
［ 発行日 ］
2021.2.1

2
2021

NO. 089

公益財団法人

東京市町村自治調査会

～自治調査会だより～

【写真提供】西東京市【撮影場所】いこいの森公園

2

4

▲

わたげ探偵！！こんなの調べてみました！
　～多摩地域で宇宙の旅～▲

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　市町村の取組紹介
　　青梅市　　みどりのカーテン事業
　　府中市　　府中環境まつり
　　檜原村　　自然環境保護事業（エコバッグ配布）

5
6
7
7
8

▲

多摩交流センターだより
　・第28回 TAMAとことん討論会（オンライン開催）参加者募集
　・会議室利用登録団体へのお知らせ
　・東京雑学大学2021年 3月講義案内▲

編集後記▲

とっておきフォトスポット　～西東京市～

2月の内容

Contents



No. 089

2 ぐるり39
 2021.2

●国立天文台（三鷹市）
　武蔵境駅から天文台通りを南下すると
深い緑に囲まれた天文台が見えてくるよ。
　歴史を感じる天体観測施設があちこち
にあってワクワクするよ。
　感染症対策のため一部の施設のみ限定
公開中だけど緑あふれる見学コースは散歩
するだけでリフレッシュできるよ。

●多摩六都科学館（西東京市）
　世界最大級のプラネタリウムドームが特
徴の科学館で宇宙体験をしてきたよ。
　宇宙の他にも「チャレンジ」、「からだ」、

「しくみ」、「自然」、「地球」 をテーマに好奇
心をくすぐる展示がいっぱい。
　日がな一日科学を満喫できるよ。

● �JAXA 調布航空宇宙センター�
（調布市）

　センターが取り組んでいる航空分野や宇
宙分野の研究成果がわかりやすく展示して
あるよ。
　展示室内は「航空」、「宇宙」、「基盤技
術」 の 3 つのゾーンに分かれているよ。
　宇宙飛行を体験できるアクティビティが
オススメ。

●宇宙開発発祥の地（国分寺市）
　国分寺駅の近くで
日本で初めてのロケッ
ト発射実験が行われ
たんだ。こんな身近
なところから日本の宇
宙開発がはじまったと
知って驚いちゃった。
実験場跡地に記念の
碑が建っているよ。

●宇宙桜「醍醐桜」（多摩市）
　多摩地域では
宇宙を旅した桜、
その名も宇宙桜を
見ることができる
んだ。
　その一つが都立
桜ヶ丘公園ゆうひ
の丘に植樹されて
いるよ。

ムーンウォーカーで�
月面探検
　月の重力は地球の約１／６。
想像もつかない重力を疑似
体験できるよ。実際にムーン
ウォーカーに乗ってみたらフワ
フワと体が弾むようで面白
かったよ。

第一赤道儀室
　歴史を感じる立派な建物。
　この天文台の中で一番歴史
があるんだって。
　太陽観測をしていた大きな
屈折望遠鏡を間近に見る
ことができるよ。

スペース ・ ミッション・
シミュレータ
　わたげ一番のオススメがこの
シミュレータ。
　地球から宇宙ステーション
までの飛行を宇宙船の船長
になった気分で操作体験
できるよ。
　地球はとっても青かった！

わたげ探偵！！こんなの調べてみました！
〜多摩地域で宇宙の旅〜 ◎不定期掲載

　多摩・島しょ地域には、隠れた魅力や知られざる不思議がたくさんあるんだ！今回は 多摩地域
に宇宙を感じたり体験できる場所があると知って天文台や研究所を調査してみたよ♪

多摩地域で宇宙にまつわる場所をたくさんみつけたよ。
宇宙開発発祥の地も身近な場所にあったよ。
JAXAや科学館では宇宙を体験できるアクティビティがあってとっても面白かったよ。
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●宇宙桜「エゾヤマザクラ」（西東京市）
　この桜も宇宙に
行った桜だよ。多
摩六都科学館の敷
地で毎年春に美し
い花を楽しめるよ。

