


は じ め に

平成 年度は、多摩地域が神奈川県から東京都（当時の「東京府」）に移管されて
周年にあたります。この間、多摩地域は着実に発展を遂げてきましたが、その節目では

一体どのような顔を見せてきたのでしょうか。また、多摩を取り巻く状況はどうだったの

当調査会は、移管 周年を記念して、多摩地域の歴史を振り返りつつ、その魅力や将来
について考えるきっかけとなるよう、本年 月 日に「たまには多摩の話を～知れば知る

現在、多摩地域は東京全体の約 分の に当たる 万人を超える人口を擁しています。
また、多摩シリコンバレーと呼ばれるなど最先端産業や数多くの大学・研究機関が集積し、
東京の活力を支えるとともに、豊かな自然環境と良好な住環境にも恵まれており、

一方で、区部に先行した人口減少局面の到来が予測されており、少子化対策や高齢者対
策、老朽化した大規模団地や都市インフラの更新、大規模工場の撤退への対応などの課題

「成長・拡大」の時代から「成熟・持続」の時代への転換点を迎え、いかにして活力と
魅力にあふれた多摩を守り、育てていくのかが求められているといえます。それらの課題
解決のためには、今一度 年の歴史を振り返り、その変遷や特徴を知ることが不可欠です。
それはまた、多摩への一層の愛着を促すことにもつながり、あるべき姿について積極的に

本年 月に就任した舛添要一東京都知事は、就任後初めてとなる都議会定例会において、
「多摩・島しょが元気にならなければ、東京の発展はない。」と述べられ、「 年の
東京オリンピック・パラリンピックを、世界の人々が多摩地域を訪れる機会ともしてまい
りたいと考えており」、「都として市町村の取組を力強く支援し、多摩の魅力を世界に

また、都は、本年 月に「新たな多摩のビジョン行動戦略（素案）」を発表しました。
これは、昨年策定した「新たな多摩のビジョン」で示された「魅力にあふれ、活力に満ち、
安全・安心が確保された多摩」の実現に向け、平成 年度までの 年間に進める の行動
戦略と取組をまとめたもので、都民等の意見募集の後、確定・発表するとしています。

これらの都の取組とも積極的に連携しつつ、多摩地域に所在する市町村、住民・ 、
民間企業、大学・研究機関等が力を合わせて課題解決に取り組むことがますます重要と

本報告書は、当日のシンポジウムの内容をとりまとめたものです。第 部では、
「多摩の歴史を振り返る」と題して、意外と知られていない多摩の様々な話題を「プレゼ
ンター」の方々が取り上げ、語り合っていただきました。第 部では、「知れば知るほど
好きになる」と題して、多摩地域の特徴に関する基調講演を踏まえ、同地域に立地する
大学の在学生が出演し、来場者の方々も参加しつつ、多摩の魅力を楽しみながら学べる
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公益財団法人 東京市町村自治調査会

でしょうか。

ほど好きになる～」と題するシンポジウムを開催しました。

多種多様な魅力を備えています。

が発生しています。

考える契機となると考えます。

アピールしてまいります。」と表明されています。

なっています。

クイズを行いました。

本報告書が、多摩地域の魅力や将来を考える際の一助となれば幸いです。
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平成 年 月 日（月） ： ～ ：

約 人

小金井市民交流センター大ホール・ Ｆ

公益財団法人 東京市町村自治調査会

： ～ 休憩

： ～ 閉会

： ～ 開会

・主催者挨拶

竹内俊夫（公益財団法人東京市町村自治調査会理事長・青梅市長）

・開催地代表者挨拶

稲葉孝彦氏（小金井市長）

： ～ 第 部 「多摩の歴史を振り返る」特別記念トークショー

コーディネーター兼プレゼンター

嵐山光三郎氏（作家）

プレゼンター

平野啓子氏（語り部・かたりすと、美しい多摩川フォーラム副会長）

臼井 努氏（京西テクノス株式会社代表取締役社長、多摩ブルー・グリーン倶楽部会長）

増山 修氏（画家・アニメーション美術家）

基調講演 「土地利用の変化からみた多摩地域の性格」

菊地俊夫氏（首都大学東京都市環境科学研究科教授）

： ～ 第 部「知れば知るほど好きになる」多摩地域クイズ

多摩地域クイズ

出演大学／

桜美林大学、首都大学東京、玉川大学、中央大学、東京学芸大学、東京農工大学
解説・講師／

菊地俊夫氏（首都大学東京都市環境科学研究科教授）

進行／

竹内駒英氏（フリーアナウンサー）

アシスタント／

ＬＬＲ（東京都住みます芸人）

プ ロ グ ラ ム

開 催 概 要

プ ロ グ ラ ム
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□■主催者挨拶

竹内 俊夫（たけうち としお）

公益財団法人 東京市町村自治調査会理事長・青梅市長

皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました東

京市町村自治調査会の理事長を務めております青梅

市長の竹内 俊夫でございます。

本日は、多摩東京移管 周年記念シンポジウムに

ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。開会

に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

ご承知の方も多いかと存じますが、本年度は多摩地

域が神奈川県から当時の東京府へ移管されて 周年

に当たる節目の年度であります。しかし、そもそも江戸

時代までさかのぼりますと、多摩地域は幕府直轄領、旗

本領が大きな割合を占めており、権力中枢のある江戸

との結びつきが大変強い地域でした。その後、明治時

代に入り、廃藩置県などの紆余曲折を経て多摩地域

は、一旦は神奈川県に属することとなったわけです。し

たがいまして、神奈川県から東京府への移管によりもと

に戻っただけとの見方もできます。

それはともかくとして、この度、移管 周年を記念し

て多摩地域の歴史を振り返りつつ、その魅力や将来に

ついて考えるきっかけとなるよう、「たまには多摩の話し

を～知れば知るほど好きになる～」と題するシンポジウ

ムを開催することといたしました。

この 年の間に、多摩地域は着実に発展を遂げて

まいりましたが、今や「成長、拡大」の時代から、「成熟、

持続」の時代への転換点を迎え、いかにして活力と魅

力にあふれた多摩を守り、育てていくかが問われており

ます。そのためにも、いま一度、 年の歴史を振り返

り、そのいきさつや特徴を知ることが大切だと思います。

本日、ご登壇していただきますプレゼンターの方に

は、「多摩の歴史を振り返る」と題しまして、意外と知ら

れていない多摩のさまざまな話題を取り上げ、語り合っ

ていただきたいと考えております。興味深いお話を聞け

るのではないかと楽しみにしております。その後、多摩

地域に立地する大学の在学生に出演していただき、

「知れば知るほど好きになる」と題して、多摩の魅力を楽

しみながら学べるクイズを行います。会場の皆様にも参

加していただける企画も用意しておりますので、どうぞ

お楽しみください。

ここで少しだけ、私ども自治調査会の事業について

ご案内させていただきます。本調査会は、多摩・島しょ

地域の市町村のシンクタンクとして調査研究や今回の

シンポジウムのような事業、さまざまな市民団体との共

催事業などを行っております。また、調査会では、この

たび多摩地域における 年の歴史を小冊子に取りま

とめました「多摩 市町村のあゆみ」を発行いたしまし

た。本日、皆様のお手元にも配られておりますので、ど

うぞご覧いただきたいと存じます。これらを通じまして、

改めて多摩地域への親しみや愛着を感じ、その魅力や

将来について見つめ直すきっかけにしていただきたい

と存じます。

最後に、本日のシンポジウムに当たり、コーディネー

ター、プレゼンター、解説・講師を引き受けていただきま

した先生方、クイズに出演の大学生の皆様、本日の会

場を提供していただきました稲葉孝彦小金井市長様、

そのほか関係の皆様に厚く御礼申し上げまして、開会

のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。
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□■開催地代表者挨拶

稲葉 孝彦（いなば たかひこ）

小金井市長

皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました小

金井市長の稲葉孝彦でございます。

今日は、東京市町村自治調査会の主催する多摩東

京移管 周年記念シンポジウム「たまには多摩の話し

を」へ、このように大勢の方々にお集まりをいただき、こ

の企画が催されることを、この市民交流センターのある

小金井市としても大変光栄に感じているところでありま

す。申し込みが殺到し、抽選をさせていただいたと伺っ

ております。本当に大勢の方々にご出席をいただき大

変うれしい限りです。

小金井市の宣伝も少しさせていただきたいと思いま

す。中央線の連続立体交差事業に併せて、武蔵小金

井駅南口の再開発をさせていただき、併せて、この市

民交流センターが造られました。立地が良いということも

あり、非常に多くの方々にご使用していただいていると

ともに、文化芸術の拠点となっているところであります。

さらに、小金井市は、小金井公園、武蔵野公園、野川

公園と大きな都立公園に囲まれています。さらに野川が

流れ、玉川上水が流れ、非常に自然に恵まれている場

所であります。ぜひ、市外の方々にも小金井市を知って

いただきたいと思います。

小金井市でもそういった特徴を持っているわけです

から、多摩地域の 市は、おのおの特徴を持っており、

そして、長い歴史を持っているわけです。これらをいろ

いろと調査研究し、学ぶことによって、多摩地域がさら

に皆さんにとって親しみやすい楽しいまちになっていく

のではないでしょうか。

今日は多摩東京移管 周年記念シンポジウムとい

うことで、多くの先生方のお話を聞くことができます。そ

れを今後の参考にしていただければと考えております。

多摩に育った人たちは、いっとき区部に行くとか、他

県に行くということがあっても、ある程度落ちついてきた

ときは、やはり多摩がいいといって多摩に戻ってくる

方々がたくさんいらっしゃいます。そういう意味において

も、多摩を発信していく必要があり、多摩のすばらしさを

シティプロモーション、宣伝をし、全国に東京と多摩をき

ちんと区分けしていただけるように多摩を売っていかな

くてはいけないと思っております。本日のこの企画が、

皆さんの多摩に対する関心をかき立ててくれれば幸い

です。

今日、この市民交流センターでこのような企画が行わ

れることは大変光栄でありますし、また、小金井市を理

解していただける良い機会と考えております。楽しい時

間を皆さんとともに共有したいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございま

す。
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す。
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イントロダクション・自己紹介

■ 嵐山 光三郎氏

（作家）
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られるという非常に重要な産業で頑張っておられる方で
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スタジオジブリ作品の風景の絵を描いておられました。
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私は、国立というところに住んでおりまして、小学校１

年のときから国立に住んで 年になります。今年、 歳

になります。多摩というと最初は猫みたいな名前でちょっ

と嫌だったのですけれども、必ず 区でなしに私は北多

摩郡とくるので、親戚の杉並のおじに会っても、おまえは

タマとか猫みたいなところに住んでいるんだななんて言

われて、こんちくしょうと思いました。私も元の住民に比

べると新住民のほうですが、 年いるから古ダヌキだなと

いう立場で、今日はここに参加させていただきました。

国立という駅名は後でできたので国分寺の「国」と立

川の「立」をもらって「国立」とつけたとも言われており、非

常にコンプレックスを持っていました。そこで、国立在住

であった作家の山口瞳先生に、今を去ること大和朝廷の

頃に国立が存在し、「国立」から「国」の字を国分寺にあ

げ、立川に「立」の字をあげたのだという創作をしたので

す。それがきっかけで、山口先生との親交が始まりまし

た。

国立の例でいうと、国立も多摩川沿いに古民家があ

り、そこに集まって近くの農家のつくったナスとかカボチ

ャなんかの天ぷらを揚げたり、そばを打ってみんなで食

べたりしました。

増山さんは外から来られましたが、昔から多摩にいる

という人は少ないと思います。みんなやはり東京に行き

たいけれども、都心には住めないから多摩に来たのでは

ないでしょうか。私自身は、国立市プレスタウンという変

な名前のエリアに暮らしております。本籍は東京都高根

町４番地、今でいう中野ですが、生まれた時にはもう家

は空襲で焼かれていました。父親は戦地から帰ってきま

したが、住むところがなく、藤沢の長屋に住んでいまし

た。その後、新聞協会が持っていた国立の原っぱを朝

日、毎日、読売の各新聞社に分譲したのです。くじ引き

に当たって、朝日のブロックに入ったのですが、そのとき

は水道もなく、井戸の水をもらいに行きました。家にはイ

タチがたくさんいました。
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■ 平野 啓子氏

（語り部・かたりすと、美しい多摩川フォーラム副会長）

私の生まれは静岡の沼津なのですが、 歳のときから

東京都府中市に住んでおり、今も在住しております。子

どものころから多摩川で遊んだりしながら、小学校、中学

校を府中の学校で過ごし、高校は都立国立高校出身で

す。国立高校には多摩全域からみんな通ってくるので、

この三多摩にはたくさんの友達がいます。

大学を卒業後、在勤中より、文学作品も含めて物語を

暗記して語る、といったことをずっとやってきました。語り

を本格的に始めた頃、「農村振興のため、語りを役立て

ることができないか」という話を農林水産省からいただき

ました。さらに「防災の方面から防災の心を伝える語り

を」ということで、思わぬうちに、社会貢献という方面に使

っていただくようになったのですね。

そんな中、私が多摩をとても好きになる大きなきっかけ

になった団体と出会いました。それは、「美しい多摩川フ

ォーラム」という地域づくりのボランティア団体です。教育

文化、それから経済、環境、この つの柱で多摩川流域

を活性化させて、向こう 年の未来に向けてすばらしい

多摩川流域にしよう、また多摩川の川もきれいにしてい

こう、という団体でございます。私は運営委員と副会長を

務めておりますが、多摩川流域の の区市町村の首長

さんが名前を連ねてくださっています。

いろいろな事業があるのですが、私は桜の語り会を開

催するなど、本業を活かした取り組みをしています。ま

た、語り教室の受講生さんたちと一緒に多摩の物語を拾

い集めました。昔から伝わる話を訪ねて行くと、話に出会

うだけではなく、昔からの伝統の食べ物や、そこに今も生

き生きと暮らしていらっしゃる人々と出会ったり、とてもす

てきなお話を聞いたりします。そういったものを掘り起こし

ていくうちに私自身も多摩が大好きになったのです。
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■ 臼井 努氏

