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狭山公園 八国山緑地 東大和公園
開設日 昭和 12年 4月 29 日 平成 2年 6月 1日 昭和 54 年 6月 1日
開園面積 23.3ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 36.7ha 　（H27年5月29日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）
位置 東村山市多摩湖町二・三丁目、廻田

町三丁目、東大和市多摩湖四丁目
東村山市諏訪町二・三丁目、
多摩湖町四丁目

東大和市湖畔三丁目、高木一
丁目、狭山三丁目

主要施設 管理所 特になし 特になし

主な植物 アカマツ・クヌギ・コナラ・
サクラ類・トウカエデ・ヤマ
ツツジ

主な
アクセス

 西武多摩湖線「西武遊園地」
下車　徒歩 3分

 西武西武園線「西武園」下
車　徒歩 5分

西武多摩湖線「武蔵大和」下
車　徒歩 15分

概要 都立狭山自然公園の区域内に
あり、武蔵野の里山の風景や
自然が残っています。都民の
水がめである多摩湖の堰堤の
東側に広がり、宅部（やけべ）
池や太陽広場などがあります。

八国山緑地は、なだらかに広が
る狭山丘陵の東端に位置してい
ます。園内全体がコナラ、クヌ
ギ等の雑木林となっており、さ
まざまな野鳥や昆虫が見られる
貴重な緑となっています。

 東京都で最初の丘陵地公園と
して、昭和 54 年に開園しま
した。狭山丘陵の自然を活か
したこの公園は、起伏に富み、
コナラ、アカマツを主体とす
る雑木林でおおわれています。

クヌギ・コナラ・エゴノキ・
リョウブ

アカマツ・エゴノキ・クヌギ
・コナラ・ヤマツツジ・コウ
ヤボウキ

野山北・六道山公園
昭和 63年 6月 1日
202.5ha     （H27年5月29日現在）
武蔵村山市本町三･五 ･六丁目、三
ツ木、岸、瑞穂町石畑、殿ヶ谷
管理所、里山民家、あそびの
森、冒険の森
アカマツ・エゴノキ・クヌギ・
コナラ・モミ・リョウブ・カ
タクリ
 JR 中央線「立川駅」北口よ

停スバ 行」駅崎ヶ根箱「 り
「峰」下車徒歩 10分
首都圏に残された「緑の島」都
立狭山自然公園の西端にあり、
雑木林と谷戸（丘陵に切れ込ん
だ谷間）の組合せによって、豊
かな自然が残され、都立公園
で最大の面積を有しています。

狭山丘陵の都立公園
平成 26 年度　管理運営概要

 

西武・狭山丘陵パートナーズ



湿地再生の取り組み

●希少なオオアブノメ

●見通し確保のための植生管理（三本入谷戸）。左：伐開前、右：伐開後

●復活したミズハコベ ●湿地土壌水分調査の様子

自転車マナーアップキャンペーンのリニューアル～ 3年目の実績～

利用と保全の両立を目指した植生管理の取り組み

●マナーアップキャンペーンの防水ステッカー、缶バッジ、自転車利用のマナー教室

キンラン

はじめに

　狭山丘陵は、東京都北西部から埼玉県南西部にまたがる武蔵野台地のほぼ中央

に位置し、東西約11km、南北約4kmの紡錘形に広がる独立した丘陵地です。

 　東京都の水がめとして造られた多摩湖及び狭山湖の水源保護林を中心に、都立4

公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山公園）をはじめとする

大規模な緑地があり、市街地の中に「緑の島」のように残された首都圏を代表する

重要な自然環境となっています。
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貴重な歴史と文化 自然とのふれあい豊かな動植物 里山の景観 緑に守られた湖

狭山丘陵にある都立４公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山

北・六道山公園）は、平成18年４月１日から「西武・狭山丘陵パートナーズ

」が指定管理者として公園管理運営を行っています。そして、平成23年度か

らは、第二期目として新たな指定管理期間を迎えています。

本誌は、西武・狭山丘陵パートナーズの平成26年度の取り組みを3つの管理

運営目標（結・悠・Ｕ）に沿ってとりまとめたものです。
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狭山丘陵の都立公園　平成2６年度　管理運営概要