　土星までの惑星が
実際の間隔の 140 億
分の 1 のサイズに縮め
られて道沿いにパネル
展示してあるよ。
　それぞれの惑星の特
徴や観測の歴史がわ
かっちゃった。

太陽系ウォーク

スペースシャトル

宇宙ゾーン

　宇宙飛行士・ 毛利
衛さんと旅したスペー
スシャトル「エンデバー
号」 の頭部実物大の
模型が展示してある
よ。使命を終えたス
ペースシャトルの歴史
がパネル表示されて
いて振り返ることができ
るんだ。

　JAXAで行われている
宇宙探査技術の研究
開発についてパネルで
詳しく解説されているよ。
　このかわいい機体は
ALFLEX というんだ。
　宇宙から地上への
自動着陸技術を開発
するために 13 回も大空
を滑空したんだって。

ゴ―チェ子午環

プラネタリウムで宇宙体験

航空ゾーン

　半円形のドームが特
徴の建物の中に大きな
望遠鏡があるよ。1924
年にフランスから導入
されたんだって。今は
現役を退いているけど
2000 年頃までおよそ
80 年に渡り現役で活
躍したんだって。お疲
れ様。

　「サイエンスエッグ」
と呼ばれる世界最大
級の大きさを誇るプラ
ネタリウムドームでは天
の川を構成する恒星や
星団を本物さながらに
見ることができるんだ。

　このセンターは宇宙
だけでなく航空分野の
研究も活発なんだ。
　極超音速旅客機の模
型や小型超音速実験機
NEXST-1など未来の航空
技術が展示してあるよ。
　極超音速旅客機が
できれば地球の裏側へ
気軽に旅行できるかも。

Tama
★

★

★ ★

★

国立天文台

宇宙桜「醍醐桜」

宇宙開発発祥の地
JAXA調布航空宇宙センター

多摩六都科学館
宇宙桜「エゾヤマザクラ」

今回紹介した施設の最新情報は各施設のホームペー
ジなどでご確認ください。また、コロナ禍の影響に
より開館時間の変更、入館制限が発生する可能性が
ありますので、ご利用の際は事前に各施設に確認さ
れることをお勧めします。

あらすじ 
先月号で多摩地域に点在するむかしの家を調べた 
わたげ探偵、次はどこに行くのかな？
どうやら古いものからうって変わって新しいもの、とりわけ 
宇宙に興味を持ったみたいです。
身近に宇宙を感じることができる場所があるのでしょうか・・・
わたげ探偵の調査結果をご紹介します。

©GOTO
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檜原村3 自然環境保護事業（エコバッグ配布）

府中市2

青梅市1

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

　府中市では、6 月に府中公園で府中環境まつりを実施しています。今年度
は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、残念ながら中止としましたが、
例年、市民の皆さんが地球温暖化防止や自然保護、ごみ問題など環境につい
て楽しみながら学び、考えてもらうイベントとして企画しています。
　会場では、市民や事業者、学校などのブースが並び、活動の紹介や身近な
自然について遊びながら学べる工作体験のほか、フリーマーケット、ステージ、
クイズラリーなど様々な催しを行い、毎年延べ 2 万人の方にご参加いただいて
います。

【問合せ先】 府中市　環境政策課　TEL 042-335-4196

　海洋ごみ対策、資源・廃棄物抑制、地球温暖化対策等自然環境の保護の
ため、2020 年 7 月からプラスチック製買い物袋の有料化が始まりました。
　檜原村の一人当たりの可燃ごみの排出量は、東京都の他の自治体と比べて
高い傾向にあります。
　そこで今年度、檜原村では、ごみの排出量を削減して村の豊かな自然環境
を守るため、エコバッグを作製し各世帯に配布しました。
　エコバッグには、村の公式キャラクターである「ひのじゃがくん」がプリント
されており、村の PRも兼ねています。