（京西テクノス株式会社 代表取締役社長、

多摩ブルー・グリーン倶楽部会長）

私ども京西テクノスという会社は、今から 年前、昭和

年に私の祖父が、三鷹にございます横河電機という会

社をスピンアウトしまして、東京の西に位置します八王子

で創業しました。東京の西、京西と名前をつけさせてい

ただいた会社でございます。今現在も東京の西になるの

ですが、多摩地域の中の多摩市、そして多摩市の中の

多摩センター駅のそばで、医療機器や環境計測機器事

業のサービスをやらせていただいております。

私個人の話としましては、高校時代から多摩地区に住

むようになりまして、中学、高校、大学と陸上競技をやっ

ておりました。高校時代は、短距離走、 メートル走で

は東京都で１番になりました。

その後大学を卒業し、三鷹の横河電機で６年間勤めた

後、京西という会社に移りました。もともとは物づくりの会

社でしたが、現在はサービス事業に切りかえておりま

す。多摩地区はいろいろな産業の横のつながり、連携が

あり、そのような会にも属させていただいております。

■ 増山 修氏

（画家・アニメーション美術家）

私は、九州の長崎県の出身です。絵を描く仕事という

ことで上京してきまして、学生時代は埼玉の所沢におり

ました。初めて就職したスタジオジブリが小金井市内に

あったことから、その近くに 年ほど住んでおりました。

今は立川のほうに住んでいるので、多摩地域に結構長く

住んでいることになりますね。アニメーション美術というの

は、いわゆるアニメーションの中でもキャラクター以外の

後ろの風景の部分です。風景を専門に描く部署の仕事

をしております。この風景を描くテクニックを使ってスケッ

チにも活かした仕事ということで、アニメーション美術の

テクニックを活用した風景スケッチというタイトルで、ＮＨ

Ｋの趣味講座番組でも講習をやらせていただきました。

この辺に住んでいて、自転車とか電車とかを使い、多

摩川や奥多摩に行ってはよくスケッチをしてきましたの

で、本当に多摩地域というのは自分の絵を描く題材とし

て、すごくいろいろなインスピレーションを与えてくれる、

そういった場所となっています。

第 1 部 「多摩の歴史を振り返る」特別記念トークショー   
 

■ 平野 啓子氏

（語り部・かたりすと、美しい多摩川フォーラム副会長）

私の生まれは静岡の沼津なのですが、 歳のときから

東京都府中市に住んでおり、今も在住しております。子

どものころから多摩川で遊んだりしながら、小学校、中学

校を府中の学校で過ごし、高校は都立国立高校出身で

す。国立高校には多摩全域からみんな通ってくるので、

この三多摩にはたくさんの友達がいます。

大学を卒業後、在勤中より、文学作品も含めて物語を

暗記して語る、といったことをずっとやってきました。語り

を本格的に始めた頃、「農村振興のため、語りを役立て

ることができないか」という話を農林水産省からいただき

ました。さらに「防災の方面から防災の心を伝える語り

を」ということで、思わぬうちに、社会貢献という方面に使

っていただくようになったのですね。

そんな中、私が多摩をとても好きになる大きなきっかけ

になった団体と出会いました。それは、「美しい多摩川フ

ォーラム」という地域づくりのボランティア団体です。教育

文化、それから経済、環境、この つの柱で多摩川流域

を活性化させて、向こう 年の未来に向けてすばらしい

多摩川流域にしよう、また多摩川の川もきれいにしてい

こう、という団体でございます。私は運営委員と副会長を

務めておりますが、多摩川流域の の区市町村の首長

さんが名前を連ねてくださっています。

いろいろな事業があるのですが、私は桜の語り会を開

催するなど、本業を活かした取り組みをしています。ま

た、語り教室の受講生さんたちと一緒に多摩の物語を拾

い集めました。昔から伝わる話を訪ねて行くと、話に出会

うだけではなく、昔からの伝統の食べ物や、そこに今も生

き生きと暮らしていらっしゃる人々と出会ったり、とてもす

てきなお話を聞いたりします。そういったものを掘り起こし

ていくうちに私自身も多摩が大好きになったのです。

−17−



第 1 部 「多摩の歴史を振り返る」特別記念トークショー   
 

風景画を通して見る多摩の魅力

～自然と人間が作り出したものが調和のとれた風景として日常に溶け込んでいる多摩～

嵐山

これから、増山さんの風景画を見せていただきたいと

思うのですが、たしかスタジオジブリの作品である「耳を

すませば」はいっぱい多摩川が出てきますけれども。

増山

私がアニメーション美術を志した一つのきっかけとなっ

たのがスタジオジブリの作品である「耳をすませば」で

す。この作品は、京王線の聖蹟桜ヶ丘あたりをモデルに

したと言われていますが、いわゆる現代日本の風景です

ね。油絵やファインアートの世界では、現代的な風景と

いうのは余り絵にならないものとして敬遠されます。しか

しアニメーション美術において、物語の舞台としてありの

ままの世界が描かれており、それがすごくきれいで魅力

的な世界として仕上がっていたことが私がアニメーション

美術に惹かれた一つのきっかけでした。そういう意味で

言うと、作品の中で描かれた多摩の風景というのが、私

がこの仕事をやるきっかけになったと言えると思います。

嵐山

「耳をすませば」は私も好きな作品で、ご覧になった方

も多いと思うのですが、多摩川沿いの夕焼けが美しい

し、多摩川沿いの家とかいっぱい出てきますね。

増山

いわゆるきれいな絵になる風景かというと、写真で撮る

とどこにでもある風景なのですが、絵にすることで逆に魅

力を再発見できるという部分がありますね。例えば昔の

パリのモンマルトルとか、モンパルナスのような、そこに住

んでいる人にとっては何でもないような風景が絵に描か

れることで、非常に魅力的なものとなって、それがいろい

ろな世界に発信されているという点でちょっと通じるもの

を感じますね。

嵐山

今多摩川はすごくきれいになってきて、一時サケを放

流して上ってきたなどという話がありますが、最近は余り

聞きません。聞くところによるとアユがとても増えており、

多摩川はどんどん美しくなってきております。多摩は多

摩川とともにあるといえます。国立には、「多摩川の自然

を守る会」や、「多摩川流域の自然と文化を守る会」など

の団体があり、専門家が花や魚について解説しながら、

数人で川辺を歩くといった取組みを行っていました。

先ほどの平野さんがおっしゃっていたような会でも回られ

ているのでしょうか。自分の住む町の近辺を回るという意

味もあって、とてもいいですね。

平野

ええ、そうですね。今は、青梅、あきる野、奥多摩の班

に分かれて取材で回っております。近辺なのですが、

時間ぐらいで、自然もいっぱいの所に行けるのでびっく

りします。

嵐山

１日かけて電車に乗り、遠くへ旅に行くのもいいです

が、自分の住む場所から少し先に行くと、驚くことがあり

ます。ふらっと行くと、例えば臼井さんの会社があり、「こ

んな会社ができたのか」と思うこともあります。ただ景色が

美しいだけでは何の産業もない田舎になってしまいます

が、増山さんの絵には新しくできた工場や電信柱とか、

本来ならばそんなものはとってしまったほうがいいことも

ありますし、他の映画にはそうしているものもあります。増

山さんが関わっていた「耳をすませば」では、目に入るも

のを全部そのまま入れて、それもまた一つの風景になっ

て楽しませてくれるというところがありますね。

増山

ジブリ作品だけに限らずアニメーション美術全体が、

やはり現代日本を舞台にした作品というのが実写同様多

いので、そうするとどうしても現代の日本というものを描く

必要性が出てくるのですね。
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とどこにでもある風景なのですが、絵にすることで逆に魅

力を再発見できるという部分がありますね。例えば昔の

パリのモンマルトルとか、モンパルナスのような、そこに住

んでいる人にとっては何でもないような風景が絵に描か

れることで、非常に魅力的なものとなって、それがいろい

ろな世界に発信されているという点でちょっと通じるもの

を感じますね。

嵐山

今多摩川はすごくきれいになってきて、一時サケを放

流して上ってきたなどという話がありますが、最近は余り

聞きません。聞くところによるとアユがとても増えており、

多摩川はどんどん美しくなってきております。多摩は多

摩川とともにあるといえます。国立には、「多摩川の自然

を守る会」や、「多摩川流域の自然と文化を守る会」など

の団体があり、専門家が花や魚について解説しながら、

数人で川辺を歩くといった取組みを行っていました。

先ほどの平野さんがおっしゃっていたような会でも回られ

ているのでしょうか。自分の住む町の近辺を回るという意

味もあって、とてもいいですね。

平野

ええ、そうですね。今は、青梅、あきる野、奥多摩の班

に分かれて取材で回っております。近辺なのですが、

時間ぐらいで、自然もいっぱいの所に行けるのでびっく

りします。

嵐山

１日かけて電車に乗り、遠くへ旅に行くのもいいです

が、自分の住む場所から少し先に行くと、驚くことがあり

ます。ふらっと行くと、例えば臼井さんの会社があり、「こ

んな会社ができたのか」と思うこともあります。ただ景色が

美しいだけでは何の産業もない田舎になってしまいます

が、増山さんの絵には新しくできた工場や電信柱とか、

本来ならばそんなものはとってしまったほうがいいことも

ありますし、他の映画にはそうしているものもあります。増

山さんが関わっていた「耳をすませば」では、目に入るも

のを全部そのまま入れて、それもまた一つの風景になっ

て楽しませてくれるというところがありますね。

増山

ジブリ作品だけに限らずアニメーション美術全体が、

やはり現代日本を舞台にした作品というのが実写同様多

いので、そうするとどうしても現代の日本というものを描く

必要性が出てくるのですね。
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れた風景になっているのですね。「耳をすませば」にも、

このような多摩川の風景が出てきましたが、何気ない風

景であってもどこか生活感があり、人がつくったものがあ

ると、それが何もない大自然よりも意外と落ちつく光景に

なると、感じています。

こちらは、小金井市に住んでいたときに描いた野川沿

いの風景です。中村研一記念小金井市立はけの森美

術館が対岸に野川を挟んでいるあたりです。昔は国際

基督教大学のゴルフ場だったところが公園になったそう

です。このようにたくさんの公園、広い場所、雑木林など

が広がっていたのが、上京してきてから非常に心地よい

と感じた風景の一つです。日本の中でも、こういった歩け

る森があるところは、そんなに多くないのではないかなと

思います。森が山と一体化して、すぐ藪で生い茂ってし

まうようなところが日本には多いのですが、武蔵野地域

は、里山や雑木林なんかも非常に手入れがされていま

す。その結果、「歩ける森」をつくり出していて、生まれな

がらに住んでいる人は気付きにくい、武蔵野の魅力、多

摩の魅力であると感じています。
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「多摩」の豊かな自然と郷土文化

