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エコプロダクツ２０１５に出展します！

039

オール東京６２市区町村共同事業

みどり東京・温暖化防止プロジェクト

62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

シーナ

では、本年度も国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ」に
当調査会と(公財)特別区協

MIDORI TOKYO MUSEUM

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

オール東京
62 市区町村
共同事業

本プロジェクトでは、
自然環境保護及び地球温暖化防止についての普及・啓発
を目的とする市区町村の自主事業に対する助成を行っています。
本プロジェクトの

住宅用自然エネルギー利用機器等設置補助金事業

町田市では、地球温暖化対策のため、2002年度から温室効果ガスを排出し

エコプロ 2016 に出展します！

期間中は、各自治体の展示、
日替わりステージショー、各種
「みどり東京・温暖化防止プ
山から、まちから、島から。これがエコの博物館。

ワークショップ、
スタンプラリーなどを実施し、
大人から子どもまで
ロジェクト」
では、
「エコプロ
楽しんでいただける内容としています。
2016
環境とエネルギーの

皆様お誘い合わせのうえ、
ぜひお越し
未来展」
に出展し、都内各市区町村の取組を紹介します。

ください。
本年度は
「みどり東京ミュージアム 山から、まちから、島から。これがエ

Tama

コの博物館。」をテーマとして、パネル展示のほか、ワークショップやスタン

町田市

プラリーなど、大人から子どもまでお楽しみいただけます。

ない太陽光発電システムを多くの皆様に設置していただき、設置費用の一部を

【期

間】平成27年12月10日
（木）～12日
（土）

【会

場】東京ビッグサイト

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。

補助しています。
2012年度からは、
「 第二次町田市環境マスタープラン」に再生可能エネル
ギー利用促進の目標を掲げ、地域で取り組む地球温暖化の防止をより一層進

日

時

会

場
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主

催

アクセス

JR 京葉線

東京メトロ
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JR 京浜
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銀座線
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都営バス
都 05 系統

8

東京駅
東京メトロ
有楽町線

都営浅草線

門前仲町

約 40 分
東京駅丸の内南口（勝どき駅前経由）

東16 系統

約 40 分
東京駅八重洲口（豊洲駅前経由）

門19 系統

約 30 分
門前仲町（豊洲駅前経由）

オール東京 62 市区町村共同事業

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
東京ビッグサイト

分

豊洲

TEL：042-724-4391

5

新橋

JR 埼京線

無料 !

オール東京62市区町村共同事業
および各自治体の展示、各種ワーク
ショップ、スタンプラリーなど大人か
ら子どもまでお楽しみいただけます。

公益財団法人特別区協議会、公益財団法人東京市町村自治調査会

※当日は混雑が予想されますので、公共の交通機関のご利用をおすすめします。

「国際展示場正門」駅下車
徒歩約 3 分
国際展示場正門

13

新木場

JR 山手線

大崎

りんかい線

国際展示場

ギー利用機器等設置補助金交付要綱に基づく補助を行っています。

［最終日は17：00まで］

0-000［エコプロダクツ 2016 会場内］

企画運営

特別区長会、東京都市長会、東京都町村会
東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

分

10：00～18：00 入場

千代田区／中央区／港区／新宿区／文京区／台東区／墨田区／江東区／品川区／目黒区／大田区／世田谷区／渋谷区／中野区／杉並区／豊島区／北区／荒川区／板橋区／練馬区／
足立区／葛飾区／江戸川区／八王子市／立川市／武蔵野市／府中市／昭島市／調布市／小金井市／小平市／日野市／東村山市／国立市／狛江市／東大和市／武蔵村山市／多摩市／
稲城市／羽村市／あきる野市／日の出町／檜原村／奥多摩町／小笠原村／島しょ部

「国際展示場」駅下車
徒歩約 7 分

JR 湘南
新宿ライン

12／8 木／9 金／10 土

東京ビッグサイト 東 5 ホール

参加・出展自治体

めるため、太陽光発電以外の機器にも対象を拡大し、町田市住宅用自然エネル
【問合せ先】町田市環境・自然共生課

出展し、環境に関する都内各市区町村独自の取組や全62市区
議会が企画運営するオール

町村共同での取組を紹介しています。
東京６２市区町村共同事業

かれん

助成金を活用して多摩・島しょ地域の自治体で実施されている事業を紹介します。

1 町田市

039

当調査会と(公財)特別区協議会が企画運営するオール東京
エコプロ2016に出展します
！

かれんとシーナは 、みどり東
京・温暖化防止プロジェクトの
イメージキャラクターです。

市町村助成事業紹介

No.

