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調布市2 環境学習推進事業

昭島市1 花の応援事業

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

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。本助成を
活用して多摩・島しょ地域の自治体で実施された取組を紹介します。

市 町 村 の 取 組 紹 介

　調布市では、環境学習推進事業の一環として、河川や緑地等における自然
体験を通じて環境を学ぶ子どもたちの環境活動である「調布こどもエコクラブ」
事業を行っています。
　右の写真は、「デイキャンプとクラフト体験」の様子です。都立農業高校神
代農場にて、野外での焼き芋づくりと、農場で伐採したコナラを材料に木製ス
プーンを作るクラフト体験を行いました。木製スプーンの出来栄えに、参加者
も喜んでいました。

【問合せ先】 調布市　環境政策課　TEL 042-481-7086

　奥多摩町は、東京都のおよそ10分の1に相当する225.53km2の行政面
積を有します。その約 94%が山林であり、町全体が秩父多摩甲斐国立公園
の中にある豊かな自然に恵まれた「巨樹と清流のまち」です。
　この豊かな自然を後世に永く引き継いでいくために、町では環境の保全や
資源循環型社会づくりを目的とした事業を実施しています。特に、森林の水
源涵養・地球温暖化ガスの吸収効果の向上、花粉症発生源の抑制及び住
民の保健休養機能の向上を図るため、スギ・ヒノキ等の人工林の間伐・枝
打ち作業を継続的に実施しています。

【問合せ先】 奥多摩町　企画財政課　TEL 0428-83-2360 

　昭島市では、毎年 6～ 7月の夏と、10 ～ 11月の秋に、市内の駅前、市
役所や道路、公園等の花壇などに花植えを実施する「花の応援事業」を実施
しています。
　市民ボランティアの方や、小中学校の子どもたちからご協力をいただき、市
内の花壇が色鮮やかに飾られます。
　夏にはマリーゴールドやペンタス等、秋にはパンジーやアリッサム等、その
季節の花を植えるため、通行人の方にも楽しんでいただいています。
　昭島市を訪れた際には、是非季節の花々をご覧になってください。

【問合せ先】 昭島市　環境課　TEL 042-544-5111

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。

奥多摩町3 森林環境整備事業

かれん

シーナ

昭島市

Tama

奥多摩町 Tama

調布市

Tama
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○問合せ・申込み先　〒206-0011 多摩市関戸1-11-7 グリービル602号
　　　　　　　　　　特定非営利活動法人東京・多摩リサイクル市民連邦事務局内
　　　　　　　　　　第27回TAMAとことん討論会実行委員会事務局 

　　　　　　　　　TEL 090-3818-7006   FAX 042-400-0096　HP http://www.renpou.org
　　　　　　　　　E-mail  tama.recycle@gmail.com  ※問合せは可能な限りメールでお願いします。

多摩交流センターだより

多摩交流センターだより

参加者&作文募集
　多摩地域のごみ量の少なさ・リサイクル率は、長期にわたり全国トップレベルを維持し
ています。しかし、現状に満足せず、よりごみの少ない社会の形成は誰もが望むことです。
　そこで、第27回となる今回の討論会では、「使い捨て」や「もったいない」について考えます。「使い捨て」と関連して議論されること
が多いプラスチックごみについて、多摩地域の市町村を対象に行った調査結果も報告します。
　また、「私たちの暮らしと“もったいない”」をテーマに作文を募集し、討論会当日に表彰および紹介を行います。討論会への参加と
あわせて作文への応募もお待ちしています。

▲昨年の講演の様子

T A M A
と こ と ん 討 論 会第

27
回

○参加方法　 当日参加もできますが、できるだけ事前申込みにご協力ください。なお、3月7日(土)までに申込み、当日討論会に
参加した方(申込先着30名)には、参加記念品を差し上げます。詳細は返送する参加票をご覧ください。

○事前申込みの方法　住所・氏名・電話番号・所属をメールまたはFAX、ハガキで事務局までお送りください。

募集部門　小中学生部門・高校生以上部門　　　
対　　象　東京都多摩地域在住・在勤・在学の方
締　　切　2020(令和2)年2月15日（土）必着
選　　考　 実行委員会事務局および共催者で行います。
　　　　　優秀作は表彰。全応募者に記念品を贈呈します。

