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オムニバス形式で進められる「多摩学」講座を受講する学生たち（帝京大学提供）

東京の魅力発信は、住民の目線で
産官学ですすめる「多摩学」講座創設９年目

う
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浦 野 慶 子准教授
帝京大学 文学部社会学科

「多摩学」講座のコーディネーターとして

ルメディア上の動向もふまえて研究を行っております。多摩地域

2010年に帝京大学文学部社会学科に着任したのをきっかけに多

ジブリ美術館が挙げられますが、私の調査では、それらに加えて

で外国人旅行者にも人気のスポットというと、高尾山や三鷹の森

摩地域に移り住み、大学では、多摩地域をより広く深く理解する

昭和記念公園でサイクリングをしたという声なども聞かれました

ことを目的として設置された「多摩学」講座の科目コーディネーター

（浦野 2016）。観光庁（2016）が行っている『訪日外国人消費動

を務めております。帝京大学の「多摩学」講座は、立川市、多摩

向調査』でも「日本の日常生活体験」に対する満足度の高さが指

信用金庫、多摩地域の産業関係の方々から多大なるご支援とご協

摘されています。こうした点から、東京観光の魅力は、非日常性

力をいただき、現在では産官学連携によるオムニバス形式の授業

を楽しめる舞台化したスポットだけではなく、東京に住むひとが

を展開しております。学生一人ひとりが今の自分にできることや

ごく普通に親しんでいることを体験できる場にもあると考えてお

将来の自分にできることを考え、行動を起こすきっかけとなるよ

ります。地域主導型のインバウンド振興をより一層、推進するには、

うな授業運営を目指しております。

地域に住む人々が当たり前のように享受している生活の豊かさに
気づき、その魅力を主体的に発信できるような仕組みを整えるこ

東京観光の脱舞台化

とが重要なのではないかと思います。

東京五輪に向けて

多摩地域とのかかわりは、慶應義塾大学大学院政策・メディア
研究科研究員・特別研究助教時代に、「コ・モビリティ社会の創成
プロジェクト」の一環で KDDI、NEC、慶應義塾大学が奥多摩町で

八王子学園都市大学いちょう塾や帝京ライフロングアカデミー

行った遠隔予防医療相談システムの実証実験に参加する機会を得

での市民公開講座を担当させていただいた経験を通じて、多摩地

たことに遡ります。それ以来、継続して多摩地域をフィールドに

域の人々の自ら学ぶ意欲の高さと地域問題の解決に向けて行動を

した研究に励んでおります。近年取り組んでいる研究は、インバ

起こす力の強さに圧倒されております。2019年のラグビーワール

ウンド（訪日外国人旅行）振興策についてです。具体的には、銀

ドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を

座や新宿など東京都心に集中するインバウンドをいかにして多摩

見据え、地域の皆様が多摩地域の魅力をより一層、発信できるよ

地域に誘導するかについて、Twitter や Instagram などのソーシャ

う微力ながら貢献したいと考えております。
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まちづくりで地域の魅力アップ
小布施の事例から

市 村 次 夫氏

｜

株式会社小布施堂 / 株式会社桝一市村酒造場

講演概要

代表取締役

6月4日（土）
、八王子市の帝京大学内で開かれたネットワーク多摩主催のシンポジウム「多摩の魅力を再発見する」というテーマで、
長野県小布施町のまちづくりに長年携わる小布施堂社長の市村次夫氏が基調講演を行いました。伝統がある小布施の取り組み事
例を通して、多摩の魅力アップの方策にも言及しました。

小布施町

長野県小布施町は西に流れる千曲川の扇状地にある。人口は約1万1500人。1980年から87年の町

並み修景事業によって、町が美しく再構築された。風情ある景色が人気を博し、現在では年間120
万人もの観光客が訪れる。ぶどう、りんご、栗などの栽培がさかんで、特産のぶどうを使ったワイ
ンや、栗を使った和菓子が有名。晩年の北斎が足繁く訪れた場所として知られ、北斎の作品が数多
く残されている。( 写真左：小布施の地形

右上：北斎の天井画

右下：小布施の特産物の栗 )

