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報告書をご活用ください

～自治調査会では、幅広い分野の調査・研究を行っています～

　自治調査会では、1986 年の設立以来 300 件を超える調査研究等を行い、報告書を発行してきました。
　2011 ～ 2020 年度に発行した調査研究報告書は、当調査会ホームページ（https://www.tama-100.or.jp）で
閲覧・ダウンロードすることができます（一部の報告書を除く）。
　今回は、2020 年度に実施した調査研究等の報告書を紹介します。

　本調査研究は、
長期休暇取得者
等の発生によって
職員数が減少し、
それまでと同様の
業務継続が困難
となることを業務
の「しわ寄せ」と
考え、「しわ寄せ」
を生じさせない取
組や健全な組織
体制の構築を調
査しました。休みを取る側だけでなく、組織に残
る側にも目を向けて、自治体におけるしわ寄せ解
消に向けた取組の方向性や具体的施策を提案して
います。

　新しい官民連携のあり方として、成果連動型民間委託契約方式（PFS）や
ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）が注目されています。多様化、複
雑化する社会的課題を逼迫する財政で効率的・効果的に解決するかの検討
は急務であり、成果に応じて支払額が変わる PFS や SIB はその解決策の一
つと考えられています。PFS や SIB について、先進的に取り組む自治体等
への調査を通じ、その効果や有用性、方法などを取りまとめました。

　SDGs （エスディー
ジーズ、 Sustainable
Development Goals：
持続可能な開発目
標）という言葉やロ
ゴマークをよく見
かけるようになりま
した。SDGsは「誰
一人取り残さない」
社会をつくるため
の世界共通の目標
ですが、政府や自
治体だけでなく、企業や住民など「みんな」が取り
組める目標です。本調査研究では、多摩・島しょ
地域の自治体が SDGsに取り組む意義やメリットを
明確にし、SDGs 達成に向けた取組のあり方を提
示しました。

自治体における長期休暇取得等に伴う
生産性維持に関する調査研究報告書

社会的課題の解決に向けた PFS/SIB の
活用に関する調査研究報告書

多摩・島しょ地域自治体における
SDGs に関する調査研究報告書
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　情報のデジタル
化によって、広報紙
に加え、SNS やス
マートフォンアプリ
などを活用して情報
を発信する自治体
も増えています。本
調査研究では、年
齢やライフスタイル
がそれぞれ異なる
住民に、効果的に
情報を届けるため、媒体の特性や住民ニーズを踏
まえ、デジタル、アナログを問わず、目的やターゲッ
トに適した情報発信媒体を活用する取組を提示し
ました。

　今後のまちづくりや政策形成など行政運営上の
基礎資料として、「人口・土地」、「産業」、「都市基盤」
など主要な統計データ集を作成しました。

　15 歳から 64 歳
までのひきこもり状
態にある方は、全
国で 100 万人を超
えると推計され、ひ
きこもり状態になっ
た場合でも、社会
とのつながりを回復
できる仕組みを作っ
ていくことが求めら
れています。本調査
研究では、住民に身近な存在である基礎自治体が
中心となって支援体制を構築できるよう、ひきこも
り支援に取り組む際の前提や、その具体的なプロ
セスを提示しています。

　多摩地域の清掃事業及びリサイクル事業に関す
る基礎的な統計データ集を作成しました。

自治体における効果的な情報発信媒体
に関する調査研究報告書

多摩地域データブック
2020（令和２）年版

基礎自治体におけるひきこもりの支援
に関する調査研究報告書

多摩地域ごみ実態調査
2019（平成 31・令和元）年度統計

　財政力指数や経常収支比率など計 11の分析指
標を、過去10年度分掲載したデータ集を作成し
ました。

　主要税目である市町村民税などの調定収入状況
等を、過去10年度分掲載したデータ集を作成し
ました。

市町村財政力分析指標
（平成 22 年度から平成 31・令和元年度）

市町村税政参考資料
（平成 22 年度から平成 31・令和元年度）
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シーナ

かれん

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。

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

　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。

　小平市では、小平市環境家計簿を使った「チャレンジ省エネ 2020」
を開催しました！
　本キャンペーンは、新型コロナウイルス感染症の影響による在宅時間
の増加を契機に、家庭での電気・ガスの使い方の見直しを図り、市が指
定する月の二酸化炭素排出量を昨年同月より削減することを目指す取組
です。市内事業者の有楽製菓株式会社にご協賛いただき、削減達成者に
は「ブラックサンダー」と省エネグッズを進呈しました。
　コロナ禍をチャンスと捉え、引き続き小平市環境家計簿の活用や家庭
での省エネの重要性を発信していきます。

