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平成２５年６月２６日 
会 員 各 位 
 
                                           美しい多摩川フォーラム事務局 

 

平成２５年度 第１回 地域経済活性化部会 

◆ ６月２６日（水）、美しい多摩川フォーラムの平成２５年 第１回 地域経済活性化

部会が開催されました。概要は下記のとおりです。 
 

 
   ・開催日時：平成２５年６月２６日（水）１５時～１６時半 
   ・開催場所：立川グランドホテル ３Ｆ ベリタ 
   ・出 席 者：会長（部会長）、副部会長、運営委員、アドバイザー、会員等 
 
◎ 地域経済活性化部会の概要 
１． 開会 
２． 部会長挨拶 
３． 経過報告 ※はビデオ放映 
（１）平成２５年度事業計画・同予算＆実施内容【資料１】 

（２）多摩川夢の桜街道～桜の札所巡り事業【資料２】 

    ①4/ 5：羽村・福生の駅からハイキング～美しい多摩川フォーラム、ＪＲ東日本、 

        西武鉄道、多摩モノレール ※ 

      ②4/10：立川・国立の桜ウォーキング～美しい多摩川フォーラム、リビング多摩、 

        大谷桜守 

      ③4/13：第５回“美しき桜心の物語”の語り会（あきる野・龍珠院～語り部・ 

        平野啓子副会長） 

      ④4/17：高尾・多摩森林科学園の桜ウォーキング～美しい多摩川フォーラム、 

        リビング多摩、京王電鉄、大谷桜守 ※ 

（３）東北・夢の桜街道～桜の札所巡り事業（東北・夢の桜街道推進協議会）【資料３】 

4/26：第２回“美しき桜心の物語”の語り会（二十八番・宮城県鹽竈神社大講堂 

～語り部・平野啓子副会長）※ 

（４）平成２５年度総会開催（5/25） 

（５）東急百貨店「ココエコチャリティー」実施（5/30～6/26）【資料４】 

（６）第６回多摩川一斉水質調査実施（6/2）【資料５】 

（７）第４１回調布市環境フェア出展（6/8）【資料６】 

（８）多摩川“水”大学講座（5/17、6/21）【資料７】 
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（９）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）下刈りイベント（7/6） 

（10）多摩川っ子（第６号）発刊（７月中旬） 

（11）狛江古代カップ第２３回多摩川いかだレース参加（7/14）【資料８】 

（12）多摩川“水”大学講座（7/19、9/20） 

（13）第６回子どもカヤック体験教室開催（7/20） 

（14）多摩川１万人の清掃大会参加（8/4） 

（15）第５回炭焼き体験と水辺の交流会開催（8/23） 

４．意見交換 

 （１）平成２５年度活動計画等について【資料１】 

 （２）夢の桜街道プランについて【資料２、資料３・資料９】 

 （３）その他 

５．部会長総括 

６．閉会 

 
１． 開会（初参加者紹介および資料確認） 

（事務局） 

定刻になりましたので、美しい多摩川フォーラム平成２５年度第１回地域経済活性

化部会を始めさせて頂きます。本日はじめて部会にご出席される方をご紹介いたしま

す。 

 

（公益財団法人とうきゅう環境財団 常務理事・事務局長 小野木 喜博 様） 

小野木と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ただいまご紹介させていただいた小野木様ですが、とうきゅう環境財団常務理事事

務局長の馬渕様の後任になります。したがって、今後は、馬渕様に代わって、小野木

様が運営委員及び環境清流部会の副部会長になりますので、ご報告いたします。なお、

馬渕様におかれましては、フォーラム・アドバイザーとして、引き続きご支援してい

ただく予定です。馬渕様より一言お願いいたします。 

 

（馬渕アドバイザー） 

馬渕です。この６月に、財団から㈱東急モールズデベロップメントという、東急グ

ループ大型商業施設の運営会社に異動になりました。八王子東急スクエアも私どもの

管轄になります。フォーラムで運営委員を務めて５年、また、昨年４月からは環境清

流副部会長を務めましたが、その間、会長をはじめ各運営委員の方、事務局の皆さん

には大変お世話になり、有り難うございました。財団は、多摩川と密接な関係にあり
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ますので、今後とも、小野木ともどもご支援させていただければと思います。長い間、

