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府中市生活環境部環境政策課 

令和２年１１月 
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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３０年１２月１日から令和２年１１月３０日までの２年間とし、１２月６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。なお、令和２年８月２７日に新井会長が逝去さ

れたため、「府中市自然環境調査員会議実施要領」第５条第２項により、以降任期満了時ま

で佐川副会長が会長代行を務めた。 

 

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）その他 

    ①武蔵台小学校総合学習への協力 

    

３．調査員活動 

 

 

 

  

 

 

 

 

（１）会議 

２か月に１回程度、府中駅北第２庁舎３階会議室及び本庁北庁舎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。 

 

 

 
会 議 活 動 

平成３０年度（H30.12～H31.3） ３回 １０回 

令和  元年度（H31.4～R2.3） ６回 ２８回 

令和  ２年度（R2.4～R2.11） ３回 １４回 

 合  計 （H30.12～R2.11） １２回 ５２回 
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（２）市内の動植物の生息状況その他の自然環境の把握 

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） 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自然環境学習会等への参加 

 委員の知識向上を図るため自然環境学習会を行った。 

学習会講師を務めていただいた東京農工大学大学院准教授の吉川正人氏には、武蔵台公

園の保全活動に関して、現地にてササ刈り作業の助言・指導をいただくなど、指導的役割を

担っていただいている。 

 

■平成３０年度「自然環境学習会」 

題目 都市の生きものの生態 
府中市に残る生物多様性ホットスポット 

浅間山 

日時 
平成３１年２月２０日（火） 

午後６時半～ 

平成３１年３月２０日（火） 

午後６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 

講師 吉田 智弘 氏 

特定非営利活動法人NPO birth  

金本 敦志 氏 

参加者数 委員７名 ほか１０名 委員４名 ほか３７名 

 

■平成３０年度「自然環境調査員学習会」 

題目 植物群落からみる府中の緑 
公園と生物多様性～モニタリングと 

保全の取り組み～ 

日時 
平成３１年２月２７日（火） 

午後５時００分～午後７時 

平成３１年３月１日（金） 

午前１０時００分～正午 
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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 

准教授 吉川 正人 氏 

特定非営利活動法人NPO birth  

金本 敦志 氏 

参加者数 委員１３名  委員９名 

 

■令和元年度「自然環境学習会」 

題目 ヤマトスナハキバチが来た！ 
となりの野生生物 

～僕たち都会志向です！？～ 

日時 
令和２年３月７日（土） 

午後２時～午後４時 

令和２年３月２０日（金・祝） 

午後２時～午後４時 

場所 府中駅北第２庁舎３階会議室 府中駅北第２庁舎３階会議室 

講師 
埼玉県自然学習センター 

チーフ自然学習指導員 高野 徹 氏 

東京農工大学 

准教授 小池 伸介氏 

 ※両企画とも新型コロナウイルス流行のため直前で中止となった 

 

■令和元年度「自然環境調査員学習会」        ■令和２年度「自然環境調査員学習会」 

題目 ハクビシンの生態と被害対策 武蔵台緑地植生管理ガイドライン説明会 

日時 
令和元年１２月１９日（木） 

午後２時～午後４時 

令和２年７月２２日（水） 

午前１０時～正午 

場所 府中駅北第２庁舎３階第２会議室 北庁舎３階第１・２会議室 

講師 
東京農工大学 

准教授 金子 弥生 氏 

東京農工大学大学院 

准教授 吉川 正人 氏 

参加者数 委員１０名 委員１２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自然環境調査員学習会」の様子 

武蔵台緑地植生管理ガイドラインの解説を 

現地でも受けた 
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③ 視察研修 

 調査員会議の活動に関連したテーマに先進的に取組んでいる施設を選び、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

研修であるが、令和２年度は新型コロナウイルス流行のため中止となった。 

 

年度 令和元年度 

日時 令和元年９月１９日（木） 

行程 
北本自然観察公園・埼玉県自然学習

センター（埼玉県北本市） 

出席者数 １１名 

 

令和元年度 北本自然観察公園・埼玉県自然学習センター 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

解説を聞きながら公園内の動植物を観察 公園の環境や保全方法について学ぶ 

座学も実施し、知見を深める 普及啓発のための展示を見学する 
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（３）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 

