
　【写真提供】東村山市【下宅部遺跡はっけんのもり】 下宅部遺跡の最も重要な地点を縄文の森として保存しています。
 東京都史跡であり、日本の歴史公園100選に選定されています。
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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。

　あきる野市では、「第四次あきる野市地球温暖化対策実
行計画」に基づき、指定管理を含めた、各課が管理する全
ての公共施設において、「光熱水」「車両」「冷媒」「用紙」
の４つの項目に関するデータを集計し、温室効果ガスの
排出量を計算しています。
　計画の中期目標年度（2021年度）では、目標値を達成
しましたが、その要因としては、新型コロナウイルス感
染症による市施設の時間短縮や電力会社の排出係数によ
る影響が大きいと考えられます。
　今後も、森づくりやごみの減量など、様々な取組を通
じて、地球温暖化対策を推進していきます。

　毎年小学４年生に環境副読本「西東京市の環境」を配布
し、自然環境保護や地球温暖化など、学校で学ぶ環境学
習の教材として、各学校で活用しています。また、「CO2
削減チェックシート（環境家計簿）」を市内の小学５年生
に配布し、毎年夏休みに省エネを意識してもらっていま
す。具体的には、電気・ガス等の使い方の見直しだけで
なく、プラごみや食品ロス削減など、家族みんなで省エ
ネや環境に配慮した行動を生活に取り入れて、自分でど
れくらい CO2を削減できたか集計し、その効果を「見え
る化」しています。

【問合せ先】あきる野市 環境政策課　TEL 042-595-1110

【問合せ先】西東京市 環境保全課　TEL 042-438-4042

１ あきる野市　　地球温暖化対策進行管理集計業務委託

２ 西東京市　 環境学習推進事業

あきる野市

Tama

西東京市
Tama
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多摩交流センターだより

　世界自然遺産に登録されている小笠原諸
島には年間約２万人の観光客が来島し、そ
の多くが海や山のエコツアーに参加してい
ます。特に山のツアーでは、亜熱帯の森で
独自の進化を遂げた固有生物を観察でき、
人気を博しています。
　その一方で、小笠原村では利用者の踏圧
や環境の変化から希少な動植物を守るため、
官民一体となり遊歩道整備に取り組んでい
ます。遊歩道補修は専門家の助言のもと現地の石と材木を利用し、環境に極力負荷をかけな
い「近自然工法」といった施工方法を取り入れ、地元ガイドなどと協力し植生回復を目的に行っ
ています。

【問合せ先】小笠原村　産業観光課　TEL 04998-2-3114

（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
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小笠原村

Tokyo
Islands
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３ 小笠原村　  自然環境に配慮した遊歩道整備事業

掲載休止のお知らせ
東京雑学大学の都合により “講義案内 ”の掲載を当面休止します。 

TAMA市民塾 2023 年 4月開講講座

募集締切り

2023年 1月20日（金）＜当日消印有効＞

塾生募集

　TAMA市民塾では、公募による講師と市民の発想・企画運営による新しい生涯学習（楽習）を
提供しています。

【TAMA市民塾問合せ先】 TEL　042‒335‒0111（土･日・祝を除く 9：00 ～ 16：00）
Ｅメールアドレス tama_shimin_juku@true.ocn.ne.jp

『TAMA市民塾』ホームページ　https://tama-shimin-juku.com

※詳細は募集案内パンフレット、「ぐるり 39」12月号、または、
TAMA市民塾ホームページをご確認ください。

TAMA市民塾2023年4月開講 塾生募集案内

締切り迫る
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多摩・島しょ地域でも、東京 2020 大会のレガシーが継承されているんだ。
大会終了以降、これまでに自治体や競技団体が行った取組を紹介するよ！

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 ～～

レガシーサイクリング

　2022年7月30日に、「東京2020
オリンピック・パラリンピック1周年記
念自転車ロードレース レガシーサイク
リング」が行われたよ。
（主催：一般社団法人ジャパン・サイク
ル・リーグ（JCL））

　このイベントでは、オリンピアン、
パラリンピアンなどが、実際の東
京2020オリンピック自転車ロード
レースのコースを走行したんだ。
　今後は一般参加者を招いたイベ
ントとなっていく予定だよ。早く実
現するといいね！