　植生遷移によって陸地化が進み、セイタカアワダチソウ等の外来植物の繁茂が著しい箇所において、湿地再生の
取り組みを行いました。エケ入谷戸湿地では、一画に実験区を設け、植生や植物相のモニタリングを実施しました。
この取り組みには、地元の市民団体と話し合いを重ねて、その後、土壌掘削を施した区画から東京都では大変希
少なオオアブノメや北多摩地域で絶滅したと考えられていたミズハコベが発芽しました。この成果を
受け、現在は掘削箇所を拡大し、湿地再生の取り組みを推進しています。

　近年増加している自転車利用者と歩行者とのトラブルなどの課題解決に向
け、地元自転車愛好団体と協力し、3 年目となるキャンペーンを実施。過去 2
年間の実績を踏まえ、デザインやパンフレットの内容をリニューアルし
ました。パンフレットには、①スピードの出しすぎや無理な運転はしない、②決
められた道以外は進入禁止、③園路は自転車
コースではありません、とより具体的にマナー
を明記。同時に、防水ステッカーや缶バッチを
配布し、公園の利用者に向けて取り組みを発信
しました。
　自転車の利用者だけでなく、歩行者からも好
評を得ることができ、マナーアップの普及啓
発を推進することができました。

　都立公園最大の開園面積 200ha を誇る野山北・六道山公園において、園内各所で利用と保全の両立を目指し
た植生管理に力を入れました。見通しや眺望確保のための植生管理（草刈り、伐開等）を新たに約
60 か所実施し、来園者の安全性や魅力を向上させました。来園者からは、「明るく綺麗になった」「見
通しがよくなり気持ちよく歩けるようになった」と好評を多数得ることができました。また、貴重種が生育す
るエリアでは、キンランやカタクリ等の山野草保全につなげることができました。



　平成 26 年 6 月に新規開園した西口エリアでは、わいわいミーティング（旧懇談会）を開催し、
協働による公園づくりを推進した。近隣住民や市民団体、自治体をはじめ 17 名の方が参加し、西口
エリアの保全活用に関する計画づくりの足掛かりとすることができた。また、平成 25 年度に樹林地整
備を行った丸山では、専門家と公園ボランティアと協働で植物相調査や動物相調査を実施した。調
査結果を基に、生物多様性に配慮した管理計
画を立て、ボランティアと協働による樹林地
管理を進めることができた。

●わいわいミーティング
「西口エリアのこれからを考えよう！」

●外国籍ボランティアによる活動の様子

●雑木林マイスター入門講座

都民協働による公園づくりの推進

　登録ボランティア数は、過去最多の 405 名となり、指定管
理を開始した平成 18 年度に比べ約 6 倍に増加。内 221 名
（69 組）が家族登録、30 名が外国籍で、多様な参加者が活躍
できる仕組みを構
築できた。
　また、雑木林マ
イスター講座や里
山ガーデナー講座
など、里山の管理
について学べる公
開講座を継続的に
開催したことで、
新規ボランティア
の獲得と登録ボラ
ンティアの更なる
知識や技術の向
上を実現すること
ができた。

ボランティアの多様化と活動の充実

●丸山での植物相調査

●登録ボランティア数の推移

懐かしいようで未来につながる公園
～豊かな自然を活かし、みんなで学び、育てる～

野山北・六道山公園都立
所在地：武蔵村山市三ツ木 4-2
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　・西武造園株式会社
　・西武緑化管理株式会社
　・特定非営利活動法人NPO birth
　・特定非営利活動法人地域自然情報ネットワーク（NPOＧＣＮ）

