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2020年の活動総括と 2021年の活動方針（案） 

2021/02/21 

赤字；会員から届いた意見や感想 

青字；清水の意見や感想 

 

■2020年の活動総括 

 

□全体的に 

・新型コロナウイルスによる感染防止対策から、北山わんぱく夏まつりや北川クリーンアッ

プなど主なイベントが中止、北山いきものクラブや外来生物捕獲活動などについても長

期間にわたり活動が大きく制限された。また、総会や定例会の開催についても対面を避け、

ネット上で開催せざるを得ない期間が長期間にわたった。 

・コロナ禍への対応では、その時点、時点での対応は適切だったと思われる。 

 

□2020年に特に力を入れて行おうとしていた事項 

・組織の更新 →できるだけコア人材の交代を進める。若手の意見を取り入れ、若手が参加

しやすいイベントの企画を追求する。併せて高校生や大学生の参加を推進していく。 ⇒

多くのイベントの開催が制限せざるを得なかったことなどから、対応は不十分だった。 

・提言活動や市民協働事業の推進 →生物多様性東村山戦略の制定を提言する、市民田んぼ

の立上げを支援していく、みどりの楽校の再構築を提言していくなど ⇒それぞれにつ

いて対応することができた。 

・子ども向けイベントの集約化 →子どもに自然の中で楽しく遊んでもらうことを主眼に

置きつつも、子ども向けのイベントの集約化を図っていく →北山いきものクラブと小

学校土曜講座など。できるだけ第 2 土曜に集約化するなどの対応を ⇒結果的には雨で

中止となった 9 月の北山小土曜講座と北山いきものクラブとの仕切りや人繰りについて

課題となった。 

 

□個別事項 

1. 北山公園関係 

・市民田んぼの本格的な立上げを目指す ⇒コロナ禍ではあったが、試行的な稲作がはじま

った。来年度以降も市民を巻き添えにして着実に実施していく必要がある。 

・菖蒲田の水路改修工事の改良について、状況を見守っていく ⇒改良後の状況は良好、コ

ロナ禍で川端会議の開催が制限され、市との意思疎通が不十分となった。 

・しょうちゃん池への浚渫土の導入の検討、協議 →関係者と調整していく ⇒未実施 

・しょうちゃん池水際の在来植物植生帯の造成や池奥の湿地環境の改善（しょうちゃん池
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（南側）から導水すること等） →継続して提案していく ⇒未実施 

・北山公園に通年で水（流水と止水）を確保、在来生物等のモニタリング調査 →継続して

提案していく ⇒未実施 

2. 北川流域関係 

・生物多様性東村山戦略の提言を行っていく ⇒8月に市へ提言し、みどりの基本計画や環

境基本計画に地域戦略の策定を目指していく方向と記載された。今後、実施に向けて注視

していく必要がある。 

・八国山二つ池の環境改善プロジェクト（外来生物の防除等）に協力していく ⇒二つ池で

はザリガニの駆除が実施され、かいぼりは実施されなかった。 

・新たなリーフレットの作成などにより川そうじ（北川クリーンアップ）への参加者の拡大

を図っていく ⇒リーフレット案は作成したが、コロナ禍のため配布しなかった。 

・北川の落差工解消プロジェクトを推進していくために、基礎調査となる流量調査を継続し

ていく ⇒未実施 

・狭山公園内の宅部池について、同公園生物多様性保全利用計画に基づく護岸の湿地化等の

動向について見守っていく ⇒9 月の狭山三公園管理運営協議会の質疑応答で、R3 年度

に実施設計、R4 年度に整備工事、R5 年度以降にモニタリング調査を実施する旨の回答

あり。なお、12月には宅部池の 3回目のかいぼりが実施され、かっぱの会関係者 17名が

参加した。今後も状況を注視していく必要がある。 

3. 外来生物の防除関係 

・市と外来種防除についての協定を継続して締結していく ⇒4月に協定を締結。 

・上記協定に基づき、北山公園内の外来種の捕獲を継続していく ⇒コロナ禍のため、9月

以降に本格的に実施、短期間であったが、ザリガニ用の捕獲網を製作して多くの外来種を

捕獲し成果があった。一方、作業の軽減化を進め、新たに携わる人を確保するなど外来生

物の捕獲活動をどう継続していくのかも課題。 

・トウキョウダルマガエルを守ろう！キャンペーンや北山わんぱく夏まつりでのウシガエ

ル捕獲大作戦を継続 ⇒菖蒲まつりや北山わんぱく夏まつりの中止によりこれらは未実

施。 

・市主催の外来生物防除事業に協力していく ⇒10 月に開催されたイベントを支援（かっ

ぱの会が仕掛けたカゴアミを参加者に引き上げてもらうなど） 

・アライグマの防除対策を検討し、提言活動等を行っていく ⇒未実施 

4. 環境調査関係 

・北山いきものクラブや土曜講座で捕獲した生き物の種類等について記録を残していく 

⇒十分に実施することができなかった 

・上記について、高校生（東村山西高校など）や大学生に調査協力を呼び掛ける ⇒未実施 

・魚類調査や外来生物調査、水質調査、ゴミ調査については、これまで通り調査を継続 ⇒

魚類調査を夏まつりとは切り離して実施した他、例年通り実施した。 
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5. 子ども向けのイベント開催や環境学習関係 

・北山いきものクラブの開催日にできるだけ土曜講座の開催を合わせ、集中的にボランティ

アの動員を図っていく。また新たなリーフレットの作成などにより、参加者やボランティ

アの拡大を図っていく。 ⇒春～夏はコロナ禍のため、秋は雨天だったため、結果的には

未実施（北山小ヤゴ救出作戦は大人だけで実施）。雨で中止となった 9月の北山小土曜講

座と北山いきものクラブとの仕切りと人繰りについて課題となった（再掲載）。また、北

山いきものクラブ（10月（順延して実施）、11月実施）の順延日の設定と開催内容の充実

（昆虫関係など）も課題。 

・北山わんぱく夏まつりについては今年も午前中中心の開催とし、さらに合理化を図ってい

く ⇒コロナ禍のため未実施 

・小学校の総合的学習への講師派遣については、可能な限り対応していく ⇒北山小 4 年

生の 7月の魚とり、9月の外来生物、10月の川そうじに対応。大きな手ごたえがあった。 

6. 関係機関との連携 

・市役所については従来からの連携策に加え、生物多様性東村山戦略の策定や市民田んぼの

立上げなどで連携していく。また、みどりの