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開催予告

－自治調査会設立30周年記念－

調査研究結果発表シンポジウム

未来に 活かそう
多摩・島しょ地域のレガシー
～東京五輪が照らす
多摩・島しょ地域の可能性と展望～
日時

10月19日（水）
１３：３０～１６：4０（予定）

場所

府中グリーンプラザ

けやきホール

（府中市府中町1-1-1）

当日プログラム（予定）

□ 基調講演
● 「多摩地域の軌跡とオリンピック・パラリンピック
後の未来」

□ 調査研究結果発表
● 「多摩・島しょ地域におけるレガシーの活用について」

□ パネルディスカッション
●	東京五輪が照らす多摩・島しょ地域の可能性と展望

申し込み方法や詳細は、
９月上旬にホームページ(http://www.tama-100.or.jp/)でご案内します。
また「ぐるり３９」10月号にも掲載予定です。
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平成27年度

036

調査研究報告書の紹介

本紙5月号（No.32）で概要を紹介した平成27年度の調査研究報告書のうち、5件の単年度調査研究報告書について、隔
月で詳細を紹介していきます。今月号では、
「2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける多摩・島しょ地域の可能性と
展望に関する調査研究報告書」を紹介します。
本報告書は、当調査会ホームページ（http://www.tama-100.or.jp/）からダウンロードできます。

2020年
東京オリンピック・パラリンピックにおける
多摩・島しょ地域の可能性と展望に関する
調査研究報告書

１．背景・目的

2020年東京オリンピック・パラリンピックに際して、開催都市では

けた各種の取組方策などの提示を目的として実施しました。

公益財団法人 東京市町村自治調査会

本調査研究は、多摩・島しょ地域の市町村におけるレガシー創出に向

28

年３月

れることが期待されています。

2020年
東京オリンピック・パラリンピックにおける
多摩・島しょ地域の可能性と展望に関する
調査研究報告書

平成

様々な社会的課題の解決が加速し、大会後にレガシー（遺産）が創出さ

２０２０年 東京オリンピック・パラリンピックにおける多摩・島しょ地域の可能性と展望に関する調査研究報告書

2020年
東京オリンピック・パラリンピックにおける
多摩・島しょ地域の可能性と展望に関する
調査研究報告書

平成28年3月
公益財団法人 東京市町村自治調査会

環境にやさしい植物油インキと再生紙を使用しております。

２．多摩・島しょ地域における大会に向けた現状

①多摩・島しょ地域市町村の取組状況

・大会に向けた取組について「実施済または実施予定」は約９割
・取組上の主な課題は「財源不足」が約７割、
「取組のノウハウ不足」が約４割

②多摩・島しょ地域住民の意向

・同地域での競技開催を「知っていた」は約４割（若年層になるほど認知度が低下）
・来訪者に配慮したまちづくりが「進んでいない」が約８割
・気運醸成等の取組を「よいと思う」は約９割

３．多摩・島しょ地域におけるレガシー創出に向けた取組
レガシー創出に向けた市町村の取組方策を
提示するにあたり、

①実施しやすく継続可能な取組を推進する
②地域を見直し気づきを得る好機とする
③近 隣市町村等との広域連携を積極的
に推進する
の３点を理念に置いています。
そのうえで、
「スポーツ・健康」
「障がい者」
「まちづくり」
「文化・教育」
「経済・観光」の

【多摩・島しょ地域で創出すべきレガシーと取組方策】
分野

スポーツ・
健康

創出すべきレガシー
住民の健康増進

レガシー創出に向けた取組方策
ウォーキング・ジョギング・サイクリングを
促進するコース開発・拠点づくり

子どもたちの健全な成長とス 現有施設等を活用した事前キャンプ等誘
ポーツ文化・交流の定着
致活動の効果的・効率的な展開

障がい者

社会的包摂性の醸成

障がい者に関するきめ細やかな理解促進

まちづくり

美しく安全・安心なまちの形成 まちの総点検・華のある景観形成

文化・教育

ボランティア文化の定着

地域で活躍するボランティアの確保

経済・観光

多摩・島しょ地域の
ブランド力の向上

地域の魅力・お宝の再発見
〜宿泊客による滞在型観光の促進〜

５分野に分けて取組方策を提示しました。
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多摩交流センターだより