有り難うございました。 

 

（大田区 産業経済部 観光課 課長 青木 毅 様） 

青木と申します。観光課に在籍して丸４年になりますが、フォーラムの部会には初

めて参加をさせていただきます。これまでは、大田観光協会の栗原事務局長がお邪魔

していたかと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（国分寺市 都市建設部 緑と水と公園課 課長 大庭 晃 様） 

大庭と申します。このフォーラムは何回も出させていただいておりますが、今年度

は初めてということで、ご挨拶をさせていただきます。国分寺には、多摩川は流れて

いないのですが、支流である野川が流れております。次第にあります通り、「多摩川

“水”大学講座」の事業について、国分寺で会場を提供させていただいておりますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（カシオ計算機株式会社 環境センター 伊藤 貴子 様） 

伊藤と申します。今年度より部会に参加させていただくことになりました。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

（セブンネット株式会社 ＩＴプロダクトビジネス部 伊藤 守 様） 

伊藤と申します。セブンネット㈱の本社は、立川のオリンピックビルにあり、私は

大久保から参りました。初めての参加で、色々勉強させていただきますので、これか

らもよろしくお願いいたします。 

 

（クラブツーリズム株式会社 地域交流部 地域交流イベント企画担当  

リーダー 室井 理恵子 様） 

室井と申します。フォーラムの活動の中でも、地域活性化の活動について理解を深

め、より多くのお客様にＰＲし、積極的にツアー造成に取り組んでまいりたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（高嶋 様） 

個人会員の高嶋と申します。環境庁のＯＢとして、これから色々と勉強させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

有り難うございました。それでは、細野会長からご挨拶をお願いいたします。 
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２． 部会長挨拶 

（細野会長） 

平成２５年度・第１回地域経済活性化部会でございます。本日は、雨で足元の悪い

中、お集まりいただき有り難うございます。今日も、新しいお仲間がたくさん加わり

ましたし、後ほど、私たちの活動に大きな支援をしてくれるような話もあると思いま

すので、早速始めたいと思います。それでは、事務局より経過報告をお願いします。 

 

３． 経過報告 

（事務局） 

はい、今年度の当フォーラムの活動につきましては、お手元の資料にて時系列でお

示ししております。それでは、はじめに（２）番の①と④、（３）番をビデオにまと

めておりますので、前方のスクリーンをご覧ください。 

― ビデオ放映 ― 

経過報告を続けます。 
 

（２）多摩川夢の桜街道～桜の札所巡り事業【資料２】 

・ 【資料２】をご覧ください。桜ウォーキングのイベントは、基本的には滞りな

く無事終了しました。ただ、４月７日に大田区様のご後援をいただいて、多摩

川の下流域で開催を予定していた、「ダニエル・カール副会長と歩く桜ウォーキ

ング、川崎・大田の桜の札所巡り」ですが、悪天候により、やむを得ず中止と

させていただきましたことをご報告いたします。なお、来年度につきましても、

できれば企画をしたいと考えております。 

・ 鹽竈神社での語り会ですが、参加された細野会長、ご感想をよろしくお願いい

たします。 

 

（細野会長） 

今回は神社の講堂でしたので、屋内でした。前回は三春滝桜前で屋外だったた

め、非常に寒かったのですが、今回は良かったです。また、語り会後には美味し

いお酒とお寿司をいただきました。ぜひ皆さんも一度塩竈にお出でいただければ

と思います。私たちが行くことにより、東北の人たちも少し元気になってくれる

のではないかと思います。来年も東北で語り会を開催しますが、できるだけ室内

でお願いします。 

 

（５）東急百貨店「ココエコチャリティー」実施（5/30～6/26）【資料４】 

・ 【資料４】をご覧ください。ご覧のとおり、東急百貨店ホームページのトップ

ページに紹介されており、今年は５月３０日より６月２６日まで、東急百貨店
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本店など９店舗において、ココからはじめる身近なエコ「ココエコ・チャリテ