～物語から読み解く、多摩の今昔～

嵐山

カ月前に私の家にタヌキが来ました。どうやら一橋大

学にいて、道路を渡って我が家に来たようです。タヌキ

が来たなんて東京 区の人間に言うとばかにされるの

で、余り言わないようにしているのですが、キツネもいる

のですよね。 日前は、家の近くをタヌキの親子が散歩し

ていました。うれしいような、何か相変わらず田舎だなと

いうような複雑な気持ちがしているのですが、平野さんは

そういった多摩の豊かな自然と郷土文化についていろ

いろお調べになっていますね。

平野

多摩地域には、タヌキもイタチもキツネも一緒くたにム

ジナと言われる、ムジナの昔話や伝説や言い伝えが多く

あります。本日の会場である武蔵小金井にもそういう話

がたくさんあるのです。

例えば、中央線や京王線を夜運転していると、線路に

美しい女の人が立っていたので、あわてて急ブレーキを

踏み、見ると、何とそれは動物だったというような、なぜか

その手のものは結構ありますね。

先程、増山さんの絵を見ていて思ったのは、実は私が

所属する「美しい多摩川フォーラム」では、多摩川沿い

の桜を カ所決めて、「多摩川夢の桜街道」というシンボ

ルプランをつくり、 カ所の桜の札所をつくっておりま

す。そこに玉川上水も入っているのですが、増山さんの

絵はすごく美しい、夢を誘うメルヘンと言っていいのでし

ょうか。すごく心惹かれる絵になっていてすてきだなと思

いました。私も今後物語を語るのに、また一層かき立てら

れるものが溢れ出ました。

実は、多摩川を上、中、下流に分けて「多摩の物語」

をまとめるのですが、この 年間で掘り起こした、上流の

まずは奥多摩の班の物語からお話しします。

画面をご覧ください。これは「奥多摩むかし道」、という

散策もできるような道です。昔からの生活に基づいた、し

だらく橋のすぐ上のほうに書いてある縁結びの神様や馬

の水飲み場、それから牛頭観音などの旧跡が今でも残

っています。それらを訪ねてずっと奥のほうまで辿ってい

ます。画面の左上のほうに水干ってありますよね。これは

多摩川の源流、水滴がたまに一滴落ちてくるような場所

なのですが、そこまで行くと熊が出ることがあり、そのあた

りには熊の物語が残っています。冬眠中の熊を洞穴から

出すため、中まで入って熊をくすぐり、起きて外に出てき

たところをズドンと仕留める話がありました。昔はそういっ

た変わった猟を本当にしていたそうですね。

嵐山

話が飛びますが、作家の村上春樹さんと私は、彼が

国分寺で店をやっていた 年前からつき合いがありま

す。１Ｑ８４という彼の本をお読みになった方がいらっしゃ

るかもしれませんが、背景が多摩地域ですよね。小金井

や国分寺、国立も出てきますし、五日市街道から奥多摩

のちょうど源流の奥に入ったところが背景になっている

小説です。架空の土地でもあるわけですが、彼がこの辺

りをずっと歩いていて、そういった風景が頭の中に入っ

ているのです。それが世界に発信されているのですよ

ね。

平野

あのような発信力はすばらしいですね。
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嵐山

一つはジブリ、もう一つは、村上春樹氏の中央線小説

ですね。

平野

さて、食文化にも関わる話では、ところいもの碑、これ

は五日市の話です。天保の飢饉の時、飢え死にする人

が大変多かったそうですが、野生のところいもだけたくさ

ん収穫されていました。ある日、よその村人がこのところ

いもをとりに来てけんかになったのですが、その時に名

主さんが、「ちゃんとみんなで分けて食べよう、自分た

ちばかりでひとり占めするものではない」と言い、隣村

の人やよその村の人にも分け与えられ、みんなが命をつ

ないだという話がございます。 今でも光厳寺というお寺

さんにところいもの碑があるのですが、実際食べてみると

とてもまずくて、今はとても食べられないそうです。

次の写真も五日市のものです。昔、東京都渋谷区が

渋谷村だった頃、五日市は町でした。産業が発達してい

て、渋谷より進んでいたのです。ちょっとした広場のよう

な河原を土場
ど ば

といい、ここで材木を荷づくりし直したり、

角材にして下に運んだりということをしていました。この土

場という場所が今でも残っています。

このようなことを、各班のメンバーが実際に旅をしながら

出会った物語として全部まとめてあります。

今度は 枚、青梅を続けてご覧いただきます。青梅に

お狗
いぬ

様という伝説があります。古事記の時代、ヤマトタケ

ルノミコトが東国遠征をした際、平定するために御嶽神

社の山頂にいらしたのですが、ちょうど歩いているとき、

ヤマトタケルノミコトを鬼の化身の大きな鹿が襲ったので

す。その時、真っ白いオオカミが出てきてヤマトタケルノ

ミコトを守ったことから、お狗様と呼ばれ、この御嶽神社

で火よけ、盗難よけの神様として祀
まつ

られています。

小さなほこらがありまして、青梅の地元の小澤酒造の

澤乃井がお供えしてありました。小澤酒造の戸口や大事

なところにはお札が張ってあるそうです。

さて、お狗様、というのはオオカミを指しており、畏敬
い け い

の念を抱く対象であると同時に大変恐れる、怖い存在で

もあります。送りオオカミという伝説も地元に残っていま

す。例えば、村人みんなでつくった蓑やかごを町に売り

に出た男が、真っ暗になった道を帰宅していると、後ろ

からひたひたっと誰かがついてくる。これは送りオオカミ
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一つはジブリ、もう一つは、村上春樹氏の中央線小説

ですね。

平野

さて、食文化にも関わる話では、ところいもの碑、これ

は五日市の話です。天保の飢饉の時、飢え死にする人

が大変多かったそうですが、野生のところいもだけたくさ

ん収穫されていました。ある日、よその村人がこのところ

いもをとりに来てけんかになったのですが、その時に名

主さんが、「ちゃんとみんなで分けて食べよう、自分た

ちばかりでひとり占めするものではない」と言い、隣村

の人やよその村の人にも分け与えられ、みんなが命をつ

ないだという話がございます。 今でも光厳寺というお寺

さんにところいもの碑があるのですが、実際食べてみると

とてもまずくて、今はとても食べられないそうです。

次の写真も五日市のものです。昔、東京都渋谷区が

渋谷村だった頃、五日市は町でした。産業が発達してい

て、渋谷より進んでいたのです。ちょっとした広場のよう

な河原を土場
ど ば

といい、ここで材木を荷づくりし直したり、

角材にして下に運んだりということをしていました。この土

場という場所が今でも残っています。

このようなことを、各班のメンバーが実際に旅をしながら

出会った物語として全部まとめてあります。

今度は 枚、青梅を続けてご覧いただきます。青梅に

お狗
いぬ

様という伝説があります。古事記の時代、ヤマトタケ

ルノミコトが東国遠征をした際、平定するために御嶽神

社の山頂にいらしたのですが、ちょうど歩いているとき、

ヤマトタケルノミコトを鬼の化身の大きな鹿が襲ったので

す。その時、真っ白いオオカミが出てきてヤマトタケルノ

ミコトを守ったことから、お狗様と呼ばれ、この御嶽神社

で火よけ、盗難よけの神様として祀
まつ

られています。

小さなほこらがありまして、青梅の地元の小澤酒造の

澤乃井がお供えしてありました。小澤酒造の戸口や大事

なところにはお札が張ってあるそうです。

さて、お狗様、というのはオオカミを指しており、畏敬
い け い

の念を抱く対象であると同時に大変恐れる、怖い存在で

もあります。送りオオカミという伝説も地元に残っていま

す。例えば、村人みんなでつくった蓑やかごを町に売り

に出た男が、真っ暗になった道を帰宅していると、後ろ

からひたひたっと誰かがついてくる。これは送りオオカミ
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嵐山
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に訪ねた人の目で、なるべく正確に描いてあります。

実際に辿った人の目線で描いてあるので、この物語

に関わるポイントを中心に描き込んであります。青梅の

方面、五日市、あきる野、奥多摩の上流部分、これらを

第一弾として無償配布いたします。その次は、下流と中

流。万葉集ゆかりの地もあるので取り入れたいなと思っ

ています。

嵐山
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のですよね。
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多摩地域の産業史と現状

