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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

　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

　羽村市では、市内の団体、事業者、個人の方が行うイベントなどで利用可
能な、リユース食器の貸出しを行っています。2019 年度は、貸出食器総数
54,885 個、3,889.05kgの二酸化炭素排出量を削減しました。リユース食器
の利用を促進し、廃棄物となってしまう使い捨て容器を削減することで、低炭
素な事業や生活を推進しています。
　使い終わった食器は洗浄する必要もなく、返却するだけです。実際にご利用
をいただいた皆さまからは、「ゴミも出ないし、エコで便利！」という声をいただ
いています。
　また、リユース食器には、原料の低炭素化にもこだわったバイオマスプラス
ティック製の食器も取り揃えております。

【問合せ先】 羽村市 環境保全課　TEL 042-555-1111

　池之沢地区は、二重カルデラの中にあることから、地熱の影響で一年中暖
かく、外輪山で囲われているため風も穏やかで、特産品である焼酎「青酎」
の原料となるさつまいもの栽培や、切葉など地場産業が行われています。
　また、池之沢地区の真ん中にある内輪山（丸山）は、椿の木と防風林を交
互に植樹したことによる独特な景観が観光スポットになっています。昨年度か
ら、池之沢地区全体の森林整備を実施しており、事業を継続することで環境
と観光スポットの保全に努めていきます。

【問合せ先】 青ヶ島村 総務課　TEL 04996-9-0111

　稲城市では、環境学習事業のひとつとして、駒沢女子大学で地域貢献をモッ
トーに様々なボランティア活動を行うクラブ「アクティ部」と協働して、稲城の
生態系に影響を与える外来生物「アメリカザリガニ」や「オオキンケイギク」
の駆除体験講座を小学生対象に行っています。
　アクティ部は、外来生物をただ駆除するのではなく、草木染めに利用するな
どの工夫をして、参加した子ども達と生物多様性について一緒に考える場とし
て取り組んでいます。この活動が評価され、国連生物多様性の10 年日本委
員会 (UNDB-J) 認定連携事業（第 16弾）に認定されました。

【問合せ先】 稲城市 環境課　TEL 042-378-2111

かれんとシーナは、みどり東
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シンポジウム開催のお知らせ

主催：（公財）東京市町村自治調査会（2020年度調査研究結果発表シンポジウム）
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時

プログラム ※手話通訳・要約筆記あり

会場案内

参加申込み方法（先着40名）
※当日参加不可

【WEB】https://req.qubo.jp/tamasympo2020/form/tokyo
【FAX・郵送】「参加申込用紙」の内容をご記入の上、下記事務局まで。
【お申込み締切日】 10月14日（水）必着 ※�先着順に「参加証」をお送りします（１週間程度で発送）。当日ご提示ください。
※ 多摩・島しょ地域自治体職員の方は、各自治体研修担当を通じてお申込みください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策をとって実施します。詳しくは「参加証」をご確認ください。

参加申込用紙 ※下記の項目についてご記入ください。＊印は記入必須項目です。
※代表者宛に「参加証」をお送りします。異なる住所への送付をご希望される場合は、別途お申込みください。

代表者氏名（ふりがな）* 住所*  〒 TEL*

FAX

お申込み人数*　　　　　  　  人 E-mail

【参加申込・お問合せ】 2020年度調査研究結果発表シンポジウム事務局（株式会社ディヴォーション内 10：00～18：00 土日・祝日を除く）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-2-25　5225ビル 2F　TEL:03-6804-6583 FAX:03-6804-6582

○基調講演
地域活性化に資する自治体職員の
副業・兼業の可能性

　稲継 裕昭　早稲田大学 政治経済学術院 教授

○調査研究結果発表
公務員の副業・兼業に関する調査研究結果

　秋野 宏明　（公財）東京市町村自治調査会 調査部 研究員

○パネルディスカッション
　コーディネーター　西尾 真治　
　三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社　コンセンサス・デザイン室長

