
平成２９年１０月１１日 
会 員 各 位 
 
                                           美しい多摩川フォーラム事務局 

 

平成２９年度 第２回 地域経済活性化部会 

◆ １０月１１日（水）、美しい多摩川フォーラムの平成２９年 第２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２９年１０月１１日（水）１５時～１６時半 
   ・開催場所：立川グランドホテル ３Ｆ サンマルコ 
   ・出 席 者：部会長、副部会長、運営委員、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  

 （１）「狛江古代カップ第２７回多摩川いかだレース」参加（7/16）【資料１】 

 （２）多摩川“水”大学講座開催（7/21、9/15） 

 （３）「東北・夢の桜街道推進協議会」平成２９年度総会開催（7/21福島県福島市） 

 （４）美しい多摩川フォーラム設立１０周年記念シンポジウム開催（7/29）【資料２】 

 （５）第９回・炭焼き体験と水辺の交流会開催（8/22）【資料３】※ 

 （６）多摩川流域魅力体験事業（多摩川カヌー駅伝大会）実行委員会（8/23、9/25）【資料４】 

 （７）第４回“多摩川酒蔵街道”のキャンペーンについて（9/1～）【資料５】 

 （８）「多摩の物語」の語り会（9/9）【資料６】 

 （９）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）「桜の記念植樹」イベント（9/23）【資料７】 

（１０）東急百貨店より第８回「ココエコチャリティー」の寄付金贈呈（9/29）  

（１１）第１０回・たまリバー５０キロ命名記念・ＲＵＮ＆ＷＡＬＫ開催（10/14） 

（１２）多摩川“水”大学講座開催（10/20、11/17） 

（１３）第９回・美しい多摩川クリーンキャンペーン開催（11/11、11/18）【資料８】 

（１４）多摩川カヌー駅伝大会＆ウォークラリー（11/25）【資料４】 

（１５）第１０回・多摩川子ども環境シンポジウム開催（12/9）【資料９】 

５．意見交換 

  （１）フォーラムのシンボルマークについて【資料１０】 

  （２）ドローンによる多摩川空撮映像の活用について 
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  （３）「御岳の森」木柵・改修工事について 

  （４）その他 

６．部会長総括 

７．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２９年度第２回地域経済活性

化部会を始めさせて頂きたいと思います。 

始めに、ご報告がございます。美しい多摩川フォーラムの初代事務局長であった  

宮坂不二生様は、本年７月末を以って青梅信用金庫を定年退職し、併せて美しい多摩

川フォーラムの運営委員も退任されました。今後は、多摩川フォーラムの会員として、

フォーラムを応援いただくことになりました。事務局一同、これまで同様にフォーラ

ム事務局をしっかり運営していく所存ですので、引き続き皆さまのご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

それでは、当フォーラムのテーマソングである「多摩川の歌」の普及策の一環とし

て、本日は混声四部合唱バージョンでお聞き下さい・・・。 

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。 

 

（大田区 観光・国際都市部 観光課 観光振興担当係長 鈴木 圭介 様） 

鈴木と申します。第１回地域経済活性化部会には出席できず、申し訳ありませんで

した。近隣区との連携はしておりますが、多摩川流域としての連携事業には初めて参

加します。色々と勉強させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（日本アジア証券株式会社 青梅支店 支店長 岡田 次男 様） 

岡田と申します。日本アジア証券というと、皆さんあまりご存知ないと思いますが、

もとは多摩証券で、青梅市では７０年近く営業所を置いております。４月に親会社が

藍澤證券に変わりました。この会にはずっと参加してまいりますので、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。それでは薮田部会長にご挨拶をよろしくお願いします。 

 

２． 部会長挨拶 

（薮田部会長） 

本日は、第２回地域経済活性化部会にご出席いただき、有り難うございます。今日
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のメインテーマは、３つです。例えばドローンですが、この会でも色々と議論しまし