多摩交流センターだより
インターネット
放送による

多摩発・遠隔生涯学習講座
NPO法人全国生涯学習ネットワーク・公益財団法人東京市町村自治調査会共催
後援：武蔵野市教育委員会

9・10月開催予定の講座案内
題

151回
日

講

名

世界を動かした石見銀山

時 平成28年9月8日
（木） 14：30から約1時間
師 渡辺

辰朗

氏（島根県遣島使、関東石見銀山会会長）

内 容 「銀こそ力」、石見銀山をめぐり戦国武将は戦いました。戦国時代の
およそ100年の中で、西欧諸国や明、そして多国籍密貿易集団は石
見銀を求め、日本と深く関わっていきます。石見銀は高品位で多量
に輸出され、アジアとヨーロッパ諸国を結ぶ原動力となりました。
その結果、日本に鉄砲やキリスト教等の西欧文化をもたらし、豪華絢爛な「桃山文化」が登場します。

152回

題 名
講 師

映画がフィルムだった頃
日 時 平成28年10月13日
（木） 14：30から約1時間
島倉 繁夫 氏（映画製作、映画史研究家）

無料（ただし資料代100円）
○受 講 料
多摩交流センター 第2会議室（申込みは必要ありません。直接会場にお越しください。）
○メイン会場
○サテライト会場 武蔵野市かたらいの道
○ライブ中継・VOD視聴について
多摩発・遠隔生涯学習講座のホームページ
（http://zsgn.dp-21.net/tsgn/）
から無料で、
当日の講座の視聴
（ライブ中継）
や過去の講座を視聴（VOD視聴）
することができます。
問合せ先：TEL 070-2648-3520
（高原） TEL 0422-52-0908
（菅原）

D
ry
ona
dicti

Wide
Variety
of
Subjects

特定非営利活動法人

東京雑学大学

平成28年10月講義案内
（会員は受講料無料・会員外は10月13日を除き、１回につき500円）

番号

日時

講義テーマ

第1057回

10月6日（木）
14：00から

描き遺したい昭和

第1058回

10月13日（木）
14：30から

映画がフィルムだった頃

第1059回

10月20日（木）
14：00から

ライフログ（個人の生活記録）
について

第1060回

10月27日（木）
14：00から

富士山信仰の歴史と文化

教授
新見

睦

教場
氏

（元日揮(株)石油化学プラント技師）

島倉

繁夫

氏

（映画製作、
映画史研究家）

小館

亮之

氏

（津田塾大学教授）

伊藤

進

氏

（NPO法人富士山地域創造理事、
ライブハウス・ジュゲム経営）

田無公民館

(西武新宿線田無駅南口

遠隔視聴（サテライト）会場
武蔵野市かたらいの道
（ＪＲ三鷹駅北口

ぐるり39
2016.9

徒歩3分）

西東京市民会館

(西武新宿線田無駅北口

徒歩8分)

田無公民館

(西武新宿線田無駅南口

☆申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1058回は、第152回多摩発・遠隔生涯学習講座と共同で実施します。メイン会場は多摩交流センターです。
[問合せ先] TEL 042-465-3741（浅田）
TEL 0422-52-0908（菅原）
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TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ
ルノワールの光

第107回

【講 師】 篠崎 優美 氏
	旅行会社勤務を経て、度々欧州を訪れる。とりわ
け短期留学をしたイタリアにあふれる美術作品に
惹かれた。帰国後、美術講座や通信教育で研鑽を
重ね、独自の美術鑑賞講座を開講し現在に至る。
鑑賞講座はダ・ヴィンチやミレーについて、また
昨年開催されたルーブル展、マグリット展の鑑賞
講座などを10回以上講演。
【内