　日野市では 2008 年度より「ふだん着で CO2 をへらそう実行委員会」
を立ち上げ、CO2 の削減を啓発しています。その取組のひとつとして毎
年「環境フェア」を開催しています。しかし、2020 年度は、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により開催を見送りました。そこで、環境啓発
活動として、紙芝居 50セット、2作品を作成し、さらに手軽に物語を楽
しめるよう絵本 100 冊と動画を作成しました。それぞれ幼稚園、保育園
等子ども関連施設にて環境学習に役立てていただく予定です。

　利島村では、冬季の強風や塩害による樹木の倒木や腐食が多く見られ
るため、公共緑地保全事業を実施しています。定期的なメンテナンスを
することにより、被害を最小限にとどめることが出来ます。公共の緑地
である「艀

はしけ

と海の歴史広場」、「南ヶ山園地」に植樹した樹木の剪定・管
理を行い、保全しています。
　なお、樹木の剪定や管理については専門的な技術を要するため、専門
の業者に委託し樹木の適正な育成・管理を図っています。

【問合せ先】小平市 環境政策課　TEL 042-346-9818

「チャレンジ省エネ 2020」チラシ

紙芝居「にんじんのじんくん」【問合せ先】日野市 環境保全課　TEL　042-514-8294

【問合せ先】利島村 総務課　TEL 04992-9-0011

１　小平市　　小平市地域エネルギービジョン推進事業

３　利島村　　公共緑地保全事業

小平市
Tama

日野市

Tama

利島 Tokyo
Islands

２　日野市　　紙芝居の作成（ふだん着でCO2をへらそう実行委員会）
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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

多摩地域を南から北に歩いてどんなスポットがあるか探してみたよ♪多摩地域を南から北に歩いてどんなスポットがあるか探してみたよ♪
多摩地域には緑豊かな公園や多摩丘陵の高低差を
活かした眺望スポットがたくさんあったよ。
版画をテーマとする美術館や全国的にも珍しい
自由民権資料館に立ち寄ってみたよ。

※ 多摩地域：東京都のうち、23区と島しょ地域を除く全域のこと。
　 島しょ地域：大島・利島・新島・式根島・神津島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島・父島・母島のこと。

◆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。

ひさしぶりに街歩きして多摩地域の
魅力を調査します。
今回は町田市から稲城市まで散策を
したようです。
わたげ探偵の街歩きレポートをお楽
しみください。

わたげわたげ探偵探偵！！！！こんなのこんなの調調べてみましたべてみました！！
～ ぐるっと～ ぐるっと多摩探訪多摩探訪　その　その 77 ～～

母島のこと

　よこやまの道
　尾根幹線沿いに散策
路が整備されているよ。
　散策路の東端は丘の
上広場で眺望がすばら
しいよ。

　薬師池公園西園
　2020年 4月にオープ
ンしたばかりの薬師池公
園西園に行ってきたよ。
正面のウェルカムゲート
エリアには、地元の農産
物を販売するコーナーや
カフェもあって楽しい雰
囲気だよ。

　巨人への道
　よみうりランド駅か
らジャイアンツ球場に
いたる 283段の階段が
ある山道は頂上付近か
らの眺望が最高だよ。

町田市立国際版画美術館
　町田駅の程近くに版画
を集めた美術館がある
よ。町田市にゆかりのあ
る作品や、季節によって
テーマが変わる特別企画
があっていつ行っても楽
しいよ。
　精巧な版画に時を忘れ
て見入っちゃった。

　パノラマの丘
　よこやまの道は多摩
丘陵の尾根道なので
アップダウンがあって
よい運動になるよ。道
中眺望スポットが点在
していてここからは富
士山が見えるよ。

　自由民権資料館
　全国的にも珍しい自由
民権運動をテーマにした
資料館が町田にあるよ。
　資料館では町田をはじ
めとする多摩全域で活躍
した民権家の活躍や当時
の貴重な資料がたくさん
展示されているよ。

　大丸親水公園
　「光と清流と緑の小径」
をテーマに大丸用水沿い
に整備された親水公園だ
よ。水面に二羽のカモが
仲良く泳いでいてほっこり
しちゃった。

　 芹ヶ谷公園
　版画美術館に隣接する
大きな公園は巨大なシー
ソーがぐるぐる回る噴水
が見どころ。
　園内には多くの桜も植
栽されているので春には
桜も楽しめるんだ。

