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美しい多摩川フォーラム 
平成３０年度・第１回運営委員会議事録 

 

日    時 ： 平成３０年１１月２７日（火）１５：００～１６：３０  

会    場 ： 立川グランドホテル（JR 立川駅北口）３階ベリタ 

出 席 者 ：  会  長  細野 助博 中央大学総合政策学部教授 

 副会長  平岡 治房 青梅信用金庫理事長 

 委  員  橋本 直人 羽村市 産業環境部 産業振興課 商工観光係長 

  池田 優 狛江市 企画財政部 政策室 企画調整担当主任 

  辻 和己  大田区 都市基盤整備部 都市基盤管理課 計画調整担当係長 

  山田 茂樹 森林総合研究所 多摩森林科学園園長 

  永尾 昌文 (公財）東京市町村自治調査会 総務部長兼調査部長 

  木村 康雄  東京都森林組合代表理事組合長 

  渡邉 勇 青梅・多摩川水辺のフォーラム顧問 

  加藤 太  ㈱ＪＴＢコーポレートセールス法人営業東京多摩支店 営業第二課長 

  馬場 眞人  ㈱近畿日本ツーリスト首都圏立川支店 

  武藤 正人 ㈱東急百貨店 営業政策部長 

  梶田 俊樹 富国生命保険（相）立川支社 市場開発グループ課長 

  浅見 芳雄  (特非）緑の大地会 理事長 

  滝井 寛 明星大学 事務局次長兼地域交流センター長 

 アドバイザー 澤田 實  東京シティガイド 

 （敬称略、以下同様） 

 

配布資料 ：（第１号議案）桜の寄贈について（案） 

 （第２号議案）フォーラム・御岳の森「炭焼き施設」全面リニューアル工事について（案） 

 （第３号議案）事務局用パソコンの更新について（案） 

（資料 １）多摩川夢の桜街道～第９回“美しき桜心の物語”の語り会 

（資料 ２）多摩川夢の桜街道～桜の札所巡り事業 

（資料 ３）多摩川“水”大学講座（5/18、6/15、7/20、9/21、10/19、11/16） 

（資料 ４）東急百貨店「ココエコチャリティー」実施（5/24～） 

（資料 ５）平成３０年度総会開催（5/26） 

（資料 ６）多摩川流域１１自治体交流イベントラリーに協力（5/26～11/30） 

（資料 ７）調布市環境フェア出展（6/2） 

（資料 ８）第１１回多摩川一斉水質調査実施（6/3） 

（資料 ９）多摩川っ子（第１１号）発行（7/9） 

（資料 １０）「狛江古代カップ第２８回多摩川いかだレース」参加（7/15） 

（資料 １１）第１０回炭焼き体験と水辺の交流会（8/21） 

（資料 １２）第５回“多摩川酒蔵街道”のキャンペーンについて（9/1～） 

（資料 １３）「多摩の物語」の語り会（9/15） 

（資料 １４）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）第４回下刈りイベント（9/22） 

（資料 １５）東急百貨店より第９回「ココエコチャリティー」の寄付金贈呈（10/9） 
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（資料 １６）第１１回多摩川一斉水質調査レポート発行（11/1） 

（資料 １７）第１０回美しい多摩川クリーンキャンペーン開催（11/3、11/10、11/17） 

（資料 １８）多摩川流域魅力体験事業！「多摩川カヌー駅伝大会 2018＆謎解き 

ウォークラリー」に協力（11/24） 

（資料 １９）第１１回多摩川子ども環境シンポジウム開催（12/8） 

 

１．開会 （運営委員会成立の確認、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３０年度第１回運営委員会を始めさ

せていただきます。本日の運営委員会は、出席委員、代理出席委員、書面議決書提出委

員合せて５２名で運営委員総数の過半数を超えておりますので、フォーラム規約第１３条 

３項の規程により、本委員会が成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは「多摩川の歌」の普及策の一環として、皆様にもぜひ親しんでいただきたいとい

うことで、本日は歌詞朗読バージョンでお聞き下さい・・・。 

次に、本日初めて運営委員会にご出席される方をご紹介いたします。 

 

（羽村市 産業環境部 産業振興課 商工観光係長 橋本 直人 様） 

橋本と申します。本日は、代理出席ということで大変恐縮ですが、後ほど、美しい多摩川

クリーンキャンペーンについて報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（森林総合研究所 多摩森林科学園園長 山田 茂樹 様） 