た。私も映像を拝見しましたが、新たな視点を与えてくれたと思います。そこからま

た新たな発想が出てくると思いますので、どうやって活用できるか、後で皆さんにご

意見を伺いたいと思います。 

私はしばらく京都に行っておりましたが、京都もずいぶん変わり、海外の方が沢山

いらっしゃいました。多摩川も、色々な活動の成果で、外国人への認知が高まってい

ます。特に日本酒など、日本の“もの”に対する関心が高まっています。京都は外国

人が多すぎる印象もありますが、多摩川もますます世界に発展していくのではないか

と思います。それでは、事務局に進行をお願いします。 

 

３．経過報告 

（事務局） 

それでは、経過報告に移ります。前回６月の活動部会以降の当フォーラムの活動に   

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、はじめに（５）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。 

 

（１）「狛江古代カップ第２７回多摩川いかだレース」参加（7/16）【資料１】 
・ 【資料１】をご覧ください。今年も「美しい多摩川フォーラム号」として出艇しま

した。今回も、いかだには、狛江市長をはじめ、バルセロナ五輪女子平泳ぎ金メ

ダリストの岩崎恭子さん、当フォーラムのダニエル・カール副会長、狛江市職員、

フォーラム事務局の５人が乗り込み、第１レースに出艇しました。 

 

（３）「東北・夢の桜街道推進協議会」平成２９年度総会開催（7/21福島県福島市） 

・ 本年７月２１日、平成２９年度総会が福島県福島市で開催され、平成２９年度も、 

当フォーラムより同協議会へ２，０００，０００円の拠出金が承認されました。 

当日は、宮坂様の退職に伴う青梅信用金庫の協議会事務局返上が報告され、   

２，０００，０００円の拠出金は今年度を以って終了することになりました。な

お、美しい多摩川フォーラムは、引き続き、東北・夢の桜街道推進協議会の構成

員として機能する予定です。 
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（４）美しい多摩川フォーラム設立１０周年記念シンポジウム開催（7/29）【資料２】 

・ 【資料２】をご覧ください。美しい多摩川フォーラムは、本年７月に設立１０周

年を迎え、昭島市のフォレストイン昭和館で設立１０周年記念シンポジウムを開

催しました。当日は、ドローンによる多摩川の空撮映像を初公開したほか、「多摩

川の歌」の合唱、「これまでの１０年とこれからの１０年」と題したパネルディス

カッションを行いました。 

 

（６）多摩川流域魅力体験事業（多摩川カヌー駅伝大会）実行委員会（8/23、9/25）【資料４】 

・ 【資料４】をご覧ください。青梅市、羽村市、福生市、昭島市、八王子市、あ

きる野市の多摩川流域６市が連携して実施する多摩川カヌー駅伝大会の開催

日が１１月２５日に決定しました。ちなみに前回は、昨年の３月に「多摩川魅

力体験事業」として、多摩川フォーラムの企画が採用され、東京都主催のもと、

６市連携で開催しました。今年度は青梅市が中心となり、東京都市長会に助成金

を申請し、企画案が採択され、最大５年の事業となります。４～５年目は助成金

が半分になるので、自立のことも考えて進めていくようになります。今回のイベ

ントでは、新たにウォークラリーイベントを取り入れており、集客面でも工夫を

しています。また、当日は、親子で楽しめるカヌー体験教室もあります。ぜひ皆

さまもご関心を持って足をお運びください。 

 

（７）第４回“多摩川酒蔵街道”のキャンペーンについて（9/1～）【資料５】 

・ 【資料５】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、管轄の駅にチラシを置いていただきます。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」にも掲載いただきました。

今年も、はとバスさんが１１月から１２月に合計６本のツアーを組んでいて、

うち３本は催行が決定しています。 

 

（小澤酒造株式会社 取締役社長 小澤 順一郎 様） 
多摩川沿いに酒蔵が５蔵あり、これは十分に酒処と言えるレベルです。昔はた

だの酒蔵でしたが、現在は最も日本的な文化施設として認知されています。特に

インバウンドに関しては、大変興味を持っていただいているので、こういう形で

ＰＲをしていただき、観光的な意味でも多摩川周辺のひとつの資産として皆さん

に楽しんでいただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

（８）「多摩の物語」の語り会（9/9）【資料６】 

・ 【資料６】をご覧ください。二子玉川ライズ・オフィス８階のカタリストＢＡ

において、「多摩の物語」の語り会を開催しました。このイベントは、世田谷
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区様のご後援のもと、区報に募集記事の掲載をいただき、東京急行電鉄様のご

