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平成 27年度　川崎市「環境の日」及び「環境月間」行事一覧

夏の生き物情報大募集！～かわさき生き物マップ～
　わたしたちの身近にある、田畑、公園、庭、川、水路は生き物の
大切なすみかになっており、たくさんの生き物が生息しています。
　市では、身近な生き物から生物多様性に興味を持っていただける
よう、市内の生き物情報を募集・発信する電子地図「かわさき生き
物マップ」を公開しており、６月からは、セミやツバメ、カマキリなど、
夏に見られる生き物の情報を募集します。
　普段は見過ごしてしまっているような生き物を探すことで、身の
回りの自然を考えるきっかけにしてみませんか？

●情報を募集する生き物：セミ、ツバメ、カマキリなど夏に見られる生き物
●募 集 期 間：平成 27年 6月 1日（月）～ 8月 31日（月）
●応 募 方 法：ホームページ（かわさき生き物マップ）から応募

※生き物探しをする際には、マナーやルールを守り、危険がないよう注意するようにしましょう。

問い合わせ：環境局環境調整課　　　TEL 200-3720　FAX 200-3921

※応募された情報については、必ずしもすべての情報が「かわさき生き物マップ」に掲載されるわ
　けではありません。また、内容を修正して公開する場合があります。

募集している生き物の種類や、応募方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
　かわさき生き物マップ：http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/biodiversity.html

【かわさき生き物マップ】

No. 行事名 行事内容 主催 場所 開催日 担当部署 問い合わせ

1 「ライフスタイルの実践・
行動」キャンペーン 1ページ参照 川崎市、

九都県市 市内全域
5月 1日
～ 4月 30日
（通年実施）

環境局
地球環境推進室 200-3871

2 緑化センター展示会
(サツキ展 ) 4 ページ参照 川崎市

緑化センター
川崎市

緑化センター
5月 23日
～ 6月 7日 川崎市緑化センター 911-2177

3 地下街アゼリア
広報コーナー展示

川崎駅地下街の広報コーナーに、環境月間の展示を行
い、市民の環境意識の啓発を図ります。 川崎市 川崎アゼリア 6月 1日

～ 6月 12日 環境局環境調整課 200-2387

4 ＣＣかわさき
交流コーナー展示

川崎市内の事業者・市民団体の取組を一堂に展示し、
多くの市民に周知します。 川崎市 高津市民館 (ＣＣかわ

さき交流コーナー )
6 月 1日
～ 6月 30日

地球温暖化防止活動
推進センター 813-1313

5 第４回スマートライフ
スタイル大賞の募集 1ページ参照 川崎市 市内全域 6月 1日

～ 8月 31日
環境局

地球環境推進室 200-3871

6 さとやま研修会 実際に作業を体験しながら里山の保全を学習します。 （公財）川崎市
公園緑地協会

栗木山王山特別緑地
保全地区 6月 2日 （公財）川崎市

公園緑地協会 711-6631

7 干潟の生きもの観察会 環境総合研究所の目の前に広がる多摩川河口干潟にお
いて、カニや貝などの生きもの観察を行います。 川崎市 川崎市

環境総合研究所
6月 3日
6月 7日

川崎市
環境総合研究所
事業推進課

276-9001

8 平成 27年度川崎市
環境功労者表彰式

良好な環境の保全及び創造に資するため、地域環境の
向上等に顕著な功績のあった個人又は団体を表彰。 川崎市 川崎市役所

第４庁舎 6月 5日 環境局庶務課 200-2383

9 第 37 回（平成 27年度）
多摩川美化活動

青少年を中心とした市民参加によるまちづくりの一環
として、多摩川の河川敷において美化活動を行うこと
により、母なる多摩川を「きれいに」「よごさない」「親
しまれる川」とするとともに、河川愛護意識の高揚を
図ります。

川崎市、
川崎市美化運
動実施本部

二ヶ領宿河原堰河川
敷、新二子橋河川敷、
丸子橋河川敷、古市
場陸上競技場河川
敷、中瀬河川敷

6月 7日
(荒天の場合は
6月 14日 )

市民・こども局
市民活動推進課 200-2479

10 緑化センター展示会
(ハナショウブ品種展 )

センターが育成している約 80種の中から順次展示し
ます。

川崎市
緑化センター

川崎市
緑化センター

6月 9日
～ 6月 21日 川崎市緑化センター 911-2177

11 事業者向けエコドライブ
講習会（座学） 5ページ参照 川崎市 川崎市役所

第４庁舎
6月 10日
6月 11日

環境局
交通環境対策課 200-2530

12 第 39回
環境研究合同発表会

川崎市環境総合研究所、神奈川県環境科学センター、横
浜市環境科学研究所の職員が、日頃の研究成果について
市民、事業者向けにわかりやすく発表を行います。

神奈川県市
環境研究機関
協議会

横浜市技能文化館 6月 17日
川崎市

環境総合研究所
事業推進課

276-9001

13 わがまち花と緑の
コンクール 4ページ参照 （公財）川崎市

公園緑地協会 川崎市総合自治会館 6月 20日 （公財）川崎市
公園緑地協会 711-6631

14 オープンラボ 2015 3 ページ参照 川崎市 川崎市
環境総合研究所 6月 24日

川崎市
環境総合研究所
事業推進課

276-9001

15 緑化センター講習会
(植物の殖やし方 ) 4 ページ参照 川崎市

緑化センター
川崎市

緑化センター 6月 24日 川崎市緑化センター 911-2177

16 工場事業場における
環境配慮活動の促進

公害防止施設の総点検、従業員の研修、指導などの工
場・事業場における環境配慮活動を促進します。 川崎市 市内工場事業場 6月中 環境局企画指導課 200-2398

問い合わせ：環境局環境調整課　　　TEL 200-2387　FAX 200-3921
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