
東京における環境教育等の活動拠点（抜粋）

日本の首都である東京は人口が多く、子どもも多いことから、環境教育や自然環境関連のボランティアが盛んに行われています。近年都内で実施されている

環境教育や自然環境関連のボランティアに関する活動内容及び活動拠点を以下に示します。なお、対象とする活動及び活動拠点は国土交通省及び東京都が関係

しているものを抽出しており、各区市町村及び民間団体の活動・活動拠点は含んでいません。また、国土交通省及び東京都が関係している活動についても、全

てを網羅しているものではありません。 

(ア) 水辺の楽校 

国土交通省が所管する水辺の楽校は、国土交通省と教育関係者、河川管理者、市民団体などが連携して、子どもの河川の利用を促進し、地域における子ども

達の体験活動の充実を図るプロジェクトです。国土交通省が直轄する一級水系は全国に 109 水系指定されていますが、多摩川水系の水辺の楽校が最も多く登録

され、活動も盛んに行われています。 

表 1 東京都における水辺の楽校 

No 水系 名称 No 水系 名称 

1 多摩川 多摩川源流こすげ水辺の楽校 13 多摩川 調布水辺の楽校 

2 多摩川 おうめ水辺の楽校 14 多摩川 狛江水辺の楽校 

3 多摩川 福生水辺の楽校 15 多摩川 せたがや水辺の楽校 

4 多摩川 平井川こどもの水辺 16 多摩川 うのき水辺の楽校 

5 多摩川 あきしま水辺の楽校 17 多摩川 かわさき水辺の楽校 

6 多摩川 八王子浅川水辺の楽校 18 多摩川 とどろき水辺の楽校 

7 多摩川 浅川潤徳水辺の楽校 19 多摩川 だいし水辺の楽校 

8 多摩川 滝合水辺の楽校 20 多摩川 羽田水辺の楽校 

9 多摩川 多摩市水辺の楽校 21 荒川 下平井水辺の楽校 

10 多摩川 たちかわ水辺の楽校 22 荒川 北区・子どもの水辺 

11 多摩川 府中水辺の楽校 23 江戸川 江戸川水辺の楽校 

12 多摩川 いなぎ水辺の楽校 

出典） 京浜河川事務所ホームページ（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index045.html） 

荒川河川事務所ホームページ（https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00019.html） 

江戸川・中川・綾瀬川～Watch the river～（江戸川河川事務所パンフレット） 
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(イ) 都立公園・庭園等 

東京都が管理する都立動物園、都立植物園、都立水族館、都立庭園、都立公園、海上公園では、各ボランティア団体が花壇づくりや環境教育活動などの活動

を定期的に行っています。各施設のボランティア団体の活動状況を以下に示します。  

 

表 2 都立動物園・植物園・水族館

 

出典）都立動物園・植物園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran006.html） 

  

No. 区分 施設名 所在地 ボランティア名 活動内容 メンバー(名)

1 動物園 井の頭自然文化園 武蔵野市御殿山一丁目 東京動物園ボランティアーズ
動物解説（DG)、園内案内・動物
ふれあい補助など（SG)

88

東京動物園ボランティアーズ
動物解説（DG)、園内案内・動物
ふれあい補助など（SG)

138

恩賜上野動物園樹木美化ボラン
ティア

園内の樹木や花壇などの緑地管
理の手伝い

17

TAMAZO(たまぞう)
特定非営利活動法人　樹木・環
境ネットワーク協会

雑木林の保全管理による里山の
再生、来園者に親しまれる森づ
くりなど

68

東京動物園ボランティアーズ
動物解説（DG)、園内案内・動物
ふれあい補助など（SG)

93

深大寺　人と緑と犬の会
清掃、しつけ教室、セラピー活
動、会報発行など

60

22世紀の森づくり・神代 森林整備、イベントの開催 58

神代植物公園ガイドボランティ
アクラブ

公園のガイド活動 51

5 植物園 夢の島熱帯植物館
江東区夢の島2-1-2（夢の島公
園内）

ー ー ー

6 水族館 葛西臨海水族園 江戸川区臨海町六丁目
東京シーライフボランティアー
ズ

園内の生物ガイド、イベント共
催

153

動物園 恩賜上野動物園 台東区上野公園

4 植物園 神代植物公園 調布市深大寺元町二丁目ほか

2

3 動物園 多摩動物公園 日野市程久保六・七丁目ほか



表 3 都立庭園 

 

出典）都立庭園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran005.html） 

  

No. 庭園名 ボランティア名 活動内容 メンバー(名)

茅町コンドル会 ガイド 73

金唐紙友の会 金唐革紙の普及啓発 18

花ふじフラワースクール 館内の花による装飾 30

2 旧芝離宮恩賜庭園
旧芝離宮恩賜庭園ガイドボラン
ティアの会

庭園ガイド 28

旧古河庭園ボランティアガイド
の会

庭園ガイド 45

西ヶ原フラワーロード会
本郷通りの清掃、花苗植付・管
理

13

ＮＰＯ法人　西ヶ原ローズペー
ジェント

春・秋　バラの苗木販売他 15

4 清澄庭園 清澄庭園ガイド倶楽部 庭園ガイド 48

文京区立　柳町小学校 田植え、案山子づくり、稲刈り 80

ＮＰＯ法人　小石川後楽園庭園
保存会

イベント協力、調査活動 101

小石川後楽園ガイドクラブ 庭園ガイド 52

殿ヶ谷戸庭園ガイドボランティ
アの会

来園者への庭園ガイド活動 21

殿ヶ谷戸庭園花の会 施設内の花の生け込み活動 3

浜離宮庭園ガイドクラブ 園内ガイド 42

ＮＰＯ法人水辺と生物環境保全
推進機構

園内大泉水環境調査・保護活
動、環境学習

14

墨田朝顔愛好会 大輪朝顔展の開催 45

百花園ガイドの会 庭園ガイド 35

墨田区ラジオ体操連盟向島地区 清掃活動 70

9 六義園 六義園ガイド倶楽部 庭園ガイド 50

7

向島百花園8

6

1 旧岩崎邸庭園

旧古河庭園3

5 小石川後楽園

殿ヶ谷戸庭園

浜離宮恩賜庭園



表 4 都立公園(1)

 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html） 

  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)
株式会社E&Gアカデミー（エクステリア
ガーデンアカデミー）

花維持作業 北地区 月数回 10

青山公園サクラの会 花壇づくり、清掃 青山公園北地区 週2日～適宜活動 5
株式会社ホンダトレーディング 清掃活動 北地区 月1回 10
区の花ニリンソウを保存する会＋いたばし
自然観察会共同運営会

ニリンソウの自生地手入れ　ニリンソウ観察
デイ　クリーンアップデイ　観察会

大門地区のおよび赤塚八丁
目、四葉二丁目

月2回程度、土・日 20

いたばし水とみどりの会 バッタ広場の手入れ　自然観察会 月2回程度、土曜日 37

みどりの手
雑木林の復活プロジェクト　ニリンソウ観察
デイ　クリーンアップデイ

赤塚城址北側の斜面、その
他

毎月第四日曜日午前に定例会 28

東京パークフレンド赤塚 ー ー ー ー
NPO法人　いた・エコ・ネット どんぐりまつり　花壇づくり 赤塚公園中央地区の花壇 不定期、毎月数回の活動 25
赤塚公園植物モニタリング活動 ー ー ー ー

野草愛好会
野草園の維持管理、公園内花壇の花苗植付
け・除草、公園イベントの手伝い

ー ー 14

「ふれあい農園」作業ボランティア
ジャガイモ作り、ダイコン作りの畑作業とイ
ベントサポート

秋留台公園 ふれあい農園 月4～5日程度 ー

井の頭かんさつ会 自然観察会の開催 外来生物駆除 ー ー 23

井の頭公園検定一級合格者の会｢あか井の｣ ガイドツアー、イベントの参画 公園整備作業 ー ー 18

5 上野恩賜公園 上野桜守の会
桜の調査、後継樹育成、マップ・HP作成、募
金活動など

ー ー 43

6 宇喜田公園 宇喜田ハーブボランティア 花壇維持管理 ガーデンパーク 毎週水曜日 20

7 浮間公園 ー ー ー ー ー

8 大泉中央公園 いずみの会 花の手入れ
ボランティア花壇ほか園内
花壇、および株物生育域

毎週水曜日 2

たんぽぽ 花壇維持管理 季節の広場 週3回程度 4
わんず・どりー夢 犬のマナー啓蒙、清掃活動 100
大島小松川公園ガーデンボランティア 花壇維持管理 自由の広場大花壇 毎週火曜日 6

10 大戸緑地 大戸源流森の会
公園内自然環境保護活動、体験学習等イベン
ト活動

ー ー 20

1

2

9

4

3

青山公園

赤塚公園

大島小松川公園

井の頭恩賜公園

秋留台公園 



表 4 都立公園(2) 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html） 

 