ィー」イベントが開催され、東急百貨店のオリジナル「渋谷のしっぽ」キーリ

ング（渋谷名物のハチ公をモチーフにしたもの）が販売されています。色は黒

とピンクの二種類で、価格は２００円です。本日、サンプルをお持ちしました

のでどうぞご覧くださいませ。 

・ これは、東急百貨店の CSR の一環として企画されたもので、今年で４回目とな

ります。環境活動に積極的に取り組んでいる団体として「美しい多摩川フォー

ラム」に売上金の一部を寄付し、多摩川流域周辺の環境保全活動に貢献しよう

というものです。 

・ 美しい多摩川フォーラムでは、いただいた寄付金を、「多摩川一斉水質調査」な

どの多摩川環境保全活動に役立てていきます。なお、本日までの期間限定販売

ですので、お買い求めはお早めに！ 

 

（６）第６回多摩川一斉水質調査実施（6/2）【資料５】 

・ 【資料５】をご覧ください。フォーラムが直接担当した調査地点の結果を速報

としてお届けするものです。今回も、上流の山梨県丹波山村から最下流の河口

の０キロポストまで多摩川水系の流域７５地点の調査を実施いたしました。調

査にあたっては、渡邉環境清流部会長をはじめ、山崎運営委員、奥山アドバイ

ザーにも、採水のご協力をいただきました。なお、今回の調査よりＣＯＤに加

え、とうきゅう環境財団の平成２５年度助成金を得て新たに調査項目に加えた

電気伝導率や、生活排水に多く含まれる硝酸態窒素、リン酸態リンを電気伝導

率計測器等を使って調査しました。なお、詳細な調査結果レポートは、例年ど

おり１１月に発刊する予定です。 

 

（７）第４１回調布市環境フェア出展（6/8）【資料６】 

・ 【資料６】をご覧ください。美しい多摩川フォーラムでは、第４１回調布市

環境フェアに出展し、多摩川一斉水質調査や美しい多摩川クリーンキャンぺ

ーンなど、環境への取り組みを、調布市の皆さんに大いにＰＲしました。 

 

（８）多摩川“水”大学講座（5/17、6/21）【資料７】 

・ 【資料７】をご覧ください。今年度は国分寺市との共催のもと、５月１７日に

開講しました。講師に、小倉副会長を迎え、この講座を通じて、水環境に関す

るリーダーの養成をめざします。 

 

（９）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）下刈りイベント（7/6） 

・ 青梅市立西中学生を対象に、今年も、美しい多摩川フォーラムの森（青梅）に
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おいて、６月２９日に下刈りイベントを開催する予定でしたが、中学校の行事

との兼ね合いで 1 週間延長し、７月６日に開催することになりました。東京都

農林水産振興財団の金子課長、何か補足がありましたらお願いいたします。 

 

（金子様） 

私どもは、花粉の少ない森づくりに取り組んでおり、その中のひとつの運動と

して、「企業の森」を行っております。その中にフォーラムさんの森もあります。

杉の木は、３０年以上経つと多くの花粉を飛ばすようになりますし、ＣＯ２の吸

収量も減りますので、その杉を伐採し、花粉の少ない杉に植え替えます。環境保

全という意味で、非常に意義のある運動だと思っております。 

 

（事務局） 

有り難うございました。基本的には中学生を集めて開催する予定ですが、７月

に入り、大分草も伸びて来ました。もし皆さんの中で一緒に汗をかきたいという

方がいらっしゃいましたら、事務局へご連絡ください。 

 

（10）多摩川っ子（第６号）発刊（７月中旬） 

・ 今回で第６号になりますが、今年も７月中旬の発行を目指して現在編集中です。

夏休み前に多摩川流域の小・中学校をはじめ、教育関係者に配布し、子どもた

ちにご案内する予定です。 

 