協力のもと、会場の提供、沿線２３駅（田園都市線９駅、世田谷線１０駅、大

井町線４駅）にポスターの掲出をいただき、実現したものです。当日は８７名

のお客さまにご参加いただき、大変充実したイベントになりました。本件につ

きまして、東京急行電鉄株式会社ＣＳＲ推進室ＣＳＲ推進部環境課の大東課長

様に、一言ご感想をお願いします。 

 

（東京急行電鉄株式会社 CSR推進室 CSR推進部環境課課長 大東 一裕 様） 
昨年、事務局からイベント会場についてご相談あり、ちょうど二子玉川駅周辺の開

発が終わって新しい施設もできたので、駅から徒歩１分のカタリストＢＡを借りまし

た。この会場は他の企業さまもご利用になるので、イベント当日、話し声が聞こえた

等の反省点もございましたが、駅から近く、世田谷区報ならびに弊社の駅の改札口近

くにポスターを掲示したことで、参加者も多く、良かったと思います。目立つ場所に

ポスターを掲示すれば、参加者が集まることが分かりましたので、今後も、協力でき

る機会がございましたら、ご相談いただければと思います。 
 

（事務局） 
有り難うございました。この手のイベントは、募集開始をした初日から数日間に応

募が集中して終わってしまうのですが、今回は、２３駅にポスターを掲出いただいた

ことで、イベント前日までお申込みが絶えませんでした。大東課長様、改めましてご

協力有り難うございました。 
イベント当日にアンケートを実施したところ、平野さんに対する評価が高かったの

は当然なのですが、平野さんのお弟子さんに対する評価も高く、平野さんご自身が驚

きと喜びを表現されていました。今後は、お弟子さんたちを中心に、このようなイベ

ントを実施していきたいとおっしゃっていましたので、来年度以降は継続事業として

検討していきます。 
 

（９）美しい多摩川フォーラムの森（青梅）「桜の記念植樹」イベント（9/23）【資料７】 

・ 【資料７】をご覧ください。当日は細野会長ほかフォーラム関係者や会員が 

３３名参加し、ヤマザクラ４５本、ウワミズザクラ５本が植えられました。  

最近、青梅市でもシカの被害が多いことから、植えた苗木の上からシカ避けネ

ットも一本一本取りつけていただきました。 

 
（１０）東急百貨店より第８回「ココエコチャリティー」の寄付金贈呈（9/29） 

・ 平成２９年９月２９日、株式会社東急百貨店本社にて、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２１３，３３６円が、当フ
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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。 
 
（１１）第１０回・たまリバー５０キロ命名記念・ＲＵＮ＆ＷＡＬＫ開催（10/14） 

・ 今年も１０月１４日に大田区民有志や地元の中学生、平岡副会長、フォーラム

事務局などが参加し、大田区丸子橋から一斉にスタートします。タスキをつな

ぎながら ゴールの羽村市役所を目指して激走します。 

 
（１３）第９回・美しい多摩川クリーンキャンペーン開催（11/11、11/18）【資料８】 

・ 【資料８】をご覧ください。今年度は、昨年から新たに清掃会場として加わっ

た川崎市多摩川河口を１１日に実施し、多摩市一ノ宮公園会場と青梅市御岳会

場については、１８日に同時実施します。一人でも多くの会員の皆さまにご参

加いただけたらと存じますので、よろしくお願いします。なお、ポスターにつ

きましては、今月中に各連携先に配付する予定です。因みに、狛江市様におか

れましては、昨年から小田急電鉄様と連携し、美しい多摩川クリーンキャンペ

ーンの一環として、市内一斉清掃を実施しています。今年度の取り組みにつき

まして、狛江市企画財政部政策室企画調整担当主事の西村様に、一言お願いし

ます。 

 

