
 

会報 No.11 2009.11
「かんきょう博 2009 in 小金井＋国分寺」公式プログラム



2

 2号館・1階
入り口
珈琲屋台・出茶屋

エントランスホール
INFOカウンター
小金井アートフル・アクション：ラジオブース

102
●かんきょうリサイクル市：
東京経済大学 除本ゼミ

103
●かんきょうリサイクル市：
東京経済大学 除本ゼミ

104
●ごみとリサイクル（処理）：
ＮＰＯ法人ぷろじぇくと・はふうっ
小金井市ごみゼロ化推進会議 啓発部会
国分寺コンポストアミー
５３０３の会（ごみゼロ讃の会）
社会福祉法人万葉の里・国分寺市障害者センター
伊賀国友産業株式会社
イビデン株式会社／株式会社ＥＥＮ
株式会社テクノプラント

105
●ごみとリサイクル（発生抑制）：
ＮＰＯ法人シニアＳＯＨＯ小金井
小金井市環境市民会議 ごみ部会
小金井市環境部ごみ対策課
小金井市ごみゼロ化推進会議 事業所部会
小金井市ごみゼロ化推進会議 まち美化部会
小金井市消費者団体連絡協議会
　（食器リサイクルを進める会・小金井）
パルシステム東京

 新次郎池
●アートで「からだ」と自然をつなぐ
ワークショップ＆ダンス・パフォーマンス：
ノマド~s：雨天の場合は「100周年記念館」

会場案内図

かんきょう博2009 in 小金井+国分寺 プログラム

■10月31日（土）
	 ●プレイベント「野川の源流・水と緑の散策」（西国分寺駅改札口午前10時集合）

■11月14日（土）
11:00	 開場/市民・学生・企業・行政展示（終日）

	 ●開会式：301（〜11:45）

	 ●コラボカフェCASIS（東経大尾崎ゼミ+国分寺市障害者センター喫茶い

	 ずみ/終日）：206

	 ●かんきょうリサイクル市（東経大除本ゼミ/終日）：102,103

	 ●工作ワークショップ「ガムテープ芯が、ぽっくり型小物入れに変身！/サクラ

	 材で作るサンタクロース」対象：子どもから大人まで:203

12:00	 ●昼食：小金井＆国分寺の飲食店による「かんきょう博09弁当」販売：206	

13:00	 ●ポスターセッション	〜14:00：各展示会場

	 ●子どもワークショップ「作って飛ばそう！古ハガキと割りばしで作る紙ヒコ

	 ーキ」（〜14:30）対象：子ども:203

14:00	 ●「いどばたかふぇ」:206（〜17:00）

											●ミニシンポジウム「あなたの公園やベンチは元気ですか？（その２）」

	 （〜15:30）:202

	 ●アートで「からだ」と自然をつなぐ/ノマド~sによるワークショップ&ダンス・

	 パフォーマンス（〜16:00）:新次郎池

14:45　●プチウォーク「野川の源流　水と緑の散策　PART２」（〜15:30）：

	 1階INFOカウンター集合

15:30			●フォーラム「脱・非常事態宣言」ごみゼロは可能か！！

	 〜小金井・国分寺からの発信」（〜17:00）:302

												●学習会『「水」と「緑」の環境保全を考える』（〜16:30）:206

17:00	 1日目終了

■11月15日（日）
9:30	 開場/市民・学生・企業・行政展示（終日）

	 ●コラボカフェCASIS（終日）：206

	 ●かんきょうリサイクル市（終日）：102,103

10:00	 ●ドキュメンタリー映画『里山っ子たち』+原村政樹監督トーク（〜12:30）:301

	 （親子（乳幼児含む）での鑑賞可・DVD上映ですので場内は暗くありません）

12:00	 ●昼食：小金井＆国分寺の飲食店による「かんきょう博09弁当」販売：206	

13:00	 ●アートで「からだ」と自然をつなぐ/ノマド~sによるワークショップ&ダンス・

	 パフォーマンス（〜16:00）:新次郎池

13:30	 ●シンポジウム「国分寺+小金井を元気にする提案！」（〜16：00）:301

	 出演：東経大学生、先生方、市民グループ、市内企業（農商工）および

	 コミュニティの担い手のみなさん

	 ●子どもワークショップ「作って飛ばそう！古ハガキと割りばしで作る紙ヒコ

	 ーキ」（〜15:00）対象：子ども:203

	 ●工作ワークショップ「ガムテープ芯が、ぽっくり型小物入れに変身！/サクラ

	 材で作るサンタクロース」	（〜16:00）対象：子どもから大人まで：203

	 ●子どもワークショップ「野原のツル草でリース作り！/どんぐりトトロ/剪定材

	 の輪切りで作るキャンドル立て」材料費200円（〜16:00）：203

17:00	 ●懇親会（〜19:00）：葵陵（きりょう）会館生協食堂（予約制：当日会場にて）

２号館

新次郎池
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会場案内図

 2号館・2階
202
●水・緑・まちづくり：
小金井市環境市民会議 地下水測定部会
小金井市環境市民会議 まちづくり部会
小金井市環境市民会議 緑調査部会
小金井市環境部環境政策課 緑と公園係
名勝小金井桜の会／小金井公園桜守の会
はけの自然をたいせつにする会／国分寺地下水の会
国分寺・名水と歴史的景観を守る会

203
●子供と福祉環境：
小金井市環境市民会議 環境学習部会「田んぼの時間」
KOKOぷらねっと
NPO法人こがねい子ども遊パーク
わんぱく夏まつりの会
夢工房ふれあいの場
ペーパークラフトの会
NPO法人地域の寄り合い所 また明日

204
●食・コミュニティと環境：
NPO法人全国無洗米協会／NPO法人ミュゼダグリ
小金井市放射能測定器運営連絡協議会／小金井平和ネット
アールドール／小金井アートフル・アクション！
小金井市商工会／国分寺市環境ひろば
国分寺市環境計画課