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。 

令和元年度は佐川委員と山田委員が、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づくり、自然環境調査員会議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。 

なお、令和２年度は新型コロナウイルス流行により事業中止となった。 

 

年度 令和元年度 

名称 府中環境まつり２０１９ 

日時 ６月１日（土） 

場所 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 

・木の実細工 

来場者数 
延べ２０,０００人 

（自然体験コーナー １０１人） 

委員出席者数 １２名 

    

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。 

 

■令和元年度「自然観察ウォーキングツアー」及び「自然観察親子イベント」 

テーマ 多摩川レンリソウ 自然観察親子イベント in 府中の森公園 

日時 
令和元年５月１３日（月） 

午前９時～正午 

令和元年８月６日（火） 

午後４時～午後６時 

参加者数 ３０名 ２３名 

委員出席者数 １２名 ９名 

※全３回実施の予定だったが、予定していた１０月は雨天のため、延期とした３月は新型

コロナウイルス流行のためそれぞれ中止となった。 

 

※令和２年度は新型コロナウイルス流行のため全て中止となった。 
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自然観察ウォーキングツアー 多摩川レンリソウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察親子イベント in 府中の森公園 

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 

セミの幼虫の観察 広場でトンボを追いかけた 
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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観察し、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、内容の充実した講習会となった。 

  

年度 令和元年度 令和２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 
令和元年１１月１４日（木） 

午後０時４５分～午後４時 

令和２年１１月１５日（日） 

午後０時５０分～午後４時 

場所 
中央文化センター第２講堂 

及び府中公園 

中央文化センター第１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 ８名  １６名 

委員出席者数 １０名  １１名 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

作成したリース 

佐川委員によるリース作りの説明 

参加者に実技指導 

府中公園を自然観察 



府中市自然環境調査員会議活動報告 2018-2020 

10 

（４）その他 

① 武蔵台小学校総合学習への協力 

 武蔵台小学校からの依頼により、総合的な学習の時間の講師として協力を行った。 

 日頃自然環境調査を行っている武蔵台公園を学習の場所とし、３年生に対しては、現地

で観察できる植物や昆虫、地形などについての解説を、５年生に対しては、清掃活動やサ

サ刈りなどの環境保全活動の支援や、児童が作成した自然保護を呼び掛けるポスターを杭

看板として設置する支援を行った。 

 

 

■平成３０年度武蔵台小学校総合学習支援 

日時 
平成３１年２月２２日（金） 

午前８時４０分～ 

平成３１年３月８日（金） 

午前８時４０分～ 

対象 ５年生 ５年生 

内容 
武蔵台公園の清掃活動・ 

ササ刈り 

ポスターを貼った 

杭看板の設置 

委員 

出席者数 
６名 ７名 

  

■令和元年度武蔵台小学校総合学習支援 

日時 
令和元年７月２日（火） 

午前８時４５分～ 

令和元年１１月８日（金） 

午前８時４０分～ 

対象 ３年生 ３年生 

内容 
武蔵台公園の植物・昆虫の

観察と解説 

武蔵台公園の植物・昆虫の

観察と解説 

委員 

出席者数 
１０名 １０名 

※令和２年３月５日・１２日にそれぞれ５年生を対象とした学習支援を予定していたが、新

型コロナウイルス流行のため中止となった。 

 

■令和２年度武蔵台小学校総合学習支援 

日時 
令和２年９月１１日（金） 

午前８時４５分～ 

対象 ３年生 

内容 
武蔵台公園の植物・昆虫の

観察と解説 

委員 

出席者数 
１１名 

 

 
３年生の自然観察 
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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（～令和２年８月２７日）  

2   石 川 助 成 男 団体等代表 府中ホタルの会 

3   後 藤 晶 江 女 公募市民   

4 副会長 佐 川 タマ江 女 公募市民  

5  多 田 育 子 女 団体等代表 府中野鳥クラブ 

6  田 中 久 男 男 公募市民  

7  鶴 岡 厚 夫 男 団体等代表 
武蔵台緑地保全ボランティア 

（～令和元年１０月１２日） 

8  小 牧 助 行 男 団体等代表 
武蔵台緑地保全ボランティア 

（令和元年１２月１１日～） 

9   内 藤 林 三 男 公募市民  

10   野 口 佑 子 女 公募市民   

11   橋 本 和 司 男 公募市民   

12  宮 島   明 男 公募市民  

13   森 田 敏 雄 男 公募市民   

14   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 30年 12月 1日から令和 2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３０年１２月  ６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１９日（水） 