容】	良くご存知の｢ルノワール｣は、色彩あふれ、光の
散りばめられた、柔らかい綿菓子のような輪郭の
少女や花々を描いた、フランス印象派の代表画家
です。その生涯は、絵付け職人上がりで辛い従軍
の経験もあります。しかし、その後画家を目指し、
その誠実な性格から徐々に有名になっていきまし
た。創作を重ねながらも幾多の壁にぶつかり、苦し
みながら描き続けました。晩婚で設けた三人の息
子たち、そして妻を深く慈しみ、晩年患ったリウマ
チでは思うように筆を動かせなくなりながらも、最
後の最後まで描くことに喜びを感じ続けた、我々
と同じ“ひとりの人”でした。そんな彼が人生のその
時々に抱えた想い、愛おしんだ人々で彩った画面
たちを一緒に、楽しみながら見ていきましょう。

日
場

時
所

平成28年10月16日（日） 14:00〜16:00
多摩交流センター会議室
京王線府中駅北口 府中駅北第２庁舎６階
（府中市寿町1-5-1）
申込方法	当日会場にお越しください。
先着50名までとさせていただきます。
受 講 料 無 料
問合せ先 多摩交流センター内 TAMA市民塾
TEL 042-335-0111

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介
東大和フィルハーモニー合唱団 第７回「協奏曲と合唱の調べ」
日 時 平成28年10月８日
（土） 開演14：00
（13：30開場）
場 所 ひの煉瓦ホール
（日野市民会館）
（JR日野駅 徒歩15分又はバス5分）
「ピアノ協奏曲第２番 変ロ長調」
と、
モーツァルトの若き日の名曲「証聖者のための盛儀晩課 Ｋ
内 容	ブラームスを代表する
３３９」
、
J.S.バッハの珠玉
「小ミサ曲 ＢＷＶ２３３」
という２曲の合唱曲を組み合わせたユニークな演奏会です。
指揮：松井眞之、ピアノ：小宮康裕、管弦楽：マイスターシンフォニカ、ソプラノ：阿久津麻美
アルト：田辺いづみ、テノール：佐藤圭、バリトン：北村哲朗
チケットのお問合せは下記までお早めに。
入場料 2,500円
（全席自由）
主 催 東大和フィルハーモニー合唱団
問合せ 溝田 TEL：042－535－2090
Email：mizota283@gmail.com
URL：http://higashiyamato-phil.com

「多摩交流センターだより」の問合せ先

（公財）東京市町村自治調査会

多摩交流センター

〒183-0056 府中市寿町1-5-1 府中駅北第2庁舎6階
TEL 042-335-0100

ホームページ

FAX 042-335-0127

武蔵府中
郵便局
府中駅北第２庁舎６階

多摩交流
センター

け
や
き
並
木
通
り

信託銀行

甲州街道（国道２０号線）

寿町一丁目交差点

府中グリーンプラザ

http://www.tama-100.or.jp/（当調査会ホームページ内にコンテンツがあります）

☆ 多摩交流センターは、広域的市民ネットワーク活動の支援、多摩地域市民交流の場の提供等
を目的として活動しています。

スカイナード
←至八王子

府中駅
大國魂神社↓

至新宿→

ご注意：駐車場はありません
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かれん

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
市町村助成事業紹介

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

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 武蔵野市

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。

シーナ

第９回むさしの環境フェスタ

Tama

武蔵野市

Tama

三鷹市

今年で９回目の開催となる
「むさしの環境フェスタ」
は、来場者のみなさんに環
境に配慮した暮らしについて考えていただく機会として実施しています。
エネルギー・自然・食・３Ｒ・環境まちづくり等幅広い環境のテーマを組み合わ
せた出展内容となっており、展示のみならず体験型の企画も多く揃います。
また、
市民団体や事業者、学生団体など、
出展者全体で話し合いながらイベントの開
催方法等を決めており、
各団体間の交流にもつなげています。
今年度は、10月23日
（日）
に、境南ふれあい広場公園と武蔵野プレイスにて開
催予定です。
市内外からのご来場をお待ちしています。
【問合せ先】武蔵野市環境政策課

