狭山丘陵の都立公園の概要
狭山公園

八国山緑地

東大和公園

野山北・六道山公園

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

主要施設

管理所

特になし

主な植物

アカマツ・クヌギ・コナラ・ クヌギ・コナラ・エゴノキ・
サクラ類・トウカエデ・ヤマ リョウブ
ツツジ
西武多摩湖線「西武遊園地」 西武西武園線「西武園」下
下車 徒歩 3 分
車 徒歩 5 分

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 アカマツ・エゴノキ・クヌギ・
・コナラ・ヤマツツジ・コウ コナラ・モミ・リョウブ・カ
ヤボウキ
タクリ
西武多摩湖線「武蔵大和」下 JR 中央線「立川駅」北口よ
車 徒歩 15 分
り「箱根ヶ崎駅」行 バス停
「峰」下車徒歩 10 分
東京都で最初の丘陵地公園と 首都圏に残された「緑の島」都
して、昭和 54 年に開園しま 立狭山自然公園の西端にあり、
した。狭山丘陵の自然を活か 雑木林と谷戸（丘陵に切れ込ん
したこの公園は、起伏に富み、 だ谷間）の組合せによって、豊
コナラ、アカマツを主体とす かな自然が残され、都立公園
る雑木林でおおわれています。 で最大の面積を有しています。

開園面積
位置

主な
アクセス
概要

昭和 63 年 6 月 1 日

（H27年5月29日現在）
18.4ha （H11 年 5 月 31 日現在） 202.5ha
23.3ha （H21 年 5 月 29 日現在） 36.7ha （H27年5月29日現在）
東村山市多摩湖町二・三丁目、廻田 東村山市諏訪町二・三丁目、 東大和市湖畔三丁目、高木一 武蔵村山市本町三 ･ 五 ･ 六丁目、三
町三丁目、東大和市多摩湖四丁目
多摩湖町四丁目
丁目、狭山三丁目
ツ木、岸、瑞穂町石畑、殿ヶ谷

都立狭山自然公園の区域内に 八国山緑地は、なだらかに広が
あり、武蔵野の里山の風景や る狭山丘陵の東端に位置してい
自然が残っています。都民の ます。園内全体がコナラ、クヌ
水がめである多摩湖の堰堤の ギ等の雑木林となっており、さ
東側に広がり、宅部（やけべ） まざまな野鳥や昆虫が見られる
池や太陽広場などがあります。 貴重な緑となっています。
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公園案内図（公園毎にスケールは異なります）
狭山公園

八国山緑地

野山北・六道山公園

東大和公園
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西武・狭山丘陵パートナーズ

狭山丘陵の都立公園

はじめに
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、第二期目の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27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。

４

平成 2７年度

管理運営概要

登録ボランティア増加！ ボランティア活動の充実！

今年度の登録ボランティア数が昨年度からさらに増え、過去最多の425名
となりました。指定管理を開始した平成18年度から右肩上がりに増加してい
ます。
新たな取組みとして、
「エキスパートタイム」
といわれる小学校の課外授業
の講師をボランティアが務め、地域の子ども達に有意義な学習の場を提供
させることが出来ました。
また、活動の一つである
「生き物倶楽部」は、宮野入
谷戸の外来種リスト
（ブルーリスト）を作成するなど、活動の充実が見られま
した。今後は、20代・30代の世代がより参加しやすい活動の仕組みづくりを
進めます。
ボランティア活動の様子

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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群生して見頃を迎える、山野草の PR 強化！

早春に咲くカタクリやスミレなど当公園には、四季
折々に見られる美しい山野草がたくさんあります。今年
度は、夏〜秋に約1,000株以上群生して開花するウバユ
リとキバナアキギリに注目し、PR週間を設けました。現
地案内看板の充実、園内各所や近隣施設へのポスター
掲示、管理所での紹介パネル展示、ぬりえ体験コーナー
設置などを実施。四季を通して楽しめる里山公園の魅
力を訴求した結果、見ごろの山野草に関して、多くの問
合せを受けるなど広く周知することが出来ました。
キバナアキギリ

豊かな動植物

里山の景観

貴重な歴史と文化

自然とのふれあい

緑に守られた湖

狭山丘陵全体図
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公園内にある歴史スポットを紹介する看板の充実！