【問合せ先】 檜原村　産業環境課　TEL 042-598-1011

　青梅市では、地球温暖化防止対策として、「みどりのカーテン事業」を青梅
ガス株式会社、ＪＡ西東京と協働で実施しています。
　小中学校、市民センター等の公共施設緑化事業をはじめ、景観や育成の
工夫等の基準で優れたみどりのカーテンを表彰する「みどりのカーテンコンテ
スト」や、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で未実施でしたが、市
民へゴーヤの苗を配布する市民モニター事業により、みどりのカーテンの育成
に市全体で取り組んでいます。育成を楽しみつつ、地球温暖化について考えて
いただくきっかけとなるよう取り組んでいます。

【問合せ先】 青梅市　環境政策課　TEL 0428-22-1111

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。

かれん

青梅市

Tama

府中市Tama

檜原村

Tama

シーナ

府中環境まつり

みどりのカーテン事業

2020年度団体部門最優秀賞：青梅市立第四小学校
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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

○ 問合せ・ 
申込み先

ホームページ

参加者募集

オンライン開催

　2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、すべての人たちがこれまでとは違った景色の中で
暮らした1年でした。家庭での過ごし方、地域の活動、学校生活、働き方など次々とやってくる難題の答えを必死になっ
て探した1年だったとも言えます。
　さまざまなことを経験した今、あらためて私たちが出すごみや資源について考えてみませんか。当日は、多摩地域の市
町村を対象にした「コロナ禍におけるごみの実態」についての調査結果や“私と『コロナ』とごみ”の作文紹介も行います。
　情報を共有することで新しいライフスタイルについて考え、実践に結び付けましょう。

○テーマ　“コロナ”とごみ　～変わる私たちのライフスタイル～
○日　時　2021(令和3)年3月6日(土)   13：00～17：00（終了時間は多少前後することあり）
○会　場　アウラホール（京王線聖蹟桜ヶ丘駅　京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6F）
　　　　　※特設スタジオからオンライン中継（当日参加不可）
○参加費　無　料
○主　催　第28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
○プログラム

○参加方法

T A M A
と こ と ん 討 論 会第

28
回

【オンラインでの参加】
・事前申込み　メールで事務局までお送りください。（tama.recycle@gmail.com）
　〈件名〉　討論会申込　　〈本文〉　住所・氏名・電話番号・所属・メールアドレス
※ メールアドレスは当日受信を希望するアドレスをお知らせください（申込メールと同

じ場合は不要です。）会議システムはJitsi Meetを使用します。詳細は申込者に直
接お知らせします。

・申込み締切　2月28日（日）
・定　　　員　100名（締切前に定員に達した場合はホームページでお知らせします。）

【会場での参加】
ネット環境を用意できないなど会場参加を希望
の方は、住所・氏名・電話番号・所属をFAXまた
はハガキで事務局までお送りください。
・申込み締切　2月28日（日）　
・定　　　員　20名
※ 参加票を返送します。
※参加希望者が定員を超えた場合は抽選になります。
※ 参加票を持参しない場合は、直接会場にいらし

ても入場できません。

対　　象　東京都多摩地域在住・在勤・在学の方
締　　切　2021(令和3)年2月10日（水）必着
選　　考　 実行委員会で行います。優秀作は表彰。全応募者

に記念品を贈呈します。

応募規定　作文は本文400字～800字程度
　　　　　 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。

作文募集　テーマ : 私と『コロナ』とごみ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために暮らしを見直しながら、「ごみ」について考えたこと、思ったことを作文にしてください。

※チラシをご希望の方は実行委員会あてにFAXまたはメールで、住所とお名前をお知らせください。

第28回TAMAとことん討論会実行委員会事務局 
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 
〒206-0011　多摩市関戸1-11-7　グリービル602号 
電話　070-3340-7006　FAX　042-400-0096　ホームページ　http://www.renpou.org 
Email　tama.recycle@gmail.com　問合せはできるだけメールでお願いします。

作文表彰  実行委員長　小石 惠子

考　　察  作文および調査結果から考える新しいライフスタイルとは
 　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長　江尻 京子