～多摩ならではのビジネス構築の取組み～

臼井

多摩地区の人口は、戦後大体 万人と言われてい

て、今現在がその７倍の 万人、この ～ 年で非常

に多くなりました。それに比例して産業もどんどん活性化

されてきました。

まず戦中は、京浜工業地帯のいわゆる疎開先として

疎開工場がありましたし、軍需工場も結構ありました。中

島飛行機さんもそうですが、戦闘機等を一時期つくって

いました。戦後はガチャマン、と言われた繊維工業です

ね。最近では計測・分析、あるいは航空・宇宙、医療とい

った、いわゆるハイテク企業が非常に増えてきました。全

国的に見ても物づくりの力としては、多摩地域だけで全

国で 番ぐらいの力を持っている地域です。今日は多

摩市の阿部市長がいらっしゃっていますが、多摩地域は

積極的に企業誘致をされており、ハイテク企業の集積地

として全国から着目されています。また、産官学プラス金

融機関、信用金庫などがありますので、産官学金の連携

も非常に盛んな場所となっています。

私が昔勤めておりました横河電機に行き、古い貴重な

写真をちょっといただいてきました。

戦前、戦中ぐらいの 年頃、今の三鷹の横河電機

の周りは、畑や田んぼのあぜ道でした。それが戦後の

年頃、だんだん周りに家が建ち並び、そして現在、三

鷹駅の周辺は大変栄えてきており、工場も増えてきてい

ます。そういった立地を使い、弊社で今やらせていただ

いていますのも、医療機器や電子計測器の修理サービ

スなどでございます。浦安に昨年 周年を迎えたアミュ

ーズメントパークがあり、乗り物の中にゴーカートがありま

す。安心安全が第一ですから、前のゴーカートに接触し

ないように４メートル近づいたら自動的に停まる仕組みに

なっているのです。そのメーカーさんがもうサポートサー

ビスしなくなったため、弊社で修理をしたり、再設計させ

ていただいたりしております。

嵐山

製作だけではなく、アフターサービスといった修理、そ

こに目をつけたのですね。
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臼井

多摩地区の会社には、医療機器や計測器メーカーが

たくさんあります。地域性を活かし、これらのメーカーの

修理等サービス業務を請け負っています。また、独自ビ

ジネスとして古いもの、メーカーサポートが終了したもの

を修理したり再設計している会社は他にないということ

で、多摩信用金庫さんが主宰されている、「多摩ブルー・

グリーン賞」を受賞いたしました。その受賞企業が「多摩

ブルー・グリーン倶楽部」を組織し、現在そこの会長をや

らせていただいております。

非常に地域に根差したおもしろい産業、中にはユニーク

な産業も結構ありますよ。例えば、多摩ニュータウン。現

在、団地再生をいかにしていくかというプロジェクトが進

んでおります。団地丸ごと一つを学生専門の住むような

場所にしたり、若い世代や高齢者の方々が住みやすい

形に内装を変えて、一つの区域の中で実施します。い

わゆる若年層から高齢者まで、一つのコミュニティーをそ

の中で形成する団地再生に取り組まれている企業もあり

ます。

嵐山

励みにもなり、信用もつき、どんどん事業が進んでい

きますよね。

臼井

おっしゃるとおりですね。全国にないようなビジ

ネスモデルや多摩ならではのビジネスを、これから

も横の連携をとりながら発展させていきたいと考え

ております。
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「いいまちの条件」

～そのまちに住んでいる人が互いに感謝をすること、未来を支える若者を支援すること～

嵐山

文化を伝える人や産業をする人と、いろいろ活躍して

いる人が多摩をどんどん動かしていることがわかります

ね。

私は昔、いいまちを題材とした本を書いたことがありま

す。いいまちというのは、まずまちが生きているかどうかと

いうことです。若い人がいて、一番大事なのは口うるさい

おばさんや、お祭りを仕切るおじさんがいることです。下

町なんかそうですね。お祭りなんかに出てきて、「そん

なことするんじゃない」とか注意する人がいますよ

ね。そういうおじさんがいる。お巡りさんも交通取り締

まりだけでなくて、もっと地域に関わること。昔、みんなに

愛された巡査っていたでしょう。また、市長や市役所とか

行政はすごく大事ですね。

多摩地域の場合は 区に比べると今はもう良くなって

きているけれども、昔は貧しいですよね。貧しいけれど

も、志のあるまちということを前から私は提案しています。

多摩にはもともと住んでいる人間と新しく入ってきた人間

がそれぞれいます。例えば、将棋の名人の羽生善治さ

ん。彼は八王子の団地で生まれたんですって。日本を

代表するすごい名人が、団地出身。

そういうふうに思わぬ天才が多摩からいろいろな形で

どんどん出てきていることは、多摩が持っている潜在的

な力だと思います。

平野さん、多摩地域における観光事業とかはあります

か。

平野

多摩地域で桜の時期に、桜の語り会などを開きます。

当初は地元の人たちのためにと思っていましたが、途中

から全く離れた地域からも参加して頂いております。観

光事業になると地元振興につながるため、そういったイ

ベントを開きたいのです。先程のような物語は、同じ旅で

もストーリーを感じながら行くのとそうでないのとは違うと

思うので、ぜひやっていきたいですね。

あと 点、遠野物語がなぜあれほど観光に寄与している

のかというのを教えていただければ、今後の参考になる

かなと思います。

嵐山

民俗学者の柳田國男と、柳田國男に話をした土地の

古老の 人の力ですね。それから、物語を採集しようとす

る情熱や、それを語り継いでいこうとした人がいたことで

す。所詮、我々は新住民です。私のような古ダヌキでも

新住民ですから、例えば八王子の恩方村や奥多摩に行

ったり、多摩川を歩いたりして、目に触れるもの、感じるも

の、それから直接会ってまちを観察すること。実はそこか

ら歴史は始まるのではないでしょうか。

観音様は宗教用語で「音を観る」と書きます。音を観る

のは観音、観光というのは光を観るということです。多摩

川に観光で来る人は多摩の光を観に来るわけですか

ら、話しを語り伝えていく。平野さんには、重要な役割が

あると思います。

平野

頑張ります。同じようなことをしている団体があったら、

ぜひ連携していきたいと思います。

嵐山

僕は、いいまちの基準の一つに豆腐屋があるかどうか

を基準にしているのですが、国立にはあるのです。豆腐

屋は儲からない商売で朝 時ごろ起きて、全部売りきって

も１日２万円ぐらいにしかなりません。しかも、コンビニで

安い豆腐が売っています。けれど国立の自宅の近くにあ

る豆腐屋はおんぼろの屋根で、おやじさんがつくってい

るからこそみんなそこに買いに行くのです。本当にありが

たいですよね。ものすごく大変なのになぜやっているの

かなと思うと、まちの人が喜ぶからですね。「豆腐屋さ

ん、ありがとう」と感謝するから続けているのだと思いま

す。商店街のいろいろな商店の人、学校の先生、そのま

ちに住んでいる人がお互い相手に感謝していくというこ

と。それがまちが生きているということなのです。東京

区のいいところはたくさんありますが、新しくできた商業

施設周辺になるとまちが生きていない、死んでいます。

−26−



第 1 部 「多摩の歴史を振り返る」特別記念トークショー   
 

「いいまちの条件」

～そのまちに住んでいる人が互いに感謝をすること、未来を支える若者を支援すること～

嵐山

文化を伝える人や産業をする人と、いろいろ活躍して

いる人が多摩をどんどん動かしていることがわかります

ね。

私は昔、いいまちを題材とした本を書いたことがありま

す。いいまちというのは、まずまちが生きているかどうかと

いうことです。若い人がいて、一番大事なのは口うるさい

おばさんや、お祭りを仕切るおじさんがいることです。下

町なんかそうですね。お祭りなんかに出てきて、「そん

なことするんじゃない」とか注意する人がいますよ

ね。そういうおじさんがいる。お巡りさんも交通取り締

まりだけでなくて、もっと地域に関わること。昔、みんなに

愛された巡査っていたでしょう。また、市長や市役所とか

行政はすごく大事ですね。

多摩地域の場合は 区に比べると今はもう良くなって

きているけれども、昔は貧しいですよね。貧しいけれど

も、志のあるまちということを前から私は提案しています。

多摩にはもともと住んでいる人間と新しく入ってきた人間

がそれぞれいます。例えば、将棋の名人の羽生善治さ

ん。彼は八王子の団地で生まれたんですって。日本を

代表するすごい名人が、団地出身。

そういうふうに思わぬ天才が多摩からいろいろな形で

どんどん出てきていることは、多摩が持っている潜在的

な力だと思います。

平野さん、多摩地域における観光事業とかはあります

か。

平野

多摩地域で桜の時期に、桜の語り会などを開きます。

当初は地元の人たちのためにと思っていましたが、途中

から全く離れた地域からも参加して頂いております。観

光事業になると地元振興につながるため、そういったイ

ベントを開きたいのです。先程のような物語は、同じ旅で

もストーリーを感じながら行くのとそうでないのとは違うと

思うので、ぜひやっていきたいですね。

あと 点、遠野物語がなぜあれほど観光に寄与している

のかというのを教えていただければ、今後の参考になる

かなと思います。

嵐山

民俗学者の柳田國男と、柳田國男に話をした土地の

古老の 人の力ですね。それから、物語を採集しようとす

る情熱や、それを語り継いでいこうとした人がいたことで

す。所詮、我々は新住民です。私のような古ダヌキでも

新住民ですから、例えば八王子の恩方村や奥多摩に行

ったり、多摩川を歩いたりして、目に触れるもの、感じるも

の、それから直接会ってまちを観察すること。実はそこか

ら歴史は始まるのではないでしょうか。

観音様は宗教用語で「音を観る」と書きます。音を観る

のは観音、観光というのは光を観るということです。多摩

川に観光で来る人は多摩の光を観に来るわけですか

ら、話しを語り伝えていく。平野さんには、重要な役割が

あると思います。

平野

頑張ります。同じようなことをしている団体があったら、

ぜひ連携していきたいと思います。

嵐山

僕は、いいまちの基準の一つに豆腐屋があるかどうか

を基準にしているのですが、国立にはあるのです。豆腐

屋は儲からない商売で朝 時ごろ起きて、全部売りきって

も１日２万円ぐらいにしかなりません。しかも、コンビニで

安い豆腐が売っています。けれど国立の自宅の近くにあ

る豆腐屋はおんぼろの屋根で、おやじさんがつくってい

るからこそみんなそこに買いに行くのです。本当にありが

たいですよね。ものすごく大変なのになぜやっているの

かなと思うと、まちの人が喜ぶからですね。「豆腐屋さ

ん、ありがとう」と感謝するから続けているのだと思いま

す。商店街のいろいろな商店の人、学校の先生、そのま

ちに住んでいる人がお互い相手に感謝していくというこ

と。それがまちが生きているということなのです。東京

区のいいところはたくさんありますが、新しくできた商業

施設周辺になるとまちが生きていない、死んでいます。
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だから、僕はやっぱり生きているまちが多摩なのだと
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み、多摩の会社に勤めてもらう。そんな良い連携がもっと
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嵐山

どうもありがとうございます。いろいろ話はあるのです
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ても貴重な資料ですから、ぜひ参考になさってください。
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区のいいところはたくさんありますが、新しくできた商業

施設周辺になるとまちが生きていない、死んでいます。
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質疑応答

嵐山

いろいろ話をしてきたのですが、せっかく沢山の方に

いらしていただいているので、ここで会場からの質問コー

ナーに移りたいと思います。質問されたい方がいらっし

ゃいましたら、ぜひ挙手をお願いします。

発言者（男性）

今日はプレゼンターの皆様、非常に貴重なお話あり

がとうございました。 私は小平市の玉川上水の近くに住

んでいますが散歩をしていると、年々木を切る光景が非

常に増えてきたと感じています。間伐もあるでしょうが、

主に宅地開発ですね。木を切る姿は見かけても、植林し

ている姿は残念ながら見当たりません。このまま放置して

おくと取り返しのつかないことになるので、やはり自然とと

もに生きる多摩のまちづくりを自治体や民間企業でやっ

ていく必要があります。こういったことに対する対策、確

かに保存樹林はあります。けれども、それは既にあるもの

を保存するだけで、つくるというシステムが見当たりませ

ん。その点に関しまして、お考えをお聞きしたいと思いま

す。

それから、多摩未来奨学金に非常に感銘を受けながら

拝聴いたしました。奨学金とくれば普通は貸与で、後で

返すのが大変です。この多摩未来奨学金の場合、貸与

なのか付与なのか、あるいは１人当たりの金額、現在の

利用率、そして将来的にはどのように拡大していくのか、

もう少し多摩未来奨学金の現状と将来について詳しく聞

きたいなと思います。

嵐山

私もこの間玉川上水に行ってみたのですが、ひどい

ですね。昔は林や畑、玉川上水がありいいなと思ってい

たら、今は開発されて、住宅がどんどん建っています。

びっくりしました。どうしたらいいのか私もわかりません。

個人の土地ですから、その人が売りに出し、木を切ること

は誰にも止められません。それをどうにか市町村の自治

体が食いとめたり、あるいは住民運動で守る会をつくっ

たり、いろいろやっていくしかないと思うのです。 それか

らもう一つ、やはり企業は、自然環境を取り入れて、壊さ

ないようにすることが大事だと思っております。

臼井

新しい建屋を建てるときは配慮しております。弊社も

年前に新しく多摩市に社屋を建てたのですが、基本的

には森林の伐採は最低でも５年はできないそうです。ま

た、景観を損ねてはいけないという、その辺りの規制がし

っかり配慮されています。また、多摩市は多摩桜プロジ

ェクトというものがあり、全国の桜の苗木を持ってきたり、

多摩市の中のさまざまな公園に企業のメンバーが海外

の種を一緒に植えています。

増山

クリエーターの視点から見たときに、多摩の自然は玉川

上水や多摩川を中心とした、非常に空が広く見えるすが

すがしい風景、奥多摩のほうに行くと非常にきれいな

山々が広がっています。多摩の丘陵地帯なども、四季

折々の変化が美しい場所だと思います。

多摩地区を舞台にした作品というのは、アニメーション

や漫画、実写などを通じて既に日本だけでなく海外にも

発信されているのです。ですから、非常に変化に富んだ

風景をより外側に発信していく、そのようなことに多摩地

域はもっと力を入れてもいいのではないかと思っておりま

す。

例えば、多摩映画祭なるものをつくるとか、多摩を舞台

にしたシナリオであるとか、映像の企画などを集めて実

際に制作し、日本や世界に発信していくといったことを

通じて多摩の自然や、まちの魅力を伝えていければい

いと思っております。

平野

動物は、人間がかわいがると恩返しすると言います。木

は動かないけれども、やはり木を愛する人のことを木は

わかっていて、何かのときにパワーを発揮して人間を助

けてくれると私は思っております。だから木も生き物であ

り、ともに共存しているのだ、ということを感じながら過ご

していきたい。多摩地域は、まさに木がたくさんあり、そうしていきたい。多摩地域は、まさに樹木がたくさんあり、そう
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ないようにすることが大事だと思っております。

臼井

新しい建屋を建てるときは配慮しております。弊社も

年前に新しく多摩市に社屋を建てたのですが、基本的

には森林の伐採は最低でも５年はできないそうです。ま

た、景観を損ねてはいけないという、その辺りの規制がし

っかり配慮されています。また、多摩市は多摩桜プロジ

ェクトというものがあり、全国の桜の苗木を持ってきたり、

多摩市の中のさまざまな公園に企業のメンバーが海外

の種を一緒に植えています。

増山

クリエーターの視点から見たときに、多摩の自然は玉川

上水や多摩川を中心とした、非常に空が広く見えるすが

すがしい風景、奥多摩のほうに行くと非常にきれいな

山々が広がっています。多摩の丘陵地帯なども、四季

折々の変化が美しい場所だと思います。

多摩地区を舞台にした作品というのは、アニメーション

や漫画、実写などを通じて既に日本だけでなく海外にも

発信されているのです。ですから、非常に変化に富んだ

風景をより外側に発信していく、そのようなことに多摩地

域はもっと力を入れてもいいのではないかと思っておりま

す。

例えば、多摩映画祭なるものをつくるとか、多摩を舞台

にしたシナリオであるとか、映像の企画などを集めて実

際に制作し、日本や世界に発信していくといったことを

通じて多摩の自然や、まちの魅力を伝えていければい

いと思っております。

平野

動物は、人間がかわいがると恩返しすると言います。木

は動かないけれども、やはり木を愛する人のことを木は

わかっていて、何かのときにパワーを発揮して人間を助

けてくれると私は思っております。だから木も生き物であ

り、ともに共存しているのだ、ということを感じながら過ご

していきたい。多摩地域は、まさに木がたくさんあり、そう

「多摩の歴史を振り返る」特別記念トークショー 第 1 部  
 

 

いった生き方ができる場所だと思うのですね。そう思うと

やっぱり木をむげにできないですね。

嵐山

一人一人が、みんな同じことを考えているわけです。

多摩地域は自然とともに我々と共生しているわけですか

ら、それぞれの立場で自分の課題としていかなければい

けませんね。

臼井

「多摩未来奨学金」についてお答えさせていただきま

す。初めての選考委員会が来週の土曜日に開催される

のですが、 大学の方に今回手を上げていただきまし

た。各校１人ずつ、学長推薦の方に対し１人当たり年間

万円付与いたします。返していただかなくていいもの

です。せっかく奨学金を受け取ってもなかなか就職が決

まらず、その返済が卒業とともにすぐ始まってしまう。そ

のことにより、正社員として雇用をいただけるような就職

活動がままならないということが、今社会問題になってお

り、少しでも改善するために付与にしております。優秀な

人材が欲しい企業側と、仕事をしっかり地場で見つけた

いという学生側とのマッチングも、この「多摩未来奨学

金」を通じてやっていきたいと考えています。
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質疑応答

嵐山

いろいろ話をしてきたのですが、せっかく沢山の方に

いらしていただいているので、ここで会場からの質問コー

ナーに移りたいと思います。質問されたい方がいらっし

ゃいましたら、ぜひ挙手をお願いします。

発言者（男性）

今日はプレゼンターの皆様、非常に貴重なお話あり

がとうございました。 私は小平市の玉川上水の近くに住

んでいますが散歩をしていると、年々木を切る光景が非

常に増えてきたと感じています。間伐もあるでしょうが、

主に宅地開発ですね。木を切る姿は見かけても、植林し

ている姿は残念ながら見当たりません。このまま放置して

おくと取り返しのつかないことになるので、やはり自然とと

もに生きる多摩のまちづくりを自治体や民間企業でやっ

ていく必要があります。こういったことに対する対策、確

かに保存樹林はあります。けれども、それは既にあるもの

を保存するだけで、つくるというシステムが見当たりませ

ん。その点に関しまして、お考えをお聞きしたいと思いま

す。

それから、多摩未来奨学金に非常に感銘を受けながら

拝聴いたしました。奨学金とくれば普通は貸与で、後で

返すのが大変です。この多摩未来奨学金の場合、貸与

なのか付与なのか、あるいは１人当たりの金額、現在の

利用率、そして将来的にはどのように拡大していくのか、

もう少し多摩未来奨学金の現状と将来について詳しく聞

きたいなと思います。

嵐山

私もこの間玉川上水に行ってみたのですが、ひどい

ですね。昔は林や畑、玉川上水がありいいなと思ってい

たら、今は開発されて、住宅がどんどん建っています。

びっくりしました。どうしたらいいのか私もわかりません。

個人の土地ですから、その人が売りに出し、木を切ること

は誰にも止められません。それをどうにか市町村の自治

体が食いとめたり、あるいは住民運動で守る会をつくっ

たり、いろいろやっていくしかないと思うのです。 それか

らもう一つ、やはり企業は、自然環境を取り入れて、壊さ

ないようにすることが大事だと思っております。

臼井

新しい建屋を建てるときは配慮しております。弊社も

年前に新しく多摩市に社屋を建てたのですが、基本的

には森林の伐採は最低でも５年はできないそうです。ま

た、景観を損ねてはいけないという、その辺りの規制がし

っかり配慮されています。また、多摩市は多摩桜プロジ

ェクトというものがあり、全国の桜の苗木を持ってきたり、

多摩市の中のさまざまな公園に企業のメンバーが海外

の種を一緒に植えています。

増山

クリエーターの視点から見たときに、多摩の自然は玉川

上水や多摩川を中心とした、非常に空が広く見えるすが

すがしい風景、奥多摩のほうに行くと非常にきれいな

山々が広がっています。多摩の丘陵地帯なども、四季

折々の変化が美しい場所だと思います。

多摩地区を舞台にした作品というのは、アニメーション

や漫画、実写などを通じて既に日本だけでなく海外にも

発信されているのです。ですから、非常に変化に富んだ

風景をより外側に発信していく、そのようなことに多摩地

域はもっと力を入れてもいいのではないかと思っておりま

す。

例えば、多摩映画祭なるものをつくるとか、多摩を舞台

にしたシナリオであるとか、映像の企画などを集めて実

際に制作し、日本や世界に発信していくといったことを

通じて多摩の自然や、まちの魅力を伝えていければい

いと思っております。

平野

動物は、人間がかわいがると恩返しすると言います。木

は動かないけれども、やはり木を愛する人のことを木は

わかっていて、何かのときにパワーを発揮して人間を助

けてくれると私は思っております。だから木も生き物であ

り、ともに共存しているのだ、ということを感じながら過ご

していきたい。多摩地域は、まさに木がたくさんあり、そう
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まとめ