（狛江市 企画財政部 政策室 企画調整担当主事 西村 亜輝彦 様） 
狛江市では、昨年から、小田急電鉄様と連携し、市民を対象にした市内一斉清掃を

実施しております。市民の居住区域だけではなく、多摩川の河川敷も清掃してもらい

ます。今年は１１月２６日に実施する予定です。狛江市では、以前、多摩川河川敷で

ＢＢＱが可能だったため、河川敷がかなり汚れていたのですが、数年前にＢＢＱを禁

止したところ、徐々にゴミの量は減っています。この取り組みを通じて、市民の意識

啓発や多摩川の環境美化に寄与できればと思います。 
 

（１５）第１０回・多摩川子ども環境シンポジウム開催（12/9）【資料９】 

・ 【資料９】をご覧ください。今年は、現在のところ、４組の参加が確定してお

ります。最終的には、１０組を目標に、各参加団体と調整中です。なお、今年

度より、グランプリ、準グランプリを設け、表彰します。事務局からの経過報

告は以上です。薮田部会長、よろしくお願いいたします。 

 

（薮田部会長） 
事務局からの経過報告で、ご意見やご質問などございますか。先ほど狛江市さんか
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ら、環境美化のため、多摩川河川敷でのＢＢＱを禁止するという話がございましたが、

ＢＢＱを禁止するだけで良いのかという問題視は必要ではないでしょうか。オースト

ラリアでは、ＢＢＱのことを「バービー」と言いますが、河川の近くに公園があると、

必ず「バービー」の台があり、無料で誰でも使用できます。これは、子どもたちを連

れていった時、後片付けをして、次の方がきれいな状態で使えるようにすることを教

えることもできます。狛江市さんに関わらず、多摩川河川敷の色々なところでＢＢＱ

は禁止されています。ＢＢＱは、家族、友達同士の交流や出会いの場でもあります。

ＢＢＱを禁止するのではなく、ＢＢＱ後はきれいにしましょうと啓発することはでき

ないのでしょうか。確かに、ＢＢＱの道具も含めてうずたかく積まれたゴミを見ると、

禁止したくなる気持ちも分かります。短期的にはそうすべきだと思いますが。皆さん

のご意見を伺います。 
 

（小澤酒造株式会社 取締役社長 小澤 順一郎 様） 
私は皆さんがＢＢＱをされる場所に住んでおりますので、住民として感じることを

お話します。ＢＢＱ施設でやる場合は、管理人が後片付けをするのですが、ＢＢＱ施

設ではなく、徒歩や車からのアクセスが良い河川敷では、ちゃんと後片付けをしてい

ても、黒く焦げた石が残っていて、悲しい気持ちになります。行政でＢＢＱ場所やル

ールを決め、管理する人が時々見回りをするのであれば、実施しても良いのではない

かと思います。 
 

（薮田部会長） 
有り難うございました。狛江市さんの場合、ＢＢＱ場所やルールを決めるというこ

とについて、方向性は如何でしょうか。 
 

（狛江市 企画財政部 政策室 企画調整担当主事 西村 亜輝彦 様） 
狛江市では、７月にいかだレースを開催しておりますが、この日限定でＢＢＱを許

可しています。長期的な視点に立ち、市民の愛着を向上させるために、市内で楽しめ

る場所を設けていかなければなりませんので、少しずつ緩和するという意味で、今春

の桜まつりでは、試行的に、区間と時間を制限したＢＢＱを許可しました。しかし、

狛江市の場合は河川敷の幅が狭く、近隣住民から騒音や匂いのご指摘もあり、限定的

にやっていくほうが良いのかなと思います。それぞれの行政区域で立場は違うと思い

ます。 
 

（薮田部会長） 
有り難うございました。他にご意見はございますか。 
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（事務局 黒米） 
私は中流域の福生市に住んでおりますが、市で管理している有料のＢＢＱ施設があ