西武・狭山丘陵
パートナーズ
現地事務局
［統括所長］

野山北・六道山
公園管理所
［所長・副所長］

狭山公園管理所
［所長・副所長］

維持管理部 植物維持管理、施設維持管理、安全衛生管理等

レンジャー部 安全管理、利用指導、インタープリテーション等

都民協働・イベント部 ボランティア活動支援、地域連携促進等

自然環境保全部 公園内外の自然調査・研究等

広報部 HP・ニュース作成、プレスリリース等

PDCA部 利用者の意向把握・分析、社会調査・研究等
西武・狭山丘陵
パートナーズ本部

管理運営体制図

2

環境解析部 地理情報システム（GIS）による環境解析等

私たちは、東京都の管理運営方針である「公園別

マネジメントプラン」をふまえ、

の実現を目指して管理運営を行っています。

また、狭山丘陵を「東京が誇れる大切な宝物」として

位置づけ、この価値をさらに高めていくために、次の3

つの管理運営目標を重視しています。

これまでの都民
協働による循環型
パークマネジメント

～

東京都及び都県境を
越えた丘陵地連携の
広域的視点

都民との
公園ビジョン
の共有

業務への反映

Step1

意見を集める
Step2

ビジョンをつくる
Step3

学びあう
Step4

実践する
Step5

確認する

私たちは、民間ならではの柔軟な資金運用

や利用者満足度を意識した経営的視点を持っ

て、「都民協働による循環型パークマネジメント」

を確立し、実践してきました。

第二期目は、これまでの取り組みを継続させ

るとともに、東京都及び都県境を越えた丘陵地

連携もふまえた、広域的視点を持ったパークマ

ネジメントへ発展させていきます。

狭山丘陵地公園管理運営の方針

・都県境を越えた緑の回廊として連なる丘陵地として、
自然環境の保全・回復を図る。

・里山の自然あふれる丘陵地公園の特性を活かしなが
ら、都民との協働により動植物の生息地の保全に取
り組み、自然学習や作業を通じて自然の大切さなど
の普及啓発を進める。

特に重視する管理運営 結
むすぶ

悠
はるかな

U
Universal

　西武・狭山丘陵パートナーズは、以下の4つの団体で構
成されています。造園業者、NPOがそれぞれの得意な分
野を活かし、管理運営を行っています。　
　また、管理運営体制として、本部および7つの部を設置し
ています。
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　気軽に公園づくりに参加してもらうための「ちょこっとボランティア」を継続的に開催しました。メンバー
が定着し、中心となって活動を進める土台ができたことで、活動エリアの範囲や名称、今後のスケジュール等
を皆と話し合う時間を設け、協働による森づくりを促進することができました。
　その結果、落ち葉溜め（カブトムシ幼稚
園）や活動の案内看板を設置することがで
きました。また、親子向けの体系的なプロ
グラムづくりの成果として、親子自然あそ
びプログラム（3-4 歳対象）に参加してい
た親子が、より深い関わりを求めて参加す
るなど新規参加のきっかけづくりとす
ることができました。

ちょこっとボランティアの継続開催

●活動の集合写真●「カブトムシ幼稚園」と名付けた新規落ち葉だめ

　公園利用者や公園スタッフが位置を正確に伝えられる
ように、現在位置番号を園路の辻や公園出入り
口など 40 カ所に設置しました。緊急連絡時に現在
位置番号を共有することで、より正確な場所へ迅速に対
応することができるようになりました。また、希少な植
物等の位置情報についても、だれもが位置を把握しやす
くなり、共有することができるようになりました。

パークモニタリングシステムの導入

●設置した現在位置番号

●アカマツへの薬剤注入

ハルゼミとアカマツ林の保全・再生

　平成 26 年度から開始した「多様な生物が生息する都立公園づくり
事業」に合わせ、「わいわいミーティング（旧懇談会）」や「狭山３公
園管理運営協議会」での事業周知をはじめ意見・アイデアの募集な
どを積極的に実施してきました。さらに、長年の課題であった北側
斜面地における今後の管理方針について、地元自治会との意見交換会
を 2 回開催し、事業周知と今後の東大和公園について話し合いを行い
ました。
　その結果、公園に隣接する住民と信頼関係を築き、活発な意
見交換を経て合意形成に至りました。