～「魂の多摩」と共に生きる～

嵐山

まだまだ話せばいろいろありますが、第 部があるので

そろそろ第１部を終わりにしたいと思います。

来場者の方より提言をいただきました。多摩はいろい

ろな問題を抱えながらも、我々は多摩に生きていくわけ

です。もともと万葉集にも多摩が出てきて、多摩というの

は「魂の多摩」です。つまり、多摩というのは魂のことなの

です。大國魂神社がありますが、古代ではオオクニヌシ

ノミコトが治めていました。つまり「多摩川は魂の川」、だ

から流れているのは清らかな魂なのです。とてもいい名

前ですね。それが転じて、多摩を玉として、多摩川の石

は玉のようにきれいだ、と表現されます。

今、多摩川はどんどんきれいになってアユも増えてお

りますが、その反面、日本産ではない魚が増えていると

いう現実もあります。それらの問題に対し、私たちは日々

考えていかなければいけません。しかし、我ら古代の多

摩、万葉集から出てきた日本人の魂、その魂の流れる多

摩川とともに我々が生きていくことは皆さんと同じ想いだ

と感じています。

パネラーの皆さんいろいろどうもありがとうございまし

た。ご清聴ありがとうございました。
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まとめ

～「魂の多摩」と共に生きる～

嵐山

まだまだ話せばいろいろありますが、第 部があるので

そろそろ第１部を終わりにしたいと思います。

来場者の方より提言をいただきました。多摩はいろい

ろな問題を抱えながらも、我々は多摩に生きていくわけ

です。もともと万葉集にも多摩が出てきて、多摩というの

は「魂の多摩」です。つまり、多摩というのは魂のことなの

です。大國魂神社がありますが、古代ではオオクニヌシ

ノミコトが治めていました。つまり「多摩川は魂の川」、だ

から流れているのは清らかな魂なのです。とてもいい名

前ですね。それが転じて、多摩を玉として、多摩川の石

はとても玉のようにきれいだ、と表現されます。

今、多摩川はどんどんきれいになってアユも増えてお

りますが、その反面、日本産ではない魚が増えていると

いう現実もあります。それらの問題に対し、私たちは日々

考えていかなければいけません。しかし、我ら古代の多

摩、万葉集から出てきた日本人の魂、その魂の流れる多

摩川とともに我々が生きていくことは皆さんと同じ想いだ

と感じています。

パネラーの皆さんいろいろどうもありがとうございまし

た。ご清聴ありがとうございました。

第 1 部 「多摩の歴史を振り返る」特別記念トークショー   
 

まとめ

～「魂の多摩」と共に生きる～

嵐山

まだまだ話せばいろいろありますが、第 部があるので

そろそろ第１部を終わりにしたいと思います。

来場者の方より提言をいただきました。多摩はいろい

ろな問題を抱えながらも、我々は多摩に生きていくわけ
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です。大國魂神社がありますが、古代ではオオクニヌシ

ノミコトが治めていました。つまり「多摩川は魂の川」、だ

から流れているのは清らかな魂なのです。とてもいい名

前ですね。それが転じて、多摩を玉として、多摩川の石
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今、多摩川はどんどんきれいになってアユも増えてお
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いう現実もあります。それらの問題に対し、私たちは日々
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基調講演

「土地利用の変化から見た多摩地域の性格」

■菊地 俊夫氏

（首都大学東京都市環境科学研究科 教授）

■多摩の地域資源は「土地」

今日は「土地利用の変化からみた多摩地域の性格」と

いうことでお話をさせていただきたいと思います。私が所

属する首都大学東京は東京都の大学ですから、東京と

いう都市環境を自然や社会、経済という方面からいろい

ろ研究しています。そういったものを生かして、まちづくり

や地域づくりに貢献するということを行っています。

私自身の専門は地理学という学問です。皆さん、地理

学と聞くと、小学校とか中学校あるいは高等学校で勉強

したときに、川や山、土地の産物を覚えたりする学問か、

と思うかもしれません。実は私どもがやっているのは、地

域にあるようないろいろな資源をどのように活かせば地

域のためになるのかということをやっています。そうすると

今日の話しも、多摩地域のいろいろな資源を人間がどう

いうふうに利用してきたのかということにつながるかと思

います。

では、多摩地域の一番の資源は何か。それは、土地で

す。その基盤となる土地はどういうものかといいますと、よ

く言われる武蔵野という土地基盤があります。武蔵野とい

うのは台地です。

つまり、多摩地域をつくっている台地という土地が、良

かれ悪しかれ、過去から現在に至るまで、私たちの生活

や、さまざまな人間活動に影響を及ぼしていることになる

のです。

では、その武蔵野というのはどういう土地なのか、簡単

に言ってしまうと洪積台地です。日本で言うと、下総台地

や十勝平野に匹敵するような広い台地です。そして、多

摩川水系、荒川水系という川があり、これらに囲まれた範

囲が大体武蔵野と呼ばれているところです。そして、武

蔵野と言われているところには、長い歴史の中に多摩川

からの堆積物が堆積したり、あるいは関東ローム層をつ

くるような火山灰が堆積して台地が生まれてくるのです

が、基本的にこの台地は、水はけがよく、なかなか水が

得にくいような土地です。ですから、この武蔵野は、長い

間土地が利用されず、荒れ地ないしは林地、森林にな

っていたのです。

■地形図から読み解く、多摩の歴史

武蔵野のもう一つのおもしろいところは、この辺りは江

戸時代に開発されたのですが、玉川上水が流れている

ことです。ここの黄色い線が玉川上水です。皆さん、これ

を見て気がついた方もいらっしゃると思うのですが、玉川

上水は、江戸時代、私たち人間がつくった遺産です。非

常に高度な土木技術を使っているのです。よく見てもらう
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と、ちょうど荒川水系と多摩川水系の分水嶺に沿ってつ

くられています。これは見事な測量技術で、自然流下方

式で江戸市中までずっと流れています。 メートル行く

ごとに センチから センチぐらい下がっているのです。

武蔵野は、先程も申し上げたように、水はけがよく、水

が得にくいところでしたので、長い間開発されなかったの

ですが、江戸時代になり、人間の手によっていろいろ開

発されてきました。そのときに、武蔵野の典型的な景観と

して、今でも残る風景が出てきます。これは地形図です

が、青梅街道に沿って、縦に短冊状に地割りがなされて

います。実は、吉祥寺から砂川まで、青梅街道に沿って

ずっとこういう地割りがなされており、新田開発と言われ

ている風景です。そこでは、江戸時代に食料を増産す

る、あるいは人口が増えてきて、失業者対策に武蔵野開

発が行われたわけです。

■人間の力を使って魅力的な土地へ変える

開発が行われてきた際つくられた武蔵野の森は、放っ

ておくと、常緑の広葉樹林に覆われるような森です。実

は武蔵野では、人間が意識して落葉広葉樹の森をつく

ってきました。落葉広葉樹の森は、皆さんご存知のとお

り、落ち葉が生産されます。その落ち葉を堆肥にして土

壌に還元し、長い歴史を積み重ねることによって、多摩

地域の台地の上の土地がどんどん肥沃になってくるわ

けです。つまり、人間の力によって土地を変えていく。こ

の森も人間が意識して落ち葉をつくらなくてはいけませ

んから、管理をすることで、クヌギ、コナラ、ケヤキといっ

た落葉広葉樹の森がつくられていくわけです。

このような森は、先ほど第１部でも増山氏がお話しされ

ていたように、人が歩くことができるような森、つまり、明る

い森なのです。太陽の光が林床、地面に届く。太陽の光

が地面に届くことが大事なのです。どうしてかというと、そ

こにキノコ類や山菜類、あるいはグミやベリー等が生え

る。つまり、こういった森は生物の多様性を生み出してく

る。だから、いろいろなものが住みつくのです。今は非常

に珍しいのですが、３月下旬から４月上旬になってくる

と、カタクリの花も咲くのです。カタクリの花は明るい森で

ないと咲かないのですよ。

後に関わってきますが、実は第二次世界大戦後にな

ってくると、薪や炭を生産しなくてもよくなってきます。そ

れはつまり、ガスや石油、電気が普及して、人々はそこ

からエネルギーを得ることになるからです。また、化学肥

料を使えば、落ち葉を使う必要がなくなります。そうする

と、森は要らなくなってしまうのです。要らなくなるというこ

とは管理しなくなることですから、落葉広葉樹の森ではな

く、常緑広葉樹の森になり、どんどん荒廃してきます。た

だ、最近では、多摩地域の市民の皆様により、そういっ

た森を何とかしましょう、と里山保全を行い、再び落葉広

葉樹の森にしていくという活動も行われています。

■地形図から見る多摩地域の変遷～明治 年頃～

今日は、そのようなことを踏まえながら、多摩地域が土

地利用としてどのように変わってきたのか、地形図で示し

ながら皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これは、

明治 年頃の八王子、立川付近の地形図です。
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くられています。これは見事な測量技術で、自然流下方

式で江戸市中までずっと流れています。 メートル行く

ごとに センチから センチぐらい下がっているのです。

武蔵野は、先程も申し上げたように、水はけがよく、水

が得にくいところでしたので、長い間開発されなかったの

ですが、江戸時代になり、人間の手によっていろいろ開

発されてきました。そのときに、武蔵野の典型的な景観と

して、今でも残る風景が出てきます。これは地形図です

が、青梅街道に沿って、縦に短冊状に地割りがなされて

います。実は、吉祥寺から砂川まで、青梅街道に沿って

ずっとこういう地割りがなされており、新田開発と言われ

ている風景です。そこでは、江戸時代に食料を増産す

る、あるいは人口が増えてきて、失業者対策に武蔵野開

発が行われたわけです。

■人間の力を使って魅力的な土地へ変える

開発が行われてきた際つくられた武蔵野の森は、放っ

ておくと、常緑の広葉樹林に覆われるような森です。実

は武蔵野では、人間が意識して落葉広葉樹の森をつく

ってきました。落葉広葉樹の森は、皆さんご存知のとお

り、落ち葉が生産されます。その落ち葉を堆肥にして土

壌に還元し、長い歴史を積み重ねることによって、多摩

地域の台地の上の土地がどんどん肥沃になってくるわ

けです。つまり、人間の力によって土地を変えていく。こ

の森も人間が意識して落ち葉をつくらなくてはいけませ

んから、管理をすることで、クヌギ、コナラ、ケヤキといっ

た落葉広葉樹の森がつくられていくわけです。

このような森は、先ほど第１部でも増山氏がお話しされ

ていたように、人が歩くことができるような森、つまり、明る

い森なのです。太陽の光が林床、地面に届く。太陽の光

が地面に届くことが大事なのです。どうしてかというと、そ

こにキノコ類や山菜類、あるいはグミやベリー等が生え

る。つまり、こういった森は生物の多様性を生み出してく

る。だから、いろいろなものが住みつくのです。今は非常

に珍しいのですが、３月下旬から４月上旬になってくる

と、カタクリの花も咲くのです。カタクリの花は明るい森で

ないと咲かないのですよ。

後に関わってきますが、実は第二次世界大戦後にな

ってくると、薪や炭を生産しなくてもよくなってきます。そ

れはつまり、ガスや石油、電気が普及して、人々はそこ

からエネルギーを得ることになるからです。また、化学肥

料を使えば、落ち葉を使う必要がなくなります。そうする

と、森は要らなくなってしまうのです。要らなくなるというこ

とは管理しなくなることですから、落葉広葉樹の森ではな

く、常緑広葉樹の森になり、どんどん荒廃してきます。た

だ、最近では、多摩地域の市民の皆様により、そういっ

た森を何とかしましょう、と里山保全を行い、再び落葉広

葉樹の森にしていくという活動も行われています。

■地形図から見る多摩地域の変遷～明治 年頃～

今日は、そのようなことを踏まえながら、多摩地域が土

地利用としてどのように変わってきたのか、地形図で示し

ながら皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これは、

明治 年頃の八王子、立川付近の地形図です。
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摩地域で家を建てるとしたら、台地の上、台地の下の低