景色、スケール、混在性がまちの「快適空間」をつくる
つひとつの要素を大事にすることが、人々の快適さにつながって

町並み修景とは、今ある建物を活かしつつ魅力的な町並みを再

いく。

構築するまちづくりの手法だ。長野県小布施町は昭和50年代に
行われた町並み修景事業によって、歴史情緒あふれる美しい町並

再構築の際に古い建物を再利用するときには、移動すれば使い

みが再構築され、現在では毎年多くの観光客が訪れる。小布施町

やすいが、そのままだと使いにくいという場合には、できるだけ

の町並み修景事業に長年関わってきた市村氏は、事業の中で気づ

囲い込んだ形の建物にした。

いたことがあるという。

空間のクオリティが高いとされる

「ひとつは『混在性』というキーワードです。それぞれのエリ

のは左側。コーナーがふさがって

アが機能ごとに分かれている町よりも、一つの場所にいろんな機

いると、非常に快適な印象を受ける。
対して右側はやや快適さにかける。

能が複合している町のほうが面白いんです」
修景事業を始めたころ、都市づくりでは、町を工場なら生産エ
リア、店なら商業エリア、人家なら住宅エリアにまとめる「ゾー

快適空間でない空間の例に、日本の都市公園がある。面積のみ

ニング」という混在性とは逆の考え方があった。ゾーニングされ

を重視した物が多いためだ。郊外店舗なども空間としては悪い例だ。

た町は、住むのに快適とはいえない。

広い敷地に真ん中にパチンコ屋や家電量販店があり、まわりが全
て駐車場というような空間は駐車はしやすくても快適ではない。

「江戸時代からある小布施の小さな地域には、市場などで賑わ
う町場の部分と、人の暮らす在郷の部分がありました。町場と在

「地区内に古い建物の再利用もあれば、手を加えて再利用する

郷、そのへんのメリハリをもう一度再構築しようと考えました」

もの、あるいは壊すもの、緑地化するもの、いろんなメリハリが

町並み修景で大事にしたことは、「快適空間」だという。古く

出てくると思います。そいういうときに頭の片隅に『空間のクオ

からの宿場町などは、道のつきあたりまでが650ｍ前後のところ

リティを高くしていく』という概念があれば、大変有効だと考え

が多く、コミュニティとしてまとまりやすい人家の数が基本になっ

ています」

ている。突き当りの神社やお寺、豪華な商家などは、視覚的な注
意を惹くアイストップの役割をしている。そういった景観のひと
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「曳家」を利用した町並み修景

建物を保存したまま場所を移動させる曳
家という手法は、10ｍ曳くのも、100ｍ
曳くのもほぼおなじ値段で引けるが、実は
一度曲がると料金が倍になってしまう。あ
るエリアの全体を考えて、ジグソーパズル
のように曳家をすると、値段のかからない、
安いやり方といえる。

町並み修景の柱は一に住環境、二に地域特性、三に産業振興
小布施の町には北斎という文化財が多くあり、遺産だけではな

「町並み修景をすすめる上で、昔の写真は情報の塊なので、ず

く、さらに現在進行形の生きた文化も高めたいというのが町並み

いぶん参考にしました。大正時代の写真には山桜の並木が写って

修景事業のきっかけだという。

います。しかし、明治時代には一種類の木を植えています。それ

「使える建物はそのまま残し、曳家という手法を使って別の場

以前の江戸時代からの並木は、一種類の樹種ではなく様々な樹を

所に移しました。とくにみんなの思いが強い建物は保存していき、

植えています。こういった江戸時代の考え方を取り入れていくと

新しい建物は既存の建物に調和するようにしました。そして建物

良いと思います」

と建物で囲まれた空間が、快適空間になるように考えました」

江戸時代の面影が残る町並み

まちづくりというと行政主導の事業が多い中で、小布施では建

江戸時代の並木には、現在のような一

築家を中心に、地主と行政が対等な立場で話し合いを重ね、建物

種類の木ではなく、さまざまな樹種が
植えられていた。

の配置換えを行った。
「『外はみんなのもの、中は自分たちのもの』というのがひとつ
のキャチフレーズになっていました。外観は既存の建物に調和す
るように考えられていますが、内部はそれぞれの様式になってい

町並み修景のコンセプトで重要なのは、プライオリティの順番

ます。そのほうが商売に直結するので、プロジェクトに関わって

だという。一番目に住環境整備。二番目は地域アイデンティティ

いない業者もだいたい同じような考え方でした。こういうことを

の確立。三番目に観光も含めた産業振興。
「たとえば小布施の町並み修景も5、6年にわたってやっていると、

丁寧に、20年、30年やっていけば、時間が経てば経つほど、気

『もう少し観光客のことも考えたほうがいいのでは』『銀行は観光

がつけばなかなか居心地の良い場所になっていくんじゃないかと

客と関係ないから、他へ移したらどうか』などいろんな意見が出

思います」

てきます。しかし目的の順番は、何年にも渡る事業ですから、狂
わせてはいけません」
「多摩ニュータウンも50年経っていろんな目的も状況も変わっ
てきていますが、再構築をする場合に大事なのは、何にプライオ
リティを置いてやっていくかです。多摩だけでも、大学、専門学
校の数は相当だと思います。それらのネットワーク、大学とか枠
を超えた様々な業種のネットワーク、そういう中で知恵を絞れば、
いろんなビジネスを考えられると思います。そういった多摩なり
のスケールでの再構築のなかで大事になるのが、基本となる居心
地の良い空間をひとつずつ丁寧に作っていくということだと思い