山田と申します。多摩森林科学園は、試験研究機関であると同時に、桜の保存林や樹

木園、無料科学館等の施設があり、一般公開しています。何か多摩川フォーラムのお役に

立てればと思っておりますので、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。本日は、とうきゅう環境財団の社会貢献学術賞贈呈式とバッティン

グしている関係で、小野木運営委員が欠席となっております。また、同贈呈式に出席する

関係で、小倉副会長、山崎運営委員、奥山アドバイザーが欠席となりました。また、平野副

会長が体調を崩したため、急遽欠席となりました。 

なお、昨年の運営委員会での議論を踏まえ、今回の運営委員会より机上プレートを廃止

しました。出席者についてはお手元の座席表をご覧ください。 

また、実施した運営委員会や各活動部会の議事録は公式ホームページに掲載しており

ますので、ご承知おきくださいませ。 

それでは、細野会長に開会のご挨拶をよろしくお願いします。 
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２． 細野会長挨拶 

（細野会長） 

皆さんこんにちは。平成３０年度第１回目の運営委員会です。お忙しい中をお集まりいた

だき、有り難うございます。１０日ほど前の土曜日、沢井に行ってきました。豆腐懐石や紅葉

を楽しむと同時に、「美しい多摩川フォーラムの森（青梅）」を見てきました。かなり成長して

いました。そして今日は、「美しい多摩川フォーラム・御岳の森」の話も出てきますので、ぜ

ひ楽しいプランをご紹介いただきたいと思います。それでは、事務局から経過報告をお願

いいたします。 

 

３．経過報告 

（事務局） 

平成３０年度上期の活動につきましては、お手元の資料の表紙に時系列でお示ししてお

ります。それでは、その中から特に７つの活動につきましてビデオにまとめておりますので、

入口のスクリーンをご覧ください。 

 

－ビデオ放映－ 

 

いかがでしたでしょうか。実は、昨年の上期までは、事務局で撮影したものを業者に委託

し編集しており、予算の関係で本数にも制限がありましたが、昨年の下期からは事務局で

撮影から編集、ホームページや YouTube への掲載もすべて内製化したため、費用はゼロ

になりました。ちなみに編集は事務局の木村が行っております。 

それでは経過報告を続けます。 

 

（３）多摩川“水”大学講座（5/18、6/15、7/20、9/21、10/19、11/16）【資料３】 

・  【資料３】をご覧ください。７年目となる今年度は、引き続き小倉副会長に講師をお

願いし、とうきゅう環境財団様との共催のもと、開催しました。今回の修了生９名を含

め、修了生は延べ８７人となり、各地で水環境のリーダーになることが期待されます。

なお、来年につきましても引き続き小倉副会長にお願いし、現在は候補地を調整し

ているところです。 

 

 （６）多摩川流域自治体交流イベントラリーに協力（5/26～11/30）【資料６】 

・  【資料６】をご覧ください。これがイベントラリーの用紙で、中面がスタンプ台紙にな

っております。およそ半年に及ぶ多摩川１２自治体交流イベントラリーが終了したと

ころです。本件につきまして、狛江市企画財政部政策室企画調整担当主任の池

田様に一言お願いします。 
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（狛江市 企画財政部 政策室 企画調整担当主任 池田 優 様） 

このイベントラリーは、狛江市が事務局となり、多摩川流域の自治体が連携して、そ

れぞれのイベントをラリー形式で繋げることで、地域間の連携を深めると共に、イベント

集客数のアップを図るもので、毎年実施しています。今年度からは福生市さんが加わり、

自治体数は１２団体になりました。期間は、５月２６日・府中市さんのイベントからスタート

し、多摩川フォーラムさんも参加した、７月１５日・狛江市のいかだレースも含め、１１月 

３０日・川崎市のイベントまでとなっています。全イベント終了後、抽選券を回収し、総勢

６０名の方に各市町村の景品が当たる抽選会を実施し、プレゼントする予定です。来年

度もこのイベントラリーを実施する方向ですので、ぜひご協力をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

（１３）美しい多摩川フォーラム・御岳の森「木柵工事」完了（8/15） 

・  後ほど、第２号議案の説明と合わせて、ご報告させていただきます。 

 