応募規定　本文400字～800字程度（任意用紙、1人1編）
　　　　　 本文とは別に作品のはじめに、題名、名前、住所等

の記載が必要です。詳細はホームページまたはチ
ラシをご覧ください。

送 付 先　〒206-0035 多摩市唐木田2-1-1
　　　　　エコにこセンター 作文係

作文募集 （共催　エコにこセンタ―）
 テーマ : 私たちの暮らしと“もったいない” 
　　　　　ふだんの暮らしの中で「もったいないなぁ」と思うこと、ありませんか。
　　　　　そんな時の心の動きや実際の行動など、生活の中にある「もったいない」を作文にしてください。

チラシを希望の方に郵送でお送りします。実行委員会事務局あてにFAXまたはメールで、住所とお名前をお知らせください。

ホームページ

○プログラム （詳細は特定非営利活動法人東京・多摩リサイクル市民連邦ホームページ参照）

基調講演
脱「使い捨て」でいこう
瀬口 亮子 氏(環境カウンセラー・水Do!ネットワーク事務局長)

調査報告  
「使い捨て」「もったいない」関連調査の報告
（調査対象　多摩地域市町村）

作文表彰と報告  
優秀作の表彰と応募作品についての報告

ワークショップ・全体討論  
お茶とお菓子でリラックスしながら、話し合いましょう。
コーディネーター
山本 耕平 氏 （ダイナックス都市環境研究所会長)

○テーマ “もったいない”からはじめよう　～使い捨てを考える～
○日　時 2020(令和2)年3月14日(土)　12：30～17：30(終了時間は多少前後することがあります)

○会　場　KTAホール（多摩市乞田1426番地 KTAビル6F　京王永山駅･小田急永山駅より　徒歩5分）
○参加費　500円（資料代･ワークショップ茶菓子代）当日お支払いください。 
○主　催　第27回TAMAとことん討論会実行委員会
 （特定非営利活動法人東京・多摩リサイクル市民連邦、公益財団法人東京市町村自治調査会)
○後　援 東京都　東京都市長会　東京都町村会　多摩市　公益社団法人東京都リサイクル事業協会
 一般社団法人廃棄物資源循環学会　
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多摩交流センターだより

 会議室利用登録の更新について
　多摩交流センター会議室利用登録団体の登録期限は、登録または更新してから3年度目の3月31日までです。登録の更
新を希望する場合、所定の書類を提出していただく必要があります。該当する団体には更新のご案内をしますので、期日ま
でに必ずご提出ください。

 ロッカー・棚の貸出について
　会議室利用登録団体貸出しロッカー・棚の利用期限は、3月31日までです。現在利用している団体は期日までにロッ
カー・棚の荷物を引き上げてください。また、2020年度の利用を希望する団体は所定の書類を提出してください。
　貸出団体及びご利用いただくロッカー・棚の場所は、抽選で決定し通知します。

　　　　 登録内容に変更があった時は届け出を！
　多摩交流センターから代表者へ重要な通知を送付することがありますので、代表者・住所・連絡先等に変更があった場
合は速やかに多摩交流センターへ変更届を提出してください。
　※多摩交流センターからの通知は、会員へ周知するよう努めてください。

 会議室利用登録団体の方へ 登録期限更新手続き等のお知らせ

「多摩交流センター開設25周年記念事業」のお知らせ

開 催 日 時　2 月 29 日（土）　13：30 ～ 16：00
場　　　所　多摩交流センター　第 2 会議室
内　　　容　 「江戸名所図会」は天保 7(1836) 年に出版された江戸の絵入りの

地誌です。名所は全部で 1040 ヶ所ありますが、そのうち絵が
あるところは 670 ヶ所程です。多摩地区は 84 ヶ所紹介されて
おり、絵は 40 枚ほどありますが、今回はその中の府中・調布・
多摩・日野・国立・国分寺・立川・小金井・三鷹から 13 枚の絵
を選んでご紹介します。

募 集 人 数　20 名（先着）
参　加　費　300 円（資料代）
持参するもの　筆記用具
参加申込方法　 当日直接会場へ
問 合 せ 先　TEL・FAX　042-581-5368（神谷）