205
●エネルギー：
東京都太陽エネルギー見本市（太陽熱部門／太陽光部門）
株式会社日立製作所中央研究所
財団法人関東電気保安協会多摩事業本部
東京ガス株式会社多摩支店
奥山ソーラー／NPO法人グリーンネックレス

206
●いどばたカフェ・「水と緑」：
クリーン野川作戦実行委員会
野川自然の会／緑と自然を育てる会
野川流域連絡会
みんなでつくる野川ビオトープの会
東京都土木技術支援・人材センター
エックス山等市民協議会
東京経済大学 尾崎ゼミ／トランジションタウン小金井

「水と緑」グループ

 2号館・3階
301
●開会　●ドキュメンタリー映画
●シンポジウム「国分寺+小金井を元気にする提案！」

302
●フォーラム「脱・非常事態宣言」ごみゼロは可能か！！

エントランスホール

入り口

IINFO
カウンターラジオブース

女子WC

ELV

ELV

105
ごみと
リサイクル
（発生抑制）

101

201

104
ごみと
リサイクル
（処理）

102
かんきょう
リサイクル市

206
いどばたカフェ
水と緑

302
フォーラム

301
シンポジウム

205
エネルギー

204
食・

コミュニティ
と環境

202
水・緑・
まちづくり

203
子供と
福祉環境

103
かんきょう
リサイクル市

男子WC

女子WC 男子WC

ELV

女子WC 男子WC

開会式
映　画

シンポジウム
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かんきょう博 2009 in 小金井＋国分寺＊ TOPICS

いどばたかふぇ
日時：11/14（土）14：00 〜 17：00
会場：206　　
主催：トランジションタウン小金井

普通のディスカッションとは違い、普段のおしゃべりのように言葉を交わす「井戸端会議」を楽しみませんか。
一昔前、井戸に集って洗濯をしたり野菜を洗ったり、水汲みの間地域の人たちが交わした世間話。私たちは、そこ
に住民の瑞々しい気持ちの流れを感じています。各テーブルの上にはそれぞれ異なるテーマが書かれた紙がおいて
あります。参加者はテーブルに集まり、挨拶を交わし各テーブルのテーマについて、互いの想いを話し聞きます。「あ
の人はこんな事考えてたんだ！」というような新発見がたくさんあります。参加した人みんなの想いで出来上がる
時間。予定調和なし。ジャンルを問わず、様々な方の参加をお待ちしております。

●プチ・ウォーク

野川源流〜水と緑の散策 （PART2）

日時：11/14（土）14：45 〜 15：30 頃
見学地：新次郎池、鞍尾根橋
集合：2 号館 1 階エントランスホール
主催：「水と緑」グループ

日頃親しんでいる「野川」の源流と、武蔵野の「里山」
の保全活動の現状を見てみます。

●ミニシンポジウム

あなたの公園やベンチは
元気ですか？（その２）
〜緑の基本計画の見直しに向けて〜

日時：11/14（土）14：00 〜 15：30
会場：202
主催：小金井市環境市民会議　
　　　緑調査部会・まちづくり部会

昨年の環境博覧会の検討結果を踏まえ、その後、小
金井市内でおきた様々なアクションについて発表・
討議を行い、緑の保全や創出に向けて何をすべきか、
また、行政とどう協働していくかを考えます。

●学習会

「水」と「緑」の環境保全を考える
日時：11/14（土）15：30 頃〜 17：00
会場：206

見学会「野川源流〜水と緑の散策	PART1&2」で知り
得た情報を元に、身の回りの「水」と「緑」の環境保
全について議論し、理解を深めましょう。
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●シンポジウム

国分寺と小金井のまちを
元気にする提案！

日時：11/15（日）13：30 〜 16：00
会場：301

地域の暮らしや経済を“環境“というフィルターを通
すことで新たなひらめきや可能性が見えてくるかもし
れません。地産地消、コミュニティビジネス、地域資
源（モノ、ソフト、人材）やニーズ（求められていること）
などを考えながら、東経大経済学部学生の提案するま
ちのビジョンをもとに、未来の国分寺と小金井のまち
についてみんなで話し合いましょう！
＊
プレゼンテーション：東経大経済学部の学生グループ
コメンテーター：井腰直希（東経大経済学部 3年）／
村越政雄（小金井市商工会長）／井上誠一（小金井・農業）
／鈴木朋恵（国分寺・レストランでめてる /）／森田和
道（小金井・地域の寄り合い所また明日）、除本理史（東
経大環境経済学）／福士正博（東経大コミュニティ経
済学）／尾崎寛直（東経大コミュニティ福祉論）／青
木亮（東経大交通論・国分寺市地域公共交通会議会長）
ファシリテーター：緒方恵一（小金井市環境市民会議
事務局長）／司会：ポール・シェファード（トランジ
ションタウン小金井）

●パフォーマンス公演 & ワークショップ

アートで「からだ」と自然をつなぐ

日時：11/14（土）14：00 〜 14：40 ノマド ~s ダンサーの公演
　　　　　　　　 14：45 〜 16：00  ワークショップ
会場：新次郎池（集合は 13：45 までに 101 教室へ）　企画：アールドール

　
「五つの湧水	Fountain	of	five」　2009 年 11 月 14 日初演
演出：池宮中夫 /	出演：神林和雄　羽山義彦　熊谷乃理子　池宮中夫
この作品は新次郎池で創作されました。その池の姿は刻々と変化し、命の形を映
します。冬に向う晩秋の彩りをお楽しみください。

日時：11/15（日）13：00 〜 15：30 ワークショップ（途中休憩あり）

　　　　　　　　 15：30 〜 15：50 参加者によるパフォーマンス
会場：新次郎池（集合は 12：45 までに 101 教室へ） 　企画：アールドール

林の奥へ歩くと池。樹木に囲まれ水面に美しく秋の彩りが映っています。自身の
内奥に潜む環境に向き合い、この湧水と交感して楽しみませんか。自然の呼吸を
味わい、一緒に大きな命の連なりを感じて「からだ」の自然を見つけましょう。