１２月２７日（木） 

自然環境調査（植物班・昆虫班） 

自然環境調査（野鳥班） 
１１名 

平成３１年１月  ９日（水） 自然環境調査 １２名 

 １月１７日（木） 第２回定例会 

・自然環境調査について 

・自然環境調査員学習会について 

・自然環境学習会について 

・府中環境まつり２０１９について 

・平成３１年度活動計画について 

１２名 

２月１３日（水） 自然環境調査 １３名 

２月２０日（水） 自然環境学習会「都市の生きものの生態」 

（講師 東京農工大学講師 吉田 智弘 氏） 
７名 

２月２２日（金） 武蔵台小学校総合学習支援 ６名 

２月２７日（水） 自然環境調査員学習会「植物群落からみる府中の緑」 

（講師 東京農工大学大学院 准教授 吉川 正人 氏） 
１３名 

３月 １日（金） 自然環境調査員学習会「公園と生物多様性～モニタリング

と保全の取り組み～」 

（講師 特定非営利活動法人NPO birth 金本 敦志 氏） 

９名 

３月 ８日（金） 武蔵台小学校総合学習支援 ７名 

３月１３日（水） 自然環境調査 １３名 

３月２０日（水） 自然環境学習会「府中市に残る生物多様性ホットスポット

浅間山」 

（講師 特定非営利活動法人NPO birth 金本 敦志 氏） 

４名 

３月２８日（木） 第３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２０１９について 

・自然環境調査員学習会について 

１２名 

４月１２日（金） 

４月１７日（水） 

・自然環境調査（野鳥班） 

・自然環境調査（植物班・昆虫班） 
１１名 

４月１８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２０１９について 

・親子ウォーキングツアーについて 

・自然環境調査員会議学習会について 

・委員研修について 

１１名 

令和元年５月 ８日（水） 

５月１８日（土） 

自然環境調査（植物班・昆虫班・ラン調査） 

自然環境調査（野鳥班） 
１２名 

５月１０日（金） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 ６名 

５月１３日（月） 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１３日（月） 環境まつり２０１９担当回議（鳥の巣箱作り班） ５名 

６月 １日（土） 府中環境まつり２０１９ １９名 
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６月１２日（水） 自然環境調査 １０名 