左：小布施堂の外観。町並みと調和した外観。右：内部。外側の印象とは変わっ

ます」

て、モダンな空間になっている。

株式会社小布施堂代表取締役

（写真は、いずれも市村氏提供）

市村次夫氏

1948 年長野県生まれ。1971年、慶応義塾大学法学部卒業、同年信越化学工業入社。経理、人事、
財務などを経験。1980年、父親の逝去により長野県小布施町にある家業の酒造会社と栗菓子店を
継ぐ。以来「町並み修景事業」をスタートとして景観や建築を主体とした地域づくりに尽力。ま
た事業面でもレストランや宿泊施設の営業活動やイベントの開催などにより地域の魅力拡充に貢献。
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パネルディスカッション

大丸有（大手町・丸の内・有楽町）のまち作りは、120年くら
い経過しています。1900年の大丸有は、まだほとんど野っぱら
でした。現在ではビル100本、4000事業者、23万の人が働く町
になっています。1890-1970年の1次、2次開発では高度経済成
長にずっとのっていました。主体の三菱地所が120ヘクタールの
土地を買い、日本の街はこれからロンドンのような金融街を目指
すという強い思いを持って、どんどん開発していきました。
2000年からの３次開発では少し様相が違います。三菱地所で
70年近く経った丸ビルを建て替える再開発の計画を単独で発表

６月４日、帝京大学八王子キャンパスで開かれたネットワーク多摩定時会員総会後のパネルディスカッションでは、都心開発に邁進する代表的デベロッ
パーの気鋭の方々を交えて、今取り組んでいる開発事例と多摩地域との連携、開発の過程で多摩地域にも教訓となるケースをご紹介いただきました。

都心の魅力・多摩の魅力 三代大手の専門家はこう考える

企業だけでない三者三様のまちづくり

しましたが、こっぱみじんに叩かれました。なぜかというと、地
元の合意がなかったからです。そこでいくつかの組織を作りまし
た。まずは、大丸有まちづくり協議会。その後に、まちづくり懇
談会を、千代田区、東京都、JR 東日本と地元の協議会の4者で作
り、これがこの街の方針を決めていく仕組みに変えました。この
仕組みをガイドラインにまとめ、それに基づいてやっています。
3次開発のまちづくりが1次、2次とどこが違うのかというと、
主体が三菱地所ではありません。3分の1だけです。残りの人た
ちをまとめて、皆の創意でまちづくりをすすめていく。機能とし
てのビジネス街ではなく、夢を持ち、世界に開かれたグローバリ
ゼーションにも対応できる、そういったビジョンを持って、様々
な機能を持ってきています。サービス業を主体としたいろいろな
業種・業態の方に入居していただいています。我々のターゲット
自体が企業だけでなく個人にうつっているということです。
官から規制緩和をしてもらいながら、官に対して物を言うのが
懇談会という仕組みですから、官と民での妥協点、合意点を探っ
ていく仕組み作りが必要だと思います。そして、民の活動をより
オーガナイズして、より活性化していく仕組みとして、エリア全
体を束ねていくような行動体を作っていく、活動を産んでいく、
その仕組みがエリアマネジメントです。
街全体をマネジメントするということは、敷地のことだけでなく、
道路など公的空間、民間の広場を含めて、いかにそのエリアの人
たちが喜ぶ、おもしろい活動を生むかを求められています。そこ
にはお金の問題があります。公的空間で何かをやろうとすると資
金がない。公的空間を使って、収入を得られるかが企業の理屈で
す。そこで、お金がきちんと回る仕組みをエリアの中で作ってい
くのが我々の課題でもあり、多摩の課題にもなってくると思います。

三菱地所株式会社

開発推進部 新機能開発室室長

井上

成氏

1987年に三菱地所 ( 株 ) 入社。業務ビルの企画開発部門、経営企画部門
に所属。1999年より経済協力開発機構（OECD）パリ事務局に赴任し、
地域開発政策部門エコノミストとして勤務。2003年より大手町・丸の
内・有楽町地区の環境共生型まちづくりを担当。2014年より三菱地所
新機能開発室長兼エコッツェリア協会総合プロデューサー。2016年２
月に大手町タワー・ＪＸビル１階に「3×3 Lab Future」を開設した。
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フリンジ
（外周部）を利用した連携を