●フォーラム

「脱・非常事態宣言」
ごみゼロは可能か！
〜小金井・国分寺からの発信〜

日時：11/14（土）15：30 〜 17：00
会場：302
主催：「ごみ問題」グループ

小金井・国分寺の両市は、燃やすごみの処理に関し
て軽重の差こそあれ、それぞれ深刻な問題を抱えて
います。「かんきょう博」を機会に、その将来を切り
開くために話し合います。急がばまわれ！　ここで
は「燃やすごみの減量およびその処理に関する」基
礎的知識、基本的情報、さらに市民社会構成員とし
ての責任等の共有と自覚を中心にとりあげます。
＊
登壇者：中村良子（小金井市環境市民会議）／中平
靖弘（国分寺５３０３の会）／大橋元明 (NPO法人
シニアSOHO小金井）／桐生悠一（NPO法人シニ
アSOHO小金井）／平林聖（小金井市環境市民会議）
／伊藤仁士（小金井市ごみゼロ化推進会議）／岩間
明子（小金井・ニ中地区ごみを考える会）／佐久間
広太郎（国分寺コンポストアミー）
コーディネータ：中平靖弘（国分寺５３０３の会）

＊雨天時は「100 周年記念館」の地下体育室（武道場 2）

＊雨天時は「100 周年記念館」の地下体育室（体育室 1）

●ドキュメンタリー映画

里山っ子たち

日時：11/15（日）
　　　10：00 〜 12：30
　　　（開場は 9：30）
会場：301（入場無料）
2008 年 / 製作・配給：桜映画社

千葉県木更津市にある木更津社
会館保育園が行っている里山で
の保育実践を記録した作品です。
里山の自然を相手に子どもたち
がどのように成長して行くのか
を、およそ1年半にわたって見つ
めました。
＊原村政樹監督のトークタイム
もあります。
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出展団体の紹介

入り口

■ 珈琲屋台・出茶屋
　炭火、鉄瓶で沸かした小金井の井戸水を使って、ご注文
ごとにお豆を挽いて、心を込めてコーヒーをお淹れします。
外で味わう珈琲と、火鉢を囲む時間を！
◎小金井市内を曜日ごとに移動します。
www.de-cha-ya.com

かんきょう博へようこそ

今年で 5回目を迎えるかんきょう博は、チラシにもあるとおり
国分寺と小金井の人たちで企画から運営まで一緒に作るイベントです。

考えてみると国分寺と小金井は、野川という水の流れと国分寺崖線という特徴的な地形でつながっています。
そんな隣まちのつながりがあるにもかかわらず、私たちは普段からあまり往き来がありませんでした。
この機会に、お互いのまちの環境やよいところ、暮らす人々をよりよく知るきっかけになれば幸いです。
今回のかんきょう博では、大部分が国分寺、それにほんの少しだけ小金井にも敷地がかかっている
東京経済大学から会場の提供と、先生方や学生さんの積極的なサポートをいただきました。

会場には、映画や子ども向けイベント、企業・市民グループ・行政（小金井市、国分寺市、東京都）の
環境への取り組みや活動についての展示、

いろいろなテーマのシンポジウム、カフェ、それに環境を意識したお弁当など盛りだくさんです。
皆様、どうぞかんきょう博をお楽しみください。

　　　　そして、少しだけ“かんきょう”について考えてみていただければ幸いに思います。

　　　　　　　　　　小金井市環境市民会議　代表・平井正風

■ 東京経済大学 除本ゼミ
　除本ゼミでは、環境経済学に基き「地産地消」について
学習しています。前期では、事例として「山梨県のワイン」
を調査しました。今回は「かんきょうリサイクル市」のほか、
各班に分かれて以下のような展示・発表を行い、シンポジ
ウムも開催します。（→P5)
①「地産土消」とは
②			地産地消でおいしいレシピ in	国分寺・小金井
③			地産地消－ワイン・ココファームワイナリー
④			農家訪問 in 国分寺・小金井
⑤ 環境シンポジウム：国分寺・小金井の地域経済を考える

102/103
（かんきょうリサイクル市〉）
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■ NPO法人 ぷろじぇくと・はふうっ
　子供達の食育、環境教育などを通して、一般廃棄物(生ゴミ、
可燃物等)の完全リサイクルを目的とするミミズエコの研究
開発をはじめ、ミミズコンポストの普及、推進活動に取り組み、
ミミズコンポスト化から生まれた副産物を資源として広く社
会に還元するための研究・開発・教育・訓練などを行い、資源
循環型社会の構築、環境保全活動や環境保全のための意欲
の増進、環境教育の推進に寄与することを目的に活動してい
ます。（ウェブサイトより）
http://www.hawho.org/

■ 小金井市ごみゼロ化推進会議 啓発部会
　生ごみ処理の小さな主役「微生物」君をペットのように育
ててやってネ！　かんきょう博では、国分寺のグループと共同
で、日頃見えない「ごみ問題の核心を分かりやすく」紹介し
ます。「生ごみを宝」とするか、「生ごみを高い費用で処理す
る」かは考え方次第。ご来場され、自分の問題として考えて
て頂けたら幸いです！！
①家庭で出来る「生ごみ処理」の実演
②地域で生ごみ処理業務用乾燥式→堆肥化、業務用消滅型
③全市的に「生ごみの分別回収」久喜市の例
④新ごみ処理施設：各種方式のメリット、デメリット、問題点
⑤生ごみ堆肥化から発展して、良い土が健康で美味しい野菜
を育てる（農業再生？）

■ 国分寺コンポストアミー
　〜生ゴミ堆肥化への自家処理の研究普及を目指して〜
「愉しく・美しく・おいしくをモットーに、生ゴミを堆肥化して
市民農園で野菜と花卉の育成」を行っている自主研究実験
グループです。	平成９年秋、市職員の提唱に共鳴し結成、初代
「ごみけしくん」のモニターとして活動を開始し、総合学習
参加、府中街道の樹下清掃作業などもしています。（ウェブサ
イトより）