  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)
尾久の原愛好会 公園の自然観察、稀少植物保護 園内全般 月1回（第4日曜日） 19
尾久の原公園花の会 花壇作り、花の植込み、管理 園内全般の花壇 年2回程度 2
尾久の原公園カバグループ 花壇作り、花の植え込み、管理 公園入口のプランター 年2～3回程度 2
尾久の原公園おそうじ隊 園内の清掃・雑草除草 4
尾久の原公園わんにゃんパトロール隊 愛犬家へのマナー向上呼びかけと糞の清掃 公園全域 月1回（第3日曜日） 15

小山内裏公園花壇グループ
パークセンター正面(コンクール花壇）横の花
壇他の手入れ。イベント支援

公園正面入り口付近の花壇
や植え込み

毎月第1、第2、第3木曜日の午前10時～12
時

11

小山内裏公園谷戸山の会
樹林の保護・保全、安全管理、管理者の作業
を支援、自然教室・イベント支援

雑木林、草地の全域（サン
クチュアリ内を含む）

週1回（水曜日） 16

小山内裏公園わんわんサポーターズ
ドッグラン運営・整備、園内ゴミ拾い。犬の
マナーアップ、イベント支援

ドッグラン及び園内
定期的／月1回（第3日曜日[例会]）・毎日
[鍵開閉・清掃]）

183

小山内裏公園巡回パトロール
パークモニターとして園内防犯、防災、パト
ロール、ゴミ拾い、イベント支援

公園内の巡回/ゴミ拾いをし
ながら危険箇所、倒木、防
火用水の確認

第2・4土曜日 17

子どもの居場所どんぐり分校
子どもの居場所作り、南大沢学園喫茶指導、
子育て支援、イベント支援

小山内裏公園パークセン
ター内、展示室、ウッド
デッキ、レクチャールーム

毎週／月曜日・水曜日 20

小山内裏公園畑グループ
野菜栽培、近隣小学校・保育園体験学習実
施、イベント支援

公園内畑用地 毎日曜日の午前中 20

ラ・ヴェルデ 音楽グループ、水曜日コンサート、歌声喫茶 ー ー 11

小山内裏公園　ボランティア連絡会
公園ボランティアグループ全体の活動拠点、
イベントを協議運営

ー ー 278

11

12 小山内裏公園

尾久の原公園



表 4 都立公園(3) 

 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html） 

  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

ＮＰＯ法人鶴見川源流ネットワーク
公園自然環境保護活動（草刈り、生き物調査
等)

園内全域 月2回（第2・4日曜日） 6

鶴見川源流自然の会
みはらし広場での野外談話室の開催やエコ
パッチ管理

見晴らし広場及び梅木窪分
園

月1回（第4日曜日） 15

梅木窪の会
梅木窪分園での野外談話室の開催やアサザ池
管理

梅木窪分園 月1回（毎月第4日曜日） 12

小山田緑地田んぼ友の会 稲作・畑作活動 小山田緑地内の田んぼ 年40回程度 87
フローラクィーン 大久保分園での花壇づくり ー ー 6
小山田緑地里山倶楽部 園内の環境保全活動等 ー ー 10

葛西臨海公園　グリーンボランティア 花壇づくり
時計広場花壇・大規模花
壇・クリスタルビュー前花
壇ほか

毎月　第1・第3週の水曜日、第2・第4週の
土曜日

30

葛西臨海公園　ひがた・たんぼ倶楽部 鳥類園での環境学習・維持管理活動
鳥類園内の湿地2箇所。下の
池「亀島（通称）」、上の
池「たんぼ（通称）」

第1、3土曜日　13:00～15:30 15

防災ボランティア ー ー ー ー
葛西東渚・鳥類園友の会 鳥類園自然保護活動 鳥類園 通年 15
三地区亀戸学童少年野球連盟 多目的広場とその周辺の整備 ー ー 160

かめいど花の会 B地区及びC地区の花壇
B地区：あずまや近く
C地区：テニスコート脇、児
童コーナー、東側入口

週に3回程度 5

砧公園友の会砧パークアカデミー(KPA) 花壇づくり、花木の剪定など 園内全域 週1回（金曜日） 106
Kinuta Park Tokyo e-Dog club 犬連れ飼い主のﾏﾅｰｱｯﾌﾟ活動 ー ー 5

木場公園友の会
都市緑化植園の維持管理、噴水前花壇等花壇
の維持管理、SC主催イベントへの協力など

南地区　都市緑化植物園、
噴水前花壇
 中地区花壇

木場ミドリアム休館日を除く毎日 65

江東植物愛好会
帰化植物見本園の維持管理（友の会と連
携）、イベント開催など

ー ー 30

木場プレーパークぼうけん隊
子供たちの公園での遊びを通じて公園の魅力
を発信

ー ー 13

木場公園ドッグランサポーターズ
ドッグランの清掃・管理、しつけ教室開催に
よるマナーアップ活動

ドッグラン
定例会　毎月第3土曜日
 清掃は随時

20

中地区愛好会（千石一丁目長寿会・江東ワ
イズメンズクラブ）

中地区大花壇維持管理(木場公園友の会と協
働)

ー ー 24

ガールスカウト　ケナフの会
園内の専用花壇でケナフを栽培し、来園者の
地球環境保全認識を啓発している

ー ー 20

ふとんリサイクル推進協議会 江東区の環境問題ボランティア ー ー 4

蘭友会
会員が育てた蘭の展示会、蘭の育て方教室の
開催

ー ー 60

緑の会
園内の植物を写生、作品をミドリアムに展
示、スケッチ教室の開催

ー ー 5

16

14

15

17 木場公園

葛西臨海公園

亀戸中央公園

砧公園

13 小山田緑地



表 4 都立公園(4) 

 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html）  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

小金井公園　樹木の会
樹木及び梅林マップ作成、ガイド、園内イベ
ント協力

サービスセンター、公園内
全域

月4回（毎週火曜日） 23

小金井公園　ドッグランサポーターズクラ
ブ

ドッグランの清掃、飼い主への啓発活動、園
内イベント協力

小金井公園ドッグラン 月1～2回（第3日曜日） 25

小金井公園　桜守の会
桜の育成管理（清掃、除草、苗木育成）、ガ
イド、園内イベント協力

後継樹育成苗圃、桜の園、
たてもの園前広場

週2回（火曜日・木曜日） 26

小金井公園　花の会
花壇管理、清掃、植栽、除草、園内イベント
協力

公園全体に分布する花壇管
理（園内35区画）

週2回（月・木） 35

小金井公園　野鳥の会
バードウオッチング、探鳥会、除草、清掃、
園内イベント協力

園内全域、特に野鳥が来る
水場
サンクチュアリー周辺

第2日曜日 1

駒沢公園　ドッグランサポートクラブ ドッグランの運営管理 ー ー 100
天理教世田谷東部支部 清掃 ー ー 10
一般社団法人ガールスカウト東京都連盟第
72団

清掃 ー ー 20

NPO法人　グリーンバード　駒沢チーム 清掃 ー ー 30
nohara　GREEN　MATE 花壇づくり・管理 ー ー 10

20 小宮・滝山公園 どんぐり会

花壇のお手入れ、野草や野鳥の観察会の開
催、野鳥や植物の調査、草地や希少種等の保
全活動、外来種駆除作業、イベント支援、機
関紙「どんぐり通信」の発行、展示作成ほか

ー ー 71

桜ヶ丘公園 雑木林ボランティア
雑木林管理、谷戸田管理、農業文化継承活
動、イベント開催、野草等保全調査活動　ほ
か

こならの丘、連光寺谷戸田 月4回（第5土曜日を除く毎土曜日） 49

都立桜ヶ丘公園ドッグランサポーターズの
会

ドッグランの管理運営、公園花壇整備
ドッグラン内とその周辺の
清掃

毎月　第2土曜日 20

丘陵地ボランティア
丘陵地レンジャーの活動支援、園内巡回清掃
活動、雑木林管理、野草等保全調査活動、イ
ベント開催　ほか

桜ヶ丘公園、長沼公園、平
山城址公園　全域

3公園それぞれ月2～3回
 他にイベントの時など

38

22 狭山公園 狭山公園友の会
花壇づくり、雑木林の手入れ、イベント協力
など

都立狭山公園内を中心に、
都立八国山緑地、都立東大
和公園

主に第１・３水曜日、土・日曜日 50

18

21

19

小金井公園

桜ヶ丘公園

駒沢オリンピック公園



表 4 都立公園(5) 

 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html）  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

