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１．組織 

 府中市自然環境調査員会議は、府中市自然環境調査員会議要綱に基づき、１５人以内で組

織することとしている。 
任期は、平成２８年１２月１日から平成３０年１１月３０日までの２年間とし、１２月８

日に高野律雄市長から依頼状を交付した。会長及び副会長は委員の互選により、会長に新井

孝次朗氏、副会長に佐川タマ江氏を選出した。 
 

２．活動内容 

 自然環境調査員会議の活動内容としては、次のとおりである。 
  自然環境の保全の推進を図るため、次の活動に取組むこと 

（１）市内の動植物の生息状況その他の自然環境の把握に関すること 
    ①自然環境調査（武蔵台公園）の実施 
    ②自然環境学習会への参加 
    ③視察研修の実施 

（２）自然環境の保全のための普及啓発に関すること 
    ①府中環境まつり（自然体験コーナー）の企画・実施 
    ②自然観察ウォーキングツアー等の企画・実施 
    ③緑化講習会の企画・実施 
   （３）市の自然保護活動事業への協力 
    ①水辺の楽校事業への協力 
    ②蓮を観る会への協力 
 

３．調査員活動 

 ２か月に１回程度、府中駅北第２庁舎３階会議室にて定例会を開催した。 

自然環境調査の報告を中心に、実施した活動の報告や今後予定している活動について内

容を確認した。また、定期的に自然観察活動を行っている委員からの情報提供をもとに活発

な情報交換も行った。 

 

 

 

 活動回数 

平成２８年度（H28.12～H29.3） １５回 

平成２９年度（H29.4～H30.3） ４１回 

平成３０年度（H30.4～H30.11） ２６回 

 合  計 （H28.12～H30.11） ８２回 
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１－① 自然環境調査（武蔵台公園）の実施 

 本市の自然環境の現状を把握するため、かつて府中市自然調査団が行った「府中市自然調

査報告（東京都府中市教育委員会発行）昭和４５年（１９７０年）」を参考に、府中市自然

環境調査員会議において調査方法を検討した結果、調査地点を「武蔵台公園」と定め、毎月

１回の定期的な「自然環境調査」を実施した。 
 また、調査結果を年度ごとに取りまとめ、「府中市自然環境調査報告書」を作成した。（別

添のとおり） 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１－② 自然環境学習会等への参加 

 東京農工大学と協力・連携を進めるとともに、委員の知識向上を図るため自然環境学習会

を行った。 

また、吉川正人氏には学習会講師を依頼するだけでなく、自然環境調査への同行を依頼し、

調査の技術的な助言をいただいており、今後も連携をしていく予定である。 

 

■平成２８年度「自然環境学習会」 

題目 ハケから見る生物多様性 野生動物問題から生物多様性を考える 
日時 平成２９年２月１４日（火） 

午後５時３０分～午後７時 
平成２９年３月８日（水） 
午後５時３０分～午後７時 

場所 府中駅北第２庁舎３階第２会議室 府中駅北第２庁舎３階第２会議室 
講師 東京農工大学科学博物館 

特任助教 齊藤 有里加 氏 

東京農工大学大学院 
准教授 小池 伸介 氏 

参加者数 委員１２名 ほか１２名 委員１４名 ほか１０名 
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■平成２８年度「自然環境調査員学習会」 

題目 学習会（府中市の植生の推移） 
日時 平成２８年１２月１５日（木） 

午後１時半～午後３時半 
場所 府中駅北第２庁舎３階第２会議室 
講師 東京農工大学大学院 

准教授 吉川 正人 氏 
参加者数 委員１３名 
 

■平成２９年度「自然環境学習会」 

題目 花蜂との蜜月 人と昆虫との深いつながり 

日時 平成３０年２月２０日（火） 

午後５時３０分～午後７時 
平成３０年３月２０日（火） 

午後６時～午後７時半 
場所 府中駅北第２庁舎３階第２会議室 府中駅北第２庁舎３階第２会議室 
講師 東京農工大学大学院 

講師 井上 真紀 氏 

東京農工大学農学部 

講師 吉田 智弘 氏 
参加者数 委員９名 ほか１２名 委員７名 ほか１５名 

 