「職住接近」で多摩の魅力アップ

まちづくりは行政・企業・市民という3つのステークホルダー

「都心の魅力、多摩の魅力」ということで、働くこと、住むこと、

に分かれて進めますが、それが金属疲労を起こしているのではな

遊ぶこと、この3つが魅力の中の大きな要素と考えました。多摩

いかと感じます。プロジェクトやまちづくりでは中心となる1つ

エリアは、
「働く」以外の「住む」
、
「遊ぶ」は非常に恵まれている。

のコアが必ずあり、その周りにフリンジ（外周部）があり、それ

特にアウトドアは絶対的に多摩じゃないかなという部分があります。

が隣のプロジェクトと連携していく。その時に、物理的な部分や

僕は埼玉県志木市に住んでいますが、満員電車の中で、六本木

人のコミュニティの外周部を、概念的にも物理的にも経由し、う

の社員に iPhone で仕事の指示をしながら、この通勤時間は何と

まくつなぐことがまちづくり、市町村連携の大前提だと思います。

かならないかと前々から思っていました。多くの多摩人が都心に

日本橋での取り組みは、
「残しながら、蘇らせながら作っていく」

同じ時間に出勤するので、京王線も小田急線も地獄のような混み

をキーワードにしています。福徳神社は日本橋のビルの谷間につ

方になるわけです。だから多摩が職住接近になれば魅力がアップ

くられた神社です。800年代からあるものですが、各ビルの屋上

するのではないかと考えます。「満員電車での通勤地獄からの解

を転々としていました。何とか神社を地上に下ろして文化を残し

放」こういうテーマを設定しました。

たいという氏子さんたちと、蘇らせながら作っていこうと取り組

志木市には1988年、日本で最初のサテライトオフィスができ

んでいました。

ましたが、当時は回線速度が遅すぎる等、いろいろな理由で失敗
しました。昔、
「サテライトオフィス」
、今、
「コワーキングスペー

これは特区事業と特定街区、地権者の構造もスケジュールも違
う２つの事業でした。仮に2つの事業が単独でこの開発をした場合、

ス」と言い方を変えていますが、ほとんど内容は一緒のものです。

空地にして終わりというように空間づくりの連携が取れなかった

駅前コワーキングスペースがあったら、午前中にやることが多い

でしょう。そういう事例も都市部で散見されます。これは事業手

メール返信などの事務仕事をそこで終えて、電車が空いている時

法的には都市再生特区と特定街区、それぞれ都市計画の手法を使っ

間帯に出社することができる。働き方自身を変えてしまえば、い

て容積の移転をしています。当社が中心となって容積の受け入れ

ろんな方法があるのではないかということです。

のシナリオをつくりました。公共空間を作る時に2つ、3つのプロ

私は23年前から長野県でテレワーキングをしています。昔は

ジェクトが寄り添って、時間軸を超えて整理するということが都

電話回線が遅くなかなか厳しかったのですが、最近、光ファイバー

心部で行われています。その時に誰がコミュニティの中で調整し

に変えて、グーグルのシステムも入れました。森ビル自身もグー

ていくかが重要で、それを一緒に考えていくコミュニケーション

グルの Apps というシステムに切り替えました。そうするとヒル

の場をつくり、法定要件をつなぐ役割を果たしていく。そういっ

ズにいる部下と、離れた場所からも普通にコミュニケーションを

たエリアマネジメントの発想で都市の開発に取り組んでいます。

取ることができます。

ここで、多摩の魅力は何だろうと考えみると、緑が豊かで、素

大事なことは管理職から始めること。60代よりすぐ上の役員

晴らしいポテンシャルがあると感じます。開発というよりも、田

さんたちになると、対面を重んじてテレワーキングを否定するよ

園都市的なネットワークが、改めて概念として作り直せる素地が

うなことや、女性の在宅勤務を進めようとしても、なんだかんだ

あるのが多摩エリアだと思います。都市軸をどう作っていくかは、

言って足を引っ張るところがあります。管理職自らが実践して若

多摩エリア全体で考えなくてはいけないと思います。しかし、ま

い人とコミュニケーションを取らなければいけません。

ちづくり条例が各市で個別にあるなど、非常に制度が複雑なのが

「働く」ということを見直せば、働くこと、住むこと、遊ぶこ

多摩エリアという印象があります。行政の手続きだけではなく、

とといったパラダイムを変更できる可能性がある。多摩は何か箱

市民のコミュニティなども含めて多摩全体が連携できると良いと

を建てるとか、何か大きな投資をするということではなく、パラ

思います。各市の総合計画では、言葉では隣の市と連携と書いて

ダイムを変更して、働き方を変えていけば、多摩にも新しい魅力

いても、なかなかそのあたりの具体的なものが見えてこないので、

が出てくると思います。

ここを連携していきながら場合によってはデベロッパーと連携し
て、エリアマネジメントを行うことが大切だと思います。

森ビル株式会社

三井不動産株式会社

都市開発本部計画企画部
メディア企画部 部長

開発企画部 環境創造グループ長

雨宮 克哉氏

矢部 俊男氏

1987年4月、三井不動産 ( 株 ) 入社。関西支社、地域開発事業部、開発
事業部、開発企画部と社内異動をする中、一環して郊外型および都心型
プロジェクトの開発企画、事業推進に従事。主な担当プロジェクトに、
三井佐保山住宅地、万福寺土地区画整理事業、ららぽーと横浜、三井ア
ウトレットモール入間、東京ミッドタウンなどがある。2008 年より現職。

