
福生市では、平成28年4月には、定期利用保育という制度の活用

により、保育の受け皿を作り、待機児ゼロを達成することができ

ました。

福生市の保育園待機児は、毎年発生していましたが、待機児の

少なさや、ほとんどが1歳児という状況から、積極的な施設整備と

いう手法は取ってきませんでした。このような中、平成27年12月に、

平成28年4月の保育園入園の受付を行ったところ、前年度を上回る

申請があり、待機児が倍増する見込みとなり、加藤育男市長から

は待機児ゼロへ取り組むよう指示があり、担当課ではあらためて

待機児解消策について検討を行いました。

まず、各保育園の図面を基に、待機児の多い1歳児クラスの定員

増を検討しましたが、進級に対応するため2歳児以上のクラス定員、

保育室面積を増やす必要があり、難しい状況でした。一方、一部

の園では、ランチルームなど認可上の保育室面積に換算されてい

ない余裕スペースがあることも分かり、これを活用して定期利用

保育を行い、児童の受け入れ増を図り待機児を解消するという案

が浮上しました。

定期利用保育は、東京都の補助事業で、年度内の一定期間、予

約に基づき保育を行う制度で、短期間の就労の保護者等、認可保

育所とは違うニーズを想定しており、利用者負担では、所得に応

じた認可保育所の保育料と違い、1日2,200円の定額、保育時間は、

認可保育所の11時間より短い平日8時間までと、待機児の受け皿

とするには課題がありました。そこで、定期利用保育を利用しや

すいよう、保育料、保育時間等を変更する旨、庁内の意思決定や

例規改正等を進めました。また進級時には、預け先に困らぬよう、

市が受け入れ園を優先的に確保することとしました。更に、市内

の保育園と調整、実施園を増やし、認可保育所の入所が保留となっ

た方々に制度をご案内しました。

保育園に対する委託料の予算措置については、当初予算案編成

後であったので、平成28年3月議会にて、待機児解消のため緊急的

に対応し、6月に補正予算を上程させていただくまで、予備費充用

で対応させていただく旨の説明をさせていただきました。

こうして約2か月の行動で待機児ゼロを達成できましたが、もう

少し早く待機児が増えることを予測し行動できたのではといった

反省も感じます。

とはいえ、市長の指示、制度改革に臆しない若手職員の発想と行動、

庁内各部門の協力、議会の理解等のおかげで保護者の保育ニーズ

に応えることができました。

課内では、保育需要の今後の増に対する次の一手を論議してい

るところです。また、年度途中には待機児が発生している実情も

あり、今後も、これらの課題に対しても努力を続けていきたいです。

菊地 信吾 福生市子ども家庭部　
こども育成課　課長就学前児童の保育待機児ゼロ達成まで

元気に市内を散歩をする保育園の子どもたち（福生市提供）
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後援：立川市、八王子市、日野市、多摩市、小
金井市、羽村市、福生市、町田市、公益財団法
人東京市町村自治調査会　協力：日本経済
新聞社多摩支局

プレゼンテーションを聞く側も真剣

どの団体も緊張の面持ちで発表する学生たち

コンペを終え審査内容を吟味する審査委員たち

創価大学西浦ゼミ　衣料班 立川市

環境にやさしいまちづくり
衣類のリサイクルを推進する取り組み
日本において、衣類のリサイクル率は、アルミ缶や紙のそれに比べ非常
に低い。その数値は、他国における衣類のリサイクル率と比較しても低く、
日本は「衣類のリサイクル後進国」であると言える。そこで、私達は多摩
地域においてファッション性が高く買い物客が訪れやすい立川市で、衣
類のリサイクル活動を行う。