■ ５３０３の会（ごみゼロ讃の会）
	　資源循環型社会を目指して！　新しい環境活動を目指す
会です。国分寺市内でごみ減量・生ごみたい肥化を中心に活
動しています。定例会を毎月市内で開き、各地の先進事例
の見学会や「放課後子どもプラン」などを通して環境教育も
行っています（写真は会製作紙芝居風景）。

■ 社会福祉法人 万葉の里・国分寺市障害者センター
　社会福祉法人万葉の里は、国分寺市障害者センターの運
営を担うために設立された社会福祉法人です。国分寺障害者
団体連絡協議会（身体、知的、精神、難病の各団体で構成）が
中心になり、市内障害者3法人（身体、知的、精神）の協力を得
ながら、平成14年12月19日に設立。平成15年4月1日からは
国分寺市障害者センターの運営を受託し、平成18年9月1日
からは同センターの指定管理者となっています。今回は、生
ごみ処理、および鉢土の再生利用について展示を行う予定で
す。（ウェブサイトより）
http://www4.ocn.ne.jp/~manyo/

■ イビデン株式会社
　岐阜県大垣市に本社をもつ電子関連事業とセラミック関連
事業を行っている企業です。今回は環境分野の事業をご紹介
します。（ウェブサイトより）
http://www.ibiden.co.jp/

■ 株式会社EEN
　再資源化装置EE-21は、これまでの廃棄物処理の概念をく
つがえす装置です。無酸素、窒素雰囲気下で、燃焼工程が一
切ありません。煙突も最終処分場も必要ありません。日本を
はじめ世界中の特許を取得し、21世紀が待ち望んだ画期的
なシステムです。
http://www.een.co.jp/

104
（ごみとリサイクル〈処理〉）
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■小金井市環境市民会議 ごみ部会（→Ｐ16）

■NPO法人 シニアSOHO小金井
　シニアの能力と経験を活用した地域社会貢献事業を行っ
ています。環境関連ではごみのポータルサイトgomezro.
netの制作・運営を行い、ごみの諸問題について調査研究し、
提案をしています。

■小金井市環境部ごみ対策課
　日頃から市民の皆さまには、ごみ分別・ごみ減量のご協力
をいただき、ありがとうございます。おかげさまで成果をあ
げ、平成20年度に焼却処理された燃やすごみは、16,084ｔで、
前年比695ｔ、4.1%減となりました。平成21年９月、環境省か
ら３Ｒ取組上位市町村が発表されましたが、人口10万人以上
50万人未満のリデュース部門において、小金井市は全国第3
位、1人1日当たりのごみ排出量758.8ｇ/人日を達成いたしま
した。また、リサイクル部門において、全国第4位・44.2％を達
成いたしました。「ごみ非常事態宣言」は継続中です。引き続
き市民の皆さまには燃やすごみの10％減量をお願いし、とく
に生ごみの水切りや紙ごみの分別、空き缶・びんなどの資源
物の分別をお願いします。生ごみ処理機（家庭用、事業用）の
補助金制度をご活用いただいて更なる減量を図るとともに、
生ごみ堆肥化事業で循環型社会形成をめざしてまいります。

■小金井市ごみゼロ化推進会議 事業所部会
★プログラム「事業所ごみの実態調査」から見えるもの
活動内容の報告
１．市役所のごみ出し実態調査を行いました。
２．市内事業所のごみ実態調査を行いました。
３．事業用生ごみ処理機の設置状況について調査しました。
４．各種調査を経て、商工会と業種別の話し合いを持ちます。
事業所ごみの各種調査を経て、事業所ごみの「今」とこれか
らについて一緒にみてみませんか？

■小金井市ごみゼロ化推進会議 まち美化部会
　まち美化部会は、「ごみの減量」と「まちの美化」に向けて
の活動を行っています。市民の皆さんと協力しながら、限り
ある資源を有効に活用するために、ごみの分別・資源化を進
め、ごみの減量を目指しています。また、住みよいまちづくり
を目指し、まちの美化活動として各種キャンペーンへの取り
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（ごみとリサイクル〈発生抑制〉）

■伊賀国友産業株式会社
　CO2その他有害物質削減について、伊賀国友産業株式会
社から提案させて頂きます。
①ゴミ関係の処理については、非焼却方法の採用。
②ボイラーその他の燃料には、化石燃料の使用を控え、代替
燃料としてバイオマス燃料の使用を心がける。
　以上の項目を重視することにより、地球（生活）環境を大
きく改善することが可能です。その手段として、有機廃棄物
の加水分解法式があります。弊社の加水分解装置クニスター
AZを最大限ご活用いただくことにより、CO2をはじめとして
煙や有害物質（ダイオキシン等）を排出することなくそれら
が可能となります（写真のように一般家庭ゴミが約60分で肥
料、またはカロリーの充分にある良質なバイオマス燃料に改
質されます）。
http://www.igakunitomo.com/

■ 株式会社テクノプラント
　有機物炭素化装置カーボナー2000の開発、製造、販売及
び地方自治体向け同装置のレンタル、二酸化炭素排出権の創
出及び売買事業を行っています。（ウェブサイトより）
http://www.t-plant.co.jp/



9

組みや、不法投棄されたごみの除去活動も実施しています。
①まち美化部会と自治会等の連携を強め、まち美化のための
協力体制をつくる
②駅頭喫煙マナーアップキャンペーンへの取り組み
③大型店舗前でのマイバッグ利用促進・ごみの分別指導キャ
ンペーン
④市内に放置されている自転車の通報
⑤粗大ごみの不法投棄の通報
⑥市内一斉美化清掃への参加
⑦市民祭りでのごみ減量指導への協力

■小金井市消費者団体連絡協議会
　（食器リサイクルを進める会・小金井）
　小金井市消費者団体連絡協議会は上之原会館の消費者
ルームを拠点に、小金井市内の消費者団体が手をとりあっ
て機関紙「スクラム」の発行、講座の企画運営、マイバッ
グキャンペーンなどを行っています。今回は食器リサイク
ルの活動（家庭から割れたり不用になった食器を回収し、
使えるものはリユース品として再利用してもらい、残りの
食器は岐阜県に送って「RE食器」に再生）を紹介します。