2 三鷹市

TEL：0422-60-1841

エコミュージカルとエコイベント

みたか環境活動推進会議と三鷹市の協働により、
６月26日
（日）
に三鷹市公
会堂で
「エコミュージカルとエコイベント」
を開催しました。
エコミュージカルは
「エコ? ?の国のありす」
を上演し、モノやエネルギーを大切にすることなど、エ
コロジーについて学びました。
当日は、614人の親子連れが来場し、
エコイベントで作った
「手作りうちわ」
を
使って、
ミュージカル中の
「エコクイズ」
に挑戦しました。
また、
オーディションで
選ばれた小学生47人が出演し、歌と踊りでエコに対する想いを伝えました。
出演者と来場者が一緒に楽しみながら、
環境について考えることができました。
【問合せ先】三鷹市環境政策課

3 日の出町

TEL：0422-45-1151

みどりのカーテン普及キャンペーン

家庭でできる地球温暖化防止を目的に、
４月26日～27日にゴーヤ苗の配布
を行いました。家の窓辺につる性植物を這わせて作った自然のカーテンは、夏
の強い日差しを和らげて、室温上昇を抑える効果があります。本事業は、毎年好
評で、
本年も予定数量を超える応募がありました。
盛夏の折には、苗が成長して、
きれいなカーテンを各家庭で作っていたと思い
ます。夏場のエアコン使用を控えることで節電意識を高め、小さなことでも地球
温暖化防止に役立つという意識を、今後も町として推進していきたいと考えてい
ます。
【問合せ先】日の出町生活安全安心課
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日の出町
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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

みどり東京フォトコンテスト

036

応募締切

9 30
月

金

日まで

（当日消印有効）

   本プロジェクトでは、
「残しておきたい、
もっと増やしたい、
東京のみどり」をテーマにフォトコンテストを実施します。
あなたの写真で東京のみどりを伝え、
みどりを見直すきっかけにつなげてみませんか。
応募方法
 募用紙(コピー可)に必要事項を記入し、
作品の裏側に貼ってご
応募方法 応
応募ください。※応募用紙は「みどり東京フォトコンテストホーム
ページ」からプリントできます。
応募部門 ①街中みどり
応募部門
③里山・島みどり
何点でも
応募可！
⑤自由にみどり

②公園みどり
④湖・滝・海・川みどり
⑥環境活動

応募サイズ はがきサイズ～ワイド４切
応募サイズ
※ご注意ください 被写体が人物の場合、
ご応募に関しては必ず被写体ご本人(ご本人が未成
年の場合は親権者)の承諾を得てください。他人の著作権・肖像権を侵害するような行為が行
われた場合、
それに関するトラブルの責任は一切負いかねます。

【詳しくはホームページをご覧ください。】
みどり東京フォトコンテストホームページ

http://all62.jp/midori-photocon/
作品応募先

応募に関するお問い合せ先

〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 B1
一般社団法人日本フォトコンテスト協会内
みどり東京フォトコンテスト事務局

みどり東京フォトコンテスト事務局
（日本フォトコンテスト協会内）
TEL 03-3230-2610(平日10:00～18:00)