ります。五日市線の鉄橋近くで良い場所なので、土日は家族連れ等で賑わいます。 
 

（薮田部会長） 
有り難うございました。福生市の場合は居住地から遠い、良い場所だということで

す。行政側でご苦労も多いと思いますが、こういったことをやっているという情報交

換をすることは大事だと思います。「多摩川一大ＢＢＱ大会」をやって、どこが一番

きれいに片付いたか競争するのも面白いかもしれません。それでは、意見交換に進め

ます。 
 

５．意見交換（部会長） 
（１）フォーラムのシンボルマークについて【資料１０】 
（薮田部会長） 

はじめに事務局の方から説明してください。 
 

（事務局） 
【資料１０】をご覧ください。シンボルマークにつきましては、フォーラム設立  

１０周年記念事業の一つとして、大変有り難いことに、法人会員のアルピン株式会社

様が無償でご協力をくださることになっております。先週５日に行われた教育文化・

環境清流合同部会では活発なご意見をいただきました。本日も、皆さんに、３案のう

ち、どれをシンボルマークとして支持するかも含めて、ご意見をいただけたらと存じ

ます。それでは、前方のスクリーンに、３案を拡大して表示しますので、ご覧くださ

い。各案のコンセプトを読み上げます。 
Ａ案：多摩川の「川」の字をベースに、中央のラインに配置した丸（輪）は多摩川

の最初の 1滴である「笠取山の山頂下の水干」を表し、右下に重なる 3つの丸（輪）

は、東京湾にそそぐ全長 138 キロにわたる多摩川の流れがつなぐ「地域の輪」・「人々

の輪」であり、それら「全ての心をゆるくつなぐ輪」であることを表現しました。な

お、前回の部会で、「これは縦のデザインなので、横型も見たい」というご意見があ

りましたので、本日は横型も用意しました。 

Ｂ案：川の流れを躍動感のあるフォルムで構成し、ラインを 3つにすることで、多

摩川の「川」の字を表現しました。この 3 つのラインは、「笠取山の山頂下の水干」

から「東京湾」までの多摩川の全長 138キロの流れであり、多摩川の姿をイメージし

たシンボルマークです。 

Ｃ案：両サイドにデザインした 3つのラインは、多摩川の「川」を表し、川に挟ま

れるように「美しい多摩川フォーラム」の文字を配置し、水面の流れをイメージした
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ラインをあしらっています。スマート＆シンプルでわかりやすいシンボルマークです。 
 

（薮田部会長） 
人によって好みがあると思いますが、皆さんからご意見をお願いします。 
 

（小澤酒造株式会社 取締役社長 小澤 順一郎 様） 
個人的にはＣ案がすっきりしていて好きです。 
 

（サンケイリビング新聞社 多摩本部 編集長 石河 久美 様） 
私は、ロゴとして配置する時の使いやすさを考えると、正方形に近いＡ案が良いと

思います。横にも応用できること、川のデザインやフォントも好きです。 
 

（薮田部会長） 
フォントについて話が出ましたが、Ｂ案のフォントは、特別に作ったものなのでし

ょうか。 
 

（事務局） 
基本的にはパソコンで作ることができないデザインで作られたと思います。多摩川

フォーラムのロゴは、従来から使用しているものがございます。このロゴマークは今

後も使用してまいります。これとは別に、１０年を機に、シンボルマークを新たに制

作したいということです。ただ、トヨタのマークのように、マークだけで「美しい多

摩川フォーラム」と分からせるには無理があるだろうということで、マークにロゴを

合わせています。ただ、従来のロゴは主張が強く、マークとけんかしてしまうので、

それぞれマークに合うフォントを使用しているとのことです。 
 

（東京急行電鉄株式会社 CSR 推進室 CSR 推進部環境課課長 大東 一裕 様） 
私はＢ案がすっきりしていて良いと思います。フォントについては色々な意見があ

ると思いますが、配置についてはＢ案が良いと思います。 
 

（株式会社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 加藤 太 様） 

私はＣ案が良いと思います。インバウンドを考えると、アルファベットが入ってい

るほうが良いと思います。 
 

（狛江市 企画財政部 政策室 企画調整担当主事 西村 亜輝彦 様） 
私はぱっと見でＣ案が良いと思いましたが、コンセプトを読んで、メッセージ性を

考えるとＡ案が良いと思いました。「人の輪」が表現されていて良いと思います。Ａ
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案は、川のマークの下に美しい多摩川フォーラムのロゴが入っていますが、フォーラ