帝京大学湯川ゼミナール１班 日野市，八王子市，多摩市

小学生も大学生も学ぶ「たまっ子塾」開講！！
〜教育で魅力のあるまちに〜
少子化の要因の一つとして、子育ての費用の高さが指摘されており、また、
低所得者ほど教育費の負担が大きいことが明らかになっている。その中で、
多摩地域の平均年収は、23区の平均年収と比較して大幅に低く、上述
した問題が懸念される。そこで、多摩地域の大学で教員を目指す学生を
講師とした無償塾を開設し、子どもに対する学習支援を行うことで、子育
て費用の軽減を実現化する。

教員を目指す学生が子どもたちに学校外の教育機会を提供。地域全体
の学力向上を目指す。

審査委員コメント ： 子どもと大学生それぞれにメリットがある。大学
もうまく巻き込んで講師の確保や質の維持などクリアしてほしいです。

審査委員コメント ： 大量消費時代に「永久循環」をめざす大変チャレン
ジングなテーマ。廃棄量削減につながる効果まで示すと良いと思います。

次世代のリサイクル「アップサイクル」による商品の開発・展示を行うとと
もに、衣料品を素材にしたオブジェを展示し、認知度の向上をはかる。

本戦出場団体が決定
3回目の「多摩の学生まちづくりコン
ペティション」選考会が9月17日、明星
大学日野キャンパスで行われました。
10校22団体の学生が多摩地域全般で
フィールドワークして得た活性化への
道筋を発表。審査の結果、6団体が12月
18日、立川市柴崎学習館で開かれる本
選に臨みます。
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東京経済大学山本ゼミナール MIZU×TAMA班 東村山市

瑞で繋がる多摩のまちづくり
〜MIZU沁み渡るTAMAらない旅プロジェクト〜
多摩地域は、水が豊富で、地域の様々な物事は水をキーワードに結びつ
けられる。水を地域資源ととらえ、酒や森や田畑、農産物とともに情報発
信する。その上で、多摩地域は豊かな水に関連した魅力的な場所や文
化があると地域外の方、とくに20～30代の女性に知ってもらい、人口減
少が進む中で、交流人口増加による地域活性化を図る。同時に、地域
や人と関係を深める体験も提案し、再訪したくなるまちづくりを目指す。

実践女子大学 須賀ゼミナール 日野市

ローカルメディアの可能性の探求
学生に人気の高いまちづくりをねらいとするライフスタイルマガジン
日野市に住む・通う学生に向けたライフスタイル提案型マガジンの企画・
発行を学生が行うものである。日野市は、水と緑の豊かな自然・都市農・
こだわりのお店・活発な町会活動など、過ごしやすい多くの魅力があるに
も関わらず、それに気づかず卒業し、日野を離れてしまう学生が多い。そこで、
現代の女子大生の感性にマッチする日野ならではのライフスタイルを提案
し、若い人を呼び込み、そのまま住み続けたくなるまちづくりに繋げたい。

創価大学チームKZK 八王子市

ムスリムウェルカムタウン 八王子
ムスリムが安心して食を楽しめる街へ
商店街を活用して訪日ムスリムに対する食の安全化を図る。現在、訪日
ムスリム人口は増加の一途を辿っており、今後もその傾向は続くと見込ま
れている。その一方で、ムスリムが順守するハラルのルールに沿った食の
提供は多摩では進んでいない現状がある。八王子の商店街と連携しムス
リムフレンドリーな製品を提供できるシステムを構築し、ムスリムの食の安
全を保障する。またこの施策によって、商店街を基軸とした地域復興も図る。

創価大学勘坂ゼミ　チームコネクト 八王子市

学生をもっと主体的に！
地域を元気づけるのは学生(君たち）だ！
多摩地域の一角である八王子市は、21校の大学が存在し、10万人以
上もの学生が学ぶ全国有数の学園都市である。しかし、大学生は学生
時代に重要であると思っていることとその行動が結びついておらず、主体
性が欠けているという現状がある。私たちは、八王子市の地域活性のた
めには、より主体的に学生が行動することが重要であると考え、地域の
活性化を通して、学生の夢を追いかけるサポートをする施策を提案する。