多摩市
稲城市

町田市
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

音　

楽

リコーダーアンサンブル風雅 リコーダーの合奏練習 1,3月曜の午前 1,000/月

コカリナサークルくるみ コカリナ（木製の小さな笛）の演奏 2,4木曜の午前
(月2回）

2,000/月
＋1,000/年

Ｆ＆Ｆ フルートアンサンブル 1,3火曜の午前 2,000/月

リコーダーアンサンブル華音 一人ではできないリコーダーアンサンブルの楽しさを味
わう 2,4月曜の午前 2,000/月

美空ひばり学会 昭和の歌謡史を通じて、その時代・文化等を幅広い世相
の歩みの中で学ぶ 月1回 300/月

合唱ミュージカル VIVA!TAMA 実
行委員会 舞台活動（音楽分野）による社会参加 火曜の夜間

（月2回） 1,000/月

仏文化研究会シャンテ シャンソンを通じてフランスの文化を学ぶ 1，3水曜の午後 2,000/回

ブーケ・ド・シャンソン 音楽を通して多摩地域の文化活動の発展と歌唱力の向上
を図る 2月曜の午後 1,000/月

ウクレレサークル「ポノポノ」 ウクレレ技術の向上、会員同士の親睦、多摩地域の文化・
芸術の発展に貢献する 1,3日曜の午後 1,600/回

ウクレレサークル「パナパナ」 ウクレレ技術の向上、会員同士の親睦、多摩地域の文化・
芸術の発展に貢献する 1,3日曜の午前 1,600/回

M&E マンドリンの技術向上、会員の親睦を図ることを目的と
する 月2回程度 なし

ウクレレ　アロハ ウクレレ演奏の技術向上と会員相互の親睦を図る 1,3金曜の午後 2,000/月

かさね歌・しゃぼん玉 歌唱の技術向上を図り、会員の自主・相互学習で知識を
深める 1,3火曜の午後 2,000/月

演　

劇

葵の会 演劇活動を通じて地域と交流を図り、楽しく芝居をやっ
ています 1,3火曜の夜間 1,000/月

アルディラ 2001 プレイバックシアター(みんなで即興劇)の体験を通して、
様々な気持ちをわかちあっています 月1回 なし

朗読劇の会「ひびき」 演劇と朗読の楽しさを併せた朗読劇を通して心身の健康
を図る 3金曜の午前 1,500/月

芸　

能

府中青樹会 謡曲の修練を通して日本古典文学に対する理解を深め、
地域の文化的発展に貢献する

土曜の午前
（月2回） 2,500/月

落語長屋 落語の鑑賞と研究、落語に関する名所訪問、そして全員
による合宿（春か秋） 3木曜の午後 4,000/半年

マジマジ会 マジック技法の向上を通じて仲間づくりを図る 1,3金曜の午後 500/月

健
康
・
ダ
ン
ス
・
ス
ポ
ー
ツ

ＴＡＭＡ游気の会 易しく穏やかな気功法を学ぶ 2,4火曜の午前 2,000/月

ヨガの会 ヨガを通じて健康な身体を知り、多摩地域の人たちと交
流を図る 2,4日曜の午前 1,000/月

吹矢「いぶき会」 スポーツウェルネス吹矢の普及と、技術の習得を通じて
の健康づくり、仲間づくり

日曜の午前3回と
土曜の午後1回

500/月
入会金 1,000円

続けよう足もみ健康法の会 足もみ健康法の実施による心身の健康の向上 2,火曜の午後
3,水曜の午後 1,000/月

健康ヨーガの会 ヨーガの実践を通して健康を図る 1,3月曜の午後 2,000/月

ハッピー足法勉強会 足圧整体足法に関する学習実践活動を行う 月2回 2,000/月

多摩交流センターだより

多摩交流センター　会議室利用登録団体一覧
　多摩交流センターでは、広域的市民団体の活動の場として3つの会議室を提供しています。4月1日現在、111団体
が登録・利用していますので、興味のある団体がありましたら、多摩交流センターまでお問合せください。また、登録・
利用を希望する広域的市民団体の方は、登録の条件等を多摩交流センターまでお問合せください。 TEL 042-335-0100
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