■パルシステム東京
　パルシステムは、組合員一人ひとりのくらしを応援するシ
ステム。「くらし課題解決」という考えを基盤に、生活のさま
ざまな「困ったな」を商品・サービス・情報を通じてサポートし
ています。たんに産地直送するだけでなく、作る人と食べる
人がわかり合える「顔の見える関係」を大切にするのがパル
システムの産直です。組合員が産地へ行って生産現場を確認
し、生産者と話し合う「公開確認会」などの独自の取り組みを
行っています。

■ダンスカンパニー・ノマド ~s
　1992 年より熊谷乃理子・池宮中夫を中心に、日本のコ
ンテンポラリーダンスのリーダー的存在として国内外で広
く活動、アートシーンに強い影響を与えています。公演ば
かりでなく、「ダンスシード」など、若手ダンサーや舞踊
作家の育成プログラムにも積極的に取り組んでいます。14
日・15 日にはパフォーマンス公演とワークショップを開
催します。（→Ｐ5）
http://www.nomade-s.com

■小金井市環境市民会議 地下水測定部会（→Ｐ16）

■小金井市環境市民会議 まちづくり部会（→Ｐ16）

■小金井市環境市民会議 緑調査部会（→Ｐ16）

■小金井市環境部環境政策課 緑と公園係
　温暖化やCO2削減に寄与するため、小金井市では本庁舎
南面に「緑のカーテン」を設置しました。キュウリ、ゴーヤ、ヘ
チマなどの苗を植付け、立派なカーテンを作りました。とくに
キュウリの苗はたくさんの実をつけ、市内の保育園の園児た
ちによるもぎとりも行われました。

■小金井公園桜守の会
　小金井公園は昭和29年に開園し、半世紀が過ぎました。玉
川上水堤「名勝小金井桜」（山桜）の伝統を受け継ぐ、桜の名
所として親しまれています。現在約79haの園内では山桜を
筆頭に染井吉野、霞桜など約1700本、50種類が探訪できま
す。当会は平成14年に結成され、協働・共創の精神で桜の保
護・育成・普及の公園ボランティア活動を行っています。

■名勝小金井桜の会
　本会は、大正13年12月9日付で国の「史跡名勝天然紀念物
保存法」第1条の規定に基づき「名勝」に指定された、歴史的
文化遺産である小金井のヤマザクラ並木を次代に適切に継
承することを目的に設立されました。更新のための植栽に当

202
（水・緑・まちづくり）

新次郎池
（パフォーマンス公演＆ワークショップ）

（写真：Hiroyasu Daido）
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■ 小金井市環境市民会議 環境学習部会
　「田んぼの時間」（→	P16）

■ KOKOぷらねっと
　小金井市在住の母親たちを中心に結成した非営利団体。
子育て・子育ちを応援したいと、０歳から思春期までの子ども
たちとその周りにいるおとなを対象に、『KOKOぷれす』『幼
稚園ガイド』の発行など、情報発信を中心に活動しています。
http://www.geocities.jp/kokoplanet5/

■ NPO法人 こがねい子ども遊パーク
　（元：小金井にプレイパークを作る会）
　〈ケガと弁当は自分持ち〉が合言葉の冒険遊び場を開催。
木登り、焚き火、秘密基地つくりなど、自然とふれあいながら
自分のやりたいことを遊びきる時間を子どもたちに返そうと、
子育て中の母たちで始めた取り組みです。
・武蔵野公園「くじら山プレーパーク」では、毎週金曜午後と
第4土曜日終日開催。
・学芸大学「池と小川プレーパーク」では、毎週水曜午後開催。

■ わんぱく夏まつりの会
　毎年８月後半に武蔵野公園くじら山と原っぱ、周辺の野川
で実施する「わんぱく夏まつり」の運営母体。今年は十数年
ぶりに全日程好天に恵まれ、「わんぱく菌」に感染した異年
齢・異業種の市民有志が集まり、35回目の夏を満喫しました。
http://members.jcom.home.ne.jp/wanpaku-natsu/

203
（子供と福祉環境）

たっては、その歴史的背景である奈良県吉野及び茨城県桜川
の「小金井桜」の後継樹、岩手県北上市内公園のヤマザクラ
「小金井」の後継樹に限定するとともに、「小金井桜」の保存
や管理の方法を通して、会員相互の交流と親睦を図っていま
す。（ウエブサイトより）

■ はけの自然を大切にする会
　国分寺を拠点に、国分寺崖線（はけ）の土地を買い上げて
保全するトラスト運動を行っています。（ウエブサイトより）

■ 国分寺地下水の会
　「国分寺の水はおいしい」とよくいわれます。そのおいし
い水を飲み続けたいとの思いで、「水」に関わる活動を続け
ています。主に、流量調査や井戸調査を行っています。

■ 国分寺・名水と歴史的景観を守る会
　「真姿の池」の湧水に影響を及ぼす可能性の高い基礎工
法は採用しないでほしい。1200 年以上にわたって守られ
てきた史跡武蔵国分寺の歴史的景観を守ってほしい。東京
都景観保護条例に基づく国分寺崖線基本軸の要綱に沿っ
て、樹木の高さを越えない高さとしてほしい。……これら
を柱に、国分寺の名水と歴史的景観を守る活動しています。
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■NPO法人 全国無洗米協会
　全国無洗米協会は、平成12年に全国の無洗米の製造、卸、
販売会社の有志が作った団体です。無洗米規格の制定、認証
活動、無洗米に対する理解を深めていただくための啓発活動
を行っています。
http://www.musenmai.com/index.php

■NPO法人 ミュゼダグリ
　ミュゼダグリは、減少を続ける大都市近郊の生産緑地（農
地）の存続や、中山間地域の経済的自立化などを課題とし
て生まれました。このいずれの問題も私たちの暮らしの環
境にとって重要な課題であり、また簡単に解決できるもの
でもありません。現在は農林業等へのさまざまな提案を行
ったり、ことに小金井市を中心に「江戸東京野菜」を用い
た地域の活性化に取り組んでいます。
http://www.musee-d-agri.org/