地、台地と低地の境の崖下、どこに建てますか。多摩地

域にある縄文時代の遺跡を見ると、見晴らしがいいのか

どうかわかりませんが、台地の一番先端に遺跡がいっぱ

いあります。それから、弥生時代以降を見ると、台地と低

地の境の崖下に人がたくさん住んでいたことが分かりま

す。多摩地域の中で「井」がつく地名、小金井、貫井、井

の頭とか「井」がつく地名をずっと並べてもらうと、大体崖

下にあって、古くからある場所です。つまり、そういった場

所にまず人が住むのです。そして、最後に人が住むの

が台地の上になってくるわけです。

■地形図から見る多摩地域の変遷～昭和 年頃～

昭和 年頃を見てもらうと、多摩地域の台地の上にど

んどん住宅地が建ってきます。住宅地がどのように建っ

てくるかというと、先程も申し上げた通り、台地の上で地

盤が非常に安定しているということです。加えて、多摩ニ

ュータウンのような場所の森が開発されていきます。つま

り農地や農業と結びつきが薄くなると、薪炭や落ち葉の

堆肥を供給しても意味がなくなるということです。そうする

と、だんだん森は無用の長物となり、そこで宅地開発が

どんどん行われるようになっていくのです。

■地形図から見る多摩地域の変遷～平成 年頃～

さらに、平成２年ですが、森あるいは丘陵地を中心に

して住宅地がどんどん開発され、多摩地域の台地の利

用は、住宅地を中心にして行われるようになってきます。

そうは言うものの、実は、台地の上の開発も時代によ

って変わってくるのです。永山から首都大学がある南大

沢まで電車に乗り、開発の様子を見ていると、当初、地

形をまるっきり改変して多摩ニュータウンをつくっていま

した。しかし、だんだん時代がたってくると、今度はある

程度地形を残して開発していきます。南大沢を例に挙げ

ると、トップの面は開発し、側面はそのままの自然を残

す。つまり、自然と共生するような土地利用も行われるよ

うになってきました。

■自然との共生

このように多摩地域の地形図を見ることによって、台地

を私たちがどのように利用し、それをどう生かしてきたの

かが非常によくわかるかと思います。そして、私たちは、

常に自然とうまく共生しながら生きてきたのだと、あるい

は生活してきたのだと。ですから、多摩は自然と非常にう

まく共生してきた、ということが多摩の大事な性格なのだ

ろうと思います。どうもありがとうございました。
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司会

菊地先生のお話も、本当に知れば知るほど好きにな

るというお話だったのですが、ここからは「『知れば知る

ほど好きになる』多摩地域クイズ」に移っていきたいと

思います。会場の皆さんも、どうぞ奮ってクイズにお答

えください。

早速、クイズに挑戦いただく多摩地域にある６つの

大学の皆さんをお呼びいたしましょう。中央大学、玉川

大学、東京学芸大学、首都大学東京、東京農工大

学、桜美林大学の皆さんです。ようこそお越しください

ました。そして、引き続き、菊地先生には解説という立

場でご参加いただきたいと思います。また本日は心強

いアシスタントをお呼びしております。よしもと東京都住

みます芸人のＬＬＲのお２人です。

ＬＬＲ（福田）

こんにちは。ＬＬＲです。吉本興業は、３年ぐらい前

から各都道府県に１組ずつ芸人を派遣し、その地に住

み込み芸をどんどん磨いていくプロジェクトがありま

す。東京代表が僕らなのです。

ＬＬＲ（伊藤）

地域密着です。僕らは多摩地区出身で、ずっと多摩

地区に住んでいます。

司会

どちらのご出身なのですか。

ＬＬＲ（伊藤）

僕は小平市出身です。

ＬＬＲ（福田）

僕は、小平市よりももうちょっと都会の西東京市で

す。

司会

親しみのある多摩についてのクイズ、お２人にもご参

加いただきます。

ＬＬＲ（伊藤）

自信ありますよ。だって、僕らは多摩地域に 年以

上住んでいるわけですから。
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司会

では、お手並み拝見ということで、ぜひご参加いた

だきたいと思います。それでは、クイズのルールをご説

明いたします。これからクイズを幾つか出題いたしま

す。皆さんにもご参加いただきたいのですが、クイズは

３択になっております。受け付け時にお渡しいたしまし

た封筒の中に３枚の色紙を入れさせていただいており

ます。クイズを出題いたしましたら、会場の皆さんはこ

の色紙を使ってご解答をお願いいたします。そして、

会場の皆さんと同時に、大学の皆さんにもお答えいた

だきたいと思っております。もちろん、ＬＬＲのお２人に

もお願いいたします。では、練習問題へと参りましょう。

ＬＬＲ（伊藤）

学生の皆さん、大丈夫ですか、緊張していないです

か。リラックスしていきましょう。
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練習問題

司会

練習問題へ進みたいと思います。 「東京都には区

部と多摩地域と島しょ地域があります。区部の自治体

数は 区ですが、多摩地域にはいくつの市町村があ

るでしょうか？」１番「 市町村」と思う方は（ピンク）、２

番「 市町村」と思われる方は（グリーン）、３番「 市町
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司会

学生の皆さんの回答も割れておりますが、では、正

解です。

ＬＬＲ（伊藤）

２番か。 あるんだ。

ＬＬＲ（福田）

市町村は、小平市とか小金井市とかそういうことです

よね。

司会
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です。
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ＬＬＲ（福田）

すごい、この問題は、二重でひっかけてきたわけです

ね。

菊地

ちなみに、皆さん。昭和 年ごろは、多摩地域に

市町村あるのですが、現在は 市町村と半分に減って

いるのです。 年前の２市はどこなのだろうと気になり

ませんか。後で調べてもらえばいいのですが、八王子

市と立川市なのです。立川市がここに来てやっと伸び

てきました。
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第 問

司会

さて、本番のクイズに行きたいと思います。では、参

りましょう。１問目、「 年（明治 年）に神奈川県に

属していた多摩地域が東京府（東京都）に移管される

ことになった理由は？」、１番「水源の管理」（ピンク）、２

番「電気の供給管理」（グリーン）、３番「住宅用地の管

理」（ブルー）となっております。それでは、シンキング

タイム、お願いします。

ＬＬＲ（福田）

多摩地域って元々神奈川だったのか。

司会

では、まずは会場の皆さん、挙げてください、どう

ぞ。―ピンクが多い。続いて、学生の皆さんはどうで

しょうか、どうぞ。東京農工大の皆さんは、なぜ１番だと

思いましたか。

東京農工大学

第１部のお話でもあった、玉川上水が多摩地域にあ

るので、もしかしたら、結構そういうところが大事なのか

なと。

ＬＬＲ（伊藤）

しっかり考えてますね。

司会

皆さん結構自信がある。では、正解は何でしょうか。

菊地

皆さん優秀だなあ。ご承知のとおり、１番です。玉川

上水の関係も、もともと多摩川の水は江戸に供給され

ていましたから、やはり多摩川の流域は江戸にあるべ

きだということもあります。それと同時に、現在、多摩川

の羽村取水堰から上流の大体 ％が水源林として維

持されているのです。だから、多摩地域は東京都にと

ても重要な位置になっている。とはいえ、多摩川からの

水は、都民の水の何％を占めているか、皆さん、わかり

ますか。

実は、多摩川の水は東京都の水のたった ％なので

す。多くは利根川、荒川系統の水から来ています。と

はいえ、多摩川の流域は、そういった意味では都民の

水がめにもなりますから、水の浄化に気を使っていま

す。ですから、先程お話しした通り、最近は川の水が

非常にきれいになっています。

もう１つ、ここの答えにはないのですが、理由がありま

す。水の管理もそうですが、当時多摩地域は、自由民

権運動が盛んだった地でした。そうすると、自由民権

運動の厄介者の地域を神奈川から取り外して東京都

につけたいという政治的な思惑もあったと言われてい

ます。ただ、水の問題が一番だと思います。
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第 問

司会

これもまた知れば知るほど好きになる……。なるほど

という方は多かったのではないかと思います。 では、

続いて２問目、「神奈川県から東京府（東京都）に移管

された 年前の 年（明治 年）の多摩地域の人

口は 万人でした。では、約 年前の 年（昭和

年）の人口は約何人？」、１番「約 万人」、２番「約

万人」、３番「約 万人」。これは、学生さんは考えが

いがあるのではないでしょうか。

ＬＬＲ（伊藤）

年間でどれだけ増えたかということですね。

司会

それでは、シンキングタイムです。まず学生の皆さん

にお聞きしましょうか。では、自信を持ってフリップをオ

ープン。首都大学東京の皆さんは、なぜ１番と。

首都大学東京

第１部でどなたかがおっしゃっていたような気がする

のです。もしかすると、２番かなと思っていますが・・・。

ＬＬＲ（福田）

答えを変えてもいいですよ。まだチャンスはあります

よ。

首都大学東京

いや、せっかくなので１番にします。

司会

ＬＬＲのお２人はどうですか。

ＬＬＲ（伊藤）

もっといると思いますよ。 だって、今 市町村あると

いうことは、大体１つの市の 倍と考えて、１つの市が５

万人だとしても 万人行っていますから。１番はない

んじゃないかな。

ＬＬＲ（福田）

確かに 万人は少ない感じがしますね。

司会

では、会場の皆さんはどうお考えでしょうか。色紙を

オープンしてください。

ＬＬＲ（伊藤）

答えが割れていますね。

司会

これは意外と難問なのでしょうか。では、ご参考まで

に、 年前ぐらいもこの世にいて、この辺に住んでいた

方はいらっしゃいますか。

ＬＬＲ（福田）

結構多いですね。では、そういう方はグリーンの 万

人が多いですよ。
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司会

では、正解に参りましょう。

ＬＬＲ（伊藤）

万人！

司会

では、菊地先生、解説をお願いします。

菊地

これはちょっと難しいと思いますが、実は、多摩地域

は、先ほども言ったように、鉄道が整備されたり、住宅

地がどんどん開発されたりして、第二次世界大戦後に

急激に人口が伸びてきました。そして昭和 年、

年頃に 万人を突破します。それから昭和 年代

年代頃には、 万人を超えるぐらいに、それから

年ぐらいたった 年ぐらいには 万人を超えま

す。ですから、多摩地域は、第二次世界大戦ごろから

高度経済成長期にかけて急激に人口が伸びてくるの

です。これは皆さん、すぐにわかると思いますが、多摩

ニュータウン集合住宅における大規模団地の開発が

行われ、鉄道網が整備されたことにより、都心から郊外

へ人口がどんどん移動し、多摩地域の人口が急激に

増えてきたためです。

残念なことに、多摩地域の人口は伸びているのです

が、来年ぐらいをピークに少し停滞するか、少しずつ減

少すると言われています。だからこそ多摩地域は、住

みやすい、あるいはアメニティ、癒やされるといった、自

然と調和しながら、人間らしい居住環境をつくることも

大事になってきます。

司会

なぜ多摩地域の人口が減少するのでしょうか。

菊地

少子化もありますし、やはり、都心に住みたい、という

都心回帰現象も目立ってきます。

ＬＬＲ（伊藤）

ここら辺に住みたがらない。

菊地

特に若い人なんかは、やはり都心に住んで、さまざ

まな施設を利用する、あるいは職場に近いほうがいい

という人も出てくるかもしれないと。だから多摩地域の

人口がひょっとしたら減少するのではないかと言われ

ています。

ＬＬＲ（福田）

多摩地域に人がいなくなったら寂しいですね。ただ

でさえ少ないのに。

司会

もっとにぎやかになってほしいですね。

菊地

ただ、さっきも言ったように、やっぱり若い人が多摩地

域に住みたいと思うような地域づくりやまちづくりが必

要になってくると思います。

司会

若いといえば学生の皆さんですけれども、このまま

ずっと多摩地域に住んでいたいなと思う人、手を挙げ

てください。

（※複数大学 数名が挙手）

ＬＬＲ（福田）

少ないですね。やはり都心に行ったら甘い蜜に触れ

て都心がよくなるのはわかります。それでも多摩地区の

いいところを忘れないでください。将来的にはやっぱり

住みやすいですから。

ＬＬＲ（伊藤）

こんなにいいところないですもんね、多摩地域はす

ごくいいところです。

第 2 部 「知れば知るほど好きになる」多摩地域クイズ 
 

第 問

司会

これもまた知れば知るほど好きになる……。なるほど

という方は多かったのではないかと思います。 では、

続いて２問目、「神奈川県から東京府（東京都）に移管

された 年前の 年（明治 年）の多摩地域の人

口は 万人でした。では、約 年前の 年（昭和

年）の人口は約何人？」、１番「約 万人」、２番「約

万人」、３番「約 万人」。これは、学生さんは考えが

いがあるのではないでしょうか。

ＬＬＲ（伊藤）

年間でどれだけ増えたかということですね。

司会

それでは、シンキングタイムです。まず学生の皆さん

にお聞きしましょうか。では、自信を持ってフリップをオ

ープン。首都大学東京の皆さんは、なぜ１番と。

首都大学東京

第１部でどなたかがおっしゃっていたような気がする

のです。もしかすると、２番かなと思っていますが・・・。

ＬＬＲ（福田）

答えを変えてもいいですよ。まだチャンスはあります

よ。

首都大学東京

いや、せっかくなので１番にします。

司会

ＬＬＲのお２人はどうですか。

ＬＬＲ（伊藤）

もっといると思いますよ。 だって、今 市町村あると

いうことは、大体１つの市の 倍と考えて、１つの市が５

万人だとしても 万人行っていますから。１番はない

んじゃないかな。

ＬＬＲ（福田）

確かに 万人は少ない感じがしますね。
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では、会場の皆さんはどうお考えでしょうか。色紙を

オープンしてください。

ＬＬＲ（伊藤）

答えが割れていますね。
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これは意外と難問なのでしょうか。では、ご参考まで

に、 年前ぐらいもこの世にいて、この辺に住んでいた
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第 問

司会

このクイズを通してますます多摩を好きになっていた

だきたいと思います。

さて、第 問です。「多摩地域の鉄道の駅で、年間乗降

客が最も多い駅の組み合わせで正しいものはどれ？」

１番「ＪＲ立川駅、小田急線町田駅、ＪＲ吉祥寺駅」、２番

「ＪＲ吉祥寺駅、ＪＲ立川駅、西武線田無駅」、３番「ＪＲ八

王子駅、ＪＲ立川駅、京王線調布駅」となっております。

では、シンキングタイムです。

ＬＬＲ（福田）

司会の竹内さんは、多摩地区のことはよく知っている

のですか。

司会

私は三鷹市出身です。

ＬＬＲ（福田）

これは一目瞭然でしょう。先生、これは簡単ですよ

ね。

菊地

いや、意外に難しい。

ＬＬＲ（福田）

僕は西東京市出身なので知っています。田無が３位

のわけがない。 田無が３位になることは絶対にない。

多分、八王子駅がトップになることもないと思うんで

す。やっぱり八王子駅はＪＲの端のほうじゃないです

か。

司会

八王子の大学の学生さんはいらっしゃいますか。

ＬＬＲ（福田）

八王子の大学の方は中央大学ですか。八王子はそ

んなに人は降りないですよね。

中央大学

八王子は非常に栄えているところですよ。

ＬＬＲ（福田）

本当に？吉祥寺に行ったことはありますか。

中央大学

吉祥寺はありますよ。でも、八王子のほうが栄えてい

ますから。皆さん、考えを変えるなら今ですよ。

ＬＬＲ（伊藤）

立川周辺の大学の方はいますか。

司会

東京学芸大学は近いといえば近いですよね。

−46−



第 2 部 「知れば知るほど好きになる」多摩地域クイズ 
 

第 問

司会

このクイズを通してますます多摩を好きになっていた

だきたいと思います。

さて、第 問です。「多摩地域の鉄道の駅で、年間乗降

客が最も多い駅の組み合わせで正しいものはどれ？」

１番「ＪＲ立川駅、小田急線町田駅、ＪＲ吉祥寺駅」、２番

「ＪＲ吉祥寺駅、ＪＲ立川駅、西武線田無駅」、３番「ＪＲ八

王子駅、ＪＲ立川駅、京王線調布駅」となっております。

では、シンキングタイムです。

ＬＬＲ（福田）

司会の竹内さんは、多摩地区のことはよく知っている

のですか。

司会

私は三鷹市出身です。

ＬＬＲ（福田）

これは一目瞭然でしょう。先生、これは簡単ですよ

ね。

菊地

いや、意外に難しい。

ＬＬＲ（福田）

僕は西東京市出身なので知っています。田無が３位

のわけがない。 田無が３位になることは絶対にない。

多分、八王子駅がトップになることもないと思うんで

す。やっぱり八王子駅はＪＲの端のほうじゃないです

か。

司会

八王子の大学の学生さんはいらっしゃいますか。

ＬＬＲ（福田）

八王子の大学の方は中央大学ですか。八王子はそ

んなに人は降りないですよね。

中央大学

八王子は非常に栄えているところですよ。

ＬＬＲ（福田）

本当に？吉祥寺に行ったことはありますか。

中央大学

吉祥寺はありますよ。でも、八王子のほうが栄えてい

ますから。皆さん、考えを変えるなら今ですよ。

ＬＬＲ（伊藤）

立川周辺の大学の方はいますか。

司会

東京学芸大学は近いといえば近いですよね。

「知れば知るほど好きになる」多摩地域クイズ 第 2 部  
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１つは、ターミナルというのが大事です。いろいろな

