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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
　市町村の取組紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　　国立市　　くにたち花と緑のまちづくり事業
　　福生市　　環境学習推進事業
　　神津島村　神津島村緑化推進事業
▶わたげ探偵！！こんなの調べてみました！・・・・・・ 3
　　～島に行ってみよう　八丈島～
▶多摩交流センターだより
　・広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介・・・ 4
　　クラシックで綴る音楽物語　「銀河鉄道の夜」

　・東京雑学大学2022年9月講義案内 ・・・・・ 4
▶理事会・評議員会を開催しました ・・・・・・・ 5
▶多摩・島しょ　とっておき歴史発見・・・・・・ 6
　　～神津島村～



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。

　国立市では毎年２回、市のシンボルである大学通りの
緑地帯や市内公園で、大規模な花植えを実施しています。
特に大学通りの花植えでは、市民ボランティアが計画か
ら実作業に至るまで、活動の中心となって取り組んでい
ます。花で彩られた街の姿に感動し、様々な調整の苦労
を乗り越え、花と緑による市民協働の輪が広がっていく
ことにも大きな手応えを感じています。
　今後も自然と人、人と人との絆がより深まるよう、本事業を推進していきます。

　福生市では、2021年度に市民団体（ふっさ環境市民会
議）と協働し、二つのセミナーを実施しました。
　６月19日の環境学習講座では、一般社団法人東京都森
林協会の方を招き、「持続可能な多摩の森林整備とその課
題～子供たちに伝えていきたい東京の森～」と題して、お
話を伺いました。
　また、12月４日の地球温暖化防止月間セミナーでは、
八王子市地球温暖化防止活動推進セミナーの方を招き、
「脱炭素社会に向けた地域・私たちの活動」と題して、お話を伺いました。
　今後も、本事業を通じて、地球温暖化防止のための啓発活動を進めていきます。

【問合せ先】国立市 環境政策課　TEL 042-576-2111

【問合せ先】福生市 環境政策課　TEL 042-551-1718

国立市Tama
１ 国立市　　くにたち花と緑のまちづくり事業

福生市

Tama
２ 福生市　　環境学習推進事業

　神津島村では緑化推進事業として、道路脇や観光地の一角を花壇として
活用し、四季折々の花を植えています。
　神津島に自生する植物や雄大な景観に囲まれるこのス
ペースに四季折々の花を植えることで、豊かな自然との
一体感を創出し、景勝地としての魅力が何倍にも引き立
てられます。訪れる観光客や村民に、神津島の自然の癒
しを実感してもらえるような心地良い可愛らしい空間と
なりました。
【問合せ先】神津島村 産業観光課　TEL 04992-8-0011

３ 神津島村　　神津島村緑化推進事業
神津島村

Tokyo
Islands

津島村
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八丈富士

三原山

南原千畳敷海岸

みはらしの湯

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 八丈島にどんなスポットがあるか探してみたよ♪

◆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。

【航　路】竹芝桟橋→八丈島（東海汽船）　大型船　最短約 10 時間 20 分
【空　路】羽田空港→八丈島空港（ANA）　約 55 分

ふれあい牧場
八丈小島

青ヶ島

式根島

神津島 三宅島

御蔵島

大島
利島

八丈島

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！！
～ ～ 島に行ってみよう　八丈島 島に行ってみよう　八丈島 ～～

　八丈富士の中腹には、八丈島空港や海を
一望できるふれあい牧場があるよ。
　天気のいい日は広い敷地でのんびりと
過ごす牛たちにも会えるよ。
　GWと夏季には八丈ジャージー牛の
ジェラートやプリンの販売
があるので要チェック♪

ふれあい牧場

　南原千畳敷は、八丈富士
が噴火した時に噴出した溶
岩が海に流れ落ちてきてでき
た溶岩台地。

　黒くてゴツゴツとした岩が海沿いに長さ500ｍ、
幅100ｍの範囲に広がっていて圧巻だよ。
　この日は八丈小島ときれいな夕日を見ることができ
たよ。
　旅の終わりに是非立ち寄ってみてね。 向こうに見えるのは八丈小島だよ（無人島）。

　観光に来たら温泉に
入りたい！という人は、少し足を延ばして
末吉温泉「みはらしの湯」まで行ってみよう。
　露天風呂からは太平洋の大海原や八丈
島灯台を見渡せる絶景に出会えるよ。
　雄大な自然に囲まれながら休憩所
でリラックス…時間を忘れてしまい
そうだよ。

末吉温泉「みはらしの湯」

南
な ん ば ら

原千
せんじょうじき

畳敷
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2022 年８月 24日（水）
第１回公演 14:30 開演（14:00 開場）
第２回公演 17:30 開演（17:00 開場）
パルテノン多摩　小ホール
すべての人に音楽を楽しんでいただきたい。
赤ちゃん、小さいお子様、そして大人の方まで、本格クラシック音楽の演奏を
朗読とともにお楽しみいただけます。
●宮沢賢治原作「銀河鉄道の夜」語りとクラシック音楽のコラボレーション
 「人はどう生きるか。」という永遠のテーマを、クラシック音楽の深い音色と共にお送りいたします。
●曲目
 サン＝サーンス「白鳥」／ J.S. バッハ「フルートソナタBWV1033」／
 宮沢賢治「星めぐりの歌」／シマノフスキー「アレトゥーザの泉」　他多数
●出演
 鵜川久美子（フルート）／永井由里 (ヴァイオリン )／
 湯浅ちさ（ピアノ）／河向貴子（朗読）
大人 2,000 円（中学生以上）／子ども 1,000 円（ひざ上のお子様無料）
音楽工房アトリエMINS
音楽工房アトリエMINS　TEL 042-798-1728
ホームページ　http://www.atelier-mins.com/