（１５）第５回“多摩川酒蔵街道”のキャンペーン開始（9/1～）【資料１２】 

・  【資料１２】をご覧ください。本年も、チラシをリニューアルして、ＪＲ東日本八王子支

社様と連携し、管轄の６６もの駅にチラシを置いていただきました。また、大多摩観

光連盟様が発行しているＰＲ誌「大多摩四季報」にも掲載していただきました。なお、

今年も、はとバスさんが１１月から１２月に合計７本のツアーを組んでいます。 

 

（１８）東急百貨店より第９回「ココエコチャリティー」の寄付金贈呈（10/9）【資料１５】 

・  【資料１５】をご覧ください。今年も東急百貨店のココエコチャリティー・イベントによる

売上金の一部３２１，５６４円が、当フォーラムに寄付金として贈呈されました。因み

に、贈呈式には、細野会長にご出席いただきました。なお、いただいた寄付金は、

「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。 

本日は、株式会社東急百貨店営業政策部長で運営委員の武藤様にご出席をいた

だいております。本当に有り難うございました。 

 

（１９）多摩川一斉水質調査地点の現況確認および見直し選定作業 

（10/12、10/15、10/22、10/24、10/26、10/29、11/14） 

・  １０月に６日間に亘り、多摩川一斉水質調査全７５地点の現況確認を実施、１１月１４

日には、見直し選定作業を行いました。その結果、現在新たな調査地点を含め５３

地点で取り纏めました。このデータを基に、新たな調査地点の現況確認を１２月に

実施し、最終的に全体のバランスで全調査地点を確定させたいと考えております。

なお、本件は、渡邉環境清流部会長、山崎運営委員のボランティアによるご協力の

もと実現しました。どうも有り難うございました。本件につきまして、渡邉部会長より一
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言お願いいたします。 

 

（渡邉環境清流部会長） 

現在データをまとめており、それがまとまり次第ご報告させていただきますが、今まで

採水していた場所のうち、立入禁止や危険性のある場所になってしまったところもあり、

そういうところは変更していこうと、検討しているところです。 

 

（２１）第１０回美しい多摩川クリーンキャンペーン開催（11/3、11/10、11/17）【資料１７】 

・  【資料１７】をご覧ください。今年度は天候に恵まれ、第１弾として１１月３日多摩市に

て、第２弾として１１月１０日川崎市にて、第３弾として１１月１７日青梅市にて実施し

ました。お手元の羽村市が実施した清掃活動報告書をご覧ください。本件につきま

して羽村市産業環境部産業振興課商工観光係長の橋本直人様よりご報告をお願

いします。 

 

（羽村市 産業環境部 産業振興課 商工観光係長 橋本 直人 様） 

美しい多摩川クリーンキャンペーンと連携し、当市では「多摩川クリーンアップデー」と

題して、羽村市内の多摩川および玉川上水周辺の清掃活動を行いました。１１月１１日

（日）、市内事業者の㈱ジェイテクト様、日野自動車㈱様、ダスキン羽村様、青梅信用金

庫羽村支店様の皆さまと合同で実施しました。今回は、自転車などの粗大ゴミは見られ

ず、可燃ゴミと不燃ゴミを回収いたしました。 

 

（２２）多摩川流域魅力体験事業！「多摩川カヌー駅伝大会 2018＆謎解きウォークラリー」 

    に協力（11/24）【資料１８】 

・  【資料１８】をご覧ください。先週土曜日に開催され、今回、フォーラムとしても開催

告知の広報に注力しました。お手元資料の東京新聞、それから無料情報誌の街プ

レに大きく掲載いただいたほか、西多摩経済新聞、ヤフーニュース等に掲載されま

した。また、立川駅前アレアレアのオーロラビジョンでも開催の告知を行いました。 

その動画をご覧ください。【放映】 

また、フォーラム事務局で３０秒のＣＭを作成し、フェイスブックに掲載したところ、   

フォーラム法人会員の小澤酒造様にシェアしていただいた効果もあり、合計で       

１,０００回を超える視聴がありました。それでは、ＣＭをご覧ください。【放映】 

なお、当日の模様ほか詳細につきましては、次回１月の運営委員会でご報告させ

ていただきます。 

 

～以下、当面の予定～ 
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（２３）第１１回多摩川子ども環境シンポジウム（12/8）【資料１９】 