地域住民・団体と連携した生きもの豊かな公園づくり

●地元自治会との意見交換会

　「多様な生物が生息する都立公園づくり事業」に伴い、東京
都で大変希少なハルゼミと、本種が好むアカマツ林の保全・
再生を図り、地元市民団体との協働でアカマツの苗育成や
ハルゼミの生息状況調査を実施しました。また、毎木調査に
よって収集したデータをハル
ゼミの選好性把握や薬剤注入
によるアカマツ保全に役立て
る事ができました。今後もモ
ニタリングを継続し、より健
全なアカマツ林の保全と再生
を目指していきます。

●園内のアカマツの生育場所

NEW！

NEW！

雑木林博物館
～雑木林のすばらしさを感じ、学び、育む～

東大和公園都立
所在地：東大和市湖畔 3丁目、高木 1丁目、狭山 3丁目

人と自然、人と人、里山と地域を結ぶ公園づくり結
むすぶ

「東京の宝物」である美しい里山を次世代に伝えるため、都民とともにこれからの里山のあり方を考え、雑木
林管理、田んぼづくりなど、楽しみながら里山の環境を保全・活用しました。また、里山を介して多くの人の交
流を生み出し、地域活性化につながる公園づくりを進めました。

都民協働の取り組みとして、公園ボランティアや体験ボランティア、学校との

協働の他、公園を利用する市民団体や地域との連携などを進めています。野

山北・六道山公園ボランティアは、新たに外国籍のボランティアが30名登録す

るなど、過去最多の405名となり、年間のべ8,993名が活動しました。狭山公園

友の会には47名が登録し、年間のべ691名が活動しました。

公園が地域活性の拠点として利用促進されるよう、地域との情報交換の場づ

くりを進めました。

「管理運営協議会」、「わいわいミーティング（懇談会）」を継続的に開催し、公

園の現状や課題などについて、活発な意見交換を行い、今後の管理運営に繋

げることができました。

都民と協働する

狭山丘陵の適切な利用と保全を進めるため、都県境を越えた連携を積極的に

推進しました。「SAYAMA HILLS DAY」の開催、狭山丘陵広域連絡会の開催の

他に、自治体を含めた多くの施設、団体と連携を図り、情報交換を行いました。

里山体験の場として、季節ごとに里山を楽しむイベント（[公園を楽しむ]プログラム）、協働のための人材発掘や育成を目的とした講座

（[公園を学ぶ]プログラム）を開催しています。「公園を楽しむプログラム」では、年間約100回、のべ約9,000名が参加。公園ボランティアや

地域団体と連携し、より充実したプログラムを提供することができました。「公園を学ぶプログラム」では、年間約90回、のべ約900名が参加。

講座に参加された方が公園ボランティアに登録され、公園づくりの担い手となっています。

ポテンシャルマップなどを基に生物多様性に配慮した植生管理範囲

を拡大しました。また、花の見どころづくりとしてキツネノカミソリ、カタク

リ、ナガバノスミレサイシン、ウバユリなどの群生地が拡大しました。

日常的な巡回および危険箇所の定期巡回を行い、事故の事前防止

に努めました。また、公園の管理運営に関わる公園スタッフ、ボランティ

ア、協力会社を対象とした防災訓練、AED講習などを実施しました。

広域的な連携の推進

里山体験の場づくり

環境保全と公園利用の視点に立った植生管理

安心・安全な公園管理

狭山丘陵の豊かな自然と培われてきた里山の知恵や技術を活かし、里山環境の適切な管理を行い、生物多様
性が保全された公園づくりを進めました。また、現代ならではの里山循環を提案し、実践しました。これらの
取り組みを多くの人と共有することで、いのちと資源が持続する公園づくりを進めました。