語　

学

ＴＡＭＡ中国語会話同好会 楽しみながら中国語を学ぶ（初・中級） 2,4水曜の午後 2,000/月

日中交流学習会 中国語の学習を通じて会員相互の親睦を図る 土曜の午前
（月2回） 3,000/月

中国文化研究会 中国語の勉強を通して、知識の向上と会員相互の親睦を
深める 1,3木曜の夜間 10,000/3ヶ月

楽しい中国語 中国の言語や文化、風土について学ぶ 2,4木曜の午前 2,000/月

本気で学ぶ中国語の会 中国語の会話・発音・文法を基礎から学ぶ 1,3月曜の午前 2,000/月

英会話サークル「英語を楽しむ」 講師と一緒に、和気あいあいと皆で楽しく英会話を学ぶ 1,3月曜の午前 10,000/半年

中国語けやきの会 中国語の学習と中国文化を学び、多摩地域の文化の発展
に寄与する 1,3火曜の午前 2,000/月

Friday　English 日常英会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月4回の夜間 4,000/月

英語ふれあいサークル 英会話学習を通じて広く多摩地域の交流及び文化の発展
に貢献する

木曜の夜間
（月4回） 4,000/月

朗　

読

オコサの会 いろいろな絵本で学びあい親睦を深める。子育て支援セ
ンターでのボランティア 2月曜の午後 1,000/年

朗読の会「言葉の宝石心」 朗読表現の向上や地域の仲間との交流、健康維持などを
目的とする 2,4火曜の午前 1,000/回

こころつたえ 朗読を通じ会員相互の親睦をはかり、心身ともに健康な
生活を営む 1,3水曜の午前 2,000/月

たんぽぽサークル 朗読による自己表現を学び、自己啓発と会員相互の豊か
な人間性の向上を図る 2か4金曜の午前 なし

朗読の会「音めくり」 朗読に関する表現活動を行うことで多摩地域の市民交流
の発展に貢献する 2,4水曜の午後 2,000/月

ドラマティックリーディング宙音 ドラマティックリーディングに関する表現活動を行う、
動きをつけた朗読をやっています 2,4水曜の午前 2,000/月

文
芸
・
教
養

短文を書こう会 所定のテーマで全員が短い文章を書き合評し、会員相互
の親睦を深める 2水曜の午後 1,000/年

「エッセイの会」 エッセイや文集の制作 1土曜の午後 4,000/年

400字の会 400 字のエッセイを書くことによって、会員間の親睦を
深める 1水曜の午後 100/月

随想友の会 心に残った情景や気持ちを文章にして表現し、講評しあ
いながら会員相互の親睦を深める 1金曜の午後 500/月

文流の会 400字程度の随筆を作成し、相互で講評を行う 2金曜の午後 1,500/年

多摩詩塾
詩人研究と合評を主に、年一回の文学散歩と作品集作成、
時々カラオケも楽しんでいます。和気藹々のうちに素晴
らしい詩人達が巣立っています

2水曜の午後 3,300/半年

ケヤキ自由詩の会 自由詩に関する学習と発表活動を行い、会員の文化的向
上と地域の発展に貢献する 年１回、同人誌発行 1,3月曜の午前 1,500/月

日本の古典文学を学ぶ会 源氏物語の原文を音読し、名文の味わいを体感する 2,4金曜の午前 2,000/月

“源氏物語を読む”会 源氏物語を通じて古典への理解を深める 4火曜の午前 4,000/半年

中世古文書を読む会 歴史書「吾妻鏡」や、中世の古文書・文化等について学ぶ
史跡の探訪も行う 1月曜の午前 8,000/年

きすげホトトギス句会 伝統的な俳句を学び、吟行会で自然に親しみながら俳句
を作る

句会：1金曜の午後
吟行会：4水曜 10,000/半年

TAMA市民詩吟を楽しむ会 漢詩や短歌・俳句等を歌う（吟ずる）初心者から学べる
詩吟の会 2,4土曜の午前 1,500/月

東京都多摩漢詩振興会
漢詩は自分で作れるようになって初めてその深い世界を
味わえるようになります。初歩から作詩作法を指導。吟
や書に留まらない作詩の世界へ

日曜（不定期） 500/回

多摩漢詩研究会 漢詩・詩吟に関する研究や吟詠・史跡の探訪を通して、
会員相互の親睦を図る 4木曜の午後 500/月

宮沢賢治同好会「ゴーシュの会」 賢治の童話や詩などを通して、彼の深い思想を学ぶ 4木曜の夜間 500/月

中国語で漢詩を楽しむ会
漢詩を中国語で朗読することで漢詩や中国文化の理解を
深めると共に、多摩地域の文化の向上や会員相互の親睦
を図る

3火曜の午前 1,000/月