西東京・狭山境緑道花の会 花壇づくり、手入れ、清掃 狭山境緑道(馬の背)の花壇 毎週木曜日(10:00〜12:00) 7

こだいら観光まちづくり協会　狭山・境緑
道 花街道ボランティア部会

花壇づくり、手入れ ー ー 19

東村山市小彼岸桜の会 樹木剪定、生育調査・管理 ー ー 14

24 猿江恩賜公園 猿江恩賜公園友の会（花の会） 花壇づくり、植栽
北園正面花壇、スズカケ広
場花壇、休憩所花壇

随時。月に8回程度。 4

25 汐入公園 汐入公園ハーブボランティア 花壇作り
日時計広場　ハーブガーデ
ン

毎週水曜日　10時から12時 17

26 潮風公園 ー ー ー ー ―
篠崎公園友の会 花壇づくり、清掃 7
篠崎公園東側花壇ボランティア ー ー ー ー
篠崎公園花笑会 花壇づくり、清掃 和風広場花壇 月1回（第4日曜日） 7

篠崎公園ドッグランサポーターズ ドックラン運営
篠崎公園　ドックランB地区
（小岩消防署向い）

毎月第2日曜日　10時 50

江戸川区グラウンド・ゴルフ協会 芝（草）刈り　花壇づくり 50
ＮＥＣグループ　生物多様性ガーデンクラ
ブ

花壇づくり、清掃、自然観察 1号地、17号地 年6回、開催日は不定期 15

森元みどりを楽しむ会 花壇づくり、清掃、自然観察 １号地、１７号地 不定期 17

石神井公園野鳥と自然の会

水辺観察園の維持管理（週1回）、自然観察会
（月1回）、・「石神井公園 自然の見どこ
ろ」ポスター作成・掲示（月1回）、管理所主
催「自然とあそぼう」イベント運営への協力
（毎年11/3）、池水質調査、他

ー ー 100

ねりま・みどりと花の会

わーくわく花壇の維持管理（週1回）、野草観
察園の維持管理（週1回）、管理所主催「自然
とあそぼう」イベント運営への協力（毎年
11/3）

ー ー 20

練馬に自然を育む会 野草観察園の維持管理（月3回） ー ー 11

石神井・冒険遊びの会
プレイパーク、管理所主催「自然とあそぼ
う」イベント運営への協力（毎年11/3）、管
理所主催の防災訓練などに協力（年1～2回）

ー ー 20

NPO法人PLAYTANK（プレイタンク） おひさまぴよぴよ（幼児向けプレイパーク） ー ー 20
石神井絵を描く友の会 野外絵画展への作品提供（年2回） ー ー 30
城北中央公園　友の会・すみれ会 植物管理活動 園内の花壇での活動 随時 13
城北公園・四季の会 自然普及活動・自然環境管理・イベント活動 園内全域 月３回 9
城北　DOG WAN ドッグラン活動 ドッグラン 月1回以上 190
桜翠会「公園と緑を楽しむ会」 園内美化活動 ー ー 18
浅間山自然保護会 自然環境保全作業、イベント運営、樹木調査 浅間山公園 月2回（第2土曜日､第4日曜日） 46

府中野鳥クラブ
自然環境保全作業、野鳥調査、野鳥観察会の
運営

浅間山公園、武蔵野公園 月1回　第1水曜日 67

浅間山ウォーキングクラブ 園内整備、イベント運営 浅間山公園と府中市内 不定期 25

善福寺川さくらの会
花壇づくり、株物・低木剪定、イベントの企
画・実施

善福寺川緑地内の上流部
月4回 （第1・第2日曜日、第3・第4土曜
日） その他不定期

21

和田堀プレーパーク 子供達の遊び場をベースとした地域交流
善福寺川緑地
緑陰広場

毎月第2日曜日（8月、1月を除く） 10

30

善福寺川緑地

28

31

32

29

狭山・境緑道23

27 篠崎公園

芝公園

浅間山公園

石神井公園

城北中央公園



表 4 都立公園(6) 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html）  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)
善福寺公園　友の会　剪定班 園内全域中低木の剪定と刈込み 園内全域 週1回（金曜日） 12
善福寺公園友の会・クリーン部会 ゴミ拾い 園内全域 週3回 11
善福寺公園友の会　白寿会 花壇づくり、清掃、自然観察 公園入口 不定期 7

自然愛護会杉並
杉並区内絶滅危惧種の保全と林緑環境の復
元、観察会協力

在来生物保護区等
第2・4水曜日（主として午前中）
 （5～7月、9月は第1水曜日も）

15

トロールの森実行委員会 野外アート展、水辺の利用を考える。 150

ギャラリー・クアドロ
公園サービスセンター主催の展示やイベント
の講師やサポート公園の自然情報や写真等の
情報報収集・提供

ー ー 5

善福寺プレーパークの会 遊び場づくり
善福寺公園　下の池　ゲー
トボール場

毎月第2土曜日午後、毎月最終水曜日、
春・夏・秋・冬　土日どちらか2時間程

15

ハーブ木曜友の会 花壇の管理 ー ー 22

ポピークラブ 花壇の管理 ー ー 20

35 台場公園 おもてなしガーデンボランティア ー ー ー ー
36 高井戸公園 ー ー ー ー ー
37 滝山公園 ー ー ー ー ー
38 玉川上水緑道 ー ー ー ー ー

そなエリアクラブ ー ー ー ー
ガーデンクラブ ー ー ー ー

舎人パークわんわんクラブ
マナーアップ啓蒙活動、ドッグラン内の清掃
や簡単な補修

ドッグラン、ドッグラン周
辺

日常、月1回の消臭剤噴霧及び清掃 20

舎人公園ボランティア「花壇の会」
ボランティア花壇及び周辺整備、苗植付け、
自然環境保護活動

大規模花壇、円形花壇、野
草園など

毎月1回の定例会と毎週2回（木、土曜日） 24

舎人公園ボランティア「鳥の会」
定期野鳥調査、イベント協力、自然環境意識
の改革

大池周辺 偶数月第三土曜日 9

新宿・戸山プレーパークの会 遊び場づくり 大久保地区のびのび広場 火曜日～土曜日の週5日 26

戸山公園フラワークラブ 花壇管理
箱根山地区戸山ハイツ10号
棟前広場（300㎡）

毎日 11

陽だまりぽかぽか 花壇管理 大久保地区陽だまりの丘 毎日 11
新宿子どもネットワーク 野外コンサート等の企画・運営 ー ー 22
戸山公園に心やすらぐ花壇を作る会 花壇管理 ー ー 11
個人ボランティア 花壇管理、側溝清掃 ー ー 1
戸山楽しい花壇部 花壇管理 ー ー 11
内藤とうがらしプロジェクトFarm 花壇管理・イベント共催 ー ー 5
中川公園学校農園ボランティア ー ー ー 15
大谷田花の会 花壇づくり ー ー 3

戸山公園41

42 中川公園

東京臨海広域防災公園

舎人公園40

33

39

34

善福寺公園

祖師谷公園



表 4 都立公園(7) 

 

出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html）  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

43 中藤公園 ー ー ー ー ー

44 長沼公園 丘陵地ボランティア ー ー ー 58

45 野川公園 野川公園緑の愛護ボランティアの会 自然環境保全活動、イベント運営 野川公園　自然観察園内
定期的／月3回（第1土曜日、第2日曜日、
第3土曜日9:30～12:00）
ほか随時自主活動

109

野山北・六道山公園ボランティア
里山の自然と文化を守る。雑木林、田畑、自
然観察、伝統食など

― ― 436

岸田んぼ会 田んぼづくりの指導 ― ― 4

日本野鳥の会奥多摩支部
雑木林の保全活動、自然観察会、野鳥写真展
の開催

― ― 596

武蔵村山自然に学ぶ会 雑木林の保全活動、自然観察会 ― ― 46
47 八国山緑地 ― ―

東綾瀬公園ハーブボランティア 花壇作り W地区花畑 第1・3・5月曜日 13

東綾瀬公園ＭＫＮ会 花壇作り
公園駅前地区及びサービス
センター周辺の花壇

週2日～3日程度 4

東綾瀬公園さくら組 花壇作り Ａ地区大花壇周辺 週4日程度 5
綾瀬わんわんサポーター ー ー ー 20

49 東白鬚公園 ― ー ー ー ー

50 東伏見公園 ― ― ― ― ー

東村山市小彼岸桜の会 小彼岸桜生育管理、イベント協力 ー ー 14

東村山卒後の居場所準備室 花壇手入れ、清掃活動、イベント協力 ― ― 10

東村山中央公園小菊の会
小菊盆栽の仕立て、花壇手入れ、イベント協
力

― ― 23

52 東大和公園 ー ー ー ー ー

53 東大和南公園 花葉心雑草の会
ボランティア花壇の維持管理（花苗植付け・
除草等）と公園イベントへの協力

公園内北側にある旧日立航
空機㈱立川工場変電所前の
花壇

毎週水曜日を定例活動日とし、随時 11

48

東村山中央公園51

東綾瀬公園

野山北・六道山公園
46
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出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html）  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