ムが多摩川を支えているように感じました。縦と横は、使用するチラシ等によって使

い分ければ良いと思いました。 
 

（薮田部会長） 
今後、我々がフォーラムのシンボルマークを使いたい時は、メール等で連絡すれば

使えるのでしょうか。 
 

（事務局） 
可能だと思います。ただ、現在のロゴマークと今回新たに採用するシンボルマーク

の使い分けについては、場面で使い分ければ良いのか、はっきりしたコンセプトはま

だ持っておりません。 
 

（薮田部会長） 
シンボルマークというのは、それを見ただけで、誰が何をやっているというメッセ

ージ性がなければいけません。シンプルな中にも深いメッセージが込められていると

いうのが大事かもしれません。次の方、どうぞ。 
 

（小田急電鉄株式会社 ＣＳＲ・広報部 調査役 早乙女 尊幸 様） 
私は直感でＡ案が良いと思いました。横型ではなく、縦型が良いと思います。 
 

（大田区 観光・国際都市部 観光課 観光振興担当係長 鈴木 圭介 様） 
私もぱっと見でＡ案が良いと思います。遠目で見た時に、誰が見てもマークだと分

かるのはＡ案だと思います。Ｂ案とＣ案は、字体がメインになっていると思います。 
 

（薮田部会長） 
例えば、Ａ案のデザインにして、漢字をアルファベットに変えるのは如何でしょう

か。そうすればインバウンドにも対応できます。 
 

（軸丸 幸彦 様） 
私は見た目でＢ案が良いと思います。川の流れが一目で分かりますので。これから

は、ローマ字を入れたほうが良いのではないかと思います。Ａ案も良いのですが、小

さい丸を左上に移動し、大きい丸を三本の川すべてに架かるようにしたら、なお良い

と思いました。 
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（藤井 政男 様） 
私も見た目でＢ案が良いと思います。ゆるやかな流れが表現されています。 
 

（青梅市 建設部 計画保全課 計画調整係 係長 輪千 徳也 様） 
私は先週の部会にも出席し、Ａ案が良いと申し上げましたが、今日改めてデザイン

を拝見し、やはりＡ案が良いと思います。今は美しい多摩川フォーラムのロゴが併記

されていますが、最終的にＡ案のロゴが消えても、美しい多摩川フォーラムのマーク

だと認知されるようになれば良いと思います。 
 

（薮田部会長） 
今のご意見は、“美しい多摩川フォーラム”と書いていなくても、段々と認知度が

上がっていけば、上のマークだけでも多摩川フォーラムのことであると分かるという

ことです。シンボルマークは本来マークだけです。文字で説明していません。トヨタ

も、日産も、ホンダもそうです。そういった方向性を持っているからＡ案が良いとい

うご意見でした。次の方、どうぞ。 
 

（東京都森林組合 代表理事組合長 木村 康雄 様） 
シンボルマークを考えた場合、ロゴの文字のインパクトが強すぎるのではないかと

思います。そういった意味では、Ａ案が良いと思います。先ほど薮田部会長がおっし

ゃったように、“美しい多摩川フォーラム”の文字を取り除き、“The Beautiful Tama 
River Forum”と小さく入れたほうが、他のものと組み合わせた場合に良いのではな

いかと思います。現在のロゴと併用することを考えると、“美しい多摩川フォーラム”

が重複しないように考えたほうが良いのではないかと思いました。このマークが浸透

してくれば、文字はいらなくても良いと思います。また、今後、ピンバッジ等を制作

した際、「これは何のマークですか？」と問合せを受けた時のＰＲにもなるのではな

いかと思いますので、私は逆に大きな文字は必要ないと思います。 
 

（近畿日本ツーリスト株式会社 首都圏西団体旅行 支店長 前田 裕彰 様） 
私も先週出席しましたが、Ａ案縦型に一目ぼれをしました。今のご意見と一緒です

が、私もフォントがうるさいと思いますので、極力小さくしたほうが良いと思います。

Ｂ案のマークも、Ａ案のように色を変えたものを見てみたいと思いました。Ｂ案のロ

ゴを、Ａ案のロゴと置き換えたらどうなるのか、見てみたいと思います。 
 

（薮田部会長） 
意見が割れているということは、３つの案がそれぞれ特徴あって優れているという

ことかもしれません。次の方、どうぞ。 
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（日本アジア証券株式会社 青梅支店 支店長 岡田 次男 様） 
見た目でＡ案が良いと思います。ただし、下のロゴは、アルファベットのほうが良