神社跡が隣接し、六地蔵や庚申塔など歴史遺
産が数多く存在する園内各所に解説板を充実さ
せました。武蔵村山郷土の会や武蔵村山市立歴
史民族資料館などと連携し、御判立の歴史や赤
坂谷戸、三本入谷戸の防空壕を紹介する看板を
新たに設置。同時に、歴史ガイドツアーも企画
（積雪により今年度は中止）。歴史ファンにも楽し
く散策が楽しめる工夫をし、来園者からも好評の
声を多数いただきました。
赤坂谷戸の防空壕

狭山公園

青梅街道
55
号
線

狭山公園

西武山口線

遊園地西

多摩湖

梅街

線

八国山緑地

西武狭山線

西武球場前

野山北・六道山公園
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東村山

野山北・六道山公園

『ウバユリ WEEK！』ポスター
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御判立の解説板

拠点展示のリニューアル

管理所内の展示をリニューアルしました。特に哺
乳類の剥製展示は、キツネやタヌキ等10種類が揃
い、解説板と合わせて効果的に狭山丘陵の生物多様
性の豊さを伝えるツールとなりました。
また、壁面を
木目調にし、暖かみのある色合いの照明に換えるな
ど、居心地の良い空間作りを行いました。その結果、
来館者の滞在時間も以前より長くなり、各種展示を
ゆっくりと見る姿がよく見られるようになりました。
哺乳類の剥製展示
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ニホンアナグマの剥製

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〜

都立

野山北・六道山公園

所在地：武蔵村山市三ツ木 4-2

１

エヶ入谷戸の湿地再生の取組み

３

特に重視する管理運営
特に重視する管理運営

結
むすぶ

悠
はるかな

U
再生実験を行った区画

Universal

オモダカ

丸山のモニタリング調査の実施

東京都の整備にて皆伐された丸山において、昨
年度から動植物保全の観点から雑木林の間伐や皆
伐を行う意義を可視化する為のモニタリング調査を
実施しています。特にチョウ類の生息状況に変化が
見られ、草地性チョウ類が多かった皆伐直後に比
べ、萌芽箇所が広がった今年度は、ウラナミアカシ
ジミ、
ミズイロオナガシジミ、アカシジミといった種
の記録が増えました。
これらの種は、若いコナラやク
ヌギの葉を好み、
よく管理された雑木林の指標とな
ります。
尚、当地は皆伐後、良好な雑木林を維持する為、
多くの公園ボランティアによって林床管理や植生調
査が行われています。

・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。

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。

一昨年度から、植生遷移で陸地化が進んだエヶ入谷戸の
湿地を地元市民団体と協議のうえ掘削し、湿地の再生実験を
行っています。その後、掘削箇所からミズハコベやオオアブノ
メといった東京都では大変希少な種が発芽、埋土種子からの
希少植物の再生に成功しました。
この成果から昨年度に掘削
箇所を拡大したところ、今年度は一面にミズハコベ、オオアブ
ノメが発芽し、さらに公園内でしばらく記録がなかったオモ
ダカが見られるようになりました。
今後も、湿地のモニタリングと管理を継続し、良好な湿地
を維持していきます。

２

狭山丘陵地公園管理運営の方針
狭山丘陵地公園管理運営の方針

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、

Step1

Step2

意見を集める ビジョンをつくる
意見を集める
ビジョンをつくる

これまでの都民
これまでの都民
協働による循環型
協働による循環型
パークマネジメント
パークマネジメント

〜

Step3

学びあう
学びあう

Step4

実践する
実践する

東京都及び都県境を
東京都及び都県境を
越えた丘陵地連携の
越えた丘陵地連携の

広域的視点

Step5

確認する
確認する

都民との
都民との

公園ビジョン
の共有

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。

業務への反映

左：上からウラナミアカシジミ／ミズイロオナガシジミ／アカシジミ
右：新緑の丸山

多様なガイドプログラムの展開

自主事業の一環として、団体向けガイドプログラムを試験的に実施しました。本年度は2回実施し、内1回は野山北・六道山公
園にて韓国の大学生ら20名を対象（韓国三菱商事株式会社による日韓交流事業）に、
日本の里山文化や生きものについて解説
しました。今後は、需要に合わせて国内外の参
加者を対象に事業を拡張する予定です。
また毎月2回実施している定例ガイドウォー
クでは、年間合計497名（前年度426名）、平均
23.6名（前年度21.4名）が参加し、年間を通して
盛況となりました。当プログラム参加後、他の
イベントに参加する方、ボランティア登録する
方なども多く、公園を継続的に利用するきっか
けとして大きく機能しました。
団体向けガイドプログラム
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定例ガイドウォークには
近隣中学校生物部も参加

