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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、自然環境保護と地球温暖化防
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。多摩・島しょ地域
の市町村で本助成を活用して実施された取組を紹介し
ます。

　武蔵村山市にある 18の都市公園のうち、３分の１にあ
たる６公園が 50年以上の歴史を誇ります。その一つ、大
南公園は広々とした敷地に樹齢の長い木が点在し、早朝
から多くの市民が散策を楽しむ憩いの場となっています。
　ところが近年、松枯れ被害が目立ち始めたため、枝の
落下や倒木により公園利用者に危険が及ばないよう、段
階的に伐採をしています。2021年度には４本の被害木を
伐採しました。2022年度は３本の伐採を予定しています。
　今後は苗木の植樹等を通して、次の世代につながるみ
どりの育成にも力を入れていきます。

　多摩市では、脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に
向けた取組を支援する目的で、住宅用太陽光発電システ
ム、蓄電池の導入や、断熱窓改修を行う市民を対象に、
本体購入費用及び設置費用の一部を補助する事業を行っ
ています。
　2022年度は、コロナ禍が続き停滞する市内経済の活
性化のために、市内事業者利用時の補助額を増額する優
遇制度を開始しました。その他、申請者の要件緩和など、
市民の皆さんが導入しやすい制度づくりを心掛け、2050
年までに二酸化炭素排出実質ゼロの目標達成を目指しま
す。

【問合せ先】武蔵村山市 環境課　TEL 042-565-1111

【問合せ先】多摩市 環境政策課　TEL 042-338-6831

１ 武蔵村山市　　松枯れ対策事業

２ 多摩市　 多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助事業

武蔵村山市
Tama

多摩市

Tama
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　当調査会は、毎年度、複数の調査研究報告書を作成し、多摩・島しょ地域の市町村等
に配布するとともに、ホームページ上 (https://www.tama-100.or.jp) でも広く公開し
ています。
　各自治体の現場において、どのように報告書をご活用いただいているのか把握するた
め、４月から５月にかけて多摩・島しょ地域の 39市町村を対象としたアンケートを実施
しました。

　多くの市町村にご活用いただいています
　アンケートの結果、27自治体（合計 69.3％）から「毎年度、事業の参考にしている」「調
査研究のテーマが市町村の行政課題に合致する場合には参考にしている」とご回答を
いただきました。（図参照）
　また、2021 年度の市町村事業の実施に当たっ
ては、当調査会が過年度取りまとめた『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』を制度概要や導入事例を周知する際
に参考資料として活用したという回答をはじめ、
他の調査研究結果も参考として活用しているとの
回答をいただいています。
　各調査研究では、市町村が事業に取り組まれる
際に参考にしていただけるよう、多摩・島しょ地域の自治体にアンケートを行い、地
域の実態について明らかにするとともに、取組のポイントとなる点を先進自治体や有
識者から伺い、取組の方向性をお示しするなど、多くの情報を掲載しています。
　調査研究内容は、過年度のものも含めて当調査会ホームページに掲載しています。
是非、ご参照いただき、各市町村の取組にご活用ください。当調査会は、引き続き調
査研究内容の充実に努めてまいります。

調査研究報告書の活用に関するアンケート結果報告

毎年度、事業実施
の参考にしている

テーマによって、
個別の行政課題と
合致する場合には
参考にしている

特に参考にはして
いない

26 自治体
（66.7％）

12 自治体
（30.8％）

1 自治体
（2.6％）

（n=39）

　八丈町では、花と緑のまちづくりとして様々な緑化活
動を行っています。その一環として、八丈島の南側に位
置する坂上地域では住民自らの手で道路沿いの花壇や街
路樹等の管理を行う「花いっぱい運動」を実施しており、
色鮮やかな季節の花々が暮らしに彩りを添えてくれます。
　雄大な太平洋に囲まれ八丈富士と三原山の大きな二つ
の山で形成された八丈島では、多くの自然を通して四季
の移り変わりを感じることができます。一年を通して皆
さまのご来島をお待ちしています。

【問合せ先】八丈町 産業観光課　TEL 04996-2-1125

八丈町

Tokyo
Islands

八丈町八八丈

３ 八丈町　  樫立・中之郷・末吉地域花いっぱい運動推進事業
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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 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を記念して
設置された展示物について わたげのボクが調査してみたよ。

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！！
～ ～ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会のレガシーを探してみたよ 競技大会のレガシーを探してみたよ ～～

◆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。

　東京2020大会の感動と記憶を後世に長く伝えるため、大会で使用した施設
などに、大会のときの様子を伝える銘板を設置しているんだよ。
　事前キャンプや聖火リレーも銘板を設置しているけど、今回は、多摩地域で
行われた競技大会の銘板を紹介するよ。

　大会期間中に、東京都が設置した大会マスコット像を所在する自治
体が譲り受け、来訪者の多い場所に再設置したんだ。
　多摩・島しょ地域でも様々な場所で見ることができるよ。

（※府中市は、大会期間中から独自に設置）
　みんなも、設置場所の近くに来たら、大会マスコット像の
ミライトワとソメイティを探してみてね !!