絵画文化の会 絵画芸術を楽しみながら絵画文化への関心と理解を高め、
多摩地域の市民文化の発展に寄与する 奇数月/1月曜 3,000/年

多摩チェス同好会 チェスに関する普及活動 2,4月曜の午後 1,000/3ヶ月

旧暦の会 旧暦に関する学習活動 月1回 600/月
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

歴
史
・
文
化

ＴＡＭＡ文化遊学 シルクロード史、仏教史の学習を通じて文化財研究マイ
ンドを高める 平日夜間 2,000/月

ＴＡＭＡ市民歴史文化研究会 日本の古代史や関連する中国史・古代朝鮮史について学ぶ 2,4火曜の午後 500/回

「歴史の道を歩く会」 多摩地域の歴史を探訪・甲州道中探訪 不定期
（月1～2回）

400/回
+2,000/年

土曜クラブ 国内外の歴史・風土や文化等について学び、会員相互の
親睦を図る

2土曜の午後
（月１回） 必要時徴収

世界の生活文化研究会 世界の生活文化とその背景（歴史・政治・宗教・風土等）や、
世界遺産について研究する

3土曜の午後
（月1回） 1,000/年

多摩地域近現代史を学ぶ会 アジア・太平洋戦争の実相を学ぶとともに、多摩地域へ
の影響を横断的な交流と学習を通じて理解する 月4回程度 500/年

旅

旅のたから箱 旅行に関する研究や旅行談の発表、旅行についての情報
交換等を行う 4水曜の午前 入会時1,000のみ

多摩紀行の会 多摩地域の街道をめぐり、様々な製本技術を用いて紀行
文を作成 3火曜の午後 500/月

旅クラブ 海外・国内旅行の体験や報告を通じて、知識の習得と会
員相互の親睦を図る

1水曜の午前
（月1回） 必要時徴収

写
真
・
映
像

地球を撮ろう会 写真技術の向上と会員相互の親睦 不定期（月1回） 10,000/年

ＴＡＭＡビデオクラブ ビデオ撮影、編集、作品の講評や、技術・使用機器につ
いての情報交換 2,4土曜の午前 500/月

府中ビデオサークル 映像制作の技術向上及び作品の上映を通じ、地域の交流
を図る 2,4木曜の午後 100/月

書
道
・
篆
刻

蘭亭会 半紙・条幅を使用して書道の練習 2,4土曜の午後
（変更の場合もあり） 2,000/年

篆刻の会 篆刻の製作・文献の調査研究 2,4火曜の午後
（変更の場合もあり） 10,000/年

水
墨
画
・
水
彩
画
・
ス
ケ
ッ
チ

ヨーロッパの田舎
ウィークエンドの手工芸

ちょっとおしゃれなハンドクラフト。欧風トールペイン
トを楽しく制作しています 2,4金曜の午前 1,500/月

ＴＡＭＡスケッチ同好会 静物画スケッチや多摩地域周辺での風景スケッチ 2,4土曜の午前 1,500/月

遊画会 多摩地域を中心に戸外で淡彩スケッチ等 2,4金曜の午前 11,000/半年

水墨画サークル会 自身の個性を活かし、自由なテーマで水墨画を描く 1,3水曜の午後 2,000/月

武蔵野スケッチ同好会 多摩地域を中心に、戸外で自然や風景のスケッチ等 2,4木曜
（10～15時） 1,000/月

絵てがみサークルかえで 季節ごとにテーマを決め、絵てがみを作成 毎週木曜の午前 2,000/月

多摩淡彩の会 淡彩・水彩画の技術習得を通じて会員相互の親睦を図る 3月曜の午後 2,000/月

スケッチ 300 多摩地域の公園等で、水彩画による淡彩スケッチを楽し
んでいます 2,4火曜 入会時1,000

+7,000/半年

日本画の写生を楽しむ会 季節の花、静物をモチーフにして日本画のスケッチ 2,4月曜の午前 3,000/月
（モチーフ代等含む）

七墨会 水墨画の会 曜日不定期の午後
（変更の場合もあり） 500/月

楽水会 水彩画を楽しく学びながら地域交流に貢献する 1,3木曜の午後 1,500/月

スケッチ仲間の会 絵を描く技能の向上と、会員相互の親睦を図る 3火曜の午後 必要時徴収

国際水墨の会 中国の伝統文化を学びながら現代中国水墨画に関する芸
術活動を行う 2,4月曜の午後 1,500/月

き
り
え
・
折
紙

きりえグループ
「きり友」

きりえ創作の基本技術の習得と個々の個性を生かした創
造性を養う 2,4金曜の午後 1,000/回

（材料費含む）

多摩きりえの会 自分が描いたスケッチなどをもとに紙などを切り、貼り
合わせてオリジナル作品を作る 1,3金曜の午前 入会時1,000

+1,000/年

多摩折紙研究会 季節ごとのテーマにそった折紙作品の制作を通じて世代・