ロードレースの盛り上がり

いいね！
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　多くの自治体がパラスポーツの普及促進に力を入
れているよ。特に、障がいの有無や年齢、性別が
違う者同士でも一緒に楽しくプレーできるボッチャ
は、東京2020大会を契機として、人気が高まって
いるんだ。
　ボッチャは、赤または青のボールを投げて、白の
ボール（正式名はジャックボール）にどれだけ近づけ
られるかを競うスポーツだよ。ターゲットスポーツ
と呼ばれていて、ダーツやアーチェリー、カーリン
グの仲間だそうだよ。ターゲットスポーツの特徴と
しては、対戦相手等との身体的な接触がほとんど
ないので、けがの危険性が極めて低い点にあるよ。

　八王子市や武蔵野市、三鷹市、府中市、
多摩市など、各地で大会が開催されてい
るよ。また、「ボッチャ多摩六都カップ」の
ように複数の自治体で広域的に開催され
ている大会もあるんだ。このようなボッチャ
の普及は、障がい者理解の推進にもつな
がっているよ。
　今年度も各地で大会が開催され、1月下
旬には各地の代表チームで競い合う東京都
市町村ボッチャ大会も開催されるそうだよ。
どんどん盛り上がっていくね！

ツール・ド 府中

　府中市は、東京2020オリンピック自転車ロー
ドレースでスタート地点となり、世界中のアス
リート達が市内を走り抜けたんだ。その１周年
記念として、2022年9月1日から11月30日まで、
「ツール・ド府中～TOKYO2020ロードレース
の聖地を巡る～」が開催されたよ。スマートフォ
ンアプリ「ツール・ド」に登録されているサイク
リングコースを完走すると、期間中は先着でイ
ベントオリジナルデザインの記念品がもらえた
りしたよ。アプリのコースは公開中なので、気
になった方はスマートフォンアプリ「ツール・ド」
を見てみてね！

パラスポーツ「ボッチャ」の普及

に
を
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　調布市では、東京2020大会の開催1年後にあたる7月23日に、
スポーツ体験やステージプログラム、スペシャルパフォーマンスなど
が楽しめる東京2020大会1周年記念イベント「調布サマーフェス
ティバル2022」が開催されたよ。

　スポーツ体験ブースではさまざ
まなアトラクションがあり、その
中でも、調布市をホストエリアの
1つとしている東芝ブレイブルーパス
東京によるラグビー体験コーナーで
は多くの子ども達が楽しんだんだ。

　車いすバスケットボール体験では、競技用車いすを
使った体験や東京2020パラリンピック車いすバスケッ
トボール男子日本代表の銀メダリストのデモンストレー
ションなどが行われて、とっても盛り上がったよ。その
ほか、パラリンピアンによるトークショーもあり、ここ
でしか聞けない貴重なお話が聞けたよ。
　イベントの最後には約100発の花火が打ち上げられ、
東京2020大会開催1周年のフィナーレを飾ったよ！

　南多摩尾根幹線道路は、十分な道幅、適度なアップダウン、往復30キロ程
度という距離が自転車練習にちょうどよく、サイクリストの聖地と呼ばれ、「オネカ
ン」の通称で親しまれているよ。
　そんなオネカンが通る稲城市は、オリンピック自転車ロードレースのコースに
なったこと等から「自転車のまち稲城」をうたっているよ。そして、レガシーとして
稲城市オリジナルキャラクター「オネカン戦士稲城ペダリオン」が新たに誕生したんだ。なんと、
大人気アニメで有名な稲城市出身のメカニックデザイナー大河原邦男氏がデザインしたんだって。
名称は、南多摩尾根幹線道路の通称と自転車の原動力

であるペダルから命名されたそ
うだよ。
　稲城中央公園内の南多摩尾
根幹線道路沿いにモニュメン
トがあり、公園内には、これ
また大会レガシーとして、サイ
クリストが休憩できるサイクル
カフェも整備されているんだ。
現地を訪れてみよう！