・  【資料１９】をご覧ください。今年は、６組の参加になりそうです。なお、今年度はグラ

ンプリ、準グランプリに加え、新たに特別賞を設け、表彰します。 

事務局からの経過報告は以上です。細野会長、よろしくお願いいたします。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。事務局からの経過報告で、ご質問などございますか。・・・。 

今年の春の桜の語り会は私も参加しましたが、毎年ほとんど参加しているので、今回は

目をつぶって聞いてみました。そしたら、平野さんに「寝ていたでしょ！」と怒られました。

特に質問がないようですので、本日の協議事項に入りたいと思います。それでは第１号

議案の「桜の寄贈について（案）」 を、事務局の方から説明してください。 

 

４．協議 

（１）第１号議案：桜の寄贈について（案） 

（事務局） 

【第１号議案】をご覧ください。読み上げます。 

 

桜の寄贈について（案） 

１．経緯等 

本年５月に開催されたフォーラム総会の挨拶にてご紹介のとおり、「大田区では、多

摩川の河口に位置する羽田空港周辺において、日本全体の経済成長に資するため、

官民連携により世界と地域を繋ぐ新基盤創造発信拠点の羽田ゲートウェイというテーマ

で、多くの人に憩いや賑わいを提供するよう取り組んでいるところであり、今年度、多摩

川沿いに区民の憩いの場となる緑地の整備を進めております。そのシンボルとして、桜

の植樹を計画している」とのことでした。このたび、大田区より桜の植樹に実績のある当

フォーラムに対し、「羽田空港跡地第２ゾーンに、カンヒザクラ３本を、来年の３月頃に植

樹したい」との具体的なご相談がありました。 

そこで、当フォーラムとしては、カンヒザクラ３本をぜひ寄贈させていただきたいと考え

ます。なお、寄贈に係る費用につきましては、大田区民有志による「桜の植樹募金積立

金（1,531,935 円）」より充当します。また、実際の寄贈に際しては、これまでも当フォーラ

ムの桜の植樹についてご支援をいただいているＮＰＯ法人・緑の大地会（当フォーラム

運営委員）にご協力をいただく予定です。 

 

２．桜の寄贈について 

（１）実施日  平成３１年３月頃 

（２）寄贈先  大田区 
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（３）規 模  カンヒザクラ３本 

（４）費 用  ８１,０００円（運搬費用含む） 

         大田区民有志による「桜の植樹募金積立金」より充当 

 

以上になります。細野会長、よろしくお願いします。 

 

（細野会長） 

はい、有り難うございました。何か皆様の方からご質問はありますでしょうか。ワシント

ンのポトマック川周辺には、沢山の桜が植樹され、毎年桜のフェスティバルが開催され

ています。また、サイバーダインという企業が、川崎市の多摩川沿いにリハビリ施設等を

建設しました。なぜそこなのかというと、東京オリンピックを機に、アジアのお金持ちが羽

田空港を利用してリハビリを受けに来ると考えたからだそうです。もしそうなれば、日本の

桜を目にする良い機会でもありますから、多摩川フォーラムとしても積極的に進めたいと

考えています。いかがでしょうか、ご承認頂けますようでしたら、拍手をもってお願い致し

ます。（拍手）・・・有り難うございました。それでは、賛成多数で第１号議案は可決承認と

させて頂きます。 

ここで、大田区都市基盤整備部都市基盤管理課計画調整担当の辻係長様に一言お

願いします。 

 

（大田区 都市基盤整備部 都市基盤管理課 計画調整担当 辻 和己 様） 

運営委員の皆さま、本日はご承認いただき、誠に有り難うございました。寄贈していた

だくカンヒザクラ３本は、大田区が責任を持って大切に育てていきたいと思っております

ので、引き続きご指導いただければと存じます。本日は有り難うございました。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。では、事務局より第２号議案の説明をお願いします。 

 