文化の交流を図る 4木曜の午後 500＋材料費/月

花 花のアトリエ風花 花と工作を一度に楽しみ、個々の“らしさ”を大切にす
るフラワーアレンジメントの会 3水曜 会費及び花・材料

代として3,500/回

手
芸
・
工
芸

楽しいパッチワークキルト 優しい色あいの小物などをパッチワークで制作 3水曜の午前 1,500/月

彩々の会 草木染で染めた糸や布で作品を作り、生活に取り入れて
楽しむ 3金曜の午後 入会時3,000

府中組紐同好会 組紐の普及伝承活動 月2回 2,000/月

コスモス手描染の会 モダーン手描染の技術の向上 2,4金曜の午後
（月2回） 3,000/月
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分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

暮
ら
し
・
福
祉

ラボ国際交流 多摩地域周辺の青少年、家族の集まり。国際交流や異文
化理解を促進する

基本的に
火曜の夜間 500/月

特定非営利活動法人
東京雑学大学

生涯学習講座の実施（年間 50回）
（学報の発行　年 3回） 毎週木曜の午後 会員5,000/年

非会員500/回
東京都多摩地区生涯学習
インストラクターの会

生涯学習の推進に関する情報交換を行い、地域の発展を
促す 不定期 2,000/年

ごみ・環境ビジョン 21役員会 ごみに関する情報を収集・発信し、環境に関する知識を
深める 不定期 なし

TAMA健康茶論の会 健康で長生きするための知識や技術について学習する 3か4月曜の午後 500/回

特定非営利活動法人
けやきの会

メンタルヘルスに関する支援活動を中心に、会員の自己
研鑽及び住民同士の交流を図り社会貢献をする 月1回 5,000/年

平成 25年の家庭菜園クラブ 安全で丈夫な野菜栽培活動を通じて、会員及び地域に対
し食の安全に関する知識向上に貢献する

年4回
（3・6・9・12月） 1,500/年

薬膳研究会 多摩地区の農作物を利用し、健康な身体を作る 第1土曜日
（月1回） 2,500/月

菜園クラブ 27 無農薬野菜作りを学び会員間の情報交換を促し、会員の
充実した家庭菜園を実現 年4回程度 1,000/年

LD等発達障害児・者親の会けやき LD（学習障害）をはじめとする発達障害への理解啓もう
活動と会員交流

月1回（例会）
年1回（総会） 5,000/年

楽しい菜園 18 無農薬栽培の知識をもとに地域の家庭菜園の運営向上を
図る 年4回程度 1,000/年

多摩地域労働相談センター
社会的に問題となっている労働や貧困と向き合うため、
多摩地域において無料の労働相談を行い、労働問題の社
会的な解決をめざす

不定期 なし（適宜カンパ
徴収有）

チマ・チョゴリ友の会
在日朝鮮・韓国の子供たちが、安心して暮らせるように、
国際交流などの活動をとおして理解と助け合うことを学
び合います

不定期 300/回

野外
活動 樹木観察「クロモジの会」 主に里山を巡り、環境や季節による樹木の生育を学ぶ 2水曜（戸外） 3,000/年

そ
の
他

東京アマチュア無線ネットワーク アマチュア無線に興味を持つ団体、個人間の情報交換や
相互交流 日曜の午前 1,000/年

アロマセラピーの会 アロマセラピーに関する学習を通じて会員相互の親睦を
図る

土曜の午前
（月1回） 700＋材料費/月

香草・木・花アロマの会 アロマテラピーを通して、自然の香り豊かな環境づくり
に目を向け、健康観・自然観を養う 月1回 500/月

+材料費500

会議室の利用について

●設置機器及び貸出し備品（2021年 5 月 1日現在）
　（印刷機・コピー機は有料。その他は無料でご利用いただけます。）

●会議室の案内（2021年 5 月 1日現在）

会議室 定員 常設機器類

第 1会議室 8名 ホワイトボード・テレビ

第 2会議室 18名 ホワイトボード・テレビ

第 3会議室 15名 ホワイトボード・テレビ

※掲載内容は各団体からの申出によるものです。

　月曜日から土曜日までは、午前・午後ともに会議室
の利用が多くなっております。利用希望が重なった場
合は、抽選により利用団体を決定しています。 
　会議室の予約状況は、当調査会のホームページ及
び事務室前の掲示板にて、週 1回程度更新した状況
をお知らせしています。