■平成２９年度「自然環境調査員学習会」 

題目 水田の中及びあぜ道の植物の観察 水田の中及びあぜ道の植物の観察 

日時 平成２９年４月１９日（火） 
午後１時半～午後３時半 

平成２９年１０月３１日（火） 
午前９時４０分～午前１１時４０

分 
場所 府中市四谷２丁目 水田 府中市四谷２丁目 水田 

講師 東京農工大学大学院 

准教授 吉川 正人 氏 

東京農工大学大学院 

准教授 吉川 正人 氏 

参加者数 委員１３名 委員１０名 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
「自然環境学習会」の様子 四谷２丁目水田での植物観察 
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１－③ 視察研修 

 調査員会議の活動に関連したテーマを先進的に取組んでいる地域を選び、委員の専門的

な知識を高めるために視察研修を行った。視察先では現地の職員から直接話を聞く機会を

設けた。 
研修の成果を普段の活動に活かすとともに、委員相互の親睦を深めるためにも有意義な

研修であった。 
 
年度 平成２９年度 平成３０年度 
日時 平成２９年９月８日（金） 平成３０年９月１０日（月） 
行程 図師小野路歴史環境保全地域（町田

歴管理組合）（東京都町田市） 
横沢入里山保全地域 
（東京都あきる野市） 

出席者数 １４人 １３人 
 
 
平成２９年度 図師小野路歴史環境保全地域 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
平成３０年度 横沢入里山保全地域 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
     

保全地域や取組についての説明を聞く 保全地域を観察 

ＮＰＯ法人による保全の取組を学ぶ 横沢入の環境を観察 
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２－① 府中環境まつり（自然体験コーナー）の企画・実施 

市民の自然環境の保全に関する意識の高揚を図るため、府中環境まつりの自然体験コー

ナーを企画・実施した。企画内容を１月頃から検討し、準備を行った。 
平成２９年度は佐川委員と橋本委員が、平成３０年度は佐川委員が府中環境まつり実行

委員会に出席し、自然体験コーナーを担当した。 
自然体験コーナーでは、鳥の巣箱づくりや木の実細工、自然環境調査員ＰＲコーナー、府

中水辺の楽校ＰＲコーナーを催し、来場者に対し、自然環境を考えるきっかけ作りや生物多

様性の保全について、興味関心を持ってもらえるよう努めた。 
 
年度 平成２９年度 平成３０年度 
名称 府中環境まつり２０１７ 府中環境まつり２０１８ 
日時 ６月３日（土） ６月２日（土） 
場所 府中公園 府中公園 
内容 ・鳥の巣箱づくりコーナー 

・自然環境調査員ＰＲコーナー 
・水辺の楽校ＰＲコーナー 

・鳥の巣箱づくりコーナー 
・自然環境調査員ＰＲコーナー 
・木の実細工 

来場者数 延べ１９,０００人 
（自然体験コーナー ３４９人） 

延べ２０，０００人 
（自然体験コーナー ６２人） 

委員出席者数 １３人 １１人 
    
 

２－② 自然観察ウォーキングツアー等の企画・実施 

 水と緑のネットワークウォーキングマップを一部活用しながら、委員の案内による自然

観察ウォーキングツアー等を開催し、植物や花を中心に開催時期に合わせた府中の自然や

風景を紹介した。 
また、府中市生物多様性地域戦略の紹介等を行うことで、市民への普及啓発活動を行い、

参加者には好評を得ている。 
 
■平成２８年度「自然観察ウォーキングツアー」 

テーマ 多摩川レンリソウ 名木といききの道 

日時 平成２８年５月１３日（金） 

午前９時～正午 
平成２８年１０月１９日（水） 

午前９時半～正午 

参加者数 ２２人 ２３名 
委員出席者数 ７人 ８名 
テーマ 多磨霊園と武蔵野の森プロムナード 
日時 平成２９年１月２７日（金） 

午前９時～正午 
参加者数 ２５人 
委員出席者数 １３人 
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■平成２９年度「自然観察ウォーキングツアー」及び「自然観察親子ウォーキングツアー」  