（11）狛江古代カップ第２３回多摩川いかだレース参加（7/14）【資料８】 

・ 【資料８】をご覧ください。今年も当フォーラムよりダニエル・カール副会長、

狛江市長ほか市職員、フォーラム事務局が乗り込み、出艇します。皆さん、ぜ

ひ、会場に足を運んで、応援をよろしくお願いします。 

 

（13）第６回子どもカヤック体験教室開催（7/20） 

・ 今年は７月２０日（土）に、青梅市カヌー協会の協力のもと、青梅市、おうめ

水辺の楽校運営協議会と共催します。 

 

（15）第５回炭焼き体験と水辺の交流会開催（8/23） 

・ 今年は８月２３日（金）に奥多摩漁業協同組合の協力のもと、青梅市、おうめ

水辺の楽校運営協議会と共催します。竹による炭焼き体験と水辺の安全学習を

実践する、親子参加型の交流会を予定しております。 
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（細野会長） 

事務局からの経過報告で何かご質問等はございますか。ないようでしたら、意見交

換に進めます。 

 

４．意見交換（部会長） 
（細野会長） 

はじめに事務局の方から説明してください。 
 

（１）平成２５年度活動計画等について【資料１】 

（事務局） 

・ 【資料１】の「平成２５年度事業計画・同予算」をご覧ください。こちらは   

５月に開催された平成２５年度の総会において、すべての議案が承認されまし

た。この中で一点、収入の部において、とうきゅう環境財団からの助成金   

４５９,７００円を追加しています。その関係で、支出の部において、活動費・

多摩川一斉水質調査の下に調査項目拡充として４５９,７００円を計上してい

ます。詳細については、第１回教育文化・環境清流部会で渡邉部会長から説明

していただく予定です。 

・ 次ページの「平成２５年度事業計画における３本柱別の主な実施内容」は、総

会時と変更ありませんが、今年度の新規事業として、「大人のカヤック体験教室」

を９月に開催する予定です。 

・ 次ページの「平成２５年度事業計画の趣旨説明」も総会時と同じ資料です。 

・ 最終ページの「平成２５年度・主な実施月別活動」は参考までに添付しました

ので、後ほどご覧ください。 

 

（細野会長） 

ただいまの説明について、何かご意見・ご質問はございますか。ないようでしたら

次に進めます。事務局のほうから説明をお願いします。 

 

（２）夢の桜街道プランについて【資料２、資料３・資料９】 

（事務局） 

・ 【資料２】をご覧ください。今年も以下のイベントを開催しました。 

４月５日（金）  駅からハイキング「多摩川夢の桜街道と東京の造り酒屋 

をめぐる」桜ウォーキング大会を開催 

４月１０日（水） 「くにたち桜守と行く札所めぐり・街コース」を開催 

４月１３日（土） 多摩川夢の桜街道・七十五番・龍珠院「第５回“美しき桜 

 心の物語”の語り会」を開催 
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  ４月１７日（水） 「くにたち桜守と行く札所めぐり・山コース」を開催 

４月２６日（金） 東北・夢の桜街道・二十八番・鹽竈神社「第５回“美しき 

 桜心の物語”の語り会」を開催 

駅からハイキングの開催について、ＪＲ東日本八王子支社の糸井様よりイベン

トの実施報告をお願いいたします。 

 

（ＪＲ東日本八王子支社 糸井様） 

先ほどビデオで放映されましたが、４月５日（金）に、多摩川フォーラムさんご協

力のもと、ＪＲ東日本、西武鉄道、多摩都市モノレールの３社の共催で、駅からハイ

キング「多摩川夢の桜街道と東京の造り酒屋をめぐる」桜ウォーキング大会を開催し

ました。毎年開催していますが、毎回２,０００名弱のお客様が参加される、人気の

高いコースです。八王子支社では、年間２０件前後の駅からハイキングを実施してお

りますが、その中で１位もしくは２位の集客です。今年は桜の開花が早く、イベント

当日は見納めの段階でしたが、１,３００人ほどのお客様が参加されました。羽村駅

の受付会場では、臨時の売店を設け、お弁当等をご購入いただき、コースの要所には

田村酒造さんや石川酒造さんがあり、参加された方は大変楽しまれた様子でした。今

後の反省点としては、コースの狭い部分について、改善策を検討していきたいと思っ

ています。その他は事故もなく、無事に実施させていただきました。 

 