（２）第２号議案：フォーラム・御岳の森「炭焼き施設」全面リニューアル工事について（案） 

（事務局） 

炭焼き施設については、大半の方が現場を見たことがないと思いますので、パワーポ

イントを使って簡単に説明させていただきます。スクリーンをご覧ください。本年８月に木

柵改修工事を行い、８月１５日に完成しました。こちらが「御岳の森」の全体像になります。

左手に炭焼き窯、右手にログハウスがありますが、今回工事をしたのはログハウスの木

柵になります。これで、８月２１日に開催される「炭焼き体験と水辺の交流会」に向けて準

備万端だと思った矢先に、今度は炭焼き窯施設の屋根が傾いていることに気付き、急き

ょ補強いたしました。 
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【第２号議案】をご覧ください。来年度以降も教育文化軸の柱である「炭焼き体験と水

辺の交流会」を継続実施していくために、炭焼き施設の全面的なリニューアル工事を行

う必要があり、工事費用として３２４，０００円を来年度予算に計上したいと思っております。

通常であれば４５～５０万円かかるそうですが、フォーラム価格として特別に値引いてもら

いました。 その代わり、事務局も出来る範囲で工事に参加できればと考えております。 

以上になります。細野会長、よろしくお願いいたします。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。何か皆様の方からご質問はありますでしょうか。・・・。もしないよ

うでしたら、いかがでしょうか、ご承認頂けますようでしたら、拍手をもってお願い致しま

す。（拍手）・・・有り難うございました。それでは、賛成多数で第２号議案は可決承認とさ

せて頂きます。では、事務局より第３号議案の説明をお願いします。 

 

（３）第３号議案：事務局用パソコンの更新について（案） 

（事務局） 

【第３号議案】をご覧ください。読み上げます。 

 

事務局用パソコンの更新について（案） 

１．経緯等 

美しい多摩川フォーラムでは、平成１９年７月の設立当初より、フォーラム事務局に専

用パソコンを設置し、事務局運営を円滑に行ってまいりました。平成２５年３月、経年劣

化によりパソコンを更新（OS・Windows７）しましたが、そのパソコンも５年が経過し、トラブ

ルが増発する傾向にあります。都度、対応してはいるものの、経年劣化に伴い、不安定

な稼働状況にあること、また、２０２０年１月を以って、Windows７のサポートが終了するこ

とから、パソコンおよびソフト一式を更新する必要があります。なお、購入費用は平成３１

年度予算に計上したいと考えます。 

                          

２．使用目的 

  公式ホームページ更新、外部メール、会員情報管理ほか  

      

３．購入予定先 

  株式会社富士通エフサス 

 

４．費用 

  デスクトップ・パソコン（Windows１０） 

  ５００,０００円（税込） ※平成３１年度事業計画骨子・同予算（案）に計上 
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以上になります。細野会長、よろしくお願い致します。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。何か皆様の方からご質問はありますでしょうか。・・・もしないよう

でしたら、いかがでしょうか、ご承認頂けますようでしたら、拍手をもってお願い致します。

（拍手）・・・有り難うございました。それでは、賛成多数で第３号議案は可決承認とさせて

頂きます。以上で、全ての議案が承認されました。どうも有り難うございました。 

それでは、意見交換に移ります。「美しい多摩川フォーラム・御岳の森」の活用につい

て、事務局の方からお願いします。 

 

５．意見交換 

（１）「美しい多摩川フォーラム・御岳の森」の活用について 

（事務局） 

先ほど第２号議案でご承認いただいたところではございますが、この施設は毎年「炭

焼き体験と水辺の交流会」で活用しているものの、もっと有効活用ができないものかとの

ご意見をいただいております。まずは、来年春に工事を予定しており、工事が完了した

段階で、フォーラム役員有志の方にお集まりいただき、交流会や懇親会を行いたいと考

えております。今後、皆さんのほうで利用したいというご意見があれば、ルール作りが必

要かもしれません。ご質問やご意見があれば、よろしくお願いします。 

 

（細野会長） 

いかがでしょうか。何かご意見があればお願いいたします。 

 

（平岡副会長） 

今回、炭焼き施設のリニューアル工事として約３０万円のご承認をいただきましたが、

実際に利用しているのは夏のイベントのみです。このイベントのためだけに施設をリニュ

ーアルするのはもったいないので、何か良いアイデアはないかということですが、事務局

から施設について説明をお願いできますか。 

 