永遠に持続する公園づくり悠
はるかな

地域連携のための情報交換の場づくり

狭山丘陵の都立公園　平成2６年度　管理運営概要

●野山北・六道山公園ボランティア活動 ●狭山公園友の会の活動

●ボランティア視察会●八国山緑地わいわいミーティング

●稲刈り●里山ガーデナー講座

●全体ミーティング時の防災
　マップづくり

に基づいた公園の管理運営の取組み結
むすぶ

悠
はるかな

U
Universal

　私たちは、狭山丘陵グループ公園を『東京が誇れる大切な宝物』と位置付けています。その価値を高め
るために、これまでの取組みを発展・継続させるとともに、3つの“ゆう”、「結」「悠」「U」を重視し、広域的視
点を持ったパークマネジメントを実践していきます。次ページ以降では公園ごとの重点的な取組みを紹介します。

平成26年度

●キツネノカミソリ
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湿地再生の取り組み～線路脇湿地の掘削～

オリジナルグッズ販売「Sayama Hills Products」を開始【自主事業】

防災イベントの開催

●左：「八国山防災デー」チラシ
　右：消火体験コーナーの様子

●左：ディスプレイの様子
　中：オリジナルグッズ紹介パネル
　右：ロゴマーク

●左：かつて生息していたトウキョウダルマガエル
　右：湿地の風景

　広域避難場所として指定されていることや防災用ト
イレが２ヵ所設置（平成25年度）されたことを受け、
「八国山防災デー」を開催した。東村山市、所沢市
の後援をはじめ、東京消防庁東村山消防署、八
国山たいけんの里と連携し、防災トイレを体験す
るコーナーやアウトドア防災ファシリテーターによる
「親子のためのアウトドア防災術」、地震体験、応急
救護体験など計15コーナーを実施。各コーナーを
巡る防災スタンプラリーでは、参加賞として「アル
ファ米（東村山市提供）」やオリジナル缶バッジを配
布した。
　当日は、181名の参加があり、八国山緑地が広域
避難場所であることを多くの方に周知した共に、防災
の意識向上に繋がった。

　かつて稲作が行われていた頃に生息して
いたトウキョウダルマガエルと、多様な水
生植物が生育する豊かな湿地を再び取
り戻す為、陸地化が進んだ湿地の一部を掘
削した。今後、モニタリングを実施し、隣
接する“ふたつ池”、“ハンノキ林”や既にトウ
キョウダルマガエルが生息している東村山
市立北山公園とのネットワークを考慮
しながら、多くの生きものと都民の憩いの
場となる湿地づくりを目指していきたい。

　公園の魅力を高め、より親しみを持ってもらうため、来園の記念となるオリジナルグッズを作成し、「八
国山防災デー」等のイベント開催時に販売した。販売にあたっては、名称を「Sayama Hills Products（サヤマヒル
ズプロダクツ）」とし、ロゴマークを作成したことで、グッズの統一性を図り価値を高める工夫を行った。公園の
生きものや保全の取組を紹介するスミレガイドブックや動物ステッカー、マグネット、地元に伝わる伝統食レシピ
本等を販売し、「公園に来た記念になって嬉しい」「いつも買えるといい」等来園者からは好評を得た。
　今後は、「Sayama Hills Products」の周知や販売方法の仕組みづくり、グッズの充実を図り、狭山丘陵や公園
の魅力をより多くの人に伝える事業として確立していきたい。

様式 1－②

歴史・人・自然をつなげる里の道
～古を思い、歩いて楽しい！次世代へつなぐ！～

八国山緑地都立
所在地：東村山市諏訪町 2・3 丁目、多摩湖町 4丁目

 B
O S A

I  D A Y

都立八国
山緑地

防 災 に つ い て

体 験 し な が ら

楽 し く 学 ぶ 日

i n  H a
c h i k o

k u y a
m a

入 退 場
自 由 / 参 加 無

料 / 雨 天 中
止

【 会 場
】

都 立 八
国 山 緑

地

八国山た
いけんの

里

2 0 1 5 .
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. S U N

【主　催】
西武・狭山

丘陵パート
ナーズ（

都立八国山
緑地指定管

理者）

【協　力】
東村山消防

署、八国山
たいけんの

里

【後　援】
東村山市、

所沢市

【問合せ】
都立狭山公

園パークセ
ンター（

東京都東村
山市多摩湖

町 3-17-1
9）

                   
 TEL: 042-

393-0154
   　URL:  

http://ww
w.sayama

parks.com

詳細は、
裏面へ
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1 0 : 0 0
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NEW！