（事務局） 

有り難うございました。駅からハイキングは定着してきていると思うのですが、駅

から歩くウォークラリー「えきぽ」でも、桜の札所巡りのコースを設定してＰＲして

いくことの可能性について、どうお考えでしょうか。 

 

（ＪＲ東日本八王子支社 糸井様） 

駅からハイキングは、私ども八王子支社以外にもＪＲ管内で実施しており、認知度

も高いのですが、今お話のありました「えきぽ」は、八王子支社発の施策で、一昨年

から実施をしております。この「えきぽ」は、携帯電話のＧＰＳ機能を使い、こちら

であらかじめ設定しておいた通過ポイントで位置情報を送信すると、通過スタンプが

配信され、コースを踏破すると、駅スタンプ画像が配信されるものです。今年度より、

八王子支社だけではなく、東京支社、大宮支社、千葉支社、横浜支社でも広がりを見

せており、コースもさらに増えてきております。八王子支社では、無人駅以外の全て

の駅に１コースずつ設定し、８０コースの整備を終えました。これからは、８０コー

スをどう維持していくか、どうリニューアルしていくか、どう運営していくかを探る

時期に来ております。 

「えきぽ」で桜のコースを設定することについてですが、駅からハイキングと違っ
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て、開催日時が決まっておらず、お客様の好きな日程で回っていただけるメリットが

ありますので、すぐにという訳にはいきませんが、コースを設定することは可能だと

思いますので、新規コースもしくは期間限定コースとして、ご相談させていただきな

がら実施をさせていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

有り難うございました。ぜひ来年の春に向けて、今後ご相談をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、「くにたち桜守と行く札

所めぐり・山コース」について、多摩森林科学園の吉丸園長様より一言お願いいたし

ます。 

 

（多摩森林科学園長 吉丸様） 

４月１７日のイベントには沢山の方にお越しいただきました。今年の桜は異常に早

かったのですが、多摩地域は都心より１週間開花が遅く、また、ソメイヨシノ以外に

も八重桜をはじめとする様々な品種の桜が咲いておりますので、当園内では３月後半

から４月末まで桜を楽しめます。本日は、イベントにお越しいただいた皆さんにお配

りした資料と同じものを配布させていただきましたので、後ほどご覧ください。今年

は、東北から北の桜については、関東と違ってだいぶ開花が遅かったようですが、お

客様にとっては、長い期間桜を楽しめたのではないでしょうか。今年も、東北・夢の

桜街道のポスターを展示パネルとして園内に掲示し、ＰＲに努めました。チラシにつ

いても、トータルで３，０００枚ほど配布させていただきました。 

 

（事務局） 

有り難うございました。今後の「多摩川夢の桜街道」事業について、どのようにし

たら盛り上がっていくか、意見交換をさせていただきたいと思いますので、ご意見が

ありましたらよろしくお願いいたします。特にないようでしたら、こちらからご指名

をさせていただきます。セブンネット㈱の伊藤様、広告のプロとして、ＰＲ方法につ

いてアイデアがあればお願いいたします。 

 

（セブンネット㈱ 伊藤様） 

私どもでは、「まちミチャオ！」というポータルサイトを立ち上げており、その中

で、少しでも東北６県のご支援ができればと思い、特設バナーを２つ貼り付けており

ます。そこには、復興に関する支援のお知らせや情報が集約されており、「東北・夢

の桜街道」のチラシも、こちらからお願いして掲載させていただきました。ＰＲに関

してですが、なるべく露出を広げ、この活動が、皆さんの目に留まるように媒体を数

多く使い、告知することにつきると思います。ネットの世界では、沢山の媒体が出て
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きています。スマートフォンを介した告知の手段を考え、少しでも多くの方に知って