審査委員コメント ： 東京オリンピックを4年後に控え、実現可能な
提案だったと思います。これからの展開も頑張ってください。

審査委員コメント ： 「瑞」のキャッチネームはおもしろい。ターゲット
を広げていくことで、さらに企画力がレベルアップすると思います。

審査委員コメント ： 女性ならではの面白い着眼点だと思います。
結婚式場などとタイアップするのも良いのでは。

審査委員コメント ： 女子大生の視点や注目度を活かした取り組み
だと思います。地域住民とも連携してぜひ実現させましょう。

ムスリムの宗教戒律品目をわかりやすくピクトグラム化。ムスリムフレンドリー
なレストランをマップ化し、地域の活性化を図る。

多くの学生が使い切れていない化粧品を有効利用し、クラフト作りの体
験教室への提供など、八王子市のものづくりに貢献する。

女子大生ならではの感性で、地域の地域資源を掲載したライフスタイル
マガジンを編集・発行することで、学生の町への愛着を深める。

水を観光の中心にすることで、多摩地域に点在する様々なものを結び付
けてアピールする。
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「多摩の学生　まちづくりコンペディション2016」では、若い人独自のアイディア、独創

的発想が詰まっている発表が聞けてたいへん興味深かったです。いずれも身近なことに着目し、

それを地域で取り組む課題として取り上げ、新しい視点でその解決策を提案しておりました。

内容的には、まだまだビジネスになることが難しいと感じましたが、継続的に取り組むことで、

きっと大きく開花させてもらえると期待してます。 西浦定継
明星大学 総合理工学部教授

「多摩の学生　まちづくりコンペディション2016」におきまして、皆さまから「多摩

地域の未来をつくる」ための提案を聞かせていただきました。各チームから提案いただ

いた内容は、これから多摩地域に密着した課題解決策に繋がっていくものと思います。

今回は通過点でしかありません。是非、提案の実現に向けて着実にこの取り組みを継続し、

大学・行政・企業・地域の皆さまを巻き込むようなイノベーションに結びつくことを期

待してます。
芦川　正明

京王電鉄株式会社
戦略推進本部 沿線価値創造部 課長

ご発表頂いた7団体からは、多摩地域の未来づくりにかける強い思いが伝わってきました。

まちづくりの実現には多大な時間を要する為、（今回の審査での配点比重も高い）その「効

果の見通し」を確実にするには、誰もが実現できる「仕組み作り」が欠かせません。それは、

定量的な現状分析を行い、定量的な活動指標を据え、それらに期日を区切った達成目標を

定めてチーム内で共有した後、一丸となってPDCAサイクルを回す事です。皆さんの活動が、

地域の皆さんから益々強く求められるよう、応援しています！
清水隆史

インテル株式会社
シニアエンジニア

総評

今回の発表に共通する課題は、3つがあげられます。一つは、それぞれの発表内

容の位置づけ、言い換えると社会的必要性の示し方が曖昧であったということです。

いくつかの発表では統計データを示していましたが、そのデータの取り方、整理

の仕方、根拠づけが曖昧で、「好きだからこのテーマを取り上げた」といった印象

を持ちました。統計学などをしっかり学んで、社会的位置づけを示す技術を身に

付けてもらいたいと思います。二つ目は、ビジネスモデルとなることを示す発表か、

それともただの啓蒙なのか、はっきりしない発表がありました。これは、誰に向

かって発表しているのかがはっきりしていないためだと思います。自分たちのア

イディアをどうしたいのかをしっかり考えて発表してもらいたいと思います。最