編

集 後 記

○ 先月、南米大陸で初のリオデジャネイロ五輪が開
催され、連日のテレビ観戦により日本各地で寝不足
になった方が続出しました。今月7日から18日の間
にはパラリンピックも開催されます。
改めてオリンピック・パラリンピックは、世界に
最も大きな影響を及ぼすビッグイベントであると認
識を新たにしました。
○ 8月21日のオリンピック閉会式では、「ハンド
オーバーセレモニー」でリオデジャネイロ市長から
IOC会長を介して小池百合子東京都知事へ五輪旗が
手渡され、次期開催都市東京の歴史や文化が映像な
どで世界に伝えられました。
いよいよ日本に、オリンピックが来る！2020東
京オリンピックに向けて日本全国が全力で走り出す
のだという実感が、沸々と湧いてきているのではな
いでしょうか。
○ 当調査会も来月で設立30周年を迎えます。2ペー
ジのお知らせのとおり、10月19日には、府中グリー

ンプラザで記念シンポジウムを開催する予定です。
基調講演のテーマは『多摩地域の軌跡とオリン
ピック・パラリンピック後の未来』となっていま
す。
多摩・島しょのこれまでの発展と現在。そして、
これからオリンピック・パラリンピックがどんなレ
ガシー(遺産)を多摩・島しょ地域に残し、どう未来
に活かしてゆくのか。
そのために地域や自治体にはどのような取組が期
待されるのかなど、講演や昨年度の調査研究テーマ
である「2020東京オリンピック・パラリンピック
における多摩・島しょ地域の可能性と展望に関する
調査研究」の結果発表を踏まえ、皆さんと一緒に考
えていきたいと思います。
○ 未来に向けて、多摩・島しょの魅力を、より一層
磨きあげ、さらに豊かな地域にするための方策をた
くさんお届けできればと思います。
皆さんのご参加をお待ちしております！ （M.N）
ぐるり39
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7

“ココ
”
ご存じ
ですか
?

とっておきスポット
御蔵島村

第24回

御蔵島村といえば、イルカを連想するかもしれないけど、
今回はわたげのボクが「御蔵の森」を紹介するよ。

御蔵島には6,000年以上手つかずの深い原生林があるん
だ。幹回りが5ｍを超えるスダジイの巨樹が600本以上もあっ
ツ ゲ

て、柘植、桑の産地として江戸時代から知られてるんだよ。
御蔵の森は、ニオイエビネランや左の写真のミクラミヤマ
クワガタなどの珍しい動植物のすみかになってるんだ。そ
れと同時に、豊富な雨を受け止める貯水タンクのような役
目も果たしてるんだって。御蔵の森のおかげで、御蔵島は
伊豆諸島で最も水に恵まれてるんだよ。

   貴重な動植物を守るため、御蔵の森は一部を除いて東京
都自然ガイドの同行が必要なんだ。ガイドは御蔵島観光協
会で紹介してもらえるよ。
ガイドコースは、うっそうとした巨樹の森を歩いて幹回り
約14mと日本一太い南郷のオオジイ(右の写真)を目指すコー
スや尾根伝いの稜線から海を眺めながら長滝山や御山を巡
るコース、ほかにも新東京百景に選ばれた御代ヶ池や日本
一の高さ(480ｍ)を誇る黒崎高尾の海蝕崖を巡るコースな
ど見どころいろいろ。みなさんもぜひ、ふわっと行ってみて！

［ 現地案内 ］
◎御蔵島へのアクセス
《航路》竹芝桟橋から大型客船(東海汽船)で約7時間30分
《空路》
[大島経由]
調布飛行場から大島空港(新中央航空)約25分
大島空港から御蔵島(東邦航空ヘリコプター)約35分
[八丈島経由]
羽田空港から八丈島空港(ANA)約55分
八丈島空港から御蔵島(東邦航空ヘリコプター)約25分
［ 情報・写真提供 ］御蔵島観光協会
御蔵島村総務課

【発行日】平成28年9月1日

御蔵島港
御蔵島村役場

大島
利島
式根島 新島
神津島
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南郷のオオジイ

御蔵島村

三宅島
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東京市町村自治調査会

黒崎高尾の海蝕崖
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