ECO ネット東京 62

ht tp://all62 .jp

オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止
プロジェクト」は、東京で暮らす私たちにとって大きな課題で
ある温室効果ガスの削減やみどりの保全について、東京都内
の全 62 市区町村が連携・共同して取り組む事業です。
※この事業は、公益財団法人東京都区市町村振興協会から
の助成金により実施しています。

【期 間】平成28年12月8日
（木）～10日（土）
（エコプロダクツ会場内
東５ホール 5‒034）

【会
場】東京ビッグサイト
【時
間】10：00～18：00
（最終日は17：00まで）
（エコプロ2016会場内 東展示場2ホール 2-012）

【時 間】10：00～18：00（最終日は17：00まで）

オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

主催／特別区長会・東京都市長会・東京都町村会 企画運営／(公財)特別区協議会・(公財)東京市町村自治調査会

2 小金井市

小金井市エコドライブ教習会事業

Tama
小金井市

小金井市では、平成22年３月に策定した小金井市地球温暖化対策地域推
進計画の重点対策の１つ、
「自動車による二酸化炭素排出量の削減を目指す」

編
編

という施策の一環で、
小金井市エコドライブ教習会事業を開催しています。
環境にやさしい運転方法であるエコドライブは、地球温暖化対策や大気汚染

集 後
後 記
記
集

○○日本人ジャーナリス
トの海外での人質殺害事件というたいへん今
早いもので、今年もあと１ヵ月を残すのみとなりました。

防止に有効です。
さらに、燃費が改善するとともに、安全運転にもつながります。
参加者からは、
大変ご好評をいただいています。
【問合せ先】小金井市環境政策課

オール東京62市区町村共同事業
「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
は、
東京で暮らす私たちにとって大きな課題である温室効果ガスの
削減や緑の保全について、東京都内の全62市区町村が連携・共同して取り組む事業です。
この事業は、公益財団法人東京都区市町村振興協
会からの助成金により実施しています。
検索
みどり東京・温暖化防止プロジェクト ホームページ http://all62.jp/ ＥＣＯネット東京６２

○ 当日は、
各講座の塾生による舞台発表、展示、
ワークショ
ップに
市民団体への支援や交流の場の提供を通じて、
多摩地域の

国勢調査等の大きな出来事に加えて、
阪神・淡路大震災20年、
催と両大会旗が東京に受け継がれたことかと思います。
来年

運営に尽力された市民
（講師）
10名の方の功労者表彰が行われる
ています。
〇
本紙記事2～3ページに掲載の
「ＴＡＭＡ市民塾」
は、多摩
など、
大変な盛り上がりを見せました。
今回のイベントを通じて、
地域の豊富な人材を活かすという発想のもとに創設されまし
塾生と講師、
あるいは塾生同士の活き活きとした交流の一端に
た。
これまでに600講座、13,700名を超える講座修了生を輩
触れることができました。
出するとともに、
修了生が自主的に講座を企画し、
講師となる
○ これからも
「市民の市民による市民のための講座」
を活発化に
人も少なくありません。
することにより、
多摩地域の人的ネットワークがより一層太く強固
〇 また、4ページに掲載の
「広域的市民ネットワーク活動助成
なものとなり、問題解決や活力ある多摩ライフの進展につながる
事業」は、多摩地域で広く市民活動を支援する制度ですが、
ことを願っています。
芸術・文化、
スポーツ分野に加え、近年では、子育て支援、高
○ さて、来年は、北海道新幹線が開通（３月）
し、本州と北海道が
齢者支援や障害者支援等の地域課題に取り組む活動団体へ
新幹線でつながり利便性が高まります。
また、
伊勢志摩G8サミット
の助成も増えつつあります。
（
、
参議院議員通常選挙
（７月）
、
リオデジャネイロオリンピック
・
〇５月）
都内の65歳以上の高齢者の割合は、
10年後には25％に
パラリンピック
（８月）、
アメリカ大統領選挙（11月）など、国内外
達し、東京圏では13万人余の介護ベッド数が不足することが
で様々なイベントが目白押しとなっています。
果たして来年は、
予想されています。高齢社会においては、地域の課題を地域
どんな年となるのでしょうか
？
で支え合う仕組みと、
それを支える地域の人材力が不可欠と
痛感しています。
（Ｍ.M）
〇 冒頭の番組のように、高齢者一人ひとりが役割を持ち、豊
かな経験を活かせる機会と場所づくりに、多摩交流センター
がその一端を担うことができれば幸いです。
是非、
多摩交流セ
ぐるり39
ンターにお立ち寄りください。
2015.12
		