東海大学工学部土木工学科卒業。コンサルタント会社等を経て、1998年、
森ビル（株）入社。現在、都市開発本部 計画企画部 メディア企画部 部
長。六本木ヒルズ開発における都市開発プレゼンツールの開発・企画担
当、都市の未来の視覚化・東京ジオラマ等の制作、都市開発・シティー
セールスにおけるコミュニケーションツールのソフト開発業務などに従事。
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「

立川市プレミアム婚姻届 」1,000部増刷して再販
立川市プレミアム婚姻届
●価格

1,000円

●販売場所

・立川グランドホテル（曙町）
・ルーデンス立川ウエディングガーデン（泉町）
・ホテル日航立川 東京（錦町）
・パレスホテル立川（曙町）
・銀座ダイヤモンドシライシ立川店
（柴崎町、グランデュオ立川8階）
・ポプラ立川市役所店（泉町、市役所1階）
●問い合わせ

042-523-2111立川市総合政策部企画政策課
ファックス042-521-2653
Email:kikakuseisaku@city.tachikawa.lg.jp
立川市プレミアム婚姻届公式 WEB サイト
http://tachikawacity-premium.jp/

立川市の若手職員が中心となって企画・検討

「夫妻になる」この瞬間をもっとスペシャルに

5月20日に300部を製作して販売を始めた「立川市プレミアム

自 治 体 に よ る「 い つ ま

婚姻届」が、人気を呼んで瞬く間に品切れとなり、1000部を増刷

でも手元に残せる」タイ

して7月25日から販売を再開。「結婚を控えたカップルが立川に来

プのオリジナル婚姻届は、

てくれるきっかけを作ることで、立川への来訪者を増やし、市の

都 内 初。 こ の 婚 姻 届 を 求

魅力をもっと伝えたい」という市の願いがある中で、この婚姻届は、

め る の は、 新 規 の 入 籍 者

立川市役所の若手職員が中心となって企画検討したもの。

だ け で は な い。 す で に 入

製作は、地元・立川で53年間、紙の印刷、加工を行ってきた福

籍 し て い る 人 た ち も「 二

永紙工、デザインは、福永紙工のオリジナルブランド「かみの工作所」

人の記念にしたい」と買

のディレクターを長年行ってきた三星安澄（みつぼし・あずみ）さん。

い 求 め て い る。 立 川 市 外

福永紙工の主力技術である印刷、型抜き、箔押し等の技術を生かし、

に住んでいる人も購入できる。立川市役所1階に「立川市オリジナ

明るく楽しい雰囲気で、かつ高級感のあるデザインに仕上がっている。

ルお祝いスタンプ」と記念撮影コーナーを設置している。婚姻届

台紙は、型抜きの技術により写真立てとして使えるようになっ

を提出後に手元に残った複写された婚姻届の台紙にスタンプを押

ており、シルバーの箔を施している。また、内側の婚姻届は筆跡

してそれを手にして記念写真が撮れる仕掛け。自分で撮れる自撮

を残せる複写式となっており、カラフルな市松模様のデザインを

棒も用意してある。土曜、日曜日、祝祭日も利用できる。

施している。

10月14日
（金）
「政策スクール2016」開催
ＷＳ①「女性のライフスタイルを輝かせる多摩の魅力とは？」

ネットワーク多摩「政策スクール2016」が10月14日９時から
府中市の東京自治会館で開かれる。多摩地域をさらに魅力的にして
いくためにどんな課題を解決すればよいか、行政の職員と、卒業後
に行政職などを希望する学生が同じテーブルについて討議する。事
前課題がある。即日、政策提言として発表する恒例のワークショップ。
東京大学空間情報科学研究センター教授・浅見泰司さんが「地域
の魅力をデータで可視化する」というテーマで基調講演の後、3つ

ファシリテーター：法政大学現代福祉学部教授・保井美樹さん。
ＷＳ②「多摩の産業クラスターは企業にとって魅力的か？」
ファシリテーター：中央大学経済学部教授・山﨑朗さん。

ＷＳ③「多摩の魅力を引き出すファシリティ・マネジメントとは？」
ファシリテーター：日本大学経済学部教授・中川雅之さん。

基調講演、ワークショップの参加・聴講の申し込みは、早めにネッ
トワーク多摩事務局へ。

の分科会でワークショップを開催。
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ネットワーク多摩の平成28年度定時会員総会