■小金井平和ネット
　私たちは、「いま平和な世界の
ためにできることは何か？」と
模索し行動している小さなグル
ープや個人の集まりです。2001
年にアメリカで発生した「9/11
同時多発テロ」事件以来、暴力
と殺戮が絶えることのない世界
の現状に対して、強い危機感を

■ 夢工房ふれあいの場
　間伐材の再利用（木工品や趣味の創作実演・指導・展示）、
安全な野菜の提供と、野菜を育て収穫の体験等の提供を活
動の柱にしています。15日には、工作ワークショップ「ガム
テープ芯が、ぽっくり型小物入れに変身！」「サクラ材で作る
サンタクロース」を行います。	

■ ペーパークラフトの会
　①子どもたちの”空飛ぶ夢”を育むお手伝いをする、②異
世代交流に役立てる、③「紙飛行機教室」の指導者を育成す
る、を柱に、国分寺を拠点にして「作って飛ばそう紙飛行機」
のコーナーや教室を開催しています。	両日とも、工作ワーク
ショップ「作って飛ばそう！古ハガキと割りばしで作る紙
ヒコーキ」を行います。	

■ NPO法人  地域の寄り合い所 また明日
　「また明日」は、介護保険・地域福祉・子育て支援の３つの事
業を一つ屋根の下で行っています。どうぞ気軽に立ち寄って、
お茶を飲んだり、おしゃべりしたり…。子育てのこと、介護の
こと。それが互いを思い合うことのきっかけになるかもしれ
ません。誰もがかつては子どもで、誰もが今を生き、そして誰
もが日一日と歳を重ねてゆくのだから。
小金井市貫井南町4-14-14	ヴィレッジ・パル１Ｆ
http://www7b.biglobe.ne.jp/~mata-asita/

204
（食・コミュニティと環境）
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抱きながら、これまで小金井市在住の一市民として様々な
活動を続けてきました。私たちは、これからも“暮らしを
いとなむ小金井から、誰にとっても平和な世界をめざす”
ことを目的にして、学習会、講演会、情報交換などの活動
に取り組んでいきます。

■小金井市放射能測定器運営連絡協議会
　チェルノブイリ原発事故をきっかけに、1990年に設立され
ました。以来19年間、市民から依頼のあった食品の放射能を
測り続けています。また、学校給食、保育園給食も年間30品
目ほど測定しています。

■ アールドール
　アートを通じて、小金井を“魅力的なまち”にしたいと
いうのが、ART	D’OR（アールドール）の目的です。しかし、
みんなで仲良く絵を描こうとか、楽しく合唱しようといっ
たことは考えていません。一目見てアッと思ったり、とき
には眼を背けたくなったり…、そんなアートを通して、と
にかく人びとの心に、目には見えないけれどさまざまな“か
たち”を残していければいいと思っています。そう、多く
の人びとが“なにか”を感じてくれればいいのです。その
ような、“癖になるアートのまち”が、どうすれば実現で
きるかを、ART	D’ORは試みつづけていきます。（写真は
野川で行ったダンスパフォーマンスのワークショップ）

■ 小金井アートフル・アクション！
　「小金井アートフル・アクション！」は市民・大学・行政が連
携して行う、アートを通じたまちづくりプロジェクトです。今
回は2008年度の小金井市芸術文化市民講座から生まれた
「kamm（小金井で、芸術を伝える、メディアをつくる）」と
一緒にかんきょう博へ参加します。
http://artfullaction.net/

■ 小金井市商工会
　小金井市内の商工業
全般の改善発達を図る
ために設立された地域
経済団体です。経営に
ついての相談・指導、講
習会や講演会の開催、
帳簿のつけ方から決算
指導まで、個別指導も
行います。また、商工業
の活性化のために、ガイ
ドマップづくりなどの広
報活動も行っています。
（ウェブサイトより）
http://www.
koganei-s.or.jp/

■ 国分寺市環境ひろば
　国分寺市の「環境基本条例」に基づいて設置された組織で、
“市民、事業者、市が一堂に会し、環境に関して自由に意見を
交換する場”です。具体的には環境基本計画実施計画や環境
配慮指針の制定、実施・運用状況について意見を交換したり、
必要に応じ市長宛に提言を行っています。

■ 国分寺市環境計画課
　①環境の保全等の計画及びその推進に関すること、②環
境基本計画に関すること、③環境マネジメントに関するこ
とを担当しています。環境基本計画は「環境負荷の少ない
持続可能な社会」を構築することを目的として、平成 16
年３月に策定されました。



13

■ 財団法人関東電気保安協会 多摩事業本部
　産業活動の高度情報化や生活環境の多様化・高度化により、
電気はますます重要なエネルギーになっています。安全で便
利なはずの電気も、設備の不備や取扱いの誤りにより、感電
や火災などの事故を招く恐れがあり、日頃から電気の安全を
確保することが大切です。当協会は、電気保安を通じ、地域
社会に貢献することを使命に、まごころと技術で安心と安全
をお届けしています。（ウェブサイトより）
http://www.kdh.or.jp/

■ 東京ガス株式会社 多摩支店
　家庭でできる地球温暖化対策の切り札として注目されて
いる家庭用燃料電池「エネファーム」は、これまでの「エネル
ギーは買って使うもの」という意識を根本的に覆し、CO2削
減という環境面からも高い評価を得ています。

■ 奥山ソーラー
　当社（本社＝八王子）は平成4年の創業以来、ソーラーシス
テム、太陽光発電の販売･施工･アフターサービスまで一貫し
たサービスをお客様に提供させて頂いております。情報化社
会の中、大変多くの情報が飛びかっていますが、｢正しい情報
を｣｢正しく伝える｣事が販売店の役割と認識し、情報の収集
と伝達に心掛けております。	（ウェブサイトより）