鉄道の駅、あるいは鉄道の線路が乗り入れしていて、

人々がそこで乗りかえることが大切です。そう考えると、

八王子だっていっぱいありますね。横浜線や中央線、

八高線もあるし、少し行けば京王線だってありますが、

次に大事なのは拠点性、そこに人々が集まることで

す。つまり、都市施設とか都市機能、あるいは商業施

設が集積していることが大事になってくる。デパートの

数を見てもらうと、立川は駅に大きなデパートがありま

す。そうすると、人々がたくさん集まってくる。町田も

人々が集まって商店街も充実している。そういうことを

考えると、八王子は負けているかと思います。やはり拠

点性がある意味では大事になってきますね。先ほどの

順位を見てもらうと、どこが中心なのか、あるいは多摩

地域のどのあたりに拠点性が高いのかがわかってくる

と思います。

グラフにあるように、多摩地域の鉄道は、もともとは甲

武鉄道という、今の中央線が最初に開通するときに、

論争がありました。つまり、八王子から中央に向かって

鉄道を通すのか、八王子から川崎のほうに向かって鉄

道を通すのかという、当時、横浜港に生糸を運ぶのに

どちらを優先すべきかが議論されました。そのときに、

神奈川県知事だった陸奥宗光が、川崎を優先すべき

だと、神奈川を優先しろと。ところが、東京には山縣有

朋がいて、やはり東京のほうに向かってこなくちゃいけ

ないと。結局、東京が先に認可されて、中央線はでき

ていくのです。以降、住宅地の開発や多摩川の砂利

や青梅の木材、石灰の運搬で鉄道網が整備されてくる

のです。最近では物より人を運ぶということで、多摩地

域の乗降客数が非常に伸びてくることになります。

ＬＬＲ（伊藤）

ちなみに、田無はどれくらいだったのですか。

ＬＬＲ（福田）

田無は 万人。

菊地

皆さん電車に乗ったときに、込み具合を見てもらうと

お分かりかと思いますが、中央線、京王線、小田急線

と３線乗ってもらうと、結構小田急線は混んでいます

ね。

ＪＲ中央線は、混んでいるときもありますが、割に空い

ているんですね。そうすると、小田急線は意外に乗降

客数が多いということが分かると思います。だから、小

田急線沿線は人が多く住んでいるということです。

司会

そういうところを見ても、これから電車に乗るのが楽し

くなってきますね。

ＬＬＲ（福田）

普段だったら混んでいるのはつらいけれど、逆に人

気のある電車に乗れている、と思ったら、満員電車に

すんなり乗れますね。
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第 問

司会

続きまして、４問目へと参りましょう。「本シンポジウム

の主催者である公益財団法人東京市町村自治調査会

が昨年３月に公表した『自治体による学生の活用に関

する調査報告書』によると、多摩地域に所在する大学

等の学生が、多摩地域に所在する企業へ就職したい

という希望の割合はどのくらいでしょうか？」

学生さんが、地元というか多摩にいたい、就職した

いと思ってくれている割合です。

ＬＬＲ（伊藤）

ちなみに、これは大学生の皆さんの意見じゃないで

すか。

司会

どう考えていらっしゃるのでしょうか。まずはシンキン

グタイムでございます。

ＬＬＲ（伊藤）

多摩地域で就職したいということですものね。１番だっ

たら嫌だなあ。

ＬＬＲ（福田）

逆に３番の「 ％」といったら半分ですから、これは

なかなか考えづらくないかなあ。

司会

でも、多摩地域には本当にたくさんの企業がありま

すよね。ちなみに、もう就職活動が始まっているという

学生さんはいますか。

ＬＬＲ（福田）

さっきも一緒にご飯を食べていたのですけれども、

今日は就職活動のことは忘れてクイズを楽しもうとみん

な言っていましたよ。
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や青梅の木材、石灰の運搬で鉄道網が整備されてくる

のです。最近では物より人を運ぶということで、多摩地

域の乗降客数が非常に伸びてくることになります。

ＬＬＲ（伊藤）

ちなみに、田無はどれくらいだったのですか。

ＬＬＲ（福田）

田無は 万人。

菊地

皆さん電車に乗ったときに、込み具合を見てもらうと

お分かりかと思いますが、中央線、京王線、小田急線

と３線乗ってもらうと、結構小田急線は混んでいます

ね。

ＪＲ中央線は、混んでいるときもありますが、割に空い

ているんですね。そうすると、小田急線は意外に乗降

客数が多いということが分かると思います。だから、小

田急線沿線は人が多く住んでいるということです。

司会

そういうところを見ても、これから電車に乗るのが楽し

くなってきますね。

ＬＬＲ（福田）

普段だったら混んでいるのはつらいけれど、逆に人

気のある電車に乗れている、と思ったら、満員電車に

すんなり乗れますね。
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ＬＬＲ（伊藤）

皆さんの中で、多摩地域で就職したいという方はど

れくらいいますか。

ＬＬＲ（福田）

これでパーセンテージを数えればいいんだ― 人

中９人でちょうど半数だから、答えは ％じゃない。

ＬＬＲ（伊藤）

そんなに。でも、ここに来ているみんなは多分多摩

大好きっ子でしょう。 でも、こうなったら ％の可能性

もあるなあ。

ＬＬＲ（福田）

やっぱり多摩地域の学生たちは多摩に愛情がありま

すから。地元愛がありますよね。

司会

理想と現実があるかと思いますけれども、では、これ

も会場の皆さんと学生さんに同時に挙げていただこう

かと思います。それでは、色紙アンドフリップオープン。

ＬＬＲ（伊藤）

回答が割れている。

ＬＬＲ（福田）

１番を出している大学生たちがいるじゃない。

ＬＬＲ（伊藤）

玉川大学か。もしかしたら、お客さんは１番が断トツで

多いのかな。皆さんの多摩地区ですよ。

司会

玉川大学さんは、なぜ７％だと思いますか。

玉川大学

僕たち３人の中に１人しか多摩市民がいなくて…。

多摩市在住の子も考えていなかったと言っていたの

で、違うかなと思いました。

ＬＬＲ（福田）

いいところだよ。多摩地区はパン屋とかも多いし。

玉川大学

今日来てみて、すごくいいまちだと知りました。

司会

他にも東京学芸大学が。

東京学芸大学

希望というところがポイントだと思うのです。夢はでっ

かく、都心の大企業に勤めたい学生が多いんじゃない

かな。

ＬＬＲ（福田）

そういうことね。確かに僕らも多摩地区の子供だった

からわかりますけど、都心への憧れはちょっとあるので

すよ。

ＬＬＲ（伊藤）

ずっとここでもいいですけれども。

ＬＬＲ（福田）

田舎なので。だからこそ、大人になったら多摩地区

のいいところがわかりますけれども……。

ＬＬＲ（伊藤）

色々と経験してね。

司会

では、正解は何でしょうか。

ＬＬＲ（伊藤）

１番か、７％しかいないのか。

司会

なぜでしょう。
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ＬＬＲ（伊藤）

多分、大学は東京以外の地方から来ている人が多い

ということですね。そうなってきたら、やっぱり都心で働

きたいとか地元に帰りたいとかそういうことなんじゃない

ですか。

司会

ちなみに、学生さんで多摩地域に住んでいらして、

しかも多摩地域の学校に通っているという方、多摩地

域出身の方はいらっしゃいますか。

中央大学

日野市です。日野市を多摩の中心にすべく……。

多摩を都会にします。

司会

力強い。首都大学東京の学生さんにもいらっしゃい

ましたね。どちらですか。

首都大学東京

生まれは国立市で、２カ月で立川市に来ました。だ

から、ちょっと複雑なアイデンティティーを持っていて、

国立系立川人です。

ＬＬＲ（福田）

国立市はすごいところですね。僕も初めて知りました

が、国分寺と立川の間だから国立という名前なので

す。その地域に名前がないということですもんね、先

生。

菊地

先程、第１部で嵐山先生が、国立という地名はもとも

とあって、立川に「立」という字をあげて、国分寺に「国」

という字をあげたと悔し紛れにおっしゃっていました。

ＬＬＲ（伊藤）

地方の人が見たら、「くにたち」じゃなくて「こくりつ」と

絶対読んじゃいますからね。

ＬＬＲ（福田）

みんな都心で働きたいですか。

桜美林大学

いや、多摩で働きたいですね。 時間、多摩で過ご

したい。

司会

多摩愛がすごいですね。どちらにお住まいですか？

桜美林大学

東京の市で唯一駅のない、武蔵村山です。

司会

さて、なぜこういう結果か、菊地先生に解説をいただ

きたいのですが。

菊地

なぜだと言われても、私もよくわかりません。けれど

も、先ほども言ったように、多摩地域は、大学を含めた

高等教育機関が あります。ですから、大学が非常に

多いですが、その大学生の全てが多摩出身ではない

ということがまず１つです。多くの学生は各地方からたく

さん来ます。そして、そういう学生は、必ずしも多摩地

域で就職したいと思わない、地元に帰っていく学生も

多いということです。

その一方で、多摩地域に住み、多摩地域の大学に

入り、多摩地域の企業に就職したい学生も少なからず

いることが重要です。とは言うものの、多摩地域に働き

場所があるかというと、現状ではなかなか、学生自身も

まだ見出せていないところもあります。

学生にとってこれからの就職活動の参考になるかどう

かわかりませんけれども、実は、多摩地域には優良企

業が大体 ぐらいあります。そういった企業の中で、

特に先ほど言われた精密機械、光学、機械工業、電

気、情報であるとか、そういう世界をリードするようなトッ

プメーカーの企業が非常に多くあります。

例えば、皆さんは知っているかどうかわかりませんけ
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れども、多摩六都科学館にプラネタリウムがあります。