講　演 １  回収された資源の今を知る
 　東京都資源回収事業協同組合理事長　松本 貞行

講　演 ２  古着はいずこへ
 　ナカノ株式会社　リサイクル部　内田　長 （敬称省略）

※コメンテーター
ダイナックス都市環境研究所
会長　山本 耕平
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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。しかし現在、新型コロナウイルスの感染が拡大しており、
更新の手続きに伴う感染のリスクを考慮して2021年3月31日が登録期限となって
いる団体については、登録期限を2021年9月30日まで延長いたします。該当団体には、
7月頃、更新書類を送付しますので、登録更新を希望する団体は定められた期日まで
に手続きをしてください。
　なお、更新後の登録期間は2021年10月1日～2024年3月31日となります。

ロッカー・棚の利用継続について
　会議室利用登録団体貸出しロッカー・棚の利用期限を、毎年3月31日までとしてお
りましたが、コロナ禍の状況の中で、荷物の出し入れや印刷室への入室など感染のリ
スクを考慮して、現在利用している団体については2021年度は、そのままの場所
で利用を継続していただくこととします。

利用継続期間
2021年4月1日～2022年3月31日まで

　また、“現在利用中の団体で2021年度は利用しない団体”や“新たに利用を希望す
る団体”は多摩交流センターまでご連絡ください。

登録内容に変更があった時は届け出を！
　更新の有無に関わらず代表者・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。
　なお、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、
代表者は、会員へ周知するよう努めてください。
　その他代表者・連絡係のメールアドレスの登録へもご協力よろしくお願いします。

ご利用にあたって・・・
コロナ禍の中で、会議室の利用や申込等など登録団体の皆様にはご不便をおかけし
ておりますが、感染防止のため引き続き、密にならないよう距離を取る・マスク着用・
手洗い・手指の消毒にご協力お願いします。

会議室利用登録団体へのお知らせ
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（受講料: 会員は無料・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D
dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

of

dictionary

Wide
Variety

 
Subjects 2 0 2 1 年 3 月 講 義 案 内

日時 講義テーマ 教授 教場

3月4日（木）
14：00から 家族の看取りをめぐって 河　正子　氏

(NPO法人緩和ケアサポートグループ理事長)
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)

3月11日(木）
14：00から 林芙美子『放浪記』の世界から戦争へ 岡野　幸江　氏

(法政大学講師など)
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)

3月18日(木）
14：00から 平家物語に見る“占い” 鈴木　まどか　氏

(前田流平家琵琶詞曲相伝)
田無公民館

(西武新宿線田無駅南口　徒歩3分)

3月25日(木）
14：00から

長江民族の結節点『魔除けを捜せ』
― 弥生人は長江民族だった ー

岡田　常義　氏
(元ポリプラスティック会社常務執行役員)

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)

☆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）

☆ 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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→宿新至子王八至←

大國魂神社↓

甲州街道（国道２０号線）
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郵便局

寿町一丁目交差点

府中駅北第２庁舎６F

り
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多摩交流
センター

ビル

※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　https://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

※受講の際は、必ずマスク着用のこと！

講義中止のお知らせ
本紙　1月号（No.88）掲載 2月4日（木）・11日（木）・18日（木）・25日（木）の講義は、

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令、および感染防止のため中止します。
※ 3月の講義も状況によって中止になることがありますので、詳しくは雑学大学までお問い合わせください。

〇　２月になりました。立春を迎え暦の上では春ですが、ま
だまだ寒い日が続きます。例年インフルエンザのピークは
１月下旬から２月上旬と言われます。新型コロナウイルス
感染防止と併せ、引き続きマスク着用や３密を避けるなど
の感染予防対策が大切です。

〇　感染拡大の衰えが見えない新型コロナウイルス感染症で
すが、昨年 12 月から、欧米諸国などでワクチン接種が始
まり、少しではありますが、終息に向けた希望の光が射し
てきました。国内では、欧米から供給されるワクチンをで
きるだけ早い時期に接種できるよう準備が進められている
ようです。新しい技術で開発されたこれらのワクチンは、
開発から承認までの期間が短く副作用を懸念する声も聞こ
えます。今後、国内での接種に備え、ワクチンに関する正
しい知識を深めることも重要と考えます。