歴史の道を歩く会　多摩地区の『江戸名所図会』を読み解く

日　時 3 月 7 日（土）
午後

3 月 8 日（日）
午前

3 月 8 日（日）
午後

団体名 TAMA 市民
詩吟を楽しむ会 ヨガの会 ハッピー足法

勉強会

3月イベント予定

詳細は 3 月号でお知らせします

　多摩交流センター開設 25周年を記念した、当センター登録団体主催によるイベントをご案内します。
興味のあるイベントがありましたら、ぜひご参加ください！

 忘れ物・落とし物について
　会議室や印刷室等での様々な忘れ物・落とし物をお預かりしています。心当たりのある方は事務室までお問合せくださ
い。また、会議室利用後は忘れ物・落とし物がないか、必ずご確認ください。
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多摩交流センターだより

番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1215回 3月5日（木）
14：00から 家族の看とりをめぐって 河　正子　氏

(NPO法人緩和ケアサポートグループ理事長)
柳沢公民館

(西武新宿線西武柳沢駅南口　徒歩1分) 

第1216回 3月12日（木）
14：00から 幕末から現代へ、俗謡を楽しむ 吉田　豊　氏

（古文書研究家）
コール田無

（西武新宿線田無駅北口　徒歩7分）

第1217回 3月19日（木）
14：00から 芥川龍之介の短編小説を読む 大和田　茂　氏

(法政大学講師）

小金井市市民会館「萌え木ホール」
(JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分

小金井商工会館3F)

第1218回 3月26日（木）
14：00から

グラハム・ベルとヘレン・ケラーと
耳の日

大沼　直紀　氏
（筑波技術大学名誉教授・同大学元学長、

東京大学先端科学技術研究センター元教授、
元つくば市教育委員長）

小金井市前原暫定集会施設
（JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分

小金井市役所向い、商工会館隣）

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
問合せ先　TEL 042-465-3741（浅田）　　TEL 0422-52-0908（菅原）

（受講料は会員無料・会員外は1回につき500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 2 0 2 0 年 3 月 講 義 案 内D
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〇　春の足音が聞こえ始める２月は、節分や初午（はつうま）と
いった伝統的な行事が行われます。なかでも節分は、暦のうえ
で春を告げる立春の前日で、季節を分ける節目の日として、豆ま
きや、昨今では恵方巻を食することが一般的となっています。

〇　恵方巻を食べる風習は大阪発祥と言われ、1990年ごろに大
手コンビニなどが恵方巻を販売したことで全国に拡大しまし
た。しかしながら、2018年には売れ残った恵方巻の大量廃棄
が問題となり、昨年１月、農林水産省が小売の業界団体に対
し、需要に見合う恵方巻を販売するよう通達することとなりまし
た。

〇　恵方巻に限らず、まだ食べられる食品の廃棄、いわゆる「食品
ロス」が問題となっています。日本における「食品ロス」は、年間
約643万トン（2016年度）、人口１人あたりでは年間約51キロ
グラムが廃棄されている計算です。また、世界の食料廃棄量は
年間約13億トンで、食料の約3分の１が棄てられていることにな
ります。

〇　一方で、食品などを包装するプラスチック容器や買い物の際
に利用するレジ袋などのプラスチック製品の使い捨ても問題と
なっています。プラスチック製品は、軽い、錆びない等の長所が
ありますが、適切に廃棄しないと、自然界では分解されません。
そのため、不適切に廃棄されたプラスチック製品の多くが河川
から海に流れ海洋ゴミとなり、海の生物が誤食したりすること
で生態系への影響や、私たちが食べる魚などへの汚染も懸念さ
れています。

〇　「食品ロス」やプラスチック製品の廃棄物は、適切に処理さ
れる場合でも輸送や焼却の過程などで二酸化炭素が大量に
排出されるため地球温暖化にも影響を与えています。

〇　昨年11月、国連開発計画（UNEP）は、世界各国の温室効果
ガスの2018年の排出量が「過去最高に達した」とする年次報
告書を公表しました。今のペースで温室効果ガスの排出が続
けば、今世紀末の気温は産業革命前と比べ、最大3.9℃上がり、
「破壊的な影響」を生じるとしています。

〇　このような危機的状況にも関わらず、昨年12月開催のＣＯＰ
25では、各国の温暖化ガス削減目標の強化は合意したものの、
「パリ協定」の詳細なルールづくりは、今年に持ち越しとなりま
した。