後に、P(plan)-D(do)-C(check)-A(action)のサイクルで改善していく様子が見ら

れなかったということです。PDCAで、常に改善策を見つけ、スパイラルアップ

していくことが大事です。以上のことを考えて、継続的に取り組んでいってもら

いたいと思います。

西浦定継 明星大学総合理工学部教授 

３グループの講評

審査委員（敬称略、順不同）

西浦定継（明星大学総合理工学部教授）、小宮山克仁（立川市総合政策部企画政策課長）、山野井寛之（八王子市市民活動推進部学園都市文化課
長）、三浦真（小金井市企画財政部企画政策課長）、石川健三（福生市企画財政部企画調整課長）、中島静樹（羽村市産業環境部産業復興課長）、羽生
謙五（町田市政策経営部企画政策課長）、廣瀬友美（多摩市企画政策部企画課係長）、仁賀田宏（日野市企画部企画経営課長）

長島剛（多摩信用金庫価値創造事業部部長）、高橋章浩（京西テクノス（株）管理本部管理課グループ長）、美藤文秀（東日本旅客鉄道（株）八王子支
社企画部長）、清水隆史（インテル（株）シニアエンジニア）、堀田昭男（国営昭和記念公園管理センター長）、芦川正明（京王電鉄（株）戦略推進本部
沿線価値創造部課長）、島一喜（ＵＲ都市機構東日本賃貸住宅本部多摩エリア経営部チームリーダー）

審査委員講評
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多摩未来奨学生プロジェクト 中間報告会
8月27日（土）明星大学日野キャンパスで、多摩未来

奨学生プロジェクト中間発表会が開催され、健康・福祉・
環境、教育・文化、環境・産業の3つのグループの学生
たちが、グループワークでの成果を報告。発表後には寄
付協賛企業の方 と々活発なディスカッションを行い、より良
い提言とするための気づきを得ていた。

多摩未来奨学生プロジェクト提言発表会および交付式
12月4日(日)午後1時より、明星大学で行われる。提言発表に先立って行われる基調講演では、

文部科学省 高等教育企画課長 塩見みづ枝氏が「高等教育への指針と明年度の予算」につ
いて講演する。見学のお申込みはネットワーク多摩事務局まで。

タマケン・ガイドツアー 調布でそばに舌つづみ
9月18日に行ったタマケン・

ガイドツアーの舞台は、調布市。
天神通りで水木しげる作の鬼太
郎とその仲間たちに触れ、映
画発祥の碑や巨大像の「大魔
神」を仰ぎ見たり、国史跡の
下布田遺跡を歩いたりして一日
を楽しんだ。

中でも深大寺山門前にある蕎麦の店「門前」では店主の浅田修平
さんの講演に耳を傾けた（写真）。江戸名所図会に描いてある「深大
寺蕎麦」をひも解き、江戸時代の文人である太田蜀山人と深大寺そば
についても語るなど幅広く話を聞いた後、そばのご馳走をいただいた。
「門前」は、昨年で創業60年。浅田さんは2代目。同店で作家の

松本清張が小説『波の塔』を推敲してこの店で加筆していた。その清
張氏に「深大寺ではそばをうたっているが、どこにもそばを育てていない」
と指摘されたことを後で知った浅田さんは、地元の人たちに声をかけ、いま、
深大寺周辺でそばを育て、そば文化を広めている。

次回の「多摩めぐり30」は、10月22日午前9時、西武新宿線小
平駅南口に集合して午後4時ごろまで市内の旧跡などを訪ねる。彫刻
界の巨匠・平櫛田中彫刻美術館では孫の平櫛弘子館長に祖父の素
顔と作品づくりをする姿勢などについて話を聞く。参加費1000円。申
し込み・問い合わせは☎042－591-8540タマケン事務局へ。

タマケン受検者募集開始 来年3月11日、明星大学で試験 
『地元を愉しもう。』のキャッチコピ―を掲げている「知のミュージアム　多摩・武蔵野検定」（略称タマケン。東京都、多摩地域30市町村など後援）