〇　さて、当調査会事業では、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（Ｅプロ）」の一環
として、2018年度から３年間、「気候変動への適応策に関す
る調査研究」を実施し、都内市区町村が、それぞれの地域の
特性にあった「適応策」の取組や適応計画の策定を目指すた
めの活動を支援することを目的として取り組んできました。

〇　今般、Ｅプロの事業検証を行ったところ、各自治体からは、
「適応策」の取組に対して一定の評価と継続を望む声があ
る一方で、ゼロエミッションを含む、「脱炭素」への取組
を希望する自治体が多くありました。これは、2050 年ま

でに温暖化ガス排出量実質ゼロ（脱炭素）を目指す世界的
な流れの中、国内においても、2019 年 12 月に東京都が「ゼ
ロエミッション東京戦略」を策定したのをはじめ、多摩市
や葛飾区などが宣言するなど全国的にも「脱炭素」を宣言
する自治体が増加し、「脱炭素」に向けた取組が加速化し
ていることが背景にあります。国も昨年 9 月に発足した新
政権の政策の目玉の一つに「脱炭素」を掲げています。

〇　現在、2021 年度以降に実施する事業の準備を進めてい
ますが、「気候変動に関する調査研究」として、「脱炭素」
を中心とする「緩和策」と主に「適応計画策定」を支援す
る「適応策」の両面からの事業展開を予定しています。調
査研究を通し、各自治体の「緩和策」と「適応策」の一層
の推進に寄与していきたいと考えています。

〇　一方で、「地球温暖化」の要因の一つにごみ問題があり
ます。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「TAMA とことん討論会」を開催しています。
昨年はコロナの影響で紙面開催となりましたが、第 28 回
目の今年は、コロナ禍により生活様式が変化したことが要
因で増えた家庭ごみに主眼を置いた、「“ コロナ ” とごみ～
変わる私たちのライフスタイル～」が３月に開催されます

（詳細は本誌 5 ページ参照）。今回は、オンライン中継によ
る開催ですが、是非ともご覧ください。 （Ｋ．Ｋ）

編 集 後 記
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とっておきフォトスポット
Photogenic tama & tolsho

西東京市第37回 

きれいな景色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「下野谷遺跡」と「田無神社」を紹介するよ。

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！

撮影のPOINT !

　2015 年に南関東最大級の縄文集落遺跡として、国史跡に指定され
たんだって。未来に残すべき貴重な文化遺産だね。
　現在は一部が下野谷遺跡公園として憩いの場にもなっているよ。今
年度から縄文時代をより感じることができる史跡整備が始まったよ。
完成が楽しみだね。

下
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の

谷
や

遺跡
＠WATAGE

　５柱の龍神が祀られており、パワースポットとしても紹介されている
田無神社。
　芸能人やスポーツ選手など、多くの有名人も訪れているんだって。
　本殿と拝殿は東京都の文化財に指定されているんだって。

田無神社
＠WATAGE

・�竪穴住居の骨格模型があり、スマートフォン用アプ
リを利用することで、３ＤＣＧにより復元された縄
文時代のムラの様子が楽しめるよ。
・�スマートフォン用アプリ「VR下野谷縄文ミュージ
アム」をダウンロードしてね。

・�鮮やかなイチョウの紅葉や七夕てるてるトンネルなど、歴史ある
本殿や拝殿を中心とした、四季折々の景色を見ることができるよ。

[情報・写真提供] 
西東京市　産業振興課

[現地案内]
◆いこいの森公園（表紙写真）
　 西武池袋線「ひばりヶ丘駅」や 

西武新宿線「田無駅」などよりバス
◆下野谷遺跡
　西武新宿線「東伏見駅」南口より徒歩約7分
◆田無神社
　西武新宿線「田無駅」北口より徒歩約6分

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。 問合せフォーム▶

東伏見駅

下野谷遺跡

下野谷遺跡公園

アプリ
ダウンロード先

いこいの森公園