〇　こうした中、私たちは、普段の生活の中で、食料の計画的な購
入やエコバックの利用など地球温暖化対策に繋がる取組を、で
きることから行っていくことが重要です。

〇　毎年、当調査会の多摩交流センターと東京・多摩リサイクル
市民連邦は共催で、ごみ問題に積極的に取り組んでいる多摩
地域の市民が一同に会してごみに関する議論を深めていく「Ｔ
ＡＭＡとことん討論会」を開催しています。第27回目となる今年
は、使い捨ての代名詞ともいえるプラスチックに主眼を置いた、
「“もったいない”からはじめよう～使い捨てを考える～」を３月
14日（土）に開催します（詳細は本誌３ページ参照）。今後、プラ
スチックごみ問題への取組方法や理解を深める良い機会にな
ると思いますので、是非ご参加ください。　　　　　（Ｋ．Ｋ）

編 集 後 記

☆ 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。
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※駐車場はありません

銀行

（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6F
TEL 042-335-0100　FAX 042-335-0127
ホームページ　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）

「多摩交流センターだより」の問合せ先



 

再生紙を利用しています。

【発行日】2020年2月1日　　【発行】公益財団法人　東京市町村自治調査会　　【責任者】小暮 実
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ホームページ　http://www.tama-100.or.jp/（本紙のバックナンバーをご覧いただけます。）

とっておきフォトスポット
Photogenic tama & tolsho

東大和市第26回 

きれいな風景やおもしろいものをみつけたら、写真を撮りたくなるよね。
今回は、わたげのボクが「多摩モノレール」と「多摩湖（村山貯水池）」を紹介するよ。

　

　

至 立川北

写真を撮るときは、周囲の状況をよく確認し、柵を越えたり立ち
入り禁止区域に入るなど、マナー違反にならないようにね！

　
本紙の記事内容や、多摩・島しょ地域に関して取り上げてほしい内容に関する
ご意見・ご要望は、右記ホームページの問合せフォームにお寄せください。

問
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多摩湖堤防下
（ちょこバス）

撮影のPOINT !撮影のPOINT !

多摩湖

東大和市内には、「上北台駅」「桜街道駅」「玉川上水駅」の３つのモ
ノレールの駅があって、立川北駅から10分程でアクセスすることがで
きるよ。上北台駅は、多摩モノレールの北の終着駅で、多摩湖を中心
とした狭山丘陵にほど近く、少し足を伸ばせば美しい景色や自然を楽
しむことができるんだ。

多摩モノレール
〜上北台駅・桜街道駅・玉川上水駅〜 ＠WATAGE

東京都民の水がめの役割を担う、狭山丘陵の谷に作られた人造湖だよ。
ネオ・ルネッサンス様式のレンガ造りの円筒と、丸いドーム型の屋根が特
徴的な、日本で一番美しいと言われる２つの取水塔も魅力の一つなん
だ。その美しさから、「ダム湖百選」「新東京百景」にも選ばれているよ。
昨年日本経済新聞社が実施した「何でもランキング」で、「春風と花を満
喫 レンタサイクルで楽しめる桜名所10選」の第4位に選ばれたんだ！

多摩湖（村山貯水池）周辺
＠WATAGE

・�「上北台駅」は、日本国内のモノレールの最北端の駅なんだ！
・�モノレールを被写体とした写真は、東やまと市まちフォトコンテ
ストにも多く投稿されているよ。（写真は、第7回東やまと市まち
フォトコンテスト最優秀賞作品「モノレールの走る街」）

・�1978年に日本初と言われる女子フルマラソン大会が行われた場所で、
毎年多摩湖の周遊道路等をコースとした「多摩湖駅伝大会」が開催され
ているんだ。選手の白熱したレースは必見だよ。
・�狭山丘陵を代表する絶景スポットで、季節ごとに様々な風景やいきもの
に出会えるよ♪

[現地案内]　◆「上北台駅」「桜街道駅」「玉川上水駅」
　　　　　　　 多摩モノレール「立川北」駅から10分程度

◆多摩湖（村山貯水池）
　西武鉄道多摩湖線「武蔵大和駅」から徒歩10分
　 東大和市コミュニティバス「ちょこバス」 「多摩湖堤防下（狭山保育園入口）」から、徒歩10分

情報・写真提供
東大和市産業振興課

撮影場所
★