　多摩地域を横断して行われた自転車ロードレースは、武蔵野の森公園をスタートし、静岡県
の富士スピードウェイをゴールとするコース（総距離は、男子約244㎞、女子約147㎞）で、歴
代の大会の中でも起伏にとんだコースだったそうだよ。

銘 板

大会マスコット像

自転車ロードレース　銘板

マスコット像
（高さ約150㎝程度）

競技名 所在市名 設置場所

バドミントン・近代五種・
車いすバスケットボール 調布市 武蔵野の森

総合スポーツプラザ

サッカー・ラグビー・
近代五種 調布市 東京スタジアム

（味の素スタジアム）

自転車ロードレース

府中市・調布市・三鷹市 武蔵野の森公園

八王子市 大栗川橋南交差点、
南大沢歩道橋下

府中市 けやき並木通り、是政橋

町田市 多摩境駅前広場

小金井市 東八道路

多摩市 多摩東公園

稲城市 稲城中央公園

所在市町名 設置場所

八王子市 八王子市富士森公園

青梅市 青梅市総合体育館

府中市（※） 郷土の森総合体育館

調布市 調布市総合体育館

あきる野市 秋川体育館

奥多摩町 奥多摩文化会館

大島町 大島町図書館

No. 110

4 ぐるり39
 2022.11



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 12 月講義案内

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

12月1日（木）
14：00から

日本の外交官
アレクサンダー・シーボルト

～不平等条約改正交渉における役割～

牧　幸一　氏
（元早稲田高等学院教諭・
兼早稲田大学講師）

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）

12月8日（木）
14：00から

人生 100 年時代、
第 4の人生を生きる
～生涯学習の大切さ～

窪　宏太郎　氏
（生涯学習指導員）

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）

12月15日（木）
14：00から

補聴器の話
～補聴器の正しい知識を知ろう～

尾上　正嗣　氏
（元シーメンス・ヒヤリング・
インスツルメンツ（株）取締役）

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］東京雑学大学　TEL 042-465-3741（浅田）／0422-52-0908（菅原）　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、12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。

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

　2023年度　2023年度
広域的市民ネットワーク活動等事業助成団体募集中！広域的市民ネットワーク活動等事業助成団体募集中！

広域的な活動や成果発表の場の経費の一部を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。詳細はホームページをご覧ください。

【申請期間】　2022年10月17日(月)～12月１日(木)
【問合せ】　(公財)東京市町村自治調査会　企画課 TEL 042-382-7781
　　　　　 URL  https://www.tama-100.or.jp ▲詳細はこちら
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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

小 平 市第20回

history of tama & tosho-

　近代日本彫刻を代表する平櫛田中の作品を中心
に、彫刻・絵画・書・工芸品を多数所蔵展示して
いるよ。11月27日まで平櫛田中の生誕150年を
記念して特別展を開催中なんだって。展示館に隣
接する田中の旧宅は建築家・大江宏による書院造
りの名建築で、記念館として一般公開しているよ
（現在は部分公開）。ぜひ一緒に訪ねてみてね。

　鈴木遺跡は今から約3万8千年前から 1万6千
年前まで続いた日本の後期旧石器時代の代表的な
遺跡として有名で、2021年3月に国史跡に指定
されたんだよ。資料館には鈴木遺跡から出土した
局
きょくぶませいせきふ

部磨製石斧や黒曜石製の石器、礫
れきぐん

群等の標本の
ほか、縄文時代の遺物や陥

おとしあな

穴、近世以降の水車遺
構からの出土遺物、地層のはぎ取り標本なども展
示しているよ。

鈴木遺跡資料館

身近な場所で歴史を発見！今回はわたげのボクが
『平櫛田中彫刻美術館』と『鈴木遺跡資料館』を紹介するよ。

【情報・写真提供】小平市文化スポーツ課

平
ひ ら く し で ん ち ゅ う

櫛田中彫刻美術館

【現地案内】
◆ 平櫛田中彫刻美術館
  （小平市学園西町1-7-5）
・開館時間  10:00 ～ 16:00
・休館日
 火曜日（祝日の場合はその翌日）
 年末年始（12月27日～1月5日）
 展示替え等のため臨時休館することがあります
・入館料　一般300円、小・中学生150円
　　　　　 （特別展開催中は、一般1,000円、小・中学生500円）

◆ 鈴木遺跡資料館
  （小平市鈴木町1-487-1）
・開館時間  10:00 ～ 16:00
・休館日
 月、火、木、金（祝日の場合は開館）
 年末年始（12月27日～1月5日）
・入館料　無料

◆ アクセス
・西武多摩湖線　一橋学園駅南口から徒歩10分
・「国分寺駅北入口」から西武バス「小平駅南口」行き、
「一橋病院」下車、徒歩7分
・「小平駅南口」から西武バス「国分寺駅北入口」行き、
「一橋病院」下車、徒歩7分

◆ アクセス
・「花小金井駅南口」から立川バス
 「国分寺駅北口」行き、「共済住宅」下車、徒歩10分
・コミュニティタクシー「ぶるべー号」
 鈴木町ルート／西武新宿線「花小金井駅」南口発着、
 「氷川通り」下車、徒歩3分　（注：平日のみ）
・駐車場 数台あり

一橋学園駅

西
武
多
摩
湖
線

自
衛
隊
駐
屯
地

玉川上水

南口

バス停
一橋病院

至国分寺至立川

一橋大学
小平国際
キャンパス

一橋大南通り

平櫛田中彫刻美術館 花小金井駅
新
小
金
井
街
道

小
金
井
街
道

鈴木街道

玉川上水 あかねや橋

ゴルフ場

五日市街道

小金井公園

西武新宿線

鈴木遺跡資料館
バス停
氷川通り

バス停
共済住宅

平
ひ