いと思いました。マークとロゴで漢字が重複しないほうが良いと思います。 
 

（堤副部会長） 
私は、現在のロゴがＣ案になったら、ぴったりはまるのではないかと思いました。

横長でスクエアなものが良いのではないかと思います。デザインというよりも、「美

しい多摩川フォーラム」という名前をＰＲするという意味では、Ｃ案が一番しっくり

くると思います。ただ、これだけ意見が割れているので、今後どうするのか心配にな

りますが、あとは事務局にお任せしたいと思います。 
 

（薮田部会長） 
思い出すのは東京オリンピックです。最初はずいぶん揉めましたが、最終的に市松

模様に決まりました。私たちは意見を言い尽くしましたので、後は事務局で決めてい

ただければと思います。最終的にどれになっても文句は言わないようにしましょう。

本件について、最後に事務局から何かありますか。 
 

（事務局） 
本日の皆さんのご意見を集計すると、一番支持されているのはＡ案でした。先週の

教育文化・環境清流合同部会では、Ａ案とＢ案に意見が分かれ、Ｃ案はゼロでした。

当日、平野部会長は体調不良により急遽欠席されましたが、以前から「シンボルマー

クは企業で言う生命線だから、議論したほうが良い」とおっしゃっていました。平野

部会長はどれが良いのか伺ったところ、「Ｃ案が良いが、Ｂ案も捨てがたい」とのこ

とでした。一方、先週の部会でとうきゅう環境財団の広報担当の方は、Ａ案を絶賛し

ていました。「もしＡ案が落選したら、うちが使いたい」とおっしゃっていました。

２つの部会を総じて意見が多かったのはＡ案です。 
今後の進め方ですが、１１月９日の第１回運営委員会で部会の結果を報告します。

その上で、運営委員の皆さまにもご意見をいただいたうえで決定したいと存じます。

もし意見が割れた場合には、最終的には会長一任で承認をいただけたらと考えており

ます。 
皆さんから、「インバウンドを意識して横文字のほうが良い」とのご意見をいただ

きましたが、一方において、「インバウンドを意識するからこそ、あえて漢字のほう

が良い」というご意見もあります。外国の方は、日本の漢字に興味を持っていますの

で、あえて横文字を見せないほうが良いとのことです。事務局としては、皆さんのご

意見を聞けば聞くほど困惑してまいりますが、貴重なご意見をいただき、有り難うご

ざいました。 
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（薮田部会長） 
それでは、時間も押していますので、（２）ドローンによる多摩川空撮映像の活用

について、事務局から説明してください。 
 

（２）ドローンによる多摩川空撮映像の活用について 

（事務局） 

 この映像は、７月２９日にシンポジウムで初公開した後、現在は多摩川フォーラム

のホームページと YouTubeにもアップし、全世界で閲覧可能になっています。今後の

活用方法について、ご意見をいただきたいのですが、お時間の関係で、約１４分間の

映像のうち、冒頭の５分をご覧ください。 

 

― 映像放映 ― 

 

（事務局） 

大変申し訳ありません。お時間の関係で、途中までとなりましたが、続きはご自宅

のパソコン等でぜひご覧ください。それでは、薮田部会長、よろしくお願いします。 

 

（薮田部会長） 

多摩川１３８キロが、ドローンならではの視点で撮影されていて、私たちが普段見

ることのできない映像で、ナレーションもピッタリでした。今後、どのように活用し

ていくか、アイデアがありましたらよろしくお願いします。 

 