テーマ 多摩川レンリソウ 浅間山（自然観察親子ウォーキン

グツアー） 

日時 平成２９年５月９日（火） 

午前９時～正午 
平成２９年７月８日（土） 

午前９時半～正午 
参加者数 ３４人 ２４人 
委員出席者数 １２人 １０人 
※全３回実施の予定だったが、雨天のため１回中止となった。 

 

■平成３０年度「自然観察ウォーキングツアー」 

テーマ 多摩川レンリソウ 自然観察親子イベントin浅間山 

日時 平成３０年５月１１日（金） 

午前９時～正午 
平成３０年７月２４日（火） 

午前９時半～正午 

参加者数 ３７人 ８名 
委員出席者数 １１人 ９名 
テーマ キャンパスの緑を巡る道 
日時 平成３０年１０月１９日（金） 

午前９時～正午 
参加者数 ２０人 
委員出席者数 １１人 

 

 

多摩川の植物を中心に解説 レンリソウについて解説を行った 

東京農工大学の樹木について説明 子どもとバッタ取りを行う 
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２－③ 緑化講習会の企画 

市民の緑化活動を推進するため、木の実や枝を使ったリース作りを行う緑化講習会を実

施した。 
平成２１年度から取組んでいる事業で、和気あいあいとした雰囲気でリース作りに取組

んだ。リース作りの前には、紅葉している公園などの会場周辺を自然環境調査し、委員が木

の実や木の葉について説明をした。 
リース作りだけでなく、委員の知識や経験をもとに四季折々に変化する身近な自然を楽

しむ体験企画として、特徴ある講習会であった。 
  

年度 平成２９年度 平成３０年度 
テーマ 身近な木の実や木の葉で 

リースを作ろう 
身近な木の実や木の葉で 
リースを作ろう 

日時 平成２９年１１月２９日（水） 
午後０時４５分～午後４時 

平成３０年１１月２１日（水） 
午後０時４５分～午後４時 

場所 中央文化センター会議室 
及び府中公園 

中央文化センター講堂 
及び府中公園 

内容 府中公園を自然観察し、部屋に飾る

リースを作った。 
府中公園を自然観察し、部屋に飾る

リースを作った。 
参加者数 １８人   １９人 
委員出席者数 ９人   １０人 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 

リース作成の様子 

佐川委員によるリース作りの説明 

参加者に実技指導 

府中公園を自然環境調査 
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３－① 水辺の楽校事業への協力 
 多摩川の持つ豊かな自然を活用しながら、親子が楽しみながら学ぶ「府中水辺の楽校」

では、ガサガサ魚とり、魚つかみ、カヌー体験、植物観察、昆虫採集、石ころウォッチン

グなど、季節の変化に応じた事業を行っている。 
自治会、小学校、各種団体、国土交通省京浜河川事務所などの行政により構成する「府

中水辺の楽校運営協議会」が事業を運営しており、一部の委員が協力した。 
また、市内の小学校が多摩川で実施する総合学習の時間の支援も行った。 
 
■平成２８年度府中水辺の楽校事業 

 イベント事業 小学校総合学習支援 合  計 
事業数 １１事業 １１事業 ２２事業 
参加者数 ８８９人 ８５１人 １，７４０人 

  
■平成２９年度府中水辺の楽校事業 

 イベント事業 小学校総合学習支援 合  計 
事業数 ８事業 ６事業 １４事業 
参加者数 ４３７人 ５３１人 ９６８人 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

多摩川の昆虫について説明 

魚とりの方法を説明 

受付する佐川調査員 

魚つかみの指導 

多摩川でのカヌー体験 
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３－② 蓮を観る会への協力 

 ６月下旬又は７月上旬に郷土の森公園修景池にて、府中市主催の「蓮を観る会」開催に伴

い、蓮を観る会ポスターや花蓮の種、花蓮の紹介団扇やチラシの配布に協力するとともに、

来場者に対し、大賀蓮の紹介や蓮の育て方などを説明した。 
また、府中の自然を来場者に紹介する機会として、水と緑のウォーキングマップを頒布し

た。 
 年度 平成２９年度 平成３０年度 
名称 第５７回蓮を観る会 第５８回蓮を観る会 
日時 ７月１日（土） ６月３０日（土） 
場所 郷土の森公園・修景池 郷土の森公園・修景池 
来場者数 延べ１５０人 延べ２００人 
委員出席者数 ６人 ６人 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  