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。
管理運営体制図

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］

・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（NPO ＧＣＮ）

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
自然環境保全部

狭山公園管理所
［所長・副所長］

環境解析部
広報部

西武・狭山丘陵
パートナーズ本部

PDCA 部

2

ボランティア活動支援、地域連携促進等
公園内外の自然調査・研究等
地理情報システム（GIS）による環境解析等
HP・ニュース作成、プレスリリース等
利用者の意向把握・分析、社会調査・研究等

狭山丘陵の都立公園

平成27年度
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人と自然、人と人、里山と地域を結ぶ公園づくり
「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。

都民と協働する
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425名、のべ活動人数も9,216名と過去
最高となりました。また、宮野入谷戸の特に注意すべき外来種リスト「ブルーリ
スト」の作成に着手しました。狭山公園友の会には45名が登録し、年間のべ
773名が活動しました。

●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

地域連携のための情報交換の場づくり
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。

●里山ガーデナー講座

●手もみ茶づくり

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。

悠

はるかな

１

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。

環境保全と公園利用の視点に立った植生管理
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。

安心・安全な公園管理
●カタクリ

協働によるアカマツ
幼木の移植

ササ刈り前

ササ刈り後

エノキ広場のササ刈り前後の様子

利用者満足度の向上

東大和公園の利用者満足度の平均値が「4.36」
と、過去10
年間で最も高い結果となりました。特に「樹木や草地の管理
状況」、
「スタッフの応対」の2つの項目で昨年度より0.5ポイ
ントと大幅に上昇しました。理由としては、定期開催してい
る「ちょこっとボランティア」や「わいわいミーティング」など
で得た意見情報を反映させた植栽管理が、満足度の上昇の
一つの要因と考えられます。
今後は、当公園の課題である「公園内外の情報や案内」、
「防犯、安全」などについて力を入れ、さらに満足度の向上
を図ります。

●協力業者も一緒に「防災訓練」
を実施

10 年間の利用者満足度平均値の推移
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薬剤の樹幹注入を行ったマツ／樹幹注入の様子

防犯対策としてのササ刈り

一年間を通して8件の小火跡が確認され、
その都度、警察及び消防との情報共有を行
いました。それを受けた防犯対策として、エ
ノキ広場とアカマツ広場にて周囲のササ刈
りを実施しました。その結果、広場への視認
性が高まり、ササ刈り後は焼け跡を確認する
ことがなくなりました。

３

永遠に持続する公園づくり

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。

ハルゼミとアカマツ林の保全・再生

東京都において希少なハルゼミと、
本種が好むアカマツ林の保全・再生に
取り組んでおり、地元市民団体との協
働でアカマツの苗育成や幼木の移植、
ハルゼミの生息状況調査を実施しまし
た。また、毎木調査
によって得たデー
タを基に薬剤の樹
幹 注 入（ 2 4 本 ）を
行 い、アカマツ 林
の健全化を図りま
した。

２

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 WEEK」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。

東大和公園

所在地：東大和市湖畔 3 丁目、高木 1 丁目、狭山 3 丁目

●狭山3公園協議会

広域的な連携の推進

里山体験の場づくり

都立

ハルゼミの抜け殻
●東大和公園わいわいミーティング

管理運営概要

雑木林博物館
〜雑木林のすばらしさを感じ、学び、育む〜

に基づいた公園の管理運営の取組み

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ました。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。