そこにＣＨＩＲＯＮⅡという、ギネスに登録されたプラネ

タリウムがありますが、そのプラネタリウムをつくった企

業が府中にある五藤光学研究所です。調べてみると、

余り知らないと思いますが、そこが日本のプラネタリウ

ムの約７割を占めて、世界のプラネタリウムの４割を占

めているのです。つまり、その企業は世界のトップ企業

です。そういう企業が多摩地域にはたくさんあるので

す。だから、そういう企業を学生がちゃんと調べて、多

摩地域で働くことができればいいですね。逆に、企業

も多摩地域の学生を採ってもらうと非常にいいのでは

ないかと。つまり、多摩地域というのは、そんな優良企

業あるいは世界に誇るような企業がたくさんあるというこ

とを、学生も私たちも知らなくちゃいけないと思います。

ＬＬＲ（福田）

多摩地区としては鼻が高い話でした。多摩のプラネ

タリウムはいいところですよね。田無タワーの麓にある

やつですね。

ＬＬＲ（伊藤）

皆さんも今の話を聞いて、より多摩で働きたいと思っ

たのではないでしょうか。
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第５問

司会

多摩に愛を持ってもらって、ますます元気にしてほし

いなと思っております。では、ラストの問題となります。５

問目は「昨年開催された『スポーツ祭東京 』（第

回国民体育大会・第 回全国障害者スポーツ大会）で

使用されたマスコットの名称は？」、これは見たことがあ

ると思いますが。１番「ゆるりん」、２番「ゆりーと」、３番

「ゆりりん」ということで、シンキングタイムです。

ＬＬＲ（福田）

ちなみに、今のところ４問全部正解している大学はあ

りますか。全員外れちゃったか。会場で全問正解して

いる方はいますか。

ＬＬＲ（伊藤）

最後にこの問題を当てて、パーフェクトで行ってほし

いですね。そうなったらもう多摩マニアですね。

司会

では、学生の皆さんと会場の皆さん、一緒に挙げて

いただきたいと思います。オープン。

ＬＬＲ（伊藤）

緑が多いですね。「ゆりーと」。

ＬＬＲ（福田）

玉川大学が「ゆりりん」を出しているじゃないか。何で

「ゆりりん」だと思ったの。

玉川大学

マスコットキャラクターは、最後に「ん」がつくやつが

多いかなと。

ＬＬＲ（福田）

玉川大学さん、変えるなら今ですよ。まだチャンスは

ありますよ。「ゆりーと」に変えるチャンスはありますよ。

どうしますか。

玉川大学

いや、１チームだけなので変えません。

ＬＬＲ（伊藤）

すばらしい意思の強さ。吉と出るか凶と出るかです

ね。

司会

では、正解はこちらです。

ＬＬＲ（福田）

どう考えても「ゆりーと」です。

司会

全問正解された方はいらっしゃいますか。
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ＬＬＲ（伊藤）

いらっしゃいました、すごい！おめでとうございます。

多摩愛がすごいということですよ。

司会

さて、こちらの解説は。

菊地

これは昨年のことですから皆さんも記憶にあると思い

ますけれども、実は、東京都の鳥が「ゆりかもめ」です。

それと、スポーツをする人、「アスリート」を組み合わせ

て「ゆりーと」という名前がつけられました。昨年のスポ

ーツ祭は非常に意義のあることで、従来、こういう国体

は都市の中心を主体にして行っていました。しかし昨

年は多摩地域を主体にして行い、多摩地域の市町村

が協力して、１つの市町村だけではなくていろいろな

市町村が分担して競技をやり、それぞれの市町村でし

っかりとしたおもてなしをしました。 年の東京オリン

ピック・パラリンピックの予行演習になるかどうかはわか

りませんが、大会運営も非常にスムーズに行われ、地

方から来たアスリートたちをおもてなししました。その結

果、私が個人的に聞いたところによると、地方から来た

人は、みんな多摩地域の良さを味わい、体験して帰っ

ていったそうです。多摩地域もやればできるじゃないか

ということだと思います。 年の東京オリンピックは、

東京の都心あるいは臨海部を中心にして開催します

が、実はそういったところでも多摩地域が何らかの形で

参加できないか。つまり、 年のスポーツ祭で培った

おもてなしの精神をもって、外国から来るお客さんに対

していろいろなおもてなし、あるいは多摩の魅力やおも

しろいところを伝えることができないだろうかということが

これから期待されていくだろうと思います。

司会

ありがとうございました。ということで、以上５問が終了

しましたが、学生の皆さん、感想をお願いできますか。

まずは東京農工大学の皆さんから。

東京農工大学

問中 問正解しました。結構難しい問題がありまし

た。

ＬＬＲ（伊藤）

でも、今日を機会に多摩のことを知れたということです

ね。

東京農工大学

ありがとうございます。

司会

東京学芸大学の皆さんはいかがでしたか。

東京学芸大学

５問中３問ぐらい合っていたのですが、結構難しいも

のが多くて……。

司会

中央大学の皆さんどうぞ。

中央大学

身近だとかえって見逃しがちになってしまって……。

けれど、多摩地域の魅力を再発見できたのではなかろ

うかと思っています。ありがとうございます。

司会

玉川大学の皆さんはいかがでしたか。

玉川大学

すごく難しかったです。多摩市民なんですけれども

……。とても勉強になったので、これから勉強していけ

たらいいかと。

司会

ありがとうございます。そして、首都大学東京の皆さ

ん、いかがでしたか。

首都大学東京

５問中３問正解でした。第４問目の問題は ％就職

したいというところに挙げてしまって。希望的な意味を

込めて挙げましたが、不正解でした。
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司会

ありがとうございました。それでは、「『知れば知るほど

好きになる』多摩地域クイズ」終了とさせていただきた

いと思います。菊地先生、ＬＬＲのお二人、学生の皆さ

ん、どうもありがとうございました。さて、長時間にわたっ

てお送りしてまいりましたこのシンポジウム、いかがでし

たか。

ＬＬＲ（福田）

少し聞いていただけでもいろいろ勉強になりました。

大人になっていろいろな地域の人に出会うと、多摩地

区に方言がないから、いいなとか思うときがありました。

実は、「うざい」ということばが多摩の方言だったとは、

本当に驚きました。色々なことが新発見でしたね。

ＬＬＲ（伊藤）

新しいことをたくさん知ることができて良かったです。

みなさんも、これを機にもっと多摩について学び好きに

なってもらえればなと思います。

菊地

今日は、多摩地域の魅力は何だろう、あるいは多摩

地域はどういう地域なのだろうかということをそれぞれ

考えてもらえばいいかなと思うのですが、１つ気がつい

たことがあります。それは、多摩地域の魅力は組み合

わせではないかと思うのです。いろいろなものを組み

合わせる。つまり、自然と人を組み合わせる、あるいは

自然と人と木を組み合わせる、あるいは昔から住んで

いる住民と新住民を組み合わせる。あるいは若い人、

中堅の人、お年を召した人を組み合わせる、そういっ

た組み合わせが多摩地域をつくっていく。いろいろな

意味で活力にもなってきますし、魅力を発信するので

はないでしょうか。だから、それらの組み合わせを大事

にすることが多摩地域にとっては非常に重要かなと思

います。

先程、嵐山先生が控室で「多摩地域っていいよね。

ただ、これからの多摩地域というのは文化が必要だよ」

とおっしゃいました。そこで、僕は文化とは一体何だろ

うかと考えたときに、多摩地域は人の交流はある、それ

からお金の交流ももちろん物の交流もある。今度は、知

の交流、知識の知ですね。要するに、知識の知の交流

というのは、お年寄りが持っている多摩地域の昔からの

知恵をいかに若い人に伝えていくのか。それから、若

い人が持っている新しい考え、あるいは新しいアイデ

アをいかに多摩地域に根づかせていくのか。つまり、

そういうふうに知の交流を通すことにより、実は文化が

生まれてくるのではないか。そうすると、多摩地域には

文化があります、と自信を持って言えるようになってくる

のではないかと思うのです。

これからの多摩地域、今は 年ですが、 年、

年となったときに、ある意味では、さらに多摩地域が発

展していけばいいかなと。

東京に移管する前に、多摩だけで県をつくりましょう、

という多摩県構想があったそうです。多摩というのはそ

れだけの実力は今でもあるのです。東京都に多摩がも

し入っていなかったら、県だったらどのぐらいの実力が

あるのだろうかと考えました。多摩県は、実は日本の都

道府県の中で、中の上ぐらいの位置なのです。なかな

かその上は難しいかもしれませんが、決して負けない。

だから、東京都に依存しなくてもやっていける地域だと

いうことが僕はわかりました。それだけでもうれしいので

すが、でも、やはり多摩というのは東京都につかず離

れずというか、適当な距離を持ちながら、あるときは東

京に依存しながら、あるときは東京からちょっと独立、と

いう位置づけ、あるいは立ち位置がいいかなと思いま

す。これからも皆さん、多摩のために、あるいは多摩の

魅力のために少し私たちも頑張りましょう。

司会

以上をもちまして、本シンポジウム終了とさせていた

だきます。長時間にわたってどうもありがとうございまし

た。

−56−



第 2 部 「知れば知るほど好きになる」多摩地域クイズ 
 

まとめ

司会

ありがとうございました。それでは、「『知れば知るほど

好きになる』多摩地域クイズ」終了とさせていただきた

いと思います。菊地先生、ＬＬＲのお二人、学生の皆さ

ん、どうもありがとうございました。さて、長時間にわたっ

てお送りしてまいりましたこのシンポジウム、いかがでし

たか。

ＬＬＲ（福田）

少し聞いていただけでもいろいろ勉強になりました。

大人になっていろいろな地域の人に出会うと、多摩地

区に方言がないから、いいなとか思うときがありました。

実は、「うざい」ということばが多摩の方言だったとは、

本当に驚きました。色々なことが新発見でしたね。

ＬＬＲ（伊藤）

新しいことをたくさん知ることができて良かったです。

みなさんも、これを機にもっと多摩について学び好きに

なってもらえればなと思います。

菊地

今日は、多摩地域の魅力は何だろう、あるいは多摩

地域はどういう地域なのだろうかということをそれぞれ

考えてもらえばいいかなと思うのですが、１つ気がつい

たことがあります。それは、多摩地域の魅力は組み合

わせではないかと思うのです。いろいろなものを組み

合わせる。つまり、自然と人を組み合わせる、あるいは

自然と人と木を組み合わせる、あるいは昔から住んで

いる住民と新住民を組み合わせる。あるいは若い人、

中堅の人、お年を召した人を組み合わせる、そういっ

た組み合わせが多摩地域をつくっていく。いろいろな

意味で活力にもなってきますし、魅力を発信するので

はないでしょうか。だから、それらの組み合わせを大事

にすることが多摩地域にとっては非常に重要かなと思

います。

先程、嵐山先生が控室で「多摩地域っていいよね。

ただ、これからの多摩地域というのは文化が必要だよ」

とおっしゃいました。そこで、僕は文化とは一体何だろ

うかと考えたときに、多摩地域は人の交流はある、それ

からお金の交流ももちろん物の交流もある。今度は、知

の交流、知識の知ですね。要するに、知識の知の交流

というのは、お年寄りが持っている多摩地域の昔からの

知恵をいかに若い人に伝えていくのか。それから、若

い人が持っている新しい考え、あるいは新しいアイデ

アをいかに多摩地域に根づかせていくのか。つまり、

そういうふうに知の交流を通すことにより、実は文化が

生まれてくるのではないか。そうすると、多摩地域には

文化があります、と自信を持って言えるようになってくる

のではないかと思うのです。

これからの多摩地域、今は 年ですが、 年、

年となったときに、ある意味では、さらに多摩地域が発

展していけばいいかなと。

東京に移管する前に、多摩だけで県をつくりましょう、

という多摩県構想があったそうです。多摩というのはそ

れだけの実力は今でもあるのです。東京都に多摩がも

し入っていなかったら、県だったらどのぐらいの実力が

あるのだろうかと考えました。多摩県は、実は日本の都

道府県の中で、中の上ぐらいの位置なのです。なかな

かその上は難しいかもしれませんが、決して負けない。

だから、東京都に依存しなくてもやっていける地域だと

いうことが僕はわかりました。それだけでもうれしいので

すが、でも、やはり多摩というのは東京都につかず離

れずというか、適当な距離を持ちながら、あるときは東

京に依存しながら、あるときは東京からちょっと独立、と

いう位置づけ、あるいは立ち位置がいいかなと思いま

す。これからも皆さん、多摩のために、あるいは多摩の

魅力のために少し私たちも頑張りましょう。

司会

以上をもちまして、本シンポジウム終了とさせていた

だきます。長時間にわたってどうもありがとうございまし

た。

第 2 部 「知れば知るほど好きになる」多摩地域クイズ 
 

まとめ

司会

ありがとうございました。それでは、「『知れば知るほど

好きになる』多摩地域クイズ」終了とさせていただきた

いと思います。菊地先生、ＬＬＲのお二人、学生の皆さ

ん、どうもありがとうございました。さて、長時間にわたっ

てお送りしてまいりましたこのシンポジウム、いかがでし

たか。

ＬＬＲ（福田）

少し聞いていただけでもいろいろ勉強になりました。

大人になっていろいろな地域の人に出会うと、多摩地

区に方言がないから、いいなとか思うときがありました。

実は、「うざい」ということばが多摩の方言だったとは、

本当に驚きました。色々なことが新発見でしたね。

ＬＬＲ（伊藤）

新しいことをたくさん知ることができて良かったです。

みなさんも、これを機にもっと多摩について学び好きに

なってもらえればなと思います。

菊地

今日は、多摩地域の魅力は何だろう、あるいは多摩

地域はどういう地域なのだろうかということをそれぞれ

考えてもらえばいいかなと思うのですが、１つ気がつい

たことがあります。それは、多摩地域の魅力は組み合

わせではないかと思うのです。いろいろなものを組み

合わせる。つまり、自然と人を組み合わせる、あるいは

自然と人と木を組み合わせる、あるいは昔から住んで

いる住民と新住民を組み合わせる。あるいは若い人、

中堅の人、お年を召した人を組み合わせる、そういっ

た組み合わせが多摩地域をつくっていく。いろいろな

意味で活力にもなってきますし、魅力を発信するので

はないでしょうか。だから、それらの組み合わせを大事

にすることが多摩地域にとっては非常に重要かなと思

います。

先程、嵐山先生が控室で「多摩地域っていいよね。

ただ、これからの多摩地域というのは文化が必要だよ」

とおっしゃいました。そこで、僕は文化とは一体何だろ

うかと考えたときに、多摩地域は人の交流はある、それ

からお金の交流ももちろん物の交流もある。今度は、知

の交流、知識の知ですね。要するに、知識の知の交流

というのは、お年寄りが持っている多摩地域の昔からの

知恵をいかに若い人に伝えていくのか。それから、若

い人が持っている新しい考え、あるいは新しいアイデ

アをいかに多摩地域に根づかせていくのか。つまり、

そういうふうに知の交流を通すことにより、実は文化が

生まれてくるのではないか。そうすると、多摩地域には

文化があります、と自信を持って言えるようになってくる

のではないかと思うのです。

これからの多摩地域、今は 年ですが、 年、

年となったときに、ある意味では、さらに多摩地域が発

展していけばいいかなと。

東京に移管する前に、多摩だけで県をつくりましょう、

という多摩県構想があったそうです。多摩というのはそ

れだけの実力は今でもあるのです。東京都に多摩がも

し入っていなかったら、県だったらどのぐらいの実力が

あるのだろうかと考えました。多摩県は、実は日本の都

道府県の中で、中の上ぐらいの位置なのです。なかな

かその上は難しいかもしれませんが、決して負けない。

だから、東京都に依存しなくてもやっていける地域だと

いうことが僕はわかりました。それだけでもうれしいので

すが、でも、やはり多摩というのは東京都につかず離

れずというか、適当な距離を持ちながら、あるときは東

京に依存しながら、あるときは東京からちょっと独立、と

いう位置づけ、あるいは立ち位置がいいかなと思いま

す。これからも皆さん、多摩のために、あるいは多摩の

魅力のために少し私たちも頑張りましょう。

司会

以上をもちまして、本シンポジウム終了とさせていた

だきます。長時間にわたってどうもありがとうございまし

た。
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公益財団法人 東京市町村自治調査会

昭和６１（１９８６）年１０月に、市町村の自治の振興を図ることを目的に

東京都全市町村の総意により設立された行政シンクタンクです。

多摩・島しょ地域の広域的課題や共通課題の調査研究、及び普及啓発、

市町村共同事業、広域的市民活動への支援などの諸事業を行っております。

平成 （ ）年 月 発行

シンポジウム報告書

多摩東京移管 周年記念シンポジウム

たまには多摩の話しを
～知れば知るほど好きになる～

■発行 公益財団法人 東京市町村自治調査会

〒

東京都府中市新町 東京自治会館 階

ＴＥＬ ＦＡＸ

Ｅ‐mail : tama005@tama

■制作 株式会社 地域力活性化研究室

〒

東京都港区東新橋

ＴＥＬ ＦＡＸ
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