（中央大学学員会 東京大田区支部 副支部長 藤井 政男 様） 

私は大田区に住んでいますが、２３区ではオリンピックの話で盛り上がっています。

ここで話を聞いていると、あまりオリンピックの話が出てきません。オリンピックは

海外から人が集まる、ＰＲに絶好のチャンスです。外国人にとって、２３区のビル街

よりも、東京の奥座敷や多摩地区、多摩川が魅力的に映るようにしないといけないと

思います。皆さんの、オリンピックに対する認識が甘いと思います。ミシュランガイ

ドで紹介された高尾山は、便が良すぎて、行って帰るだけで意外と拡がりがないです。

御岳山も、ミシュランガイドに載るように、ＰＲ活動をしたほうが良いと思います。

２３区の駅は、都心に近くなればなるほど、日本語、英語、中国語、韓国語の表記が

あります。観光が大きなウェイトを占める多摩地区で、多言語の表記は必要だと思い

ます。まだ間に合うので、オリンピックに合わせてやったほうが良いと思います。 

 

（薮田部会長） 

有り難うございました。その他にご意見はございますか。 
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（東京都森林組合 代表理事組合長 木村 康雄 様） 

東京都では、来年からオリンピックまでの３年間、大きなイベントが控えています。

来年は全国育樹祭を東京で開催します。全国各地から林業者が集まり、育樹祭に併設

したイベントもありますので、式典の前段でこういった映像を流すのが可能ではない

かと思います。東京の４割は山ですので、それをアピールするには良い映像ではない

でしょうか。私は実行委員のひとりですので、映像を流すことが可能かどうか、確認

したいと思います。翌年にはラグビーのワールドカップが控えています。会場は調布

です。開会前にこの映像が流せるのではないかと思います。 

 

（薮田部会長) 

有り難うございました。他にご意見がないようでしたら、（３）「御岳の森」木柵・

改修工事について、事務局から説明してください。 

 

（３）「御岳の森」木柵・改修工事について 

（事務局） 

「御岳の森」は、経過報告のビデオ放映でご覧いただいた「炭焼き体験と水辺の交

流会」の会場になります。ここは、事務局で間伐材を１本１本皮むきし、製材こそ業

者にお願いしたものの、炭焼窯は、ＮＰＯ法人日本エコクラブ様のご協力のもと、平

成２１年５月に完成、隣接地にＮＰＯ法人緑の大地会様のご協力のもと、自然体験教

室（ログハウス）を約３ヵ月かけて当時の事務局員３人が中心となって作り上げまし

た。 

本年７月、８月の「炭焼き体験と水辺の交流会」開催前に現場の安全確認をしたと

ころ、施設は老朽化が進んでおり、特に、ログハウス前の木柵が腐っており、柵の役

目を果たすことができずに、ぐらぐらしている状態で、子どもたちが柵に寄りかかる

とそのままもっていかれるような大変危険な状況でした。今回は時間的・予算的な制

約があるため、最低限の補修で対応しましたが、来年度は、「炭焼き体験と水辺の交

流会」を実施する８月までに、木柵の改修工事を行いたいと考えております。 

現在、施設建設の際に、大変お世話になった緑の大地会様と改修工事の打合せを重

ね、お見積書をいただいたところであり、来月の運営委員会の協議事項として上程し

たいと存じます。 

 

（薮田部会長） 

ただいまの件に関しまして、ご質問やご意見等ありますか。改修後は何年もつので

しょうか。 
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（事務局） 

１０年を目標にしています。前回は、事務局が皮むきした木材を利用し、緑の大地

会様のご協力のもと、事務局が手作りで建設し、８年もちましたが、土台が腐ってし

まいました。今回は土台をしっかり作り替えたいと考えております。 

 

（薮田部会長） 

ただいまの件に関しまして、ご質問やご意見等ありますか。ないようでしたら、こ

の方向性で先に進めます。 

 

６．総括・閉会（部会長） 

（薮田部会長） 

１０周年記念事業がすでに行われたものもあれば、まだ残っているものもあります。

来年から新たな１０年がはじまり、その中に２０２０年のオリンピックも含まれます。

それをどのように位置付けて、どのように活動していくかを含めて、皆さまのお知恵

とお力を拝借したいと考えております。今日はお忙しい中、沢山の意見を頂戴し、有

り難うございました。以上で本日の地域経済活性化部会を終了します。有り難うござ

いました。  

以  上 
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