日　 時

場　 所
内　 容

入場料
主　 催
問合せ

クラップクラップカーニバルVol.13
クラシックで綴る音楽物語  「銀河鉄道の夜」

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９月講義案内

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

9月1日（木）
14：00から

ボランティアに動く
－できる人ができる時にできること－

福永　佳都子　氏
（海外生活カウンセラー・
一社 海外邦人安全協会理事）

コール田無
（西武新宿線田無駅北口　徒歩７分）

9月8日（木）
14：00から 極地研究の最近の話題 渡邉　興

おきつぐ

亞　氏
（国立極地研究所名誉教授・

 同元所長）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

9月15日（木）
14：00から 障

しょうがいしゃ

碍者の草の根運動 千葉　優子　氏
（青山学院大学准教授）

柳沢公民館
（西武新宿線西武柳沢駅南口　徒歩３分）

9月22日（木）
14：00から 記憶画・その描き方と実際

新見　睦　氏
（元日揮株式会社

化学プラントエンジニア）

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、９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

▲ホームページはこちら

受講料

多摩交流センターだより
広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介
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理事会・評議員会を開催しました
2022 年５月に開催した理事会・評議員会で承認・決定された主な内容をご紹介します。

2021年度事業報告及び収支決算（下記の内容が承認されました。）
※下記の内容 (一部を除く )は、当調査会ホームページ (https://www.tama-100.or.jp) にて閲覧・ダウンロードすることができます。

【 事業報告 】

【 収支決算 】（貸借対照表）
（千円）

※実際の額を千円単位に切り捨てて表記しております。

1. 調査研究事業
①市町村の広域的・共通的課題についての調査研究
　(5テーマについて調査研究報告書を発行 )

多摩・島しょ地域における食品ロスの削減に関
する調査研究

DXを契機とした自治体による地域の課題解決
に関する調査研究

基礎自治体におけるブロックチェーン技術の活
用に関する調査研究

多摩・島しょ地域自治体における避難・避難所
のあり方に関する調査研究

自治体職員に求められる情報分野の専門性に関
する調査研究

②市町村職員の身近な疑問等に関する調査
（情報提供誌「ニュース・レター」に掲載）
「かゆいところに手が届く！　多摩・島しょ自治
体お役立ち情報」

③毎年度実施の調査 (4件の調査報告書を発行 )

多摩地域データブック～多摩地域主要統計表～
2021（令和 3）年版

多摩地域ごみ実態調査2020（令和 2）年度統計

市町村財政力分析指標
（平成 23年度から令和 2年度まで）

市町村税政参考資料
（平成 23年度から令和 2年度まで）

2. 共同事業
①多摩・島しょ広域連携活動助成事業
②多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成事業
③みどり東京・温暖化防止プロジェクト
④協賛事業　島しょ地域の子どもたちを対象とし
た「愛らんどリーグ（サッカー大会）」

4. 広域的市民活動への支援
　（多摩交流センター事業）

①交流の場の提供
②広域的な市民ネットワーク活動等への助成
③講座・討論会の市民団体等との共催
④多摩地域に関する情報の発信　等

3. 普及啓発事業
①出張フォーラム実施
　（調査研究結果の市町村への啓発）
②シンポジウム「ひきこもり支援の必要性～多様
な生き方を地域で支援する～」開催

③情報提供誌「自治調査会　ニュース・レター」発行
④機関紙「ぐるり３９～自治調査会だより～」発行　
等

資産の部 負債・正味財産の部

流動資産 133,692 負債の部 37,378
固定資産 4,579,262 指定正味財産 3,790,000

一般正味財産 885,576

合計 4,712,954 4,712,954
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【発行日】2022年８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
〒 183-0052　東京都府中市新町 2-77-1　東京自治会館４F  TEL 042-382-0068
ホームページ　https://www.tama-100.or.jp（本紙のバックナンバーをご覧いただけます。）

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

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

神津島村第17回

history of tama & tosho-

　「神事かつお釣り」はかつお漁の安全と豊漁を神
に感謝し奉納する行事だよ。毎年8月2日に物忌
奈命神社（ものいみなのみことじんじゃ）で行われ
るんだ。境内を漁場にみたて、青竹で作った船に
若い衆が乗り込み豪快に駆け回るよ。そして島民
をかつおにみたて、餌（おひねりやお菓子）をまき、
カツオ漁の様子を再現するんだよ。

　神津島は、いたるところで湧き水が出る、水の
豊かな島なんだ。その昔、伊豆諸島の中心である
神津島に島々の神々が集まり、命の源である「水」
をどのように分配するかの会議を開いたという神
話があるんだよ。そのため、昔は神が集う島、「神
集島」と書いていたんだって。前浜海岸には「水
配り伝説」のモニュメントが設置されているよ。

水 配 り 伝 説

身近な場所で歴史を発見！
今回はわたげのボクが『神事かつお釣り』と『水配り伝説』を紹介するよ。

【情報・写真提供】
神津島村産業観光課　TEL 04992-8-0011

【現地案内】

神事かつお釣り

◆ 神津島へのアクセス
 《航路》 竹芝桟橋から
  ・高速ジェット船で約3時間45分
  ・大型客船で約12時間
 《空路》 調布飛行場から約45分

◆  物
ものいみなのみことじんじゃ

忌奈命神社
　神津島港から徒歩3分

◆  伝説・水配り神話とモニュメント（前浜海岸）
　神津島港から徒歩1分

青ヶ島

八丈島

神津島
三宅島

大島
利島

式根島

御蔵島

新島
物忌奈命神社

前浜海岸

神津島港

神津島空港