　 第１部  制度面から見る自治体職員の副業・兼業
　　職員の地域貢献を後押しする「地域貢献応援制度」

　地域貢献応援制度の背景や実績、効果や今後の見込み
などを紹介します

　　小西 啓輔 神戸市 行財政局 組織制度課 課長

　 第2部  実践者から見る自治体職員の副業・兼業
　　２枚目の名刺で個人も組織も地域も元気に

　自身の経験を踏まえた自治体職員のキャリア形成の
あり方などを紹介します

　　島田 正樹 さいたま市 都市局 都心整備部 東日本交通拠点整備課
 兼 NPO法人二枚目の名刺 メンバー

　　公務員のイメージを変える「お笑い行政講座」
　自治体職員が副業することによる本務への影響や地域
への効果などを紹介します

　　江上　昇 尼崎市 こども青少年局 こども青少年課

　　桂山 智哉 尼崎市 総合政策局 武庫地域振興センター 武庫地域課

　 第3部  自治体職員の副業・兼業についての意見交換

アクセス
京王線　府中駅南口から徒歩1分（駅直結）
Ｊ Ｒ 線　南武線、武蔵野線　府中本町駅より徒歩10分
（有料駐車場・有料駐輪場あり）
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自治体職員も副業・兼業の時代！
～役所はどう変わる？地域はどう変わる？～
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府中市市民活動センタープラッツ
バルトホール

会場案内

府中市宮町１丁目100 ル・シーニュ5階

○基調講演

「地域活性化に資する自治体職員の副業・兼業の可能
性」

稲継 裕昭 早稲田大学 政治経済学術院 教授

○調査研究結果発表

「公務員の副業・兼業に関する調査研究結果」
秋野 宏明 （公財）東京市町村自治調査会 調査部 研究員

〇パネルディスカッション
コーディネーター

西尾 真治 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コンセンサス・デザイン室長

第１部 制度面から見る自治体職員の副業・兼業

「職員の地域貢献を後押しする「地域貢献応援制度」」
地域貢献応援制度の背景や実績、効果や今後の見込みなどを紹介します

小西 啓輔 神戸市 行財政局 組織制度課 課長

第２部 実践者から見る自治体職員の副業・兼業

「２枚目の名刺で個人も組織も地域も元気に」
自身の経験を踏まえた自治体職員のキャリア形成のあり方などを紹介します

島田 正樹 さいたま市 都市局 都心整備部 東日本交通拠点整備課

「公務員のイメージを変える「お笑い行政講座」」
自治体職員が副業することによる本務への影響や地域への効果などを紹介します

江上 昇 尼崎市 こども青少年局 こども青少年課

桂山 智哉 尼崎市 総合政策局 武庫地域振興センター 武庫地域課

第３部 自治体職員の副業・兼業についての意見交換

【WEB】https://req.qubo.jp/tamasympo2020/form/tokyo

【FAX・郵送】「参加申込み用紙」の内容をご記入の上、下記事務局まで。

お申込み締切日 10月14日（水）必着 ※先着順に「参加証」をお送りします（１週間程度で発送）。当日ご提示ください。

※多摩・島しょ地域自治体職員の方は、各自治体研修担当を通じてお申込みください。

□アクセス
京王線 府中駅南口から徒歩1分（駅直結）
Ｊ Ｒ 線 南武線、武蔵野線 府中本町駅より徒歩10分
（有料駐車場・有料駐輪場あり）

プログラム ※手話通訳・要約筆記あり

自治体職員も副業・兼業の時代！
～役所はどう変わる？地域はどう変わる？～

主催：（公財）東京市町村自治調査会（2020年度調査研究結果発表シンポジウム）

参加申込み方法（先着40名）
※当日参加不可

【参加申込み・お問合せ】

「2020年度調査研究結果発表シンポジウム」事務局（株式会社ディヴォーション内 10：00～18：00 土日・祝日を除く）

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-2-25 5225ビル 2F TEL:03-6804-6583 FAX:03-6804-6582

参加申込み⽤紙 ※下記の項⽬についてご記⼊ください。＊印は記⼊必須項⽬です。
※代表者宛に「参加証」をお送りします。異なる住所への送付をご希望される場合は、別途お申込みください。

代表者⽒名（ふりがな）* 住所*  〒 TEL*
FAX

お申込み⼈数* ⼈ E-mail