いただくことが望ましいと思います。私どものほうでお手伝いできることがあればや

らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

有り難うございました。続きまして、クラブツーリズム㈱の室井様、何かありまし

たらよろしくお願いいたします。 

 

（クラブツーリズム㈱ 室井様） 

私どもでも、全ての媒体に「東北・夢の桜街道」のロゴマークを入れ、ＰＲをしま

した。また、お客様だけではなく、社内でも、このような活動に取り組んでいること

を理解してもらえるよう、努めてきました。その結果、「東北・夢の桜街道」のツア

ーについては、延べ人数で１４６，１５５名の方にご参加いただきました。媒体だけ

の告知だと、お客様や社内にＰＲしていくことは難しいので、来年度は、参加された

お客様の顔写真も掲載し、取り組みについて告知をし、広めていけたらと思っており

ます。また社内でも、実績を数値で公表し、「東北・夢の桜街道」での復興支援の成

果を周知していきたいと思っております。 

 

（事務局） 

有り難うございました。続きまして、東急急行電鉄㈱の小林様、ご意見がありまし

たらよろしくお願いいたします。 

 

（東急急行電鉄㈱ 小林様） 

以前も申し上げましたが、桜は１～２週間で終わってしまうので、通年で楽しめる

ものをずっと考えてきました。四国の八十八ヵ所は巡礼なので通年楽しめますが、桜

の札所八十八ヵ所には、お寺が１８ヵ所含まれています。桜と関連の深い桜守的なお

寺があれば、そういったアプローチの仕方はどうかと思っています。お寺がなければ、

桜地蔵を作るなど、通年化ができれば良いと思います。 

 

（事務局） 

突然の指名にも関わらず、皆さんから貴重なご意見をいただき、有り難うございま

した。細野会長へマイクを戻します。 

 