光が丘公園花壇ボランティアの会 花壇育成、維持管理、腐葉土づくり

正面広場のコンテナ11台
テニスコート前花壇、テニ
スコート前のオープンス
ペース

年8回の全体活動日
 毎月第2・第4週の水曜、土曜日

15

特定非営利活動法人PLAYTANK　(旧ＮＰＯ
法人　あそびっこネットワーク）

プレーパーク活動 芝生広場南側 週2日 10

認定ＮＰＯ法人　生態工房
植生の維持管理、環境学習、外来動植物の駆
除

バードサンクチュアリ、す
すき原っぱ

原則 土日祝日、月1～3回：平日 10

ＮＰＯ法人みどり環境ネットワーク！
自然環境教育事業、自然観察会・イベント企
画

園内緑地全般 不定期 80

光が丘カントウタンポポのなかま
カントウタンポポ自生地の維持管理、自然観
察会、植生調査

カントウタンポポ自生地
月2回（第2・第4日曜日）
スポット／都合の良い時に活動

10

屋敷森の会 剪定、刈込、生き物・植生調査、ガイド 屋敷森ゾーン 毎週月曜日（午前中） 4
ツリーマスター　クライミング　アカデ
ミー・南関東ブロック

木登り体験イベント ― ― 20

デロイト トーマツ グループ 花壇づくり ペリカン噴水の花壇
年3回、花壇の花の植替え
随時／手入れ・メンテナンス

40

（公社）園芸文化協会・日比谷ローズ バラ花壇の整備と普及啓発 日比谷公園第二花壇 週2回（曜日不定） 25

ＮＰＯ法人日本トピアリー協会 花壇づくり
大噴水前トピアリー・緑と
水の市民カレッジ前スワン
トピアリー

随時 30

日比谷公園 花のボランティア 花壇づくり
祝田通り道路際花壇、市民
カレッジ屋上庭園花壇など

原則として毎月第1土曜日、第3月曜日 12

日比谷花の会 花壇づくり 日比谷公園　第二花壇内 月2回（曜日不定） 10
株式会社メタルワン 花壇づくり ― ― 50
株式会社帝国ホテル 環境委員会 フェニッ
クスチーム

花壇づくり ― ― 15

ミモザ 花壇づくり ― ― 7
清和綜合建物株式会社 花壇づくり ― ― 208
太陽石油株式会社 花壇づくり ― ― 10
サカタのタネグリーンサービス㈱ 花壇づくり ― ― 4

56 平山城址公園 丘陵地ボランティア ー ー ー ー

57 府中の森公園 府中の森公園花壇管理友の会 花壇管理、園内清掃 ー ー 30

光が丘公園54

55 日比谷公園
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出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html）  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

水元グリーンプラザ友の会 花壇整備ほか グリーンプラザ及び周辺 毎週　水・金・日 39

水元公園ドッグランサポーターズ ドッグラン施設の運営 水元公園　ドックラン

定例会：毎月第3日曜日（午前10：00～
12：00）
マナー教室：年2回
 草刈：5月～11月(随時)
小石拾い：12月～1月(随時)
落葉拾い：2月～4月(随時)

83

ＮＰＯ法人水元ネイチャープロジェクト 自然環境の保全・保護
水生植物センター（旧水産
試験場跡地）

定例　月2回 40

NPO法人　葛飾動物愛護の会 猫愛護活動 園内全域 毎日 20

水元かわせみ倶楽部 自然環境保全、清掃・美化 水元公園不動池周辺
定例活動　毎月第一土曜日（3～12月） 日
常活動　随時

34

大自然塾クラブ 自然環境の保全・保護・整備 樹林地域など
毎月第2月曜（8月を除く）、予備日第4火
曜日

15

みずもと自然観察クラブ 自然観察、環境保全 ― ― 60
イネ科花粉症を学習するグループ 水辺環境の再生・創出・保全 ― ― 3
エコシステムアカデミー水元 自然普及活動やイベント開催 ― ― 21

59 武蔵国分寺公園 ドッグラン武蔵国分寺
犬を通じた地域交流（園内清掃、イベント運
営等）

ー ー 80

60 武蔵野公園 野川ほたる村
自然環境保全活動、イベント運営、ホタルの
生息調査

ー ー 30

武蔵野中央公園ガーデンサポーター 花壇整備
「風のお散歩ガーデン」
「シェードガーデン」など
の花壇

第一、第三火曜日 14

グリーンパークフライヤーズ イベント協力 ― ― 70
武蔵カイトクラブ イベント協力、教室協力 ― ― 10
倶楽部原っぱ 園内整備、イベント協力 ― ― 80
紙飛行機教室の会 教室協力 ― ― 25
ひまわりの会 花壇づくり、イベント参加 ― ― 14
府中野鳥クラブ 野鳥観察、野鳥観察会 ― ― 65
おはなしキャンプ 絵本の読み聞かせ、工作 ― ― 6
おはなし夢くらぶ 絵本の読み聞かせ、工作 ― ― 12
おはなしのたね 絵本の読み聞かせ ― ― 21

調布飛行場の掩体壕を保存する会 掩体壕ガイドツアーなど
公園内に整備、保存された
掩体壕前広場

毎年１０月後半の日曜日　１０：００～１
６：００

14

63 明治公園 ー ー ー ー ー

64 夢の島公園 夢の島熱帯植物館ボランティア会
館内ガイド、植栽作業（日常管理、花壇制
作・管理）

ー ー 40

65 横網町公園 ー ー ー ー ー

代々木公園ボランティア
フラワーランドバラ花壇の管理、樹木観察会
など

代々木公園フラワーラン
ド・オリンピック記念宿舎
前花壇他

園芸：毎週火曜日
 自然観察：毎週火曜日
 日曜自然教室：年間を通して

86

武蔵野バラ会 フラワーランドバラ花壇の管理 代々木公園フラワーランド 月1回（原則第3日曜日） 181
NPO法人　日本コミュニティガーデニング
協会

花壇管理およびハーブ講座 ― ― 64

代々木公園ドッグランサポーターズクラブ ドッグランの管理運営等 ― ― 8
代々木公園ガーデニングクラブ 花壇管理 ― ― 14
特定非営利活動法人森のライフスタイル研
究所

花壇管理、清掃活動 ― ― 10

水元公園

武蔵野の森公園

66 代々木公園

58

武蔵野中央公園61

62



表 4 都立公園(10) 

 
出典）都立公園一覧（東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/ichiran.html） 

  

No. 公園名 ボランティア名 活動内容 公園内での主な活動場所 活動日 メンバー(名)

67 陵南公園 IVUSA
イベントサポート、花壇づくり、園内清掃な
ど

― ― 90

森のアトリエ 自然工作教室 サービスセンター展示室 月4回 第1・2・3・4週の土曜日 10
「林試の森フェスタ」実行委員会 年２回野外コンサート他開催 ― ― 10
樹木観察会 季節の見どころを観察 ― ― 20
ひまわり会 花壇管理 ― ― 6
林試生け花の会 花などの展示 ― ― 2
ユーカリガーデン 花壇管理 ― ― 7
ママヨガ ママヨガ教室の開催 ― ― 1
森ねこいる会 不幸な猫の擁護活動 ― ― 36

NPO法人蘆花会
イベント実施、蘆花記念館展示・資料調査協
力等

徳冨蘆花旧宅・墓所を含む
恒春園内。蘆花記念館。

9月第3土曜日の蘆花をしのぶ集いイベント
の企画・開催
 春6回秋6回の蘆花文学セミナー講師協力
2月第3土曜日の愛子忌開催
 月1回第2日曜日のガイド
 その他サービスセンターからの依頼日

150

ＮＰＯ法人芦花公園花の丘友の会
花壇管理、イベント実施、とんぼ池及び自然
観察資料館管理

蘆花恒春園花の丘地区、自
然観察資料館ヤゴの楽校、
芦花公園みんなのトンボ池

花壇は毎週日曜日
 花の丘フェスタ年8回（1月、5月、8月、
12月はなし）
 芦花公園みんなのトンボ池は第4土曜日
 芦花公園自然観察資料館ヤゴの楽校は随
時

72

蘆花恒春園ワンクラブ
ドッグラン管理運営、公園内イベント･パト
ロール協力

蘆花恒春園ドッグラン及び
その周辺

毎月の定期清掃日（第4日曜日）
しつけ教室、 芝張り作業や防災訓練その
他（随時）

24

芦花公園しあわせの野音の会
音楽会（パークライブ）実施、かやぶきコン
サート協力

蘆花恒春園草地広場
毎月第1日曜日（1月、8月を除く）野外コ
ンサート
年4回のかやぶきコンサート

14

70 六仙公園 六仙公園花ボランティア 花壇づくり、手入れ、清掃 六仙公園内　花壇 月1回（毎月第1火曜日） 12

FIT杉並会 済美山自然林、観察の森の整備及び植生調査 済美山自然林、観察の森 月1回（第4土曜日） 21

済美山グリーンキープ 園内の清掃 ― ― 15
ゆうゆう大宮堀ノ内館 花壇作り ― ― 4

72 大神山公園 ― ― ― ― ―

68 林試の森公園

和田堀公園71

69 蘆花恒春園



  