むすぶ

平成 2７年度

8

過去最高！

狭山丘陵の都立公園

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！〜

都立

八国山緑地

所在地：東村山市諏訪町 2・3 丁目、多摩湖町 4 丁目

１

管理運営概要

U すべての人に通ずる公園づくり

Universal

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。

広報媒体を活用した里山の魅力の伝達
過去最高の約51万件

八国山フォレストワークの開催！

これまで開催していた「ちょこっとボランティア」の企画を見直し、若い世代（20〜30代）が、週末のアウトドア感覚で気軽
に里山に関わるライフスタイルを提案する企画として初めて実施。
「里山のいろは」や「里山ガイド」
で、里山の更新伐採や動
植物について学んだあと、ササ刈り作業や落ち葉かきから道具の手入れまでを体験しました。昼食は、
「地元ごはんでピク
ニック」
と題して、地元カフェやレス
トランに協力を依頼し、食を通して
地域の魅力を知ってもらうことが
できました。
参加者の7〜8割が八国山にはじ
めて来園し、その中には神奈川県
など遠方からの参加や雑木林での
作業も初挑戦の方が多く、里山に
ついて学び・体験する“はじめの一
歩”を提供することができました。

「里山のいろは」を学習中

２

平成 2７年度

落ち葉かきを楽しむ参加者

湿地再生と保全の取組み

昨年度の冬季に踏切口広場前の湿地を掘削し、土壌の攪拌箇所においてアズマツメク
サ、
ミズハコベ、オオアブノメの生育を確認しました。いずれも希少な種で、
アズマツメクサ
とミズハコベは東京都北多摩地域における絶滅種とされ、
これらを埋土種子から再生する
ことに成功しました。
また、
この取り組みについて、東京都の進める
「多様な生物が生息する
都立公園づくり事業」に情報提供や保全提案を行い、連携を深めることができました。今後
も湿地保全の取り組みを継続し、“ふたつ池”、“ハンノキ林”を含めたネットワークを考慮し
ながら多くの生きものの生息と都民の憩いの場づくりを目指していきます。

掘削前

掘削後

平成27年度ホームページへのアクセス数は51万件と、昨年度より約3万件増
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。

PDCAマネジメントサイクルによる業務改善
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。

●公園ホームページ訪問者数の推移

マナーアップのための取り組み
レンジャー巡回時など、犬のノーリードや山野草
採取などについて理解と共感を得ながらマナー改
善に導く「コミュニケーション型指導」を継続して実
施しました。
その結果、犬のノーリードに対する利用指導につ
いては平成23年度の157件から、平成27年度は60
件と、5年間で半数以下の指導件数となりました。
また、園内に設置する制札板はデザインを統一
し、「ドローン使用禁止看板」、狭山公園宅部池周
辺に設置する「放流禁止看板」などを新たに作成。
看板が多くなり過ぎないよう配慮しつつ、効果
的にルールを周知できる場所を選考して設置して
います。

●H26年度管理運営概要

●デザイン統一した注意看板（左

●犬のマナーアップキャンペーンの掲示

ドローン禁止看板／右

外来種放流禁止看板）

外来生物・移入種の管理による里山景観と生物相保全
左からアズマツメクサ／ミズハコベ／オオアブノメ

３

湿地掘削前後の様子

キンラン保全のためのササ刈り

4年継続しているキンラン保全のためのサ
サ刈りを計画的に同じ場所で実施しました。
また、
レンジャーが巡回中、常連の来園者と
丁寧にコミュニケーションをとることで、同場
所の園路の向かい側にも昔キンランが見ら
れたことがわかり、さらに広い面積でのササ
刈りを計画的に実施しました。今後、キンラン
の見どころとなるよう維持管理していく予定
です。

ササ刈り前

ササ刈り後

ササ刈り前後の様子

7

宅部池のかいぼりでは、多くの外来種を駆除し、オオクチバスとコイに
ついては根絶させることができました。その他、ウシガエル、アメリカザリ
ガニ、アカボシゴマダラ、セイタカアワダチソウ、オオブタクサ、ワルナスビ
等を駆除し、繁殖を抑制することができました。また、市民団体や公園ボ
ランティアと連携した外来種の駆除を実施しました。

●公園ボランティアと協働で外来種を駆除

●アメリカザリガニ

●地元市民団体と共催のイベント

●子ども対象の自然体験プログラム

都民協働による生物多様性の保全
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。

4

狭山丘陵の都立公園

２

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〜

都立

狭山公園

宅部池のかいぼり 開催！

広域連携の推進「SAYAMA HILLS WEEK の開催」

【１】4つの目的でかいぼりを実施！

約 1,500名が 訪れた
SAYAMA HILLS DAY（11/3）

オオクチバス等の外来魚が増加した宅部池の水を抜き、
「かいぼり」
を実施しました。今回のかいぼりには、①外来魚の駆除、②汚泥とゴ
ミの除去、③池底の天日干しによる水質の浄化、④池底に眠る埋土
種子からの水生植物の再生を大きな目的に掲げています。