（細野会長） 

時間も押しておりますので、事務局から「東北・夢の桜街道」について、説明をお

願いいたします。 
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（事務局） 

・ この件については、私、宮坂からご説明いたします。「多摩川夢の桜街道」に関する

意見交換において、すでに「東北・夢の桜街道」についてもご意見をいただいたと

ころですが、お配りした資料の「具体的な活動のご紹介」をご覧ください。この運

動は、平成２３年１０月に対外公表をして始まり、２４年、２５年と、２年に満た

ない活動であるにも関わらず、世の中から大変支持をいただいている活動です。中

でも、金融業界最大手の業界紙の会社である日本金融通信社（通称：ニッキン）よ

り、金融機関としては大変名誉のある「ニッキン賞」をいただき、副賞として５０

万円をいただきました。 

・ 来月７月２９日に、山形県で、東北・夢の桜街道推進協議会の平成２５年度・総会

を開催する予定です。活動の１年目は、国交省から東北復興支援として、第３次補

正予算が９２０万円ほど付きました。２年目は、全国官民広域連携として、６５０

万円の予算をいただきました。３年目の今年は、「防災も入れてほしい」とのことで

したので、辞退をしました。 

・ その代わりを今からご紹介します。総会前のため、正式決定ではないことをお含み

おきください。「東北・夢の桜街道」運動は、交流人口を増加させることによって地

域を活性化させるという運動ですが、今年については、各札所に看板を設置し、ス

タンプラリー帳を発行して巡っていただき、各県毎に１０ヵ所以上のスタンプを集

めた方には、抽選で東北の宿泊施設ペア無料宿泊券をプレゼントしました。また、

セカンド賞として、アクリル標本で有名な国陽工芸㈱さんから、桜をアクリル樹脂

で封入したペーパーウェイトを無償でご提供いただき、抽選でプレゼントしました。

旅行業者各社さんにはツアーを造成していただき、ＪＲさんでは、札所八十八ヵ所

に関わる名称を札所の名称に統一し、札所の番号をパンフレットの全ページに記載

ました。信金業界では、のぼり旗を１,０００本制作し、桜の札所、札所のＪＲ最寄

り駅、最寄りの信金さんに掲示しました。 

・ このように、様々な方々にご協力をいただきましたが、課題点も見えてきました。

東北に旅行に行っていただくことは有り難いことですが、東北以外の観光客が減っ

てしまい、日本全体で見れば、プラスマイナスゼロということになってしまいます。

そこで、新規需要を海外から持ってくるために、海外誘客（インバウンド）にも力

を入れたいと考えております。主に航空会社さんやＪＲさんが連携することになり

ます。この２月から、ＪＡＬさんと関連のある台湾の旅行会社さんが、試験的に台

湾の観光客向けに「東北・夢の桜街道」ツアー３コースをサイトに掲載し、募集し

ました。来年は本格的に実施する予定です。また、私がある場所で講演を行った後、

聴講されていた富士通さんが、「我々にお手伝いできることはないか」と尋ねて来ら

れました。そこで、桜の札所のナビゲーション・システムの制作について伺ったと

ころ、観光クラウド・コンピューティングを用いたシステムを開発していただくこ



12 

とになりました。このシステムには、札所から札所への単なるナビ・システムだけ

ではなく、食の紹介や、これから観光協会にお願いすることですが、桜の開花情報

を盛り込みたいと考えており、内部調整をしていただいております。また、日本花

の会さんと、桜の植樹について連携できないか、打診をしているところです。また、

地元の信用金庫でも、「しんきん桜守制度」をスタートさせ、小学生を対象とした絵

画コンクールを実施しました。福島信金では、１,０００枚もの絵画が集まりました。

経済軸からスタートした東北・夢の桜街道は、段々と、多摩川フォーラムの３本柱

「経済」「環境」「教育」に近づいており、多摩川フォーラムの思想が東北でも花開

こうとしています。東北で花開けば開くほど、エコー効果で多摩川に返ってきます。

また、他の大手企業数社も、協力したいと話が入っております。これからも、盛り

上げていきたいと思います。 

・ 最後に、インバウンド関連で、資料の「日・ＡＳＥＡＮ観光協力政策対話の東北開

催について」をご覧ください。今年は、日・ＡＳＥＡＮ友好協力４０周年を記念し、

年間を通して色々なイベントが開催されるそうです。そのひとつとして、６月   

１７日～１９日まで、福島県において、東北観光の復興に関する国際会議が開かれ

ました。その会議において、東北・夢の桜街道のＰＲチラシを英文で配布したいと、

東北運輸局と観光庁から依頼があり、急遽制作しました。来年に向け、インバウン

ドに関して弾みがついたのではないかと思っています。香港の「香港ウォーカー」

誌でも、東北・夢の桜街道の特集記事が１２ページにわたって紹介されました。こ

うした動きが、東北だけではなく、多摩川にも光が当たるよう、事務局として努力

してまいりたいと思います。他に何かアイデアがあれば、事務局までご意見をいた

だきたいと思います。 

 

（３）その他 

（藤井様） 

・ 本日配布した資料をご覧ください。私はいつも、「地域経済活性化には交通網が大事

だ」と言っておりますが、多摩都市モノレールでは、多摩の発展のため、延伸計画

があります。現在の路線に加え、上北台～箱根ヶ崎～羽村～秋川～八王子～多摩セ

ンター間が延伸される予定です。しかし、この事業の８０％を東京都が負担するこ

とになっており、なかなか予算が付きません。多摩地区の活性化のためには、この

延伸は絶対に必要なことですので、皆さんが各地域で大きな声を上げていただき、

都を動かしていただきたいと思います。できれば、多摩川フォーラムとして、担当

の副知事を呼び出し、延伸の必要性を訴えていただきたいです。あるいは、都議会

議員を動かしていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 
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５．総括・閉会（部会長） 

（細野会長） 

多摩川フォーラムも７年目に入ります。小学校を無事卒業しました。中学校には中

学校なりの活動の方法があると思いますので、皆様からどんどんご意見をいただき、

多摩の地域が元気になるよう、壮大なビジョンを持ちながら、しかし足元をしっかり

固めながら、これからも美しい多摩川フォーラムを活発化していきたいと思います。

それでは、平成２５年度第１回地域経済活性化部会を終了したいと思います。有り難

うございました。 

 

以  上 


