-Edogawa” ought 
to develop the adoption of waste reduction throughout the world.

We are waiting for you to become a member of Edogawa Eco Center. Let's start 
effort of "Mottainai"
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