の2016年度検定試験は、来年3月11日、日野市程久保、明星大学23号館で行う。その受検者募集を10月3日から開始する。
2008年度から実施しているタマケンは、地元の自然や地理、歴史、文化、産業といった生活周辺にある事柄を取り上げて出題している。これまでの受

検者は約4000人。受検者の多くは「多摩のことを知っているつもりでいたが、知らないことがいかに多かったか、気付いた」と異口同音に感想を語っている。
「知れば知るほど面白くなる」という合格者も多い。新入社員・職員研修に生かす企業が増えている。学生の就職面談にも大いに役立つ。申し込み方法は、
タマケン・ホームページhttp//www.tamakentei.jp/　またはタマケン事務局へ郵送で。お支払方法は、多摩信用金庫本支店またはゆうちょ銀行へ。申
し込み締め切りは2017年2月8日。詳しくはタマケン・ホームページか、☎042－591－8540タマケン事務局へご連絡ください。

マスター1級受検は、マスター
2級合格者に限る。
10人以上の団体受検は、受
検料総額の10％引き。
併願受検もできる。受検料は
合計金額の500円引き。
①ジュニア級＋マスター4級
②マスター4級＋マスター3級
③マスター3級＋マスター2級

政策スクール2016見学者募集
10月14日午前9時から府中市新町、東京自治会館で、ネットワーク多

摩主催の「政策スール2106」（後援・東京市町村自治調査会）が開かれ、
見学者を募集している。

基調講演には東京大学大学院工学系研究科教授・浅見泰司さんを迎
え、全国各地の実例を挙げて「地域の魅力をデータで可視化する」こと
の意義を語る。この後の３グループに分かれて行うワークショップでは「女
性のライフスタイルを輝かせる多摩の魅力とは？」と題して、法政大学現
代福祉学部教授・保井美樹さんの指導で、多摩で暮らす女性の生活周
辺の現況を踏まえて、より一層暮らしやすくするにはどのような課題を解決
しなければならないかをクローズアップする。また2つ目のワークショップで
は都心との時代による産業の違いなどを見ながら「多摩の産業集積をど
のように再編すべきか？」を参加者同士が語り合い、日本大学経済学部
教授・山㟢朗さんの指導で政策提言する。希望する参加者が多かったワー
クショップは「多摩の魅力を引き出すファシリティ・マネジメント」。中央大
学経済学部教授・中川雅之さんがファシリテーターとなり、潜在している
特徴をどのような手法で歌い上げるかを探り、発表する。

ワークショップに参加するのは八王子市、立川市、町田市、小金井
市、日野市、福生市、多摩市、羽村市の職員と中央大学、明星大学、
法政大学の学生。見学者は、グループごとのワークショップの進め方や
政策としてまとめる様子、提言発表まですべて見ることができる。提言発
表を聞いて、政策スクール校長・馬場弘融さん（前日野市長）が講評
する。見学の申し込みは、機関名、お名前を書いて、さらに基調講演、
見学したいワークショップ、全体会参加の有無を書いて早めにE‐mail：
office@nw-tama.jpでお送りください。

事務局 
きのう・きょう・あす
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IT による国際化とグローバル人材の活用