６月２０日（木） 第５回定例会 

・自然環境調査について 

・自然観察親子イベントについて 

・自然環境調査員会議学習会について 

・委員研修（バス研修）について 

・秋の自然観察ウォーキングツアーについて 

・武蔵台小学校学習支援について 

１０名 

７月 ２日（火） 武蔵台小学校学習支援 １０名 

７月１０日（水） 自然環境調査 １０名 

７月２５日（木） 自然観察親子イベント実踏 ９名 

８月 ５日（月） 昆虫調査トラップ設置 ２名 

８月 ６日（火） 自然観察親子イベント ９名 

８月 ７日（水） 夜間昆虫調査 ４名 

８月１８日（日） 

８月２０日（火） 

８月２８日（水） 

自然環境調査（昆虫班） 

自然環境調査（野鳥班） 

自然環境調査（植物班） 

１０名 

９月 ４日（水） 委員研修（バス研修）実踏 ２名 

９月１２日（水） 自然環境調査 ９名 

９月１９日（木） 委員研修（バス研修）「北本自然観察公園」 １１名 

９月１９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 

・武蔵台小学校の学習支援について 

・緑化講習会について 

・自然環境調査員会議学習会について 

１１名 

１０月 ９日（水） 自然環境調査 １１名 

１０月１０日（木） 自然観察ウォーキングツアー実地踏査 ５名 

１０月１８日（金） 自然観察ウォーキングツアー（雨天中止） ０名 

１０月３０日（水） 緑化講習会準備 １名 

１１月８日（金） 武蔵台小学校学習支援 ９名 

１１月 ５日（火） 

１１月１３日（水） 

自然環境調査（野鳥班） 

自然環境調査（植物班・昆虫班） 
１１名 

１１月１４日（木） 緑化講習会 １０名 

１１月２１日（木） 第７回定例会 

・自然環境調査について 

・自然環境調査員会議学習会について 

・自然環境調査員の推薦依頼及び選任について 

１１名 

１２月１１日（水） 自然環境調査 １３名 

１２月１９日（木） 自然環境調査員学習会「ハクビシンの生態と被害対策」 

（講師 学校法人東京農工大学准教授 金子弥生 氏） 
１０名 

 令和２年１月１３日（月） 

１月１７日（金） 

１月２４日（金） 

自然環境調査（野鳥班） 

自然環境調査（昆虫班） 

自然環境調査（植物班） 

１２名 

１月１６日（木） 第８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（３月）について 

・自然観察ウォーキングツアー（５月）について 

・自然環境学習会について 

・府中環境まつり２０２０について 

１３名 

２月１２日（水） 自然環境調査 １３名 
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３月 ７日（土） 自然環境学習会「ヤマトスナハキバチが来た！」 

（講師 埼玉県自然学習センター チーフ自然学習指導員 

 高野 徹 氏） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

０名 

３月１１日（水） 自然環境調査 １２名 

３月１９日（木） 第９回定例会 

・自然環境調査について 

・自然観察会「多摩川レンリソウ」について 

・府中環境まつり２０２０について 

・委員研修（バス研修）について 

１０名 

３月２０日（金） 自然環境学習会「となりの野生生物」 

（講師 学校法人東京農工大学准教授 小池 伸介氏） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

０名 

４月１５日（水） 

４月１９日（日） 

自然環境調査（植物班・野鳥班） 

自然環境調査（昆虫班） 
６名 

４月１６日（木） 第１０回定例会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
０名 

５月 １日（金） 自然観察ウォーキングツアー実踏（中止） ０名 

５月 ８日（金） 自然観察ウォーキングツアー「多摩川レンリソウ」（中止） ０名 

５月１０日（日） 

５月１３日（水） 

５月１４日（木） 

自然環境調査（昆虫） 

自然環境調査（野鳥） 

自然環境調査（植物） 

６名 

６月 ６日（土） 府中環境まつり２０２０（中止） ０名 

６月１０日（水） 自然環境調査 １１名 

６月１８日（木） 第１０回定例会 

・自然環境調査について 

・今後の活動計画について 

・自然環境調査員会議学習会について 

・武蔵台公園保全活動（ササ刈り）について 

・夏の自然観察親子イベントについて 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・水と緑のネットワーク ウォーキングマップの改訂について 

１３名 

７月 ８日（水） 自然環境調査 １２名 

７月２２日（水） 自然環境調査員会議学習会「武蔵台緑地植生管理ガイドライ

ン」（講師 東京農工大学大学院 准教授 吉川 正人 氏） 
１２名 

８月１０日（月） 

８月１２日（水） 

自然環境調査（昆虫班） 

自然環境調査（植物班・野鳥班） 
１２名 

８月１９日（水） 自然観察親子イベント実踏（中止） ０名 

８月２４日（月） 武蔵台公園保全活動（ササ刈り） ７名 

８月３０日（日） 自然観察親子イベント in 府中の森公園（中止） ０名 

８月２８日（金） 武蔵台小学校学習支援事前打ち合わせ ４名 

９月 ９日（水） 自然環境調査 １０名 

９月１１日（金） 武蔵台小学校学習支援 １１名 

９月１７日（木） 第１１回定例会 

・今年度事業計画について 

・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 

・武蔵台公園保全活動について 

１２名 

１０月１４日（水） 自然環境調査 １１名 

１０月２３日（金） 緑化講習会準備 １名 

１１月１１日（水） 自然環境調査 １２名 
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１１月１５日（日） 緑化講習会 １１名 

１１月１９日（木） 第１２回定例会 

・自然環境調査について 

・自然環境調査員会議報告書について 

・自然観察ウォーキングツアーについて 

・武蔵台公園保全活動（ササ刈り２回目）について 

・武蔵台公園保全活動（常緑樹・園芸植物除去）について 

１２名 

１１月３０日（月） 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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