■ NPO法人 グリーンネックレス
　グリーンネックレスは、JR中央線高架化をきっかけに、沿
線の環境共生まちづくりを進める目的で担い手が集結し、
2000年から活動をスタートさせました。雨水活用発電、雨水
自動灌水プランター開発、緑地保全活動、地図づくり、長野県
小諸市との交流事業などにとりくんでいます。
http://www.green-necklace.org/

■ 東京都太陽エネルギー見本市（太陽熱部門）
　太陽エネルギーは石油や石炭などの化石燃料と異なり、地
域に偏りのないエネルギー！　太陽のエネルギーを熱とし使
う太陽熱温水器やソーラーシステムについてご紹介します。

■ 東京都太陽エネルギー見本市（太陽光部門）
　太陽エネルギーは石油や石炭などの化石燃料と異なり、地
域に偏りのないエネルギー！　太陽光発電システムは、太陽
のエネルギーを電気として利用します。電力会社による新た
な買取制度もはじまります。

■ 株式会社 日立製作所中央研究所
		武蔵野の緑に囲まれた中央研究所は「今日の開発と共に10
年、20年先を目標とした研究を行なう」という小平創業社長
の理念のもと、1942（昭和17）年に設立されました。当時の
この辺りの地名は、東京府北多摩郡国分寺村大字恋ヶ窪です。
ここは、奈良時代に聖武天皇が全国に建立した国分寺の一つ、
武蔵国分寺の旧地に当たります。武蔵国分寺は壮大な七堂伽
藍を持ち、奈良東大寺にも匹敵する大きな寺院であったとい
いますが、その遺跡は研究所の西南約1kmに今も残っていま
す。研究所構内からも、往時の住居跡、さらには先土器・縄文・
弥生時代の遺跡が発掘され、この地が古代から、文化の中心
だったことを裏付けています。	（ウェブサイトより）
http://www.hitachi.co.jp/rd/crl/

205
（エネルギー）

（上：Google Earth より）

s
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206
（いどばたカフェ・「水と緑」）

■ 緑と自然を育てる会
　国分寺における野川を含む水辺の復元を目指した会です。
具体的には	、①姿見の池の蛍復活、②自然公園化、③水田
の復活、④黒鐘公園のビオトープ化、⑤野川の自然河川化	
などを予定して活動しています。特別な会員資格はなく、
会費もなしです。当面は「姿見の池」の整備活動に力点を
置いています。

■ 野川流域連絡会
　野川流域連絡会は、野川を地域に一層親しめる川としてい
くため、平成12年8月に設置されました。現在、野川に関心を
お持ちの市民（公募）32名と東京都及び流域の関係区市の
行政20名計52名の委員により、水環境分科会と生きもの分
科会などに分かれて、流量観測や生きもの観察など活発に活
動しています。
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasen/
ryuiki/05/nogawa-title.htm

■ みんなでつくる野川ビオトープの会
　（略称：野川ビオトープの会）
　平成11年から1年がかりで市民の手作業で野川第１調節池
に「どじょう池」を掘りました。「野川ビオトープの会」は平成
12年7月に、この「どじょう池」の維持管理団体として設立さ
れました。「どじょう池」には様々な生きものが生息するよう
になり、子どもたちが泥んこになって池で遊び、生きものと触
れ合う場所になりました。当会の活動は、北多摩南部建設事
務所との緊密な情報交換を前提にした、池及び水路の維持
管理、植栽管理、ごみ等の収集運搬、ならびに利用者へのPR、
情報の提供と多岐に渡っています。「禁止事項を設けない」
のも会の特徴です。毎月第４日曜日の午前中は「どじょう池の
日」として会員が池及び周辺のメンテナンスをしています。

■ クリーン野川作戦実行委員会
　クリーン野川作戦は、もともと 30 年前に小金井市職員
の労働組合が、労働条件の向上のために臨む春闘に対して
地域の市民のみなさんの理解をいただくために始めたもの
です。2009 年春の実施で第 44回を数えました。しかし、
当時若かった組合員も順次定年を迎え、また組合の組織率
の低下など、現状では組合としてクリーン野川作戦の継続
実施が困難になってきています。クリーン野川作戦は、今
では市民 400 人〜 500 人が参加する地域ぐるみの環境清
掃活動になっています。3年前に環境市民会議に共催事業
の申し入れを行ったのも、できることなら地域で残す受け
皿になって欲しいとの思いからでした。野川は小金井市民
の宝です。きれいな野川と流量の増大を願うシンボル事業
として、地域に根付いたクリーン野川作戦の精神を継続し、
みなさんとの智恵の出し合い、工夫の創出で新たなクリー
ン野川作戦の形態を作り出していきたいと願っています。

■ 野川自然の会
　野川第1調節池地区にある「とんぼたんぼ」をご存じです
か。昭和30年代の自然を呼び戻すため、生きものに優しい田
んぼ造りをはじめて３年が経ちます。メダカ、カエル、トンボ、
カモ、サギ、そしてカワセミ等、水辺に集まるいろいろな生き
ものとふれあい、人とふれあう場を創る市民活動です。みな
さんも参加してみませんか。
http://outdoor.geocities.jp/nogawanature/
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■ 東京都土木技術支援・人材センター
　土木技術支援・人材育成センターは、「技術支援」を主体
とした土木技術センターの業務を引き継ぐとともに、新たに
「人材育成」を担う組織として平成21年4月に設立されまし
た。「技術支援」は、土木技術センターの前身であり試験研究
機関として84年もの歴史をもつ土木技術研究所が蓄積した
技術ノウハウや技術情報を基に、事業現場を直接サポートし、
様々な問題の課題解決を図る業務です。新たな業務の「人材
育成」では、職員の技術力の維持向上とともに技術ノウハウ
等の継承を目的とした業務を行います。この2大業務を支え
る業務として、「調査・開発」、「技術情報の蓄積提供」、「土
木技術情報ライブラリー」に継続して取り組み、新たに「技術
研修」を企画運営し、「技術継承」に関する施策を行い、局事
業執行を側面から支え円滑な事業推進に寄与していきます。
（ウェブサイトより）
http://doboku.metro.tokyo.jp/start/index.html