（M.M）

リンピック開催基本計画策定、
北陸新幹線開業、
統一地方選挙や
は、
やはりリオデジャネイロオリンピック
・パラリンピックの開

TEL：042-387-9817

は、
いよいよ大会開催に向けた取組が増え、
開催機運が一層
原爆投下
・終戦70年などの節目となる年でした。

高まるものと思います。
○ 節目といえば、
当調査会の多摩交流センターの事業も、本年は

3 大島町

地域に花を咲かせる事業

大島町では、島内にある７地域の婦人会が、地域に花を咲かせる事業を実
施しています。
地域ごとの主要道路沿いにある花壇や空き地などに季節ごとに咲く花を咲
かせ、島民・観光客にやすらぎと小さな感動を与えることを目的に事業を実施
しています。
また、全島が富士箱根伊豆国立公園に指定されており、地域に花
を咲かせる事業とともに、海岸線に多く繁殖している
「クロマツ」
などの景観を
保つため、
松枯れ対策も実施しています。
この事業を継続し、
さらなる地域コミュニティの活性化を目指していきます。
【問合せ先】 大島町政策推進課

6

ぐるり39
2016.12

TEL：04992-2-1444

大島町

Islands

生まれ、
地域社会が活性化していくことを願って名付けられました。
〇
当調査会多摩交流センターは、
多摩地域で広く活動する

ショ
ッキングなニュースではじまった本年は、
オリンピック・パラ
年も話題の多い年でしたが、
最も印象に残ったものの一つ

〇
さて、以前、
あるテレビ局で
「大都市での老後」
をテーマにし
節目の年に当たりました。
平成７年に、
多摩地域の市民が企画
・
た番組を見ました。
その中で、
空き部屋が多くなった共同住
運営を行う公民協働の新しい生涯学習の場として発足した
「ＴＡＭＡ
宅に、付近に居住する高齢者が移り住むことで、高齢者が住
市民塾」が、本年で創立20周年を迎えました。
み慣れた地域を離れることなく、安心した生活を送れる事例
○ 「ＴＡＭＡ市民塾」
は、様々な分野においてご活躍の方が講師と
が紹介されていました。
この共同住宅は、空き部屋が高齢者
なって、
講座を企画し、
低廉な料金で多摩地域
（30市町村）
の市民
向け住宅としてバリアフリーに改良され、介護事業所も併設、
に提供し、
運営を行っています。
これまで、
約600件の講座が開催
高齢者ケアにも配慮されていました。
され、
実に1万4000名もの塾生の参画を得て、
市民ネットワークが
〇
また、
移り住んできた多くの高齢者は、
共に暮らしを支え合う
形成され、
市民交流が大いに進んできました。
共助の仕組みづくりを模索していました。
例えば、
ある住人が
○ 先日開催された
「知縁コミュティ・フェスタ」
という20周年記念
急な発熱等で通院の必要が生じた場合、
買い物の代行や庭の
イベントに参加してきました。
このネーミングの由来は、
「講座は
手入れなどの小さなサービスを提供し、
それによって自分も活
コミュ二ティ」
を基本理念とし、多摩地域に在住する人などが
き活きと元気になれるというものです。
〇
番組の締めく
くりでは、
老化を防ぐ最大の秘訣は、
一人ひ
集まり、
交流することで、
新たな人と人をつなぐネッ
トワークが
とりが“役割”を持つこと、
身近なところで活躍できる場所づく
り、地域に眠っている人材資源をネットワーク化していくこと
が大切なのですと提言していました。
まさに、迫る高齢社会に
向き合った、地域人材を有効に活かした仕組みではないかと
思いました。

より、
講座内容やこれまでの振り返りが紹介されたほか、
市民塾の
人材を掘り起し、
つなぎ、交流を活発化させていく取組を行っ

ぐるり39
2016.12
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