NEW！

NEW！

私たちは、多くの方とのコミュニケーションを通じてより良い公園づくりを進め、子どもからお年寄り、障害を持
つ方など、多様なニーズを踏まえたサービスを提供しました。また、ホスピタリティあふれる対応で多くの方を迎え
入れ、東京の宝物である狭山丘陵の魅力をより多くの方々に伝えていきました。
利用者の声を的確に把握し、きめ細やかで気持ちの良いサービスを提供しました。

すべての人に通ずる公園づくり

公園別マネジメントプランに基づいた管理運営を行うとと

もに、利用者の声を的確に把握し、業務に反映させていくこ

とにより、公園の質や、利用者の信頼と満足度を向上させて

います。日常の意見情報をデータベース化、分析し、業務

レベル向上に努めました。また、1年間の管理運営の取組

みをまとめた「管理運営概要」を作成しました。

H26年度ホームページへのアクセス数は48万件と、昨

年度より約7万件増加し、より多くの人に公園の魅力を

伝えることができました。また、各種メディアへ公園やイ

ベントの紹介を積極的に進めました。

統一したデザインの制札板設置とコミュニケー

ション型指導（公園のルールについて理解と共感

を得ながらマナー改善に導く手法）を継続して実

施しました。

また、自転車利用者と犬の飼い主に向けたマ

ナーアップキャンペーンを継続的に実施し、来園

者への普及啓発に努めました。

その結果、犬のノーリードについては、利用指

導件数がH23年度（157件）に比べ、H26年度は

72件にまで半減しました。

●利用者の声の把握から対応までの流れ

●キタリス(外来種)●カヤコオロギ(希少種)

●環境教育●湧水の池調査

●統一したデザインの制札板

●H25年度管理運営概要

U
Universal

●NHK BS番組での放送の様子
 （野山北・六道山公園岸田んぼ）

●犬のノーリード利用指導

●愛犬のしつけ教室

ポテンシャルマップなどを基に生物多様性に配慮した植生管

理範囲を拡大しました。また、花の見どころづくりとしてキツネノカ

ミソリ、カタクリ、ナガバノスミレサイシン、ウバユリなどの群生地が

拡大しました。各種外来種を防除するとともに、希少種の保全・再

生にも取り組みました。また、環境省が推進するキタリス防除の取

組みに積極的に情報提供しました。

多くの動植物が生息・生育する豊かな里山環境を保全・再生
するため、多くの人と連携し、より豊かな環境を目指した順応的な
維持管理を継続しました。また、公園ボランティアや地元市民団
体、専門家と意見交換や、協働での保全活動を行いました。
ガイドウォークやイベントなどを通じて環境教育と啓発活動を継

続して実施しました。

外来生物・移入種の管理による里山景観と生物相保全

都民協働による生物多様性の保全

PDCAマネジメントサイクルによる業務改善

広報媒体を活用した里山の魅力の伝達

マナーアップのための取り組み

4

狭山丘陵の都立公園　平成2６年度　管理運営概要
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広域連携の推進