  



表 5 海上公園(1) 

 

出典）海上公園ガイド Marine Parks Guide 2019 （2019年 4月 東京都） 

   海上公園なび（東京港埠頭株式会社ホームページ http://www.tptc.co.jp/park/event） 

  

No. 名称 イベント名 実施内容 実施時期

1 若洲海浜公園 美化清掃キャンペーン 企業やサークル等の団体と協働で公園内の清掃等を実施 随時・年５回程度実施

東京港野鳥公園フェスティバル 前浜干潟観察実験ツアー、野菜収穫体験、いきものスタンプラリー等を実施 2019年5月19日

里地里山フェスティバル ブルーベリー苗木配布や野菜収穫体験等の参加型コンテンツを実施 2019年11月17日

やさしいバードウォッチング 双眼鏡の使い方、見つけ方のコツ等、野鳥観察の基本的なレクチャーを実施 2020年1月26日

Beginner Bird Watching 在日外国人と日本人を対象にした野鳥観察会。観察終了後はお茶をし意見交換。 2020年2月16日

魚類観察会 生き物を採取しながら西なぎさを回り、採取した貝類・甲殻類・魚類を観察 2019年8月4日・9月1日

野鳥観察会 専門のスタッフが野鳥に限らず様々な生き物のガイドを行う観察会を実施 2019年5月18日、2020年1月19日・2月15日

西なぎさ・東なぎさボランティア清掃 地域団体と協働で清掃活動とゴミの分別を実施 年10回程度実施

里海体験イベント NPO法人と協働で海辺での先人達の文化等を学習・理解。海苔すき体験も実施 年10回程度実施

4 お台場海浜公園 環境美化活動 地域住民、近隣学校、企業等と協力して公園内の清掃や除草等を実施 随時

5 有明西ふ頭公園 ― ― ―

6 水の広場公園 環境美化活動 地域住民、近隣学校、企業等と協力して公園内の清掃や除草等を実施 毎週金曜日実施

7 青海北ふ頭公園 ― ― ―

8 青海中央ふ頭公園 ― ― ―

9 青海南ふ頭公園 ― ― ―

10 フェリーふ頭公園 ― ― ―

11 暁ふ頭公園 ― ― ―

12 シンボルプロムナード公園 花と緑のおもてなしプロジェクト 地域住民や近隣企業等と協働で花壇に植付けを行い、臨海副都心に賑わいを創出 随時

13 東八潮緑道公園 ― ― ―

14 青海緑道公園 ― ― ―

15 有明北緑道公園 ― ― ―

16 辰巳の森海浜公園 辰巳さくらまつり 約400本の桜並木を楽しんでもらうため、ライトアップや臨時売店出店を実施 2019年4月1日～4月7日

17 晴海ふ頭公園 ― ― ―

18 春海橋公園 水と緑のスケッチ会 配布された画材を用い園内の好きな場所で絵を描く。絵は管理事務所内に掲示 2019年10月27日

19 辰巳の森緑道公園 緑と潮風のガイドツアー 東部地区各公園をウォーキングで巡り、緑の息吹と潮風を楽しむ 新型コロナウイルスの影響で中止

20 夢の島緑道公園 緑と潮風のガイドツアー 東部地区各公園をウォーキングで巡り、緑の息吹と潮風を楽しむ 新型コロナウイルスの影響で中止

21 新木場公園 環境美化活動 企業と連携して公園の維持活性化のための環境美化活動を実施 2019年5月18日

22 新木場緑道公園 緑と潮風のガイドツアー 東部地区各公園をウォーキングで巡り、緑の息吹と潮風を楽しむ 新型コロナウイルスの影響で中止

東京港野鳥公園2

葛西海浜公園3



表 5 海上公園(2) 

 

出典）海上公園ガイド Marine Parks Guide 2019 （2019年 4月 東京都） 

   海上公園なび（東京港埠頭株式会社ホームページ http://www.tptc.co.jp/park/event） 

  

No. 名称 イベント名 実施内容 実施時期

23 大井ふ頭中央海浜公園 なぎさの森おーいにボランティア ボランティアと指定管理者の協働で園内各所の植栽管理・清掃等を実施 随時

24 城南島海浜公園 ビーチクリーンアップin城南島 地元企業・都民と連携して砂浜の清掃活動を実施 2019年10月26日

25 品川北ふ頭公園 ― ― ―

26 コンテナふ頭公園 ― ― ―

27 みなとが丘ふ頭公園 ― ― ―

28 東海ふ頭公園 ― ― ―

29 城南島ふ頭公園 ― ― ―

30 京浜島ふ頭公園 ― ― ―

31 京浜運河緑道公園 菜の花プロジェクト NPO法人と協働で運河護岸に菜の花の種蒔きを実施 2019年10月16日

32 大井ふ頭緑道公園 緑道公園清掃 地域住民と協働で公園清掃活動を実施 随時

33 東海緑道公園 ― ― ―

34 城南島緑道公園 ― ― ―

35 京浜島緑道公園 ― ― ―

36 京浜島つばさ公園 ― ― ―

37 芝浦南ふ頭公園 ― ― ―

38 海の森公園 ― ― ―

39 有明テニスの森公園 ― ― ―
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(ウ) 自然公園・保全地域 

東京都には約 8万 haの自然公園（国立公園、国定公園、都立自然公園）が広がっており、東京都の自然公園ボランティアは、各ビジターセンターの解説と

協力・連携のもと、ボランティア活動を行っています。活動内容としては、自然教室の企画運営等環境教育に関すること、自然公園利用者の案内・指導に関す

ること、動植物調査等自然情報の収集に関すること、清掃・美化等自然公園施設の維持保全に関することなどに取り組んでいます。 

また、東京都環境局及び公益財団法人 東京都環境公社は、東京都が指定する保全地域をフィールドとして、身近な里山における森の手入れ、クラフト体

験、稲刈り体験などを行う里山保全活動の体験プログラム「里山へ GO！」を実施しています。 

各環境教育拠点及びその拠点におけるイベント等の開催状況を以下に示します。 

 

表 6 自然公園(1) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

1-1 

東京都御岳ビジターセンター 御岳ビジターセンター 

2020年 4月 11日 
【中止】 

はじめてのロックガーデン歩き ―宿坊のおいし
い手作りお弁当付き― 

1-2 
2020年 4月 25日 
【中止】 

初心者のための大岳山登山 

1-3 
2020年 
5月 16日-17日 
【中止】 

ムササビ観察会 ー御岳山でムササビを探そうー
【1泊 2日】 

1-4 
2020年 6月 13日 
延期：2021年 1月 30日 

御岳山でのんびり歴史探訪 

1-5 
2020年 8月 4日-6日 
【中止】 

子ども自然教室【2泊 3日】 

1-6 2020年 9月 19日 御岳山でじっくりコケざんまい 

1-7 2020年 10月 17日-18日 御岳山でまるまるアニマルツアー【1泊 2日】 

1-8 2020年 10月 31日 
かんたんバーナークッキング×ロックガーデンガ
イド 

1-9 2020年 12月 12日-13日 とりっぷ御岳山へ ー夜景と鳥に癒されるー 

1-10 2020年 12月 19日 御師に学ぶお正月飾り 

1-11 2021年 3月 20日-21日 おとなのムササビ観察会 

1-12 未定 
自然を守る！ 
東京都レンジャーと１DAY保全活動 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html）  



表 6 自然公園(2) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

2-1 

御岳自然教室ボランティアの会 御岳ビジターセンター 

2020年 4月 19日 
【中止】 

カタクリの花を楽しむ御岳‘‘奥の院‘‘登山 

2-2 
2020年 5月 17日 
【中止】 

歴史探訪ハイキング 青梅の森から勝沼城址  

2-3 
2020年 8月 23日 
【中止】 

どこにいるかな夏の虫 

2-4 2020年 10月 4日 秋のキノコ教室 

2-5 2020年 11月 15日 御岳山の紅葉巡り ロックガーデンと神苑の森 

2-6 2021年 1月 17日 御岳山の野鳥観察 

3-1 

高尾パークボランティア会 高尾ビジターセンター 

2020年 5月 24日 
【中止】 

自然教室「昆虫探偵団 オトシブミの不思議」 

3-2 2020年 7月 11日 自然講座「裏高尾でほっこりコケ観察」 

3-3 
2020年 7月 12日 
【中止】 

自然教室「高尾山の新七不思議巡り」 

3-4 
2020年 9月 26日 
【中止】 

自然教室「秋の高尾山クイズウオーク」 

3-5 
2020年 11月 7日 
【中止】 

自然教室「夜の高尾山でムササビ探し」 

3-6 2021年 1月 21日 自然教室「初めての野鳥観察」 

3-7 2021年 1月 31日 
多摩森林科学園共催 自然講座「地質から見る高
尾山の成り立ち」 

3-8 2021年 3月 25日 自然教室「花のハイキング」 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 
 