私共の会社では、工場の自動化のためのセンサーをつくってい

ます。誤差が1000分の1ミリという世界一の精度とリーズナブル

な価格で、世界トップクラスのシェアがあります。海外比率は約

60％。開発理念は「モノマネをしない」こと。会社は大きくなく

てもいいから世界に通用する製品をつくろうということで、成長

を続けてきました。従業員数は124名。女性比率が64％というこ

とで、女性が働きやすい環境というのが特徴です。総務、人事な

ど間接部門はありません。また、海外に工場はつくりません。人

件費が上がっているというのもありますが、今は海外展開のため

のインフラが整っているため、日本にいながら国際宅配便でどん

どん製品を海外に送ることができるからです。

インターネットで一番変化したのが営業です。多国籍言語のホー

ムページをつくり、メールマガジンを発行し、国際展示会に出展し、

そこに来た引き合いに対して営業をし、商談をするというプロセ

スになっています。また、データベースの活用で顧客管理、製造

品の部品展開、在庫管理や生産指示は一個単位でコンピューター

がやってくれます。決済に関しても、最初の一個のサンプルを買っ

てトライしてもらうという最初のビジネスチャンスがクレジット

カードでできます。海外の人は技術や製品に対して貪欲ですから、

こういった形のビジネスが可能です。国際宅配便にしても海外か

ら送るよりも東京から各国へ送るほうが早く、物流の仕組みもで

きています。例えばアマゾン経由で発注、決済し、翌日には商品

を届けるということも可能です。よく中小企業のグローバル化の

相談をされますが、自分のつくった商品を見合った対価で買って

くれるお客様を探して売っていく。そのためのインフラは既に全

て揃っています。

グローバル人材の採用について、8年ほど前に語学力、留学経験、

偏差値などを基準に採用を行いましたが、戦力にはならず、ほと

んどが数年以内に退職してしまいました。偏差値の高い人は決まっ

たパターンの作業領域ではとても優秀です。しかし、欲しい人財

は新しい国の未知の状況下で、自らの方向性やゴールを定め、自

らの思考で状況を打開しながら成果確保に向かって動ける人です。

一番は成果管理能力、つまり当事者意識です。会社のことを自分

のことのようにして考えられるかどうか。これが今の学生に一番

欠けていると思います。2つ目は概念化能力。抽象的なことがバ

ラバラに頭に入るのではなく、ミキサーのように頭が回って自分

なりの答えを出していくことができる。大事なのはこの2つです。

まずは日本人としての当事者意識、リーダーシップをきちんと身

につければ、語学力などはあとから付いてきます。ここをいかに

教育でできるかが課題だと思います。

社会で真に通用する
「グローバル人材」の育成法と課題

松橋 卓司氏  株式会社メトロール 代表取締役社長

「大学連携によるグローバル人材育成」をテーマに掲げ、9月10、11日両日、広島市のエリザベト音楽大学と広島国際大学で第13回全国大学コンソーシ
アム研究交流フォーラムが開かれました。エリザベト音楽大学では広島県知事・湯﨑英彦氏が広島県内の大学連携で取り組む施策について基調講演を
行い、2日目に広島国際大学で行われた分科会では、ネットワーク多摩が「社会で真に通用する『グローバル人材』の育成法と課題」を担当し、発表しました。

第 13 回 全 国 大 学 コ ン ソ ー シ ア ム 研 究 交 流 フ ォ ー ラ ム

1998年（株）メトロール入社。同社の本社は立川市にあり、工業用精密センサーの分野で世界トップクラ
スのシェアを誇る。受賞歴に2015　東京都「ベンチャー技術大賞」、 2014 経済産業省『グローバルニッ
チトップ100選』2014 経済産業省『ダイバーシティ経営企業100選』などがある。