全議案を満場一致で可決

６月４日（土）午後、帝京大学八王子キャンパ

終了後、５月に１回開催」から「毎事業年度終了

ク多摩の平成28年度定時会員総会を開催し、正

承認された。また、定款２７条の常務理事の人数

スの「ソラティオスクエア」小ホールで、ネットワー

会員45機関（うち委任状出席17機関）が出席した。
小川会長の冒頭の挨拶の後、会場校の帝京大学

冲永理事長及び、会員代表として羽村市長並木様
よりご挨拶のあと、議事の進行に移り、第１号議
案から第４号議案まで原案通り満場一致で可決さ

れた。第１号議案では、平成２７年度事業報告

（案）について細野専務理事より報告があり承認

された。第２号議案では、平成２７年度決算報告

（案）について山根事務局長より説明があり承認

された。続いて仲岡監事より事業及び決算につい
て適正であることの監査報告がなされた。第３号
議案では、定款変更（案）について山根事務局長

より、定款第１７条の定時会員総会の開催時期に
ついて、法人運営の実態から現行の「毎事業年度

公益目的事業 収益事業
法人会計
会計
等会計

一般正味財産の部

24,351,750 292,000 5,307,301
25,170,110 240,000
3,902,589

経常収益計
事業費
管理費

経常費用計
25,170,110 240,000 3,902,589
当期一般正味財産増減額
-818,360 52,000 1,404,712
一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高
指定正味財産の部
受取補助金収入
受取寄附金収入等
一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

1,500,000

8,150,000
-5,812,256
3,837,744

正味財産期末残高

する」をテーマにシンポジウムが開催され、約

の制限を事業の拡充、大学との緊密な関係の確立

をソラティオスクエアの２１階スカイラウンジに

及び専務理事の外交活動注力の為、１名から２名
に変更する提案があり、承認された。第４号議案
では、役員の選任（案）について細野専務理事よ

29,312,699
638,352
13,211,930

理事会において、新任理事に就任した根本忠宣中

ク多摩事務局長の山根裕氏の２名を選任する選任

２名を常務理事とする提案が承認された。

事として中央大学教授の根本忠宣氏とネットワー

年度の事業計画及び収支予算、平成２７年度の会
員異動、平成２８年度ネットワーク多摩運営体制

について報告され、定時会員総会は閉会となった。

一般正味財産の部
経常収益計
事業費
管理費

経常費用計
当期一般正味財産増減額

19,911,393

正味財産期末残高

3,837,744
2,223,367
6,061,111

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

公益目的事業 収益事業
会計
等会計
25,020,000
26,824,000

0
0

26,824,000
-1,804,000

0
0

0
10,500,000
-10,320,000
180,000

指定正味財産期末残高

◆6月17日

法人会計
5,620,000
3,786,000

3,786,000
1,834,000

合計
30,640,000
26,824,000
3,786,000
30,610,000
30,000

13,850,282
13,880,282

0
10,500,000
-10,320,000

180,000
6,061,111

6,241,111

20,121,393

第2回大学・企業部会

昭和記念公園管理センター（立川市）は、「幼

事務局

きのう・きょう・あす

児向け教育プログラム」
「親子で楽しむ遊びの提案」

理事
理事
理事
理事
理事
理事

冲永 佳史
輕部 征夫
岸上
隆
北澤 俊和
酒井正三郎
田島
眞

理事

上野

淳

非常勤
非常勤

町田市長
八王子市長

常勤

非常勤

ネットワーク多摩 事務局長

首都大学東京 学長
非常勤 （学）帝京大学 理事長 帝京大学 学長
非常勤 東京工科大学 学長
非常勤 （公財）東京市町村自治調査会 常務理事
非常勤 （株）学生情報センター グループ代表
非常勤 中央大学 総長・学長
非常勤 実践女子大学・短期大学 学長

理事
理事

田中 優子
馬場 善久

非常勤
非常勤

法政大学 総長
創価大学 学長

監事
監事

仲岡 一紀
八木 隆史

非常勤
非常勤

京王電鉄（株） 常務取締役
中央大学 学事部 学事課長

理事
監事

三谷 高康
永尾 俊文

非常勤
非常勤

桜美林大学 学長
多摩市 副市長

◆8月27日（土）
多摩未来奨学金プロジェクト・中間発表

この春から活動している3期目の奨学生25人が

国際化委員会を設け、その下部組織に「ワーキン

◆9月10日（土）
・11日（日）
第13回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム
「大学連携によるグローバル人材育成」

