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大項目 PageNo.
TOPに表示される内容
Header

0 ホーム top
横スライド画像 各部会イメージ 環境学習部会ー緑調査部会ー地下水測定部会ーまちづくり部会ー生活環境部会ーはけ部会ーエネルギー部会

公式サイトへようこそ(挨拶文)
市民会議について知る → 2 環境市民会議とは
各部会活動について知る →
会員登録をしませんか？ → 2-4 規約

→ お問合せ →2-4　会員登録について
Twitter表示
FaceBook表示

Footer フッター

1 トピックス 1 全トピックスを表示(画像と概要のみ)
ブログ形式領域 1-1 お知らせ 一般向けと会員向け情報

1-2 イベントニュース一般向けと会員向け情報
1-3 運営会連絡 運営委員向け情報
1-4 広報プロジェクト連絡
1-5 審議会等報告 → 1-5-1 環境審議会

→ 1-5-2 緑の保全推進審議会
→ 1-5-3 地下水保全会議
→ 1-5-4 玉川上水と名勝小金井桜の活用整備推進委員会
→ 1-5-5 玉川上水・区市連絡会
→ 1-5-6 市議会建設環境委員会

2 小金井市環境
市民会議とは

2 小金井市環境市民会議とは →

2-1 団体概要 役員、事務局、各部会長
2-2 設立と沿革 設立趣意書＋沿革(順次作成予定)
2-3 規約 転載
2-4 会員登録について 作成中
2-5 運営会について
2-6 総会・定例会について 未作成

3 主な活動紹介 3 コーナー開設 部会活動とプロジェクトとワーキンググループの紹介
部会イメージス
ライド(部会名
入り)

環境学習部会ー緑調査部会ー地下水測定部会ーまちづくり部会ー生活環境部会ーはけ部会ーエネルギー部会

環境学習部会 → 外部ブログリンク
→ 旧サイトリンク

地下水測定部会 → 旧サイトリンク
緑調査部会 → 旧サイトリンク

→ 外部ブログリンク
まちづくり部会 → 未定
生活環境部会 → 3-2-5部会紹介

小金井市環境基本条例にさだめられた団体であることを明示し、環境基本条
例を掲載

作成中

ホームートピックスー小金井市環境市民会議とはー主な活動紹介ーデータアーカイブー旧サイトとリンクーお問合せ

縦フレーム

リンクSNS、電話連絡先、代表メールアドレス＋通常JIMDOフッター表示

各部会活動紹介　(要各
部会イメージ画像と紹介
文100字以内)

Work

Profile

各審議会
コーナーに
区分

v7l

主な活動紹介
(縦フレーム)

mailto:y@
mailto:y@
mailto:y@
mailto:y@
mailto:y@


→ 外部部会公式サイトリンク
ごみ部会(休会中) → 未定
はけ部会 → 未定 関連団体会員サイトリンク
エネルギー部会 → 未定 関連団体会員サイトリンク

ワーキンググループ、プロジェクトとは

雨水浸透プロジェクト(武蔵小金井駅南口第2地区再開発事業関連)雨水浸透プロジェクト(武蔵小金井駅南口第2地区再開発事業関連)→ 未作成
広報推進プロジェクト広報推進プロジェクト → 作成中
環境政策課の事業支援環境政策課の事業支援 → 未作成

3-1 → こがねい環境ネットワークに委託して実施する事業の概要説明こがねい環境ネットワークに委託して実施する事業の概要説明
縦フレーム 3-1-1 環境フォーラム環境フォーラム → 未作成

3-1-2 環境関連施設見学環境関連施設見学 → 未作成
3-1-3 野川清掃イベント野川清掃イベント → 未作成

3-2 → 部会活動とはの紹介と部会ストーリー → 各部会紹介へリンク
3-2-1 環境学習部会 部会紹介 → 旧サイトへのリンク→順次コンテンツ移行
3-2-2 地下水測定部会 部会紹介 → 旧サイトへのリンク→順次コンテンツ移行
3-2-3 緑調査部会 部会紹介 → 旧サイトへのリンク→順次コンテンツ移行
3-2-4 まちづくり部会 部会紹介 → 未定
3-2-5 生活環境部会 部会紹介 → 生活環境部会公式サイトへのリンク
3-2-6 はけ部会 部会紹介 → 未定
3-2-7 エネルギー部会 部会紹介 → 未定

3-3 → プルジェクトとワーキンググループについて
3-3-1 雨水浸透プロジェクト
3-3-2 広報推進プロジェクト
3-3-3 玉川上水の自然環境と風土文化保全
3-3-4 緑地保全と公園活用
3-3-5 法政大学湧水調査研究継承
3-3-6 その他の審議会報告など

3-4 → 未作成

4 データアーカイブData Archive4 データアーカイブとは
4-1 会議録 → 設立当初の会議録、過去の各年代の会議録(順次作成し、リンク)
4-2 広報誌など → 以前の「くるりんぱ」のPDFデータをダウンロードできるように準備
4-3 その他報告書等 → 毎年の環境啓発活動報告書やその他の報告書、提言などを保存する

5 リンクと旧サイト 5 旧サイトのデータリンクと主要リンク(小金井市公式サイト、NPOこがねい環境ネットワーク、環境学習館)を表示
5-1 こがねい遊パーク、NPOこがねい市民発電、はけの自然と文化を守る会
5-2 環境関連リンク(環境省、東京都環境局、その他関連行政法人、NPO等)

各部会活動紹介　(要各
部会イメージ画像と紹介
文100字以内)

各活動紹介

Work

主な活動紹介
(縦フレーム)

関連ネットワークリンク団体会員関
連リンク

ワーキンググループ、プ
ロジェクトについて

部会活動詳細

プロジェクト・
ワーキンググ
ループ

環境政策課の
事業支援

環境基本計画
策定と進捗評



6 部会連絡 6 各部会連絡へのガイド 全体PW保護 6-0
PW保護領域 独自PW保護 6-1 緑調査部会連絡 ゲストブック形式のコメント投稿やダウンロード可能なデータ保存機能

6-2 地下水測定部会連絡 ゲストブック形式のコメント投稿やダウンロード可能なデータ保存機能
6-3 -
6-4 -
6-5 -
6-6 -

7 お問合せ 7 お問合せフォーム メールアドレス要設定 現在は、管理用メールアドレスを設定