南多摩駅

川崎街道

鶴川街道

稲城長沼駅

JR南武線

京
王
相
模
原
線

南多
摩尾
根幹
線道
路 稲城駅

稲城中央公園稲城中央公園

オリンピックコース

オネカン戦士
稲城ペダリオン
モニュメント

オネカン戦士
稲城ペダリオン
モニュメント

オネカン戦士
稲城ペダリオン
モニュメント

オネカン戦士
稲城ペダリオン
モニュメント

1 周年記念事業の開催

新たなレガシーキャラクターの誕生

Ⓒ 稲城市
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　多摩地域にも、世界のオリンピアン・パラリンピアンが事前キャンプを行った自
治体があるんだ。大会後も積極的に交流を図っているよ。

　ほかにも事前キャンプが行われる予定だった自治体はたくさんあるんだけど、新型コロナウイ
ルスの影響で、残念ながら中止になってしまったんだ。それでも交流を継続しているところが多く、
国際交流の輪は着実に広がっているよ！

　今回紹介した以外にも各自治体が東京2020大会レガシーに取り組んでいるから、
イベントに参加したり、現地を訪れてみたりするのも楽しいね！
　世界トップクラスのアスリートが繰り広げた数々の感動は、今も私たちの心の中に
残っているね。これも、将来に引き継いでいくべき貴重な「レガシー」だね‼

国際交流の広がり

自治体 事前キャンプ実施国 レガシーイベントなど

八王子市 アメリカ合衆国
（スポーツクライミング） 子どもたちとのボルダリング交流

三鷹市 チリ
（パラアーチェリー、パラ卓球）チリ料理教室、日本×チリ俳句交流プログラム

府中市 オーストリア
（卓球） オーストリアにちなんだスノードームワークショップ

町田市 インドネシア
（パラバドミントン） 小・中学生とのバドミントン体験交流会、日本文化体験

日野市 ウクライナ
（空手） ロシアの軍事侵攻による避難者への一時給付金支給など

多摩市

アイスランド
（陸上競技、競泳、
パラ陸上競技、パラ水泳、
パラ自転車競技（ロード））

「駐日アイスランド大使館と多摩市との友好協力関係に
関する覚書」の締結

パラバドミントン選手との交流
（町田市）

スポーツクライミング選手との交流（八王子市）

チリ料理教室（三鷹市）

自
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【発行日】2023年 1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

東村山市第22回

history of tama & tosho-

　多摩地域で唯一の国宝の建物で、禅宗様建築の
代表的なものなんだ。上の屋根がこけら葺

ぶ

きで四
隅が強く反っているのが特徴だよ。室町時代の応
永14年(1407年)に建てられたと考えられるもの
なんだ。木造の建物の内部には、本尊の地蔵尊像
と多くの小地蔵尊像が安置されているんだ。
　外観はいつでも見ることができて、内部は年に
３回特別に公開されているよ。

　下宅部遺跡は、縄文時代後期（約4000～ 3000
年前）に河原で作業をしていたことがわかる遺跡
だよ。地下水に守られて、木の道具やカゴなどが
腐らずに残っていたんだよ。特に凄いのが漆なん
だ。樹液を採って加工して、塗料や接着剤として
利用していたよ。その技術がよく分かるから、国
の重要文化財に指定されたんだ。
　出土品は「八国山たいけんの里」に展示されて
いて、いつでも見ることができるよ。

下
し も や け べ

宅部遺
い せ き

跡出
し ゅ つ ど ひ ん

土品

身近な場所で歴史を発見！今回はわたげのボクが
『正福寺地蔵堂』と『下宅部遺跡出土品』を紹介するよ。

【情報・写真提供】東村山ふるさと歴史館　042-396-3800

正
し ょ う ふ く じ

福寺地
じ ぞ う ど う

蔵堂

【現地案内】
◆ 正福寺地蔵堂
〈アクセス〉西武新宿線・国分寺線東村山駅から徒歩12分

◆ 下宅部遺跡はっけんのもり（表紙）
〈アクセス〉西武西武園線西武園駅から徒歩４分

◆ 八国山たいけんの里
・休館日　月曜日・火曜日（祝日の場合は開館）
・入園料　無料
〈アクセス〉西武西武園線西武園駅から徒歩8分

西武園駅

東
村
山
駅

西
武
新
宿
線

府
中
街
道

西武西武園線

下宅部遺跡
はっけんのもり

八国山
たいけんの里

八国山緑地

北山公園

競輪場

正福寺

（写真は漆塗りの弓）