学生国際センターネットワーク」を作ることを部

人材育成につなげようという目的で創設された全

ググループ」と、大学教職員を中心に構成する「留

会で申し合わせた。構成員は、事務局が各関係先

のまちへ飛び出してフィールド調査をしてまとめて

上げるための提案をする。近年のテーマは「地

ンパスで行われる選考会に臨む。審査には多摩地域

石阪 丈一
石森 孝志

立川市長
中央大学 教授
中央大学 教授

野校28号館プレゼン室１≫

摩未来創造フォーラム」は、次回2017年秋に開

これらのチームは、9月17日、明星大学日野キャ

裕

理事
理事

非常勤
非常勤
非常勤

全の共同研究を挙げており、今後、アンケートな

がる人と人、見守りに生かす電気、アニメでわかる

かり。すでに実践している事例も発表される。

常務理事 山根

( 学 ) 明星学苑 副理事長
非常勤 （学）玉川学園 理事長 玉川大学 学長
非常勤 多摩信用金庫 会長

発表する。≪13時30分～16時30分、明星大学日

◆8月26日

おり、いずれも「多摩の新しい姿」を追ったものば

副会長 清水 庄平
専務理事 細野 助博
常務理事 根本 忠宣

非常勤

ンターンシップの受け入れや商品開発、動植物保

ど締め切った。応募したのは23団体だった。

多摩ニュータウンの歴史など、学生たちは多摩地域

小川 哲生

ロジェクトに分かれてグループワークした成果を

と詰める。≪14時、明星大学本館≫

サッカーＪリーグのチームとの協働、押し花で繋

会長

副会長 小原 芳明
副会長 佐藤 浩二

にあたり意見交換した。新規事業の予定は、イ

2016」
（ネットワーク多摩主催、多摩地域の8市と

東京市町村自治調査会後援）のエントリーをこのほ

平成28年度役員体制

健康・福祉・環境、教育・文化、産業・企業のプ

局が新たな「国際交流事業」を展開するにあたり、

第3回「多摩の学生まちづくりコンペティション

央大学教授と山根裕ネットワーク多摩事務局長の

など7つのテーマに学生ボランティアと取り組む

どで大学の意向をとりまとめる予定。また、事務

多摩の学生まちづくりコンペに23団体エントリー

平成２８年６月１７日付けの平成２８年度臨時

案が提案され承認された。議題終了後、平成２８

8,150,000
-5,812,256

1,500,000

い、盛大なうちに終了した。

学事部学事課課長の八木隆史氏、また、新任の理

常務理事の岸上隆氏、宮川監事の後任に中央大学

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産の部
受取補助金収入
受取寄附金収入等
一般正味財産への振替額

13,850,282

移して名刺交換会を開催し、大勢の参加者で賑わ

常務理事決まる

合計
29,951,051
25,410,110
3,902,589

１６０名が参加した。シンポジウム終了後、会場

理事の後任に公益財団法人東京市町村自治調査会

り石井理事及び宮川監事の退任の報告の後、石井

平成28年度収支予算書

平成27年度決算概要

定時会員総会終了後は、「多摩の魅力を再発見

後３箇月以内に１回開催」に変更する提案があり

第3回大学・企業部会

2年に1回、ネットワーク多摩が開いている「多

催する予定で、事務局は、その準備委員会を立ち
域連携において大学の役割は、どうあるべきか」

（2013年）、「グローバル時代における多摩地域の
将来」
（2015年）だった。≪14時、明星大学本館
701Ｂ会場≫

大学間の連携によって地域資源を有効活用して

国大学コンソーシアム協議会（事務局：京都市、

47団体加盟）が毎年各地で開いている。今回の

会場は、広島市のエリザベト音楽大学（10日基
調講演・シンポジウム）と広島国際大学広島キャ

ンパス（10日情報交換会と11日分科会）≪10日
13－20時ごろ、11日9時半－11時半≫

2日目に開かれる第1分科会でネットワーク多

摩専務理事・細野助博中大教授がコーディネー

ターを務める「社会で真に通用する『グローバル
人材』の育成法と課題」と題して、メトロール代

表取締役社長・松橋卓司氏とＪＩＣＡ専任参事・
小川正純氏が報告する。

の実情を知る行政や企業の管理職、大学教員らが当

問い合わせは075-353-9100同協議会事務局。

たる。この選考会で上位に選ばれた団体は、12月

Ｅ -mail:alljapan-consortium@consrtium.or.jp

18日、立川市柴崎学習館で開かれる本選にコマを
進める。
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多摩の OPEN CAMPUS

受験生だけでなく市民にも大学に親しんでもらおうと例年夏の大学
は、オープンキャンパスの花盛り。熱弁をふるう教授の姿があった
り、在籍する学生たちが学生生活の楽しさを伝えたりしている。こ
の機会に志望する大学だけではなく各地の大学の門をくぐろう。

❶拓殖大学

八王子市

8月7日日、8日月、27日土
JR 中央線・京王線「高尾」駅

❷創価大学 ❸創価女子短期大学
8月21日日
JR 中央線「八王子」駅

❹東京工科大学

[ 八王子キャンパス ]

8月7日日、28日
JR 横浜線「八王子みなみ野」駅

❺首都大学東京

[ 南大沢キャンパス ]

8月21日日
京王相模原線「南大沢」駅

❻中央大学

多摩市

JR 武蔵野線「新小平」駅、
西武新宿線「花小金井」駅

⓫恵泉女学園大学

8月7日日、28日日、10月2日日、
11月5日土、6日日、12月4日日
京王・小田線・多摩モノレール「多摩センター」駅

⓬多摩大学

8月7日日、28日日
小田急多摩線「永山」駅

8月6日土、27日土
JR 中央線「東小金井」駅

町田市

武蔵野市

[ 多摩キャンパス ]