※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため会議室
の定員の制限、利用時間の短縮及び機材の貸出を一部中止
しています。詳しくはホームページでご確認ください。

印刷機（白黒 2円 /枚、カラー 6円 /枚、用紙は各自用意）、コピー機（白黒 10円 /枚、カラー 30円 /枚、用紙代込）、
プロジェクター、パソコン、CD/MDラジオカセットテープレコーダー、スクリーン、レーザーポインター、ブルー
レイプレーヤー
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2021年度広域的市民ネットワーク活動等助成対象事業が決まりました

　当調査会では、市町村の枠を越えて行われる芸術文化、環境、福祉、まちづくり及び国際交流等の市民活動を支
援しています。活動の成果や発表の場の経費を一部助成することによって、市民ネットワークや相互交流を推進し、
多摩地域のひとづくり、まちづくりへとつなげていきます。

継続申請事業　6事業（6団体）

事業名 団体名 事業実施予定日 実施予定場所

1 奥多摩ふれあいカヌーフェスティバル
2021

特定非営利活動法人　
奥多摩カヌーセンター 2021年6月6日（日） 奥多摩町氷川渓谷～白丸湖

特設カヌーコース

2 檜原村お祭り見学会
～郷土芸能と保存会の想いに触れる～ 檜原学芸社 2021年8～9月 檜原村内各所

3 第4回多摩地区28市町対抗囲碁団体戦 多摩地区市対抗囲碁団体戦実行委員会 2021年10月17日（日） 府中市市民会館
「ルミエール」

4 山のふるさと村音楽祭 山のふるさと村音楽祭実行委員会 2021年10月中旬 東京都立奥多摩湖畔公園
山のふるさと村

5 ひのはら魅力発見！
払沢周辺クイズチャレンジ！！ ひのはら魅力発見隊 2021年10月

～2022年1月 払沢の滝周辺店舗

6 払沢の滝冬まつり 払沢の滝冬まつり実行委員会 2021年12月末
～2022年3月 檜原村内払沢の滝周辺店舗

＊日程、開催場所については予定です。また、新型コロナウイルス感染症により変更・中止される場合があります。

広域的市民ネットワーク活動支援広域的市民ネットワーク活動支援
申請団体募集中！申請団体募集中！

　多摩地域で広域的な市民活動をしてみたい、または、拡充
したいとお考えの市民団体を対象に、活動の発表の場等の経
費の一部を助成する制度です。
　随時相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

［問合せ先］公益財団法人　東京市町村自治調査会　事業部　企画課
 TEL　042-382-7781

詳細はこちら▶
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特定非営利活動法人

※受講の際は、必ずマスク着用のこと！

東京雑学大学 2021 年 6 月講義案内

（受講料 : 会員は無料・会員以外は 1回につき 500 円）

☆申し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）
 東京雑学大学ホームページ　http://t-zd.life.coocan.jp

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、6月講義を中止させていただく場合があります。
　詳しくは東京雑学大学までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

（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）

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

6月3日（木）
14：00から 記号としての帽子あれこれ 米山　益巳　氏

(学習院女子大学名誉教授 )
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）

6月10日(木）
14：00から 地域環境保全の切り札 田中　和男　氏

(声楽家・元防衛大学校教授 )
コール田無

（西武新宿線田無駅北口　徒歩 7分）

6月17日(木）
14：00から 実業家渋沢栄一の論語と算盤に学ぶ 小牧　完次　氏

(ビジネスコンサルタント )
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）

6月24日(木）
14：00から

植物の学名を読み解く
―リンネの二名法―

田中　學　氏
(元東京都立高校教諭 )

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）

「多摩交流センターだより」の問合せ先

☆ 多摩交流センターは、広域的な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。

〇　早いもので「令和」３度目の 5月になりました。
 　暦では 5月 6日には立夏、5月 21 日には小満を迎え、気
候は穏やかで春から夏へ向かう過ごしやすい季節となります。
立夏は夏の始まりで、小満は秋に蒔いた種が育ち穂をつけ、ひ
と安心（小さな満足）という由来からの言葉とも言われていま
す。
 　現実社会といえば、医療従事者に続き高齢者へのワクチン接
種が緒についたばかりで、まだまだひと安心とは言えないコロ
ナ禍の中にあります。
〇　さて、パンデミックの影響で紆余曲折を経て、延期となっ
た東京オリンピックの開会式（７月 23日）まであと約 80日
です。海外からの観戦旅行者を迎えられないのは本当に残念で
すが、このような厳しい状況の中でもきめ細かな感染対策を講
じることにより日本で開催できること、また、日本のおもてな
しと風土の素晴らしさを五輪選手やメディア経由で世界にア
ピールできるチャンスに恵まれたことは、将来に向けて幸いな
ことであると前向きに捉えたいと思います。
〇　また、オリンピック直前の７月４日には、今後４年間の東
京の進路に大きな影響がある東京都議会議員選挙も予定され
ています。今回の選挙は 10月に任期満了を迎える衆議院議員