■ エックス山等市民協議会
　エックス山等市民協議会は、国分寺市の西恋ヶ窪緑地（通
称エックス山）の保全を市民と市が協働で行うために発足し
た団体です。市民ならいつでもだれでも自由に参加できる形
で2004年12月にスタートし、市と協定を結んで活動してい
ます。参加して頂ける方はぜひよろしくお願いします。

■ 東京経済大学 尾崎ゼミ
　尾崎ゼミでは「障害者の就労支援」を勉強しています。基
本的な知識をつけるため課題の資料からレジュメを作成し、
障害者の理解を深めています。またそのような机上の学習だ
けでなく、実際に国分寺の障害者センター喫茶いずみと協力
して、「CASIS」を立ち上げました。「CASIS」では東経大の
キャンパス内で隔週スイーツなどの販売を行っています。こ
の共同作業を通して、障害者の社会進出についてゼミ生だけ
でなく、たくさんの学生に知ってもらおうというのが狙いで
す。また、月に一度、障害者センターの方々と話し合いの場を
設け戦略会議も行っています。今回のかんきょう博では、「コ
ラボカフェCASIS」を運営します。（ウェブサイトより）
http://www.tku.ac.jp/~z-casis/blogn/index.php

■ トランジションタウン小金井
　私達が住む小金井を拠点に、地域の市民（団体）、行政、商
店街など、様々な人達と楽しくつながりあうことで、ピークオ
イルと気候変動という地球規模の危機にも負けない力強い
まちにするための草の根運動をしています。14日は「いどば
たかふぇ」を開催します。（→	P5）
http://ttkoganei.exblog.jp/

■ 「水と緑」グループ
　日頃親しんでいる野川の源流と武蔵野の里山を散策し、そ
の保全活動の歴史と現状を紹介した上で、身の回りの「水」
及び「緑」の環境保全についてみなさんと話し合い、理解を
深めます。14日に東経大近傍の「野川源流〜水と緑の散策	
PART2」を実施し、学習会『「水」と「緑」の環境保全を考え
る』を開催します。（→	P4）

■ 開会式

■ドキュメンタリー映画『里山っ子たち』
　+原村政樹監督のトーク（→	P5）

■ シンポジウム「国分寺+小金井を元気にする提案！」
　（→	P5）

301
（開会式・映画・シンポジウム）

■ フォーラム「脱・非常事態宣言」ごみゼロは可能か！！
　（→	P5）

302
（フォーラム）
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■小金井市環境市民会議・入会のご案内
小金井市環境市民会議では随時、会員募集をしています。
入会方法は以下の通りです。
1.右記HPより申込書をダウンロードして事務局まで送る。
2.ご連絡先を明記の上、口座に指定の金額をお振り込みいただく。
年会費　大人3,000円　高校・大学生1,000円　中学生以下500円
・口座番号（ゆうちょ銀行）：00150-0-315803　
・口座名称：小金井市環境市民会議

小金井市環境市民会議の紹介

小金井市環境市民会議って？
小金井市環境市民会議とは、小金井市環境基本条例第 27条に基づき、市民、事業者、教育機関、市などが協力して、
さまざまな環境問題を解決することを目的として、小金井市環境市民会議を設立された市民団体です。メンバーはいろ
いろな環境行動を企画立案し、下記の 5つの部会をはじめさまざまな分野で活動しています。また、市民、事業者、教
育機関、市などが協力して、さまざまな環境活動を行えるように、情報とアイデアを提供し、	環境活動をコーディネート
したり、環境啓発イベントを主催しています。

小金井市環境市民会議会報 No.11
「かんきょう博 2009 in 小金井＋国分寺」公式プログラム［くるりん・ぱ ]
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制作協力=小金井市 環境政策課

●ごみ部会
「ごみ部会」は、すべての市民の日常生活に最も深く関係し、地球環境に大きな影響を与える「ごみ問題」について、いかに
その発生を抑制をし、環境負荷が少ない形で処理すべきかを中心に啓発活動を行って来ました。今後は単に「ごみ」だけでな
く、食料やエネルギーにも問題意識を発展させ、限りある地球の資源をいかに循環させることが可能なのかを探ってゆきたい
と考えています。Think	globally,	Act	locally	!

●緑調査部会
小金井市内の「緑」を調査しています。2009 年は、2005 年度に作成した市内緑調査マップの改定版作業を企画しました。
今回は強力な新メンバーの参加もあり、また調査に関する凡例もグレードアップ、調査時に航空写真を併用するなど密度の濃
い調査が期待できます。目立つ樹木の名称や生垣の種類、農地のタイプ別や用水跡の緑道等、きめ細かな内容を目指していま
す。地道な作業ですがコツコツと作業を進めています。小金井市内の緑調査に興味のある方はぜひ一緒にやりましょう。

●地下水測定部会
毎月 1回、市内の井戸の水位を測定しています。2009 年 3月、中町２丁目第３児童遊園にあった井戸に手押しポンプが付け
られ、測定ポイントの 1つにさせていただくことができました。23番目の井戸です。この井戸のお披露目の当日、地下水測
定部会のメンバーも参加し、ポンプのレバーを押して井戸の水を汲み上げました。「楽しく」というのが部会のモットーです。
興味をお持ちの方は、遠慮なくどうぞ。いつでも仲間を募っています！

●まちづくり部会
まちづくり部会は「小金井まちづくり条例」策定に関わった市民が中心になって立ち上げました。まちのあちこちに市民が集
いコミュニティが生まれる場所ができれば、どんなに素敵でしょう。身近なベンチや街路樹、公園、緑地などをテーマに話し
合い、実現するためのしくみを小金井市に提案していきます。

●環境学習部会「田んぼの時間」
平成 16年に東京学芸大学環境教育実践施設の教育用田んぼを復活させ、以来 5年間、市内の子ども達とその家族、合わせて
約 60名と稲作を行っています。地元産有機肥料栽培に挑戦するなど、「農」「環境」「食」「あそび」「家族」をつなげる活動
を行っています。