8月19日金
多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅

❼帝京大学・帝京大学短期大学

⓯和光大学

8月7日日、8日日、26日金、
27日土、9月25日日
京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅、
「高幡不動」駅
京王相模原線・小田急多摩線
多摩モノレール「多摩センター」駅

❽デジタルハリウッド大学
八王子制作スタジオ

❾明星大学

日野市

8月7日日、28日日、9月4日日、
10月30日日
多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅

❿実践女子大学

8月21日日、9月18日日
JR 中央線「日野」駅

8月1日月、27日土、28日日
JR 中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線
「国分寺」駅

㉒法政大学 ( 小金井 )

8月14日、27日土、10月16日日
小田急多摩線「唐木田」駅

8月6日土、20日土
JR 中央線「西八王子」駅、
JR 横浜線「相原」駅、京王線「めじろ台」駅

[ 八王子キャンパス ]

㉑東京経済大学

小金井市

⓭大妻女子大学 [ 多摩キャンパス ]

⓮法政大学

国分寺市

㉓亜細亜大学・短期大学部

8月20日土、21日日、9月25日日、
10月30日日
JR 中央線「武蔵境」駅

㉔日本獣医生命科学大学

8月7日日、9月10日土、10月22日土
小田急線「鶴川」駅

8月20日土、10月2日日、
11月5日土、6日日
JR 中央線「武蔵境」駅

⓰玉川大学

8月24日水、10月2日日
小田急線「玉川学園」駅

調布市

㉕白百合女子大学

⓱桜美林大学

8月6日土、21日日
京王線「仙川」駅

8月7日日、21日日
JR 横浜線「淵野辺」駅

㉖電気通信大学

小平市

7月17日日 申し込み終了
京王線「調布」駅

⓲白梅学園大学 ⓳白梅学園短期大学

8月11日木・祝、13日土、10月2日日、
11月20日日
西武国分寺線「鷹の台」駅

渋谷区

実践女子短期大学

8月7日日、28日日、10月23日日
JR 山手線「渋谷」駅

⓴嘉悦大学

8月11日木・祝、28日日、9月4日日、
25日日、10月23日日、11月27日日

オープンキャンパスカレンダー

( ) 内はキャンパス名

8月

1日月	東京経済大学（国分寺）
6日土	法政大学（多摩）
（小金井）、
白百合女子大学
7日日	拓殖大学、帝京大学・帝京短大（八
王子）、東京工科大学 ( 八王子 )、
桜美林大学、和光大学、玉川大学、
実践女子短期大学部（渋谷）、
明星大学、恵泉女学園大学、多摩大学
8日月 拓殖大学、帝京大学・帝京短大（八王子）
11日木・祝 嘉
 悦大学、
白梅学園大学・白梅学園短期大学
13日土	白梅学園大学・白梅学園短期大学
14日日	大妻女子大学（多摩）
19日金 中央大学（八王子）
20日土 法
 政大学、亜細亜大学・亜細亜大学
短期大学部、日本獣医生命科学大学
21日日	首都大学東京（南大沢）、
創価大学、創価女子短期大学、
桜美林大学、実践女子大学、
亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部、
白百合女子大学
24日水	玉川大学
26日金	帝京大学・帝京短大（八王子）
27日土	拓殖大学、帝京大学・帝京短大（八
王子）、大妻女子大学（多摩）、
法政大学（小金井）、東京経済大学
28日日	創価大学・創価女子短期大学、
東京工科大学 ( 八王子 )、
実践女子短期大学部（渋谷）、
明星大学、恵泉女学園大学、
東京経済大学、多摩大学、嘉悦大学

９月

4日日	明星大学、嘉悦大学
10日土	和光大学

空気と二酸化炭素、
どっちが重い？

18日日	実践女子大学
25日日 帝
 京大学・帝京短大（八王子）、
亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部、
嘉悦大学

10月

7月24日、明星大学（日野市）で行われた
「夏休み科学体験教室」の中で、二酸化炭素
の性質を知る実験に子供たちが目を輝かせ
ていた。自分で息を吐いて膨らませた風船と、
空気よりも重い二酸化炭素を入れて膨らま
せた風船の落下速度の違いを体験した。

2日日	恵泉女学園大学、玉川大学、
白梅学園大学・白梅学園短期大学、
日本獣医生命科学大学
16日日	大妻女子大学
22日土	和光大学
23日日	嘉悦大学、実践女子短期大学部（渋谷）
30日日	明星大学、
亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部

11月
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5日土	恵泉女学園大学、
日本獣医生命科学大学
6日日	日本獣医生命科学大学
20日日	白梅学園大学・白梅学園短期大学
27日日 嘉悦大学

12月

4日日	恵泉女学園大学