分科会発表



7

JICAから見た真のグローバル人材

私はもともとはJICAの職員で、現在は中央大学に出向し、大

学のグローバル化に関する仕事をしています。海外で起こってい

ること、大学でしていることをお話しします。

グローバル化が必要な背景には、中国、インド、東南アジア諸

国など新興国の台頭があります。日本企業の優位性が薄れる中で、

それらの国々と戦わなければならない。そのためには、日本人だ

けでなく、海外も合わせた全社員の知恵を結集する必要がありま

す。あるタイの日本企業では、タイ人の現地社員から、日本人は

日本人だけで物事を決める。人前で大声で叱る。タイ人としては

こういった攻撃的な人を受け入れる事ができない。このような意

見が出ました。一方、出向者は自分たちの役割は本社との調整で

あって、タイ人は関係ない。優しさだけではなく、厳しさも必要

だと言う。国が違えば受け取り方も違ってくる。どこの日本企業

も、自分の企業のカルチャーがありますが、そこを崩さずにいか

に現地に適合させるか、現地の人が納得するような形で根付かせ

る事ができるかを考えなくてはいけません。そこで重要なのは異

文化理解です。それは一朝一夕で身につくものではないので、現

地で仕事をする中で培うか、学生時代に海外に行って現地の人と

触れ合うことが重要だと思います。

中央大学では今年の2月にタイの大学へ短期研修に行きました。

学生の感想として、タイの学生は自分たちよりも非常に英語が堪

能で、ディスカッションでも活発に英語で自分の発言をしていた。

自分ももっと勉強し世界を知らなくてはいけないと、多くの気づ

きを得たようでした。また、タイのスラム街では実際に町を歩く

ことで貧困の深刻さを実感したとの感想がありました。日本でテ

レビや写真を見ていても絶対に感じられない五感でその国を感じ、

人と交流をするというのは非常に大事だと思います。

JICAでは大学との連携プログラムをいくつか持っています。

去年はインドとラオスに事前研修と現地研修で二週間。現地で

フィールドの調査演習をします。渡航費と滞在費の一部はJICA
が負担します。他にもインターンシッププログラムや青年海外協

力隊など、いずれも費用の一部をJICAが負担します。海外に行

きたいけれどもなかなかお金がないという学生さんも、こういっ

たプログラムを活用してほしいと思います。グローバル人材にな

るために、学生は自分のやりたいことは何か、それを実現させる

ために何をするべきか考える必要があり、そのきっかけづくりが

必要で、海外の短期研修プログラムなどに行くことで、現地の人

と触れ合い、世の中で何が起こっているかを知ることが重要だと

思います。

グローバルに活躍するための鍵は、自分の強みをどう育てていくかを考えること

私は東京海上日動で4年間シンガポールの駐在として勤務しま

した。その実体験に基づき感じたグローバル人材として活躍する

ために必要なことをお話したいと思います。

まず異文化理解ということ。日本とシンガポールの違いとして、

共働きが一般的でほとんどの女性が働き、その環境も整っている

ということがあります。また、「私の仕事はこうである」といっ

た職制への意識がはっきりしていて、キャリアアップのための転

職も一般的です。そういった国や個人それぞれの違いや特徴を認

識した上で、チームとして自社らしさ、会社の方向性を形作りな

がら個々の集団をまとめていくというのが駐在という役割の上で

強く意識したことです。

次に適応力。ひとつは言葉の壁や文化の壁、精神的な壁、そう

いった壁を作らずに関係を作れるブレイクスルー力。もうひとつ

は相手の立場になってわかりやすく要求を伝えていく力。私自身

もかつて失敗したのですが、自分がこれくらいは普通だと期待し

ていることがそうならず、なかなか意思疎通がうまくいかないと

きに、違いを認識してうまく伝えていくということ。そうしたと

きに尊敬してもらえる部分があるととても強みになると思います。

そういった強みをどうやって育てていくかが非常に重要で、学

生のうちからどういう強みを自分はつくっていくのかということ

を考える。大学側もそういったことを危機感をもってわかりやす

く伝えていくことが必要だと思います。

グローバル人材といっても、日本にいるときと基本的には変わ

らないと思います。自分の考えで判断して行動できること。そし

てパッション。失敗してもそこから学んで、昨日よりも今日の自

分を楽しめるマインドがあるといいと思います。

小川 正純氏   

寒河江 麗氏  東京海上日動 本店営業部 課長代理

1992年に国際協力事業団（JICA、現国際協力機構）に入職。タイ事務所に二度赴任するなど、東南アジアを中心と
した国際協力の業務に従事。2013年10月より中央大学に出向。大学院公共政策研究科客員教授として「国際協力
論」の講義を行うとともに、海外拠点の構築、学生の海外派遣の推進など大学のグローバル化の支援を行っている。