来場者に花蓮をＰＲ 蓮を観る会の様子 

花蓮の種・ポスター・団扇の配付 ポスター等の配付に並ぶ来場者の様子 
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資   料 
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府中市自然環境調査員会議名簿 

 

 役職 氏   名 性別 選 出 区 分 

1 会長 新 井 孝次朗 男 公募市民   

2   石 川 助 成 男 団体等代表 府中ホタルの会 

3  糸 井 勝 子 女 公募市民  

4  祝   璃 葉 女 公募市民  

5  小 泉 共 司 男 公募市民  

6   後 藤 晶 江 女 公募市民   

7 副会長 佐 川 タマ江 女 公募市民  

8  高 家 博 成 男 団体等代表 府中かんきょう市民の会 

9  多 田 育 子 女 団体等代表 府中野鳥クラブ 

10   内 藤 林 三 男 公募市民  

11   野 口 道 夫 男 団体等代表 府中水辺の楽校運営協議会 

12   野 口 佑 子 女 公募市民   

13   橋 本 和 司 男 公募市民   

14   森 田 敏 雄 男 公募市民   

15   山 田 義 夫 男 団体等代表 浅間山自然保護会 

50音順・敬称略    任期：平成28年12月1日から平成30年11月30日 
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活動内容 

日  程 主な議事及び活動内容 出席委員 

平成２８年１２月  ８日（木） 第１回定例会 

・依頼状の交付 

・市長挨拶 

・委員の自己紹介 

・会長・副会長の選出 

・会の目的等について、今後の会議の進め方について 

１３名 

１２月１４日（水） 自然環境調査 １３名 

平成２９年１月 １１日（水） 自然環境調査 １３名 

 １月１９日（木） 第２回定例会 

・自然環境調査について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・自然環境学習会について 

・武蔵台公園の下草刈りについて 

・府中環境まつり２０１６について 

１３名 

１月２０日（金） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 １４名 

１月２７日（金） 自然観察ウォーキングツアー「多磨霊園と武蔵野の森プロムナ

ード」 

１３名 

２月 ８日（水） 自然環境調査 １２名 

２月１４日（火） 自然環境学習会「ハケから見る生物多様性」 

（講師 東京農工大学科学博物館 特任助教 齊藤 有里加 

氏） 

１２名 

２月１７日（金） 武蔵台小学校総合学習支援 ８名 

３月 ２日（木） 武蔵台公園下草刈り ７名 

３月 ７日（火） 武蔵台小学校総合学習支援 ７名 

３月 ８日（水） 自然環境調査 

自然環境学習会「野生動物問題から生物多様性を考える」 

（講師 東京農工大学大学院准教授 小池 伸介氏） 

１４名 

１４名 

３月２３日（木） 第３回定例会 

・自然環境調査について 

・平成２９年度活動計画について 

・学習会について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・府中環境まつり２０１７について 

１４名 

４月１２日（水） ・自然環境調査 １２名 

４月１９日（水） ・学習会「田んぼの周辺における自然観察」 １３名 

４月２０日（木） ・第４回定例会 

・自然環境調査について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・府中環境まつりについて 

・親子ウォーキングツアーについて 

１５名 

４月２８日（土） 自然環境調査（植物班 ラン調査） ７名 

５月 ２日（火） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 １２名 

５月 ９日（火） 自然観察ウォーキングツアー「多摩川レンリソウ」 １２名 

５月１０日（水） 自然環境調査 ９名 

５月１２日（金） 環境まつり２０１７担当会議（自然環境調査員会議ＰＲ班） １名 

５月１９日（金） 環境まつり２０１７担当会議（水辺ＰＲ班） ６名 

５月２６日（金） 環境まつり２０１７担当回議（鳥の巣箱作り班） １３名 

６月 ２日（土） 府中環境まつり２０１７ １１名 

６月 ７日（水） 自然環境調査 １３名 

６月１５日（木） 第５回定例会 

・自然環境調査について 

１３名 
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・第５７回蓮を観る会について 

・親子ウォーキングツアーについて 

・委員研修（バス研修）について 

６月３０日（金） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 １０名 

