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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。

　東村山市では、地球温暖化の原因である温室効果ガス
の排出量を削減するために、住宅用太陽光発電システム
の設置費の補助を行い、家庭での再生可能エネルギーの
利用促進を図っています。
　2021年度は、全体の申請金額が予算額を上回ったため、
公開抽選により交付対象者を決定いたしました。市では
引き続き、地球温暖化対策への意識の向上・定着を図っ
ていきます。

　国分寺市では毎年、市民や市の環境の保全等に取り
組む方などで組織する「環境ひろば」との共催により
「環境シンポジウム」を開催しています。
　第17回となる 2021年度は、2015年に海洋立国推
進功労者表彰（内閣総理大臣賞）を受賞された東京農工
大学農学部教授　高田秀重氏に「プラスチック依存社
会からの脱却と持続可能な社会～マイクロプラスチッ
クの脅威～」をテーマに講演いただくとともに、市内
活動団体の紹介を行いました。
　市ではこれからも市民の皆さんに環境について考える機会を提供し、環境負荷の少ない持
続可能な社会の構築を目指します。

【問合せ先】東村山市 環境保全課　TEL 042-393-5111

【問合せ先】国分寺市 まちづくり計画課　TEL 042-314-9005

東村山市
Tama

１ 東村山市　東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

国分寺市

Tama

２ 国分寺市　第 17回国分寺市環境シンポジウム
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　「新島村LED化計画」は村施設を LED化することにより、島内
の省エネに寄与するとともに、住民にエコロジーの取組を推進す
ることを目的としています。今年度の実施場所は生徒及び地域住
民が多く利用する新島中学校体育館の LED化を予定しています。
来年度以降も随時、村施設の省エネ化を進めていくた
め検討を行っています。
　今後についても本助成により、まずは村が率先して
村施設を省エネ化することで、村全体で環境に配慮し
た省エネ機器等の使用普及、機運醸成を推進していき
ます。

【問合せ先】新島村 企画調整室　TEL 04992-5-0204

３　新島村　　新島村 LED化計画
新島村

Tokyo
Islands

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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新 島新 島

式根島式根島

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 新島、 式根島を旅してみたよ♪

◆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利用制限等の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。

調布飛行場から約 40 分で行ける新島。気軽に旅してみてはどうかな？
新島から連絡船で 15 分で着く式根島も、ゆったりした時間を過ごせるよ。 青ヶ島

八丈島

神津島 三宅島

御蔵島

大島
利島

式根島
新島

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！！
～ ～ 新島・式根島のこんなところどうですか 新島・式根島のこんなところどうですか ～～

　ここの海水浴場は、新東京百景に選
ばれていて、日本屈指のサーフスポッ
トでもあるよ。このメインゲートは、マ
リンスポーツの安全対策の拠点施設で、
上ると海岸線を満喫できるんだ。

羽羽
は ぶ し う ら

伏裏伏裏海岸海岸

鉈
なた

で割ったような地形の絶景温泉。温泉
がポコポコ湧き出る様子も見られるよ。「湯加
減の穴」に手を入れると、蒸気でお湯加減を
チェックできるよ。

　新島ガラスは、島の山石（コーガ石）を
100％溶かして作った、世界で唯一のオリー
ブ色のガラスだよ。
　アートセンターでは見学、体験や商品の購
入、アートミュージアムでは世界中のガラス
アーティストの作品を見られるよ。

ガラスアートセンター・ガラスアートセンター・

　 ガラスアートミュージ
アム

　 ガラスアートミュージ
アム

　扇状の入り江で、白い砂浜と
青い海がきれい。波が穏やか
だから、子供連れの海水浴にもおすすめ！

泊泊
とまりとまり

海水浴場海水浴場

湯加減の穴湯加減の穴

地地
じ な たじ な た

鉈鉈温泉温泉
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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　企画調査部　企画課
 TEL　042-382-7781 詳細はこちら▶

はじめの一歩はじめの一歩

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 2022 年８月講義案内

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

8月4日（木）
14：00から

五感で味わう野菜
－おいしい野菜は健康にもよい－

品川　明　氏
（学習院女子大学教授）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

8月11日（木）
14：00から

日本人船長ゼロとコロナと
海運と海難の現況

高橋　二朗　氏
（船長・海事補佐人）

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）

8月18日（木）
14：00から

福祉のサービスとは？
－保護から支援へ－

河　幹夫　氏
（神奈川県立保健福祉大学名誉教授）

コール田無
（西武新宿線田無駅北口　徒歩７分）

8月25日（木）
14：00から

人工知能Ａ I で
世の中はどこまで変わるか

大江　修造　氏
（東京理科大学元教授）

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）

（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

☆ 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。

府中駅
→至新宿至八王子←

大國魂神社↓

甲州街道（国道20号線）

武蔵府中
郵便局

寿町一丁目交差点

府中駅北第2庁舎６F

多摩交流
センター

※駐車場はありません

け
や
き
並
木
通
り

スカイ
ナード

きらぼし銀行 みずほ銀行
ホテル

ビル

☆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、８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、東京雑学大学のホームページをご覧ください。

会員無料・会員外は 1回につき 500 円受講料

多摩交流センターだより
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とっておき歴史発見とっておき歴史発見
多摩・島しょ多摩・島しょ

御蔵島村第16回

history of tama & tosho-

　1863年４月18日、遭難した米国商船バイキン
グ号が御蔵島へ漂着したんだ。当時見たこともな
い大きな外国船に、島民は慌て、男性が刀や槍を
持って浜におりたけど、商船であることを知った
島民は力を合わせ乗員約500人を救出したんだよ。
　1967年に同号船員の子孫や、船員の出身地で
あるニューベッドフォード市民から感謝の意を込
めて稲根神社の参道入口に記念碑が建立されたよ。

　御蔵島には草祀り神様と呼ばれる祠が２か所あ
るよ。入山する人は辺りにある葉を摘み、上から
石を置いて、これから山に入ることを伝えるんだ。
下山時には、草を取り、無事に下山できた感謝を
伝えるよ。かつては「草が残っている＝誰か山に
残っている」となり、探しに行く目安となっていた
んだよ。また、草を祀ることは、いつも神様のま
わりをきれいにしておくという工夫でもあったみ
たいだよ。

草
く さ

祀
ま つ

り 神 様

身近な場所で歴史を発見！
今回はわたげのボクが『バイキング号記念碑』と『草祀り神様』を紹介するよ。

【情報・写真提供】
御蔵島村総務課　TEL 04994-8-2121

【現地案内】

バイキング号 記 念 碑

◆ 御蔵島へのアクセス
 《航路》 竹芝桟橋から大型客船で約7時間半
 《空路》 ・羽田空港から八丈島経由（ANA→東邦航空）
  ・調布飛行場から大島・三宅島経由
  　（新中央航空→東邦航空）

◆  バイキング号記念碑
　御蔵島港から徒歩15分

◆  草祀り神様
　山ガイドを同行ください（ガイド予約は御蔵島観光案内所）

青ヶ島

八丈島

神津島 三宅島

大島
利島

式根島

御蔵島

新島

草祀り神様（東）
草祀り神様（西）

バイキング号
記念碑

稲根神社
拝殿

御蔵島港

黒崎高尾
展望台