（事務局） 

それでは、もう一度ご説明させていただきます。最寄駅は御嶽駅です。そこから２キロ

ほど上流の、奥多摩フィッシングセンターの敷地の土地を無償でお借りして、「御岳の

森」と称した炭焼き窯とログハウスを設置しています。無償でお借りした土地の杉を間伐

し、青梅信用金庫の職員が１本１本手むきをして製材し、３ヵ月かけて施設を完成させま

した。ログハウスには囲炉裏が２つあり、合計で２０人くらい座ることができます。施設に

は木柵を設置し、外部から侵入できないようになっています。数年前には、清掃活動終
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了後、有志で芋煮会をやったこともあります。 

 

（細野会長） 

説明有り難うございました。だいたいイメージはつかめましたでしょうか。いまＮＨＫで

も奥多摩が脚光を浴びています。澤田アドバイザー、何かアイデアはありませんか。 

 

（澤田アドバイザー） 

私も「炭焼き体験と水辺の交流会」は何回か参加していますが、炭焼き窯で作る竹炭

には消臭効果があります。これは女性を引き込む良い手だと思います。そういうことをア

ピールしないと、なかなかここまで来てくれません。多摩川フォーラムの facebook に載せ

たらどうかと思います。また、多摩川フォーラムの会員にもアピールしたほうが良いと思い

ます。この秋から、青梅から奥多摩まで、ＪＲさんが「東京アドベンチャーライン」を走らせ

ています。御嶽駅や奥多摩駅も改造し、ＪＲさんも力を入れていますので、それに便乗す

るのも一つの手ではないでしょうか。先ほど囲炉裏が２つあるという話でしたが、近くに小

澤酒造もあるので、お酒を飲みながら魚を焼いても良いかなと思います。アピールが一

番です。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。渡邉環境清流部会長、何かアイデアはありませんか。 

 

（渡邉環境清流部会長） 

「炭焼き体験と水辺の交流会」は青梅市と共催しているので、青梅市の子どもたちが

中心に参加しています。都会の子どもたちにも参加してもらいたいので、都会の子ども

たちを対象にした企画があっても良いのではないでしょうか。また、目の前が釣り場なの

で、釣りを行うというのも手です。釣った魚を焼いて食べるのも良いのではないでしょうか。

私どもは青梅市河辺の川原で野鳥観察を行っています。「御岳の森」にはヤマセミがい

ると聞いておりますので、野鳥観察会という手もあるかなと思います。川遊びは８月に実

施できているので、釣りや野鳥観察等も考えてみたらどうでしょうか。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。東京都森林組合の木村組合長、何かアイデアはありません

か。 

 

（東京都森林組合 代表理事組合長 木村 康雄 様） 

いまひとつイメージがわかないのですが、この施設は上流から見て、多摩川の右岸に

ありますよね。せっかく「御岳の森」という名前なので、川遊びも良いですが、森の部分も
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強調していただき、子どもたちへの木育（もくいく）の拠点にしたらどうでしょうか。また、

最近の子どもたちは木登りをしないので、ツリークライミングをやらせたらどうかなと思い

ます。先ほどお話のあった「アドベンチャーライン」の一環で、そこと上手くコラボしながら

ツリークライミング等を実施したらどうでしょうか。いかに子どもたちを呼ぶかが、これから

の活性化に繋がるのではないかと思います。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。最後に、東京市町村自治調査会の永尾部長、何かアイデアは

ありませんか。 

 

（ (公財）東京市町村自治調査会 総務部長兼調査部長 永尾 昌文 様） 

自治体目線で考えると、使い道はやはり教育になってくるのではないかと思いますが、

経費もかかると思いますし、季節は夏に集中してしまう傾向にあります。また、使ってもら

うにも、勝手に使わせる訳にもいきません。誰か管理する方がいないといけないのでは

ないでしょうか。最近、「シェアリングエコノミー」という考え方があり、近くに住む高齢者や

時間のある方がボランティアで色々なことを教えてくれます。例えば外国人向けの体験

型イベントにして、それが商売になることもあるのかなと思っております。事務局や我々

がその都度そこに行くのも大変なので、指導員のような方を作ったらどうでしょうか。呼ば

れたら来てくれるような人がいれば、事務局も助かるのかなと思います。そういう人が施

設を管理し、自治体からオファーがあれば駆けつける体制をとれば、施設の稼働率も上

がるのではないでしょうか。いまここにいる人たちだけで何とかしようとするのは無理があ

るのかなと思いますし、趣旨に賛同してくれる方を募るのが良いのではないでしょうか。 

 