中央大学大学院 総合政策研究科 細野研究室 2005年卒 2005年　東京海上日動火災保険株式会社 入社　
入社後、東京、広島、山口県での勤務を経て2012年～2016年4月までTokio Marine Insurance Singapore 
Ltd.に駐在　現在、東京本店営業部に所属

JICA専任参事、中央大学国際センター・国際プログラムコーディネーター
中央大学大学院公共政策研究科 客員教授
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多摩のキャラクター大集合！
多摩には地域を盛り上げる人気のキャラクターがいっぱい！

ネットワーク多摩加盟行政・企業のキャラクターたちをご紹介します。

くるりん
くるくるほっぺと市の花であ
る「こぶし」によく似たしっぽ
が特徴の「くるりん」。みんな
ともっと仲良くなりたくて、立
川市の市民バス「くるりんバス」
から飛び出してきたよ！
2012年制作

小金井市 
イメージキャラクター

こきんちゃん
スタジオジブリの宮崎駿
監督がデザイン。市制50
周年を記念に誕生。
2008年制作たっけー☆☆

ちょっとやんちゃで活動的な男の子 。60年以上続き、毎
年40万人が来場する「福生七夕まつり」から誕生した竹
飾りの妖精。「たっけー☆☆ハイタッチ」でみんなに幸せ
を運ぶ！
2004年制作

エコアラ・エコクマ
エコアラは多摩動物公園出身。北極の氷がとけて日野市
にやってきたエコクマと一緒に地球の環境をまもるため、
日野市でエコレンジャーとして活動中。頭の葉っぱは友
情の証！
2009年制作

立川市小金井市

福生市

日野市

羽村市
多摩市

みどリ〜
第34回全国都市緑化はちお
うじフェアの PR キャラク
ターの天狗の女の子。右手に
山百合を持つ。
2016年制作

はっちお〜じ
観光振興PRキャラクター。
八福招運天狗。八王子生ま
れ、802（ハチオージ）歳。お
じいちゃん天狗より八王子
を活性化せよとの命を受けた。
2014年制作

八王子市

町田市エコキャラクター

ハスのん
ハスの花の妖精。出身地は町田市薬師池。おっ
とりした性格。光合成で空気を浄化する。特技
は周りを明るく楽しい気分にさせること。夢は
町田をみどりと笑い声でいっぱいにすること！
2012年制作

エコロくん・エコミちゃん 
エコアちゃん
530(ごみゼロ )星雲の出身。エコロくんは
ごみを減らすため、エコミちゃんは楽しく
まちを美しくするため、エコアちゃんは地
球上の生き物を守るため、アイデアを発信
するよ !

はむりん
はむりんは、充実した保育、動物公園など、楽し
みながら子育てできるまち「羽村市」在住。頭の
形は100％地下水利用の安心な水道水。関東最
大級のチューリップ畑も魅力。
2012年制作

けい太くん
京王線の8000系車両がモデルの京王電鉄キャラクター。
普段は新宿から高尾山までみんなを安全に運んでいるよ！
2009年制作

立飛グループイメージキャラクター

たっぴくん・たっぴちゃん
赤とんぼのような飛行士姿は、グループ前身の立川飛行機
株式会社が「赤とんぼ」という愛称の飛行機を製造してい
たため。とっても仲良しなふたりの夢は、友達をたくさん
つくること！
2014年制作

たましんオリジナルキャラクター

RISURU（リスル）
どんぐりを蓄え森を大きくしていくリスのように、お預か
りした大切な資金を通じ豊かな多摩地域を創り、地域の課
題解決インフラとしての役割を担っていきたいという思い
を込めている。
2003年制作

町田市

次号は多摩のキャラクター
「大学編」

をお届けします。

行政・企業編

立飛グループ

多摩信用金庫京王電鉄株式会社
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