【２】
オオクチバスやコイ等の外来種を一掃！

宅部池の本来の姿を取り戻し、在来の生きものが暮らせるようにと
の思いから、在来種への影響が大きいオオクチバス、
コイ、ゲンゴロ
ウブナ、
ウシガエル、
アカミミガメ等の外来種および国内外来種を8
種106個体捕獲しました。

管理運営概要

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」を継続的に
実施。3年目を迎えた今年度の狭山丘陵フェアは“SAYAMA HILLS WEEK”と題
して、狭山丘陵の魅力を発信する20のプログラムを、1週間に渡り各所で開
催。
「狭山丘陵に繰り返し訪れる契機となる、人と人とのつながりをつくる」を
テーマに、
プレイベント
「SAYAMA HILLS DAY」を皮切りに、初のナイトプログ
ラムとなる映画上映会や交流会を実施しました。新たな魅力発信に加え、参
加者や団体同士の繋がりも生み出すことができました。また、東京都と埼玉
県、6市町による後援、16団体による協賛をいただくことができました。

所在地：東村山市多摩湖町 3-17-19

１

平成 2７年度

水を抜いた宅部池

かいぼりの様子

オリジナルステッカー
SAYAMA HILLS WALK(11/11)

【３】在来種をレスキュー！そして貴重な二枚貝を確認！

ヨシノボリ属の1種、モクズガニ、テナガエビ等、在来の生きものを
11種408個体捕獲しました。その中には、
ヌマガイ、
ヨコハマシジラ
ガイ、イシガイといった東京都では希少な二枚貝も見られ、宅部池
の生物多様性について新たな記録を得る事ができました。
これらは
宅部池の水を抜いている間、パークセンターの水槽で飼育展示後、
再放流しました。

オオクチバス

【４】見る・触れる・知る！ガイドウォークによる環境学習を展開！
普段は立入禁止の宅部池で、
レンジャーによるガイドウォークを行
い、のべ９０名の参加がありました。宅部池の生きものやかいぼり
を行うメリット等を解説することで、宅部池の自然と文化に触れても
らうことができました。さらに、
「宅部池の生きもの缶バッジ」を作
成・販売し、ＰＲしました。

イベントチラシ
モクズガニ

ヌマガイ、イシガイ

【５】多くの方々との協働によってかいぼりイベントが大成功！

魚類の捕獲の他、魚類計測、展示案内、ゴミ拾い、落ち葉掃き等、
様々なコンテンツを展開しました。
これらの作業は公園ボランティ
ア、市民団体、研究者、行政等、総勢85名の協力によって行われ、約
500名の見学者のもと、かいぼりイベントは大成功を収めました。

【６】二通りの施工方法により汚泥を除去！

ガイドウォークの様子

オリジナル缶バッジ

重機では取り除けない池底の最も深い部分の汚泥を、特殊装置を
用いて水だけを分離し、およそ15㎥の汚泥を除去搬出しました。さ
らに、池の水を抜きながら、水際の汚泥を掘削し、およそ55㎥の汚泥
を除去搬出しました。

特殊装置による汚泥除去の様子

SAYAMA HILLS CINEMA(11/13)

トイレワークショップの開催

「誰もが気持ちよく使える、公園のトイレ」をテーマに「わいわいミーティン
グ（懇談会）」を開催。当日は園内にあるトイレをじっくり見学した後、意見交
換を実施。
また、事前にパークセンター前や各トイレ前でアンケートコーナー
を開設し、50件を超える様々な意見を集めることができました。
「臭いが気に
なる」
と特に意見が多かった第5トイレについては、抗菌性・耐久性・断臭気
性・清掃性に優れたMMA樹脂を用いた床面の改修を行い、意見を反映させ
ることができました。今後も、いただいた意見・アイデアを元に、出来る限り改
修・修繕を行い、誰もが気持ちよく使える公園のトイレを目指していきます。

改修前

改修後

かいぼり参加者の集合写真

5

３

SAYAMA HILLS PARTY(11/11)

園内のトイレを見学

ワークショップで意見交換

6

第 5トイレの床改修