（細野会長） 

有り難うございました。色々と、有益なアイデアがありました。女性や子ども向け、ある

いは情報発信の必要性、また管理をどうするかという話もありました。これは大きな問題

なので、事務局のほうで論点整理をし、部会でもんでいただきたいと思います。 

 

（平岡副会長） 

せっかくの機会なので、運営委員の皆さまの会社でも実際に使ってみていただき、ど

んな使い方があるのかを体験し、アイデアを出していただければと思います。季節は夏

という話もありましたが、寒い時期に焚火を囲みながら熱い酒を飲むのも良いと思います

ので、ぜひご利用ください。 

 

（東京都森林組合 代表理事組合長 木村 康雄 様） 

ログハウスの周りを囲む壁は無いのですか。 
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（事務局） 

板張りの壁はありますが、風は多少入ります。 

 

（細野会長） 

では、こうしましょう。平岡副会長から良いアイデアが出たのですが、寒さが緩んだ頃

に、あそこで臨時運営委員会を開催しましょう。そこで「あっ、こういう使い方がある！」と

いうアイデアが出るかもしれません。実際に施設を見てみないと分かりませんから。４月

下旬にＢＢＱ等の会を開くのが良いかもしれません。 

 

（事務局） 

「運営委員会」という名がついてしまうとちょっと・・・。 

 

（細野会長） 

有志で良いじゃないですか。 

 

（事務局） 

有り難うございます。それでは、多摩川フォーラム有志による懇親会を来春に企画さ

せていただきたいと存じます。 

 

（２）その他 

（細野会長） 

その他、事務局からありますか。 

 

（事務局） 

本日は澤田アドバイザーより情報提供があります。澤田アドバイザー、よろしくお願い

します。 

 

（澤田アドバイザー） 

私はガイドをやっておりますが、先日、珍しいお客様を案内しました。渋沢栄一さんの

お孫さんと、岩倉具視さんのお孫さん御一行を、青梅市の美術館３館にご案内しました。

渋沢栄一さんのお孫さんは鮫島純子さんで９６歳ですが、背筋がピンとして杖もついて

いません。美術館の階段もスイスイと歩かれました。後ほど鮫島純子さんが執筆された

本を回覧します。着物美術館には、岩倉具視さんの娘さんが作られた着物が飾られて

います。皆さんも機会があれば見に来てください。このような高貴な方々が奥多摩に来

られるのは大変名誉なことですし、奥多摩をＰＲしていただく絶好の機会です。皆さんも、

機会を逃さずにＰＲしていただきたいと思います。 
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最近、御嶽駅が混んでいます。観光案内所の１日の来場者が千人を超えたそうです。

外国の観光客は東南アジアが多いのですが、中にはイスラム教の方もいました。「モスク

はありませんか。無ければお祈りできる場所を教えてほしい。」という問い合わせもあった

そうです。私もガイド歴は長いのですが、今までの感覚と違ってきています。そこに行政

はついていけるのかなという疑問があります。先日開催した「天空芸者ナイト」では、参

加者６９名のうち３／４は女性客でした。御岳では紅葉のライトアップを１１月２５日まで開

催していましたが、最終日も多くの観光客が来ました。色々と注目を浴びている多摩川

上流です。最近のガイド事情が変わってきていることをお伝えしました。 

 

６．総括・閉会 

（細野会長） 

それでは最後に、平岡副会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

（平岡副会長） 

第１回目の運営委員会でしたが、皆さんにお集まりいただき、有り難うございました。先

ほど「御岳の森」の話をさせていただきましたが、多摩川フォーラムで「多摩川」を語るうえ

で、実際に多摩川を見てもらいたいという想いもありますし、今年５月に細野会長と一緒に

多摩川上流の丹波山に行ってきました。丹波山の民宿に１泊したのですが、山菜料理に

舌鼓をうってまいりました。地元を語るうえで、地元を知らなければならないと改めて感じま

した。今年度もまだまだイベントがございますので、ぜひ一人でも多くの皆さんにご参加い

ただき、多摩川が流れる地元を知っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。本日は有り難うございました。 

 

（細野会長） 

それでは、平成３０年度第１回運営委員会をお開きにします。第２回は１月２９日です。

皆さま良いお年をお迎えください。有り難うございました。 

以  上 

（美しい多摩川フォーラム事務局） 