選挙の前哨戦と位置づけられており、国政選挙なみに各政党が
力を入れるため、注目度がとりわけ高くなっています。多摩・
島しょ地域の将来にも大きく関わりがあるので、是非、関心を
もってよりよい地域社会の形成につなげていけるよう投票し
たいと思います。
〇　一方、オリンピックや選挙どころではない程、切迫した状態
にある生活困窮者が多く生じていることも忘れてはならない
ことです。昨年は、夏季にもコロナ感染症拡大の波があり、今
後も緩みや油断は禁物です。今以上に感染が拡大すれば、再度、
社会経済活動や行動を制限せざるを得なくなり、その結果、困
窮する人々が増えてしまいます。
〇　ウィズコロナの社会のあり方について、これまで解ってきた
ことも多く、世界中の研究者により社会の課題や医療問題など
様々な分野で数多くの知見が蓄積され、次々と有効な対策が生
まれています。
 　これらの科学的根拠に基づいた合理的な対策や効果的な取
組を社会と個人が継続的に行うことが、安心・安全な社会生活
を守ることにつながります。
 　長い忍耐が続きますが、「明けない夜は無い」ことを信じて、
上を向いて進みましょう。　　　　　　　　　　　　　（M.N）
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とっておき歴史発見
多摩・島しょ多摩・島しょ

瑞穂町第2回

身近な場所で歴史を発見！　今回はわたげのボクが
『狭山池の調練橋』と『瑞穂町郷土資料館「けやき館」の東京だるま』を紹介するよ。

至 青梅

至 高麗川

瑞穂松原瑞穂松原

青梅街道

新青梅街道

国
道
16
号（
瑞
穂
バ
イ
パ
ス
）

至 八王子

至 新宿

至 川越ザ・モール
みずほ16

横田基地

富士山富士山

駒形富士山駒形富士山

狭山池

けやき館
郷土資料館

けやき館
郷土資料館

日
光
街
道

Ｊ
Ｒ
八
高
線 狭山神社下狭山神社下狭山神社狭山神社

箱根ヶ崎箱根ヶ崎

箱根ヶ崎駅東口箱根ヶ崎駅東口

箱
根
ヶ
崎

瑞穂町役場入口瑞穂町役場入口

狭山池の調練橋

　町の中央に水のオアシス・狭山池があるよ。水源は西の丸
池で、調練橋を潜って狭山池に注がれているよ。慶応元年
（1865）8月から翌年の 9月にかけて、池周辺の芝原で農
兵の砲術訓練が行われたんだって。指導者は江川太郎左衛門
配下の武士、参加者は拝島組の 79名で、この地からは 10
名の農民エリートが参加したんだって。その橋が歴史を語っ
ているよ。

【現地案内】
◆ 狭山池の調練橋
　 ＪＲ箱根ケ崎駅から都道 166号を北方向に徒歩７分

◆ 瑞穂町郷土資料館「けやき館」（瑞穂町駒形富士山 316－5）
　 ＪＲ箱根ケ崎駅から都道 166号を北方向へ徒歩 10分、
　 狭山神社下交差点を左折し日光街道を北方面に徒歩 5分、
　 左手の広場にけやきの大樹がそびえている。

【情報・写真提供】瑞穂町産業課

本紙についてのご意見・ご要望は、ホームページの問合せフォームからお寄せください。 問合せフォーム▶

再生紙を利用しています
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　瑞穂町を知るには、けやき館がおすすめ。
　郷土資料館「けやき館」は築７年目を迎えたよ。郷土資料
館としては多摩地域で上位の来館者数を誇っているんだ。
　多摩地域にはだるま製作所が 8か所あるけど、その内の 5
か所は瑞穂町にあるんだって。けやき館には町内で作られる
すべてのだるまが展示されていて、その歴史や製造工程が学
べるし、定期的に絵付けも体験できるんだよ。

history of tama & tosho-

すすめ

郷土資料館の東京だるま