７月 １日（土） 第５７回蓮を観る会協力（郷土の森公園 修景池） ６名 

７月 ８日（土） 親子ウォーキングツアー「浅間山」 １０名 

７月１２日（水） 自然環境調査 １０名 

９月 ８日（金） 委員研修（バス研修）「図師小野路歴史環境保全地域 町田市」 １３名 

９月１３日（水） 自然環境調査 ９名 

９月２１日（木） 第６回定例会 

・自然環境調査について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・緑化講習会について 

・学習会について 

１４名 

１０月１１日（水） 自然環境調査 １４名 

１０月１３日（木） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 １１名 

１０月２０日（木） 自然観察ウォーキングツアー（雨天中止） ０名 

１０月３１日（火） 学習会（四谷周辺 田んぼ） １０名 

１１月８日（水） 自然環境調査 １０名 

１１月１４日（火） 武蔵台公園下草刈り ６名 

１１月１６日（木） 第７回定例会 

・自然環境調査 

・緑化講習会 

１３名 

１１月２９日（水） 緑化講習会 ９名 

１２月１３日（水） 自然環境調査 １１名 

 平成３０年１月１０日（水） 自然環境調査 ７名 

１月１８日（木） 第８回定例会 

・自然環境調査について 

・自然環境学習会について 

・府中環境まつり２０１８について 

・武蔵台小学校支援について 

１３名 

２月 ８日（木） 武蔵台小学校総合学習支援 ４名 

２月１４日（水） 自然環境調査 ９名 

２月２０日（火） 自然環境学習会「花蜂との蜜月」 

（講師 東京農工大学大学院 講師 井上 真紀氏） 

９名 

２月２２日（木） 武蔵台小学校総合学習支援 ６名 

３月１４日（水） 自然環境調査 ８名 

３月２０日（火） 自然環境学習会「人と昆虫との深いつながり」 

（講師 東京農工大学講師 吉田 智弘氏） 

７名 

３月２２日（木） 第９回定例会 

・自然環境調査について 

・平成３０年度活動計画について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・府中環境まつり２０１８について 

１２名 

４月１１日（水） 自然環境調査 １２名 

４月１９日（木） 第１０回定例会 

・自然環境調査について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・府中環境まつり２０１８について 

・親子対象イベントについて 

・委員研修（バス研修）について 

１３名 

４月２３日（月） 自然環境調査（ラン調査 植物班） ７名 
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５月 ７日（月） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査  ８名 

５月１１日（金） 自然観察ウォーキングツアー「多摩川レンリソウ」 １１名 

５月１７日（木） 自然環境調査 ８名 

５月１８日（金） 環境まつり２０１８担当会議（自然環境調査員会議ＰＲ） ２名 

５月２３日（木） 環境まつり２０１８担当会議（鳥の巣箱作り班） ６名 

６月 ２日（土） 府中環境まつり２０１８ １１名 

６月１３日（水） 自然環境調査 １１名 

６月２１日（木） 第１１回定例会 

・自然環境調査について 

・第５８回蓮を観る会のご協力について 

・浅間山親子イベントについて 

・委員研修（バス研修）について 

１３名 

６月３０日（土） 第５８回蓮を観る会協力（郷土の森公園 修景池） ６名 

７月１１日（水） 自然環境調査 １２名 

７月１３日（金） 浅間山親子イベントｉｎ浅間山 実地踏査 １０名 

７月２４日（火） 自然観察親子イベントｉｎ浅間山 ９名 

８月２４日（水） 自然環境調査 １２名 

９月１０日（月） 委員研修（バス研修）「横沢入里山保全地域 あきる野市」 １３名 

９月１２日（水） 自然環境調査 １２名 

９月２０日（木） 第１２回定例会 

・自然環境調査について 

・緑化講習会について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

１２名 

１０月１０日（水） 自然環境調査 １３名 

１０月１２日（金） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 ９名 

１０月１９日（金） 自然観察ウォーキングツアー「キャンパスの緑をめぐる道」 １１名 

１１月１４日（水） 自然環境調査 １２名 

１１月１５日（木） 第１３回定例会 

・自然環境調査について 

・緑化講習会について 

１４名 

１１月２１日（水） 緑化講習会 １０名 

１１月２８日（水） 府中市自然環境調査員会議報告書及び活動報告書を市長に提出  
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