  



表 6 自然公園(3) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

4-1 

奥多摩湖畔公園 山のふるさと村 
奥多摩湖畔公園 山のふ
るさと村 

2020年 5月 9日～10日 春の奥多摩自然散策(中止) 

4-2 2020年 6月 12日～13日 清流生まれのヤマメ燻製作り(中止) 

4-3 2020年 7月 11日～12日 
治助イモの収穫とそば打ちクラフト体験
(中止) 

4-4 
2020年 7月 18日以降の土日と祝
日 

ヤマメとマスのつかみどり 

4-5 2020年 8月 1日以降の土日と祝日 ヤマメとマスのつかみどり 

4-6 2020年 8月 19日～20日 ひんやり涼しい奥多摩 夏の魚釣り 

4-7 2020年 9月 19 日 サンドブラストでキャンドルホルダー作り 

4-8 2020年 9月 26日 コーヒーカップとソーサー作り 

4-9 2020年 10月 10日 ローテーブル作り 

4-10 2020年 10月 24日～25日 秋の奥多摩自然散策 

4-11 2020年 11月 7日、8日 山のふるさと村 秋まつり 

4-12 2020年 11月 14日 森でクッキング 

4-13 2020年 11月 21日、22日 山ふる干し柿作り体験 

4-14 2020年 11月 27日～28日 
ゆずの収穫(ゆずジャム・こんにゃく作り)
とそば打ち体験 

4-15 2020年 12月 5日 陶器ランプ作り 

4-16 2020年 12月 12日 奥多摩うどんとこんにゃく作り 

4-17 2020年 12月 20日 ベンチチェスト作り 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 6 自然公園(4) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

4-18 

奥多摩湖畔公園 山のふるさと村 
奥多摩湖畔公園 山のふ
るさと村 

2021年 1月 10日 奥多摩伝統文化体験「おくたま小正月」 

4-19 2021年 1月 16日 ジビエのあったか手打ちうどん作り 

4-20 2021年 1月 23日 虫入りコーパル磨き 

4-21 2021年 1月 31日 山のふるさと村 冬まつり 

4-22 2021年 2月 6日～7日 
みそ作り＆チョコレートフォンデュとそば
打ち体験 

4-23 2021年 2月 7日 山のふるさと村 冬まつり 

4-24 2021年 3月 6日、20日 煙たなびく 炭焼き体験 

4-25 2019年 9月 8日 「東京・奥多摩の伝統芸能ツアー」 

4-26 2019年 11月 2日 
秋まつり特別プログラム「ツリーイング体
験会」 

4-27 2019年 8月 3日 
山ふるムササビ巣箱プロジェクト第１弾
「ムササビ巣箱作り」 

4-28 2020年 8月 12日 
宿泊者限定プログラム特別編「ミッドナイ
トウォーク」 

4-29 2021年 2月 20日～21日 「会いたい！ニホンカモシカ」 

4-30 土日・祝祭日時間制、平日随時 自然体験プログラム「ガイドウォーク」 

4-31 土日・祝祭日時間制、平日随時 自然体験プログラム「ちびっこあ～と」 

4-32 土日・祝祭日時間制、平日随時 自然体験プログラム「ミニトーク」 

4-33 土日・祝祭日時間制、平日随時 自然体験プログラム「スライドショー」 

4-34 - 
自然体験プログラム「ジュニアレンジャ
ー・セルフガイド・レンタルボックス」 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 6 自然公園(5) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

4-35 

奥多摩湖畔公園 山のふるさと村 
奥多摩湖畔公園 山のふ
るさと村 

土曜日（他祝日不定期） 
宿泊者限定プログラム「ナイトプログラ
ム」 

4-36 4 月～11月末まで定期開催 
宿泊者限定プログラム「おはようウォー
ク」 

4-37 5 月～3月まで定期開催 
宿泊者限定プログラム特別編「星を見よ
う」 

4-38 2020年 11月 7日、8日 秋まつり「親子でツリーイング体験」 

4-39 2020年 9月 13日 「東京・奥多摩の郷土芸能ツアー」(中止) 

4-40 2020年 7月 26日～28日 「動物の森お泊りキャンプ」(中止) 

4-41 2020年 1月 11日～12日 
自然教室「冬のジュニアレンジャーキャン
プ」 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 6 自然公園(6) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

5-1 

小峰公園・小峰ビジターセンター あきる野市留原、高尾 

2019年 4月 7日 
畑作体験「おいしい野菜づくり」 の「第 1
回 土づくり、種芋の植え付け、種まき」 

5-2 2019年 4月 21日 谷戸田の稲作 第 1回「籾まき、田おこし」 

5-3 2019年 5月 6日 
畑作体験「おいしい野菜づくり」 の「第 2
回 芽かき、土寄せ、植え付け」 

5-4 2019年 5月 5日 
里山季節めぐり 「探そう！つくろう！水の
生きもの」 

5-5 2019年 5月 19日 谷戸田の稲作 第２回「代かき、あぜぬり」 

5-6 2019年 6月 2日 
畑作体験「おいしい野菜づくり」 の「第 3
回 畑の手入れ」 

5-7 2019年 6月 9日 谷戸田の稲作 第 3回「田植え」 

5-8 2019年 6月 30日 
畑作体験「おいしい野菜づくり」 の「第 4
回 収穫、実食」 

5-9 2019年 7月 15日 
谷戸田の稲作 第 4回「田んぼの手入れと生
きもの観察」 

5-10 2019年 9月 8日 
谷戸田の稲作 第 5回「稲の補強作業・案山
子づくり」_2019 

5-11 2019年 9月 29日 
「里山の生きもの調査隊 赤トンボを探そ
う！」 

5-12 2019年 10月 6日 谷戸田の稲作 第 6回「稲刈り、はさかけ」 

5-13 2019年 11月 10日 
谷戸田の稲作 第 7回「脱穀・籾すり・精
米」 

5-14 2019年 12月 8日 
里山季節めぐり「里山のめぐみでリースづく
り！」 

5-15 2019年 12月 15日 
谷戸田の稲作 第 8回「お米をおいしく食べ
よう」 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html）  



表 6 自然公園(7) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

5-16 

小峰公園・小峰ビジターセンター あきる野市留原、高尾 

2020年 1月 12日 
谷戸田の稲作 第 9回（最終回）「たき火、
落葉かき」 

5-17 2020年 1月 26日 
里山季節めぐり「あんぎん織りでミニ炭俵づ
くり」 

5-18 2020年 4月 5日（スタッフ代行） 
おいしい野菜づくり第 1回(中止)の「土づく
り、種芋の植え付け、種まき」 

5-19 
2020年 5月 15日（スタッフ代
行・ブログ記載日） 

おいしい野菜づくり第 2回(中止)の「芽か
き、土寄せ、植え付け」 

5-20 
2020年 4月 19日、5月 17日（ス
タッフ代行） 

谷戸田の稲作 第 1回(中止)「籾まき、田お
こし」、第 2回(中止)「代かき、あぜぬり」 

5-21 
2020年 6月 7日（スタッフ代行・
ブログ記載日） 

おいしい野菜づくり第 3回(中止)の「畑の手
入れ、麦の収穫体験」 

5-22 
2020年 6月 12日、6月 16日（ス
タッフ代行） 

谷戸田の稲作 第 3回(中止)「田植え」 

5-23 
2020年 7月 7日（スタッフ代行・
ブログ記載日） 

おいしい野菜づくり第４回(中止)「収穫、実
食」 

5-24 2020年 7月 12日 
谷戸田の稲作 第 4回「田んぼの手入れ、生
きもの観察」 

5-25 2020年 9月 12日 谷戸田の稲作 第 5回「案山子づくり」 

5-26 2020年 9月 27日 「赤トンボを探そう！」（仮題） 
出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html）  



表 6 自然公園(8) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

6-1 

大島公園 海のふるさと村 
大島公園 海のふるさと
村 

2020年 10月 4日 自然体験プログラム「椿油搾り体験」 

6-2 
2020年 10月 10日～2021年 3月
28 日までの土・日 

「椿油搾り体験プログラム」 

6-3 2020年 10月～11月 海のふるさと村「星空キャンプ２０２０」 

6-4 2020年 12月 
「クリスマスリース・ハーバリウムづくり体
験」 

6-5 2020年 1月 「初日の出観察会」 

6-6 2020年 1月 「宝さがし大会」 

6-7 2020年 2月 「浮き玉編み体験」 

6-8 2020年 3月 「ベーコンづくり体験」 

7-1 多幸湾公園 ― ― ― 

8-1 羽伏浦公園 ― ― ― 

9-1 八丈植物公園 ― 毎月第二日曜日 「植物公園季節調査会」 

10-1 

奥多摩ビジターセンター 

奥多摩ビジターセンター 2020年 8月 13日 
秩父多摩甲斐国立公園 指定 70周年記念事
業「水辺のガサガサ ～川の生きもの観察会
～」 

10-2 
奥多摩ビジターセンタ
ー・御岳ビジターセンタ
ー 

2020年 10月 3日 
自然教室「御前山～大ブナ尾根ルートを登
る！～」 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html）  