●「狭山丘陵広域連絡会」開催の様子 ●キタリスの情報収集チラシ

シンポジウムでの発表の様子

●地元の農家やカフェによるマルシェ ●狭山丘陵の哺乳類のはく製展示

狭山丘陵の玄関口
～人と出会う、自然と出会う、はじめの一歩～

狭山公園都立
所在地：東村山市多摩湖町 3-17-19

　都県境を越えた関係団体の連携や情報共有を深め、狭山丘陵全体の保全活用を一体的に進めることを目的とし
た「狭山丘陵広域連絡会」を継続的に開催しました。平成26年度は、狭山丘陵において特定外来生物「キタリス」の繁
殖が確認され、環境省による「特定外来生物防除推進に係る狭山丘陵キタリス防除モデル事業」が動き出したことを
受け、キタリスの防除をテーマに2回開催。5つの構成メンバーに加え、環境省、事業担当者、狭山丘陵の6市町
村（実際の参加は3自治体）、東京都レンジャーにも声掛けを行い、計8団体が参加し、キタリスの捕獲状況や目撃
情報等の情報共有・発信について協議をすることができました。
　今後は、各主体間の連携をさらに強化し、キタリスの新たな目撃情報の収集のため、情報発信の強化を行っていく
予定です。このように「狭山丘陵広域連絡会」は、狭山丘陵の広域的な課題に対して対応できる中核組織とし
て発展しています。

　狭山丘陵の魅力を普及啓発する「狭山丘陵フェア実行委員会」も継続的に実施。平成26年度は、「SAYAMA HILLS 
DAY（サヤマヒルズデイ）」と銘打ち、狭山公園で春・秋と2回開催し、延べ2,328名が参加しました。地元の農家
やカフェによるマルシェやパークヨガ、ミュージック、クラフトづくり、狭山丘陵に生息する哺乳類のはく製展示など、昨
年を上回るプログラムを開催することができました。
　参加者からは、「とても良いイベントだった！また来たい。」「狭山丘陵で自然保護をしていること、はじめて知り嬉し
く思いました。」など称賛の声を多くいただき、たくさんの人々に狭山丘陵の自然と文化を感じ、愛着を持っても
らう良い機会となりました。

「狭山丘陵広域連絡会」の継続開催とキタリス防除事業への協力

「SAYAMA HILLS DAY」開催 ！NEW！

専門知識を活かした保全の取り組み

●ススキ原っぱの風景

●人工産卵装置の調査の様子

生きもの豊かな草地づくり
　全国的に激減している草地とそこに生息する生物を保全するため、自然度の高い草地づくりを実施しました。
その結果、希少種であるショウリョウバッタモドキやカヤコオロギなどを継続的に確認することができました。また、
秋には美しいススキの風景が広がり、人気の写真撮影スポットになりました。
専門家と連携した外来種防除
　宅部池に放され、繁殖してしまったオオクチバスを駆除するため、琵琶湖博物館の学芸員と協力して「人工産卵装
置」を使った対策を実施しました。今年度は、少なくとも10回の産卵があったが、うち9回は駆除に成功しました。

　狭山公園では、5歳児（年長）から小学低学年対象の『さやまキッズプロ
グラム』と、全ての年齢層対象の『ガイドウォーク』を毎月実施しました。季
節ごとの自然の楽しみ方、公園で進めている保全の取組などを紹介し、自
然や公園利用マナーに関する意識向上につなげることができました。
　新規参加者、リピーター共に増加し、平成26年度は参加者合計人
数が496名と、平成20年度のプログラム開始以降、過去最多になりまし
た。当プログラムの参加をきっかけに、狭山丘陵グループの他公園へも足
を伸ばし、イベントに参加する方も多く見られました。

環境教育と普及啓発

公園ホームページ年間訪問者数の増加
　平成26年度の狭山丘陵の都立公園ホームページ年間訪問者数は約48万件と、平成23年度から3年間で約30万件
増加しました。平成24年4月にリニューアルしてデザインを一新して以降、公園の情報やイベント情報などをわかりやす
くし、定期的に季節の情報等をPRした結果、継続的に訪問者数が増加しました。多くの方に閲覧いただき、公園の
情報を広くPRすることができました。

●年間ホームページ訪問者数の推移

3 年間で約 30 万件増加！

リニューアル

※人工産卵装置は、オオクチバスの産卵習性を利用した
トラップ。産卵しやすい場所をあえて用意し、産み付けら
れた卵塊や孵化した仔魚をこそぎ落として駆除する。

狭山丘陵の都立公園　平成2６年度　管理運営概要

●さやまキッズプログラム