表 6 自然公園(9) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

11-1 

高尾ビジターセンター（高尾パークボ
ランティア） 

高尾ビジターセンター 

毎日開催 
オートスライドショー・ガイドウォーク・ワ
ークショップ 

11-2 2019年 4月 20日 
自然教室「都レンジャーと一緒に自然保全活
動」 

11-3 2019年 5月 19日 自然教室「高尾の昆虫探偵団」 

11-4 2019年 6月 8日 自然教室「大人のための早朝野鳥観察」 

11-5 2019年 7月 20日 自然教室「登山で役立つ野外救命救急法」 

11-6 2019年 9月 29日 自然教室「高尾山の新七不思議巡り」 

11-7 2019年 10月 19・20日 自然教室「初めてのシダ観察」 

11-8 2019年 12月 8日 
ファミリー自然教室「初冬の高尾山  森か
らのおくりものでクラフトワーク」 

11-9 2019年 12月 12日 自然教室「夜の満喫ハイキング」 

11-10 2020年 5月 24日 
自然教室「昆虫探偵団 オトシブミの不思
議」※新型コロナウィルス感染症の感染拡大
防止のため中止 

11-11 2020年 7月 11日 自然講座「裏高尾でほっこりコケ観察」 

11-12 2020年 7月 12日 
自然教室「高尾山の新七不思議巡り」※新型
コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため
中止 

11-13 2020年 9月 26日 
自然教室「秋の高尾山クイズウオーク」※新
型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のた
め中止 

11-14 2020年 11月 7日 
自然教室「夜の高尾山でムササビ探し」※新
型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のた
め中止 

11-15 2020年 12月 20日 自然講座「高尾山歴史探訪の旅」 
出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html）  



表 6 自然公園(10) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

11-16 

高尾ビジターセンター（高尾パークボ
ランティア） 

高尾ビジターセンター 

2021年 1月 21日 
自然教室「初めての野鳥観察」※新型コロナ
ウィルス感染症の感染拡大防止のため中止 

11-17 2021年 1月 31日 
多摩森林科学園共催 自然講座「地質から見
る高尾山の成り立ち」 

11-18 2021年 3月 25日 
自然教室「花のハイキング」※新型コロナウ
ィルス感染症の感染拡大防止のため中止 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 6 自然公園(11) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

12-1 

八丈ビジターセンター 八丈ビジターセンター 

毎月定期開催  「ガイドウォーク」  

12-2 毎月定期開催  「植物公園季節調査会」  

12-3 毎月定期開催  「八丈学講座」  

12-4 2019年 4月 29日 GW 特別行事「八丈富士ハイキング」 

12-5 2019年 4月 28日～5月 6日 GW 特別行事「バードウォッチング入門」 

12-6 2019年 7月 28日 夏休み特別行事「夜の昆虫観察会」 

12-7 2019年 7月 20日～8月 31日 夏休み特別行事「光るキノコ無料観察会」 

12-8 2019年 8月 1日・8月 15日 夏休み特別行事「潮だまり探検隊」 

12-9 2019年 8月 4日 
夏休み特別行事「三原山縦断トレッキン
グ」 

12-10 2019年 8月 13日 夏休み特別行事「夏の星空観察会」 

12-11 2019年 10月 20日 秋の特別行事「八丈富士裾野ハイキング」 

12-12 2019年 12月 15日 特別行事「リースを作ろう」 

12-13 2019年 12月 22日 特別行事「小さなツリーを作ろう」 

12-14 2020年 2月 8日 
講演会「赤色立体地図から読み解く八丈島
の火山」 

12-15 2020年 3月 20日 「植物公園でお花見」 

12-16 2020年 4月 29日 「八丈富士ハイキング」 

12-17 2020年 5月 2日～5月 6日 ゴールデンウイーク特別行事 

12-18 2020年 10月 18日 特別行事「東山林道ハイキング」 

12-19 2020年 11月 15日 
特別行事「シダ植物観察会(北限のヘゴを訪
ねて)」  

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 6 自然公園(12) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

13-1 三宅島 － － 「エコツーリズム」 

14-1 御蔵島 － － 「エコツーリズム」 

15-1 

小笠原ビジターセンター 小笠原ビジターセンター 

2019年 4月 21日 「クジラの骨格勉強会」 

15-2 2019年 4月 28日・5月 2日・5月 10 日 「ミニガイドウォーク」 

15-3 2019年 5月 1日 「タコノ葉細工」 

15-4 2019年 5月 3日 「南洋踊りの夕べ」 

15-5 2019年 5月 4日 「レイを作ろう」 

15-6 2019年 7月～8月（3-4日に一回） 「ミニガイドウォーク」 

15-7 2019年 7月 13 日 
講演会「敵か、味方か。小笠原のサンゴと
オニヒトデ」 

15-8 2019年 8月 6日・20日 「タコノ葉細工」 

15-9 2019年 7月 30日・8月 2日 「レイを作ろう」 

15-10 2019年 8月 1日・8日 「ハカラメはがき」 

15-11 2019年 8月 12日 「ウッディクラフト」 

15-12 2019年 12月 29日 「ミニガイドウォーク」 

15-13 2020年 1月 4日 「大神山ガイドウォーク」 

15-14 2020年 3月 16日 「タコノ葉細工」 

15-15 2020年 3月 20日・21日 「ミニガイドウォーク」 

15-16 2020年 3月 22日 「ハカラメはがき」 

15-17 2020年 3月 29日 「レイを作ろう」 

15-18 2020年 9月 4日 
「第 5回東京都立大学公開講座」第 1夜
「気候変動と私たちのくらし」（ZOOM講
座） 

15-19 － 「エコツーリズム」 
出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 7 都民の森(1) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

1-1 

檜原村都民の森 檜原村都民の森 

定期開催（月 3～4回開催） 木工教室 

1-2 定期開催（月 3～4回開催） 自然教室 

1-3 定期開催（月～2回開催） ガイドウォーク 

2-1 

奥多摩都民の森 奥多摩都民の森 

2020年 4月 4日(土)～5日(日) 
奥多摩山歩き・第 1回※新型コロナウィルス感
染症の感染拡大防止のため中止 

2-2 2020年 4月 11日(土)～12日(日) 
山里倶楽部・第 1回※新型コロナウィルス感染
症の感染拡大防止のため中止 

2-3 2020年 4月 18日(土)～19日(日) 
奥多摩山しごと体験・第 1回※新型コロナウィ
ルス感染症の感染拡大防止のため中止 

2-4 2020年 4月 25日(土)～26日(日) 
清流山女魚道場・第 1回※新型コロナウィルス
感染症の感染拡大防止のため中止 

2-5 2020年 4月 29日(水)～29日(水) 
奥多摩山歩き・第 2回※新型コロナウィルス感
染症の感染拡大防止のため中止 

2-6 2020年 5月 2日(土)～3日(日) 
集まれ山ガール・第 1回※新型コロナウィルス
感染症の感染拡大防止のため中止 

2-7 2020年 5月 9日(土)～10日(日) 
春の奥多摩自然散策～檜原都民の森※新型コロ
ナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止 

2-8 2020年 5月 16日(土)～17日(日) 
奥多摩山しごと体験・第 2回※新型コロナウィ
ルス感染症の感染拡大防止のため中止 

2-9 2020年 5月 30日(土)～31日(日) 
親子チャレンジ・第 1回※新型コロナウィルス
感染症の感染拡大防止のため中止 

2-10 2020年 6月 6日(土)～7日(日) 
奥多摩山歩き・第 3回※新型コロナウィルス感
染症の感染拡大防止のため中止 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

  



表 7 都民の森(2) 

No. 実施主体 開催場所 実施日時 タイトル 

2-11 

奥多摩都民の森 奥多摩都民の森 

2020年 6月 13日(土)～14日(日) 
奥多摩アウトドア体験・第 1回※新型コロナウ
ィルス感染症の感染拡大防止のため中止 

2-12 2020年 6月 20日(土)～21日(日) 
集まれ山ガール・第 2回※新型コロナウィルス
感染症の感染拡大防止のため中止 

2-13 2020年 6月 23日(火)～24日(水) 
清流山女魚道場・第 2回※新型コロナウィルス
感染症の感染拡大防止のため中止 

2-14 2020年 7月 4日(土)～5日(日) 夏野菜の収穫とハイキング(定員 20名) 

2-15 2020年 7月 8日(水)～9日(木) 大菩薩嶺(定員 30名) 

2-16 2020年 7月 23日(木)～24日(金) 
親子でドローン体験(1)(小学生と保護者対象・
定員 10名) 

2-17 2020年 7月 25日(土)～26日(日) 
親子で渓流釣り＆バーベキュー(2)(小学生と保
護者対象・定員 30名) 

2-18 2020年 8月 1日(土)～2日(日) 奥多摩アウトドア体験・第 2回 

2-19 2020年 8月 8日(土)～9日(日) 奥多摩山歩き・第 5回 

2-20 2020年 8月 15日(土)～16日(日) 親子チャレンジ・第 4回 

2-21 2020年 8月 19日(水)～20日(木) 清流山女魚道場・第 3回 

2-22 2020年 8月 22日(土)～23日(日) 奥多摩山しごと体験・第 3回 

2-23 2020年 8月 26日(水)～26日(水) 奥多摩山歩き・追加(1) 

2-24 2020年 8月 29日(土)～30日(日) 集まれ山ガール・第 3回 

2-25 2020年 9月 5日(土)～6日(日) 奥多摩アウトドア体験・第 3回 

2-26 2020年 9月 9日(水)～9日(水) 奥多摩山歩き・追加(2) 

2-27 2020年 9月 12日(土)～13日(日) 清流山女魚道場・第 4回 

2-28 2020年 9月 19日(土)～20日(日) 集まれ山ガール・第 4回 

出典）自然公園施設 （東京都環境局ホームページ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/naturepark/know/shisetsu/index.html） 

 

  



表 8 保全地域（1） 

No. エリア 保全地域 イベント名 実施内容 実施時期 

1 北多摩  国分寺姿見の池緑地保全地域 武蔵野の自然とふれあおう！ 森の手入れ（下草刈り、潅木伐採） / 
クラフト体験（草笛、竹水鉄砲）  

2019年 9月 8日 

2 南沢緑地保全地域 湧水の森の１日体験！ 自然観察 / 湧水 / 竹伐採 / 竹垣づく
り / シュロの葉細工 

2019年 10月 26 日 

3 南町緑地保全地域 ― ― ― 

4 清瀬松山緑地保全地域 市街地に残るアカマツと名木の森を守ろう！ 自然観察 / 笹刈り / 除伐 / 落枝整理  2020年 7月 12日 

市街地に残るアカマツと名木の森を守ろう！ 自然観察 / 笹刈り / 除伐 / 落枝整理  2019年 6月 8日 

5 矢川緑地保全地域 第４回東京の里山湿地回復大作戦！ 自然観察 / 湿地の整備 / 湧水 / 川
の生き物観察 

2020年 2月 1日 

湧水の豊かな自然を守ろう！ 自然観察 / 川の生きもの / 草刈り / 
湿地 / 整備 

2019年 7月 20日 

6 海道緑地保全地域 美しい武蔵野の雑木林を守ろう！ 藪刈り / 除伐 / ナチュラル万華鏡づく
り  

2019年 11月 16 日 

7 野火止用水歴史環境保全地域 用水沿の雑木林を体感しよう！！ 自然観察 / 樹木伐採 / 下草刈り / シ
ュロの葉 / クラフト体験 / 木の実人形 

2019年 7月 27日 

出典）活動レポート （東京の自然にタッチ 里山へ GO!ホームページ https://tokyo-satoyama.jp/report/） 

  



表 8 保全地域(2) 

No. エリア 保全地域 イベント名 実施内容 実施時期 

8 南多摩 八王子長房緑地保全地域 八王子丘陵で里山体験！希少な植物の育つ森を守

ろう！ 

自然観察 / 竹伐採 / 下草刈り / ク

ラフト体験  

2019年 10月 5日 

9  宇津木緑地保全地域 恵みの森の１日里山体験！ 自然観察 / 栗拾い / 薪割り 2019年 9月 1日 

10 八王子滝山里山保全地域 東京に里山！？みんなで自然にタッチ！ 自然観察  / 落ち葉かき / 竹の伐

採 / クラフト体験 / 竹細工  

2020年 2月 15日 

東京に里山！？みんなで自然にタッチ！ 自然観察 / 草刈・つる除去 / 剪定 

/ 竹の伐採 / クラフト体験 / 竹細工 

2019年 12月 7日 

11 多摩東寺方緑地保全地域 春本番！東京の里山で竹刈り体験！ 自然観察 / タケノコ掘り / 竹伐採 / 

竹クラフト / ブンブン駒 / 竹トンボ  

2019年 4月 20日 

12 八王子館町緑地保全地域 市街地にある自然を探索！ 自然観察 / 樹木の間伐 / クリスマス

リースづくり / クラフト体験  

2019年 11月 9日 

市街地にある自然を探索！ 八王子館町緑地保全地域 / 自然観察 

/ 草刈り / 樹木の間伐 / 下草刈り /

クラフト体験 / 竹笛 

2019年 9月 14日 

東京の里山でホタル！幻想的な光と一緒に過ごそ

う！ 

自然観察 / ホタル観察 / 樹木の間伐 

/ クラフト体験 

2019年 6月 29日 

出典）活動レポート （東京の自然にタッチ 里山へ GO!ホームページ https://tokyo-satoyama.jp/report/） 

 

  



表 8 保全地域(3) 

No. エリア 保全地域 イベント名 実施内容 実施時期 

13 南多摩 八王子石川町緑地保全地域 里山でレベルアップ！～中級者向けプログラム～ 保全計画 / 自然観察 / ササ刈り / 

低木伐採 

2019年 10月 20日 

みんなで里山の風景をとりもどそう！ 自然観察 / ササ刈り / バイオネスト

作り / 竹伐採 / 階段整備 / 竹細工 

2019年 5月 25日 

14 八王子大谷緑地保全地域 みんなで明るい森を育てよう！ 萌芽更新 / 草刈り / 間伐 / クリス

マスリース / クラフト体験  

2019年 12月 1日 

15 東豊田緑地保全地域 ― ― ― 

16 七国山緑地保全地域 ― ― ― 

出典）活動レポート （東京の自然にタッチ 里山へ GO!ホームページ https://tokyo-satoyama.jp/report/） 

 

  



表 8 保全地域(4) 

No. エリア 保全地域 イベント名 実施内容 実施時期 

17 西多摩  横沢入里山保全地域 東京の里山で稲作体験！東京の田んぼで草取り大
作戦！！ 

田んぼ / 草取り 2020年 7月 11日 

東京の里山で稲作体験！脱穀して稲穂から籾（も
み）を集めよう！ 

田んぼ / 脱穀 / 籾摺り / 自然観察 
/ ザリガニ釣り 

2019年 11月 3日 

東京の里山で稲作体験! 秋の実りを収穫しよう! 田んぼ / 稲刈り / はざかけ / ザリ
ガニ釣り / 自然観察 

2019年 10月 6日 

東京の里山で稲作体験! 秋の実りを収穫しよう! - 2019年 9月 28日 

東京の里山で稲作体験！東京の田んぼで草取り大
作戦！！ 

田んぼ / 草取り 2019年 7月 13日 

東京の里山で稲作体験！東京の田んぼで草取り大
作戦！！ 

田んぼ / 草取り 2019年 7月 6日 

【追加開催】東京の里山で稲作体験！田植えの季
節到来！ 

田んぼ / 田植え / ザリガニ釣り  2019年 6月 16日 

東京の里山で稲作体験！田植えの季節到来！ 田んぼ / 田植え / ザリガニ釣り / 
自然観察 

2019年 6月 2日 

東京の里山で稲作体験！田植えの季節到来！ 田んぼ / 田植え / ザリガニ釣り / 
自然観察 

2019年 5月 26日 

東京の里山で稲作体験！田んぼの準備をはじめよ
う♪ 

田んぼ / 種まき / のらぼう菜 / し
いたけ/ 自然観察 

2019年 4月 28日 

18 青梅上成木森林環境保全地域 青梅の夏！間伐で森を育てよう！ 間伐 / ベンチづくり / 遊歩道整備 / 
里山や生きものの話 / 川の生きもの
観察 / クラフト体験 

2019年 8月 10日 

19 勝沼城跡歴史環境保全地域 城跡でヒノキの間伐体験！歴史と香りを感じよ
う！ 

自然観察 / ヒノキ / 間伐 / 竹伐採 
/ ヒノキ風呂の素作り / 竹細工  

2019年 5月 19日 

出典）活動レポート （東京の自然にタッチ 里山へ GO!ホームページ https://tokyo-satoyama.jp/report/） 

  



表 9 その他の取組 

No. 内容 開催場所 実施主体 住所 実施日時 

1 東京りんぎょうサポート隊 
東京都農林総合研究センター日
の出庁舎 

産業労働局 東京都立川市富士見町３丁目８−１ 週 2 回 

2 多摩川水源森林隊 
東京都奥多摩町、山梨県小菅
村・丹波山村・甲州市の民有人
工林内 

水道局 
東京都西多摩郡奥多摩町氷川
1828-1 

年間 150回程度 

3 多摩川水源サポーター 多摩川水源地 水道局水源管理事務所技術課 東京都青梅市裏宿町 600 月 2 回程度 

  



  



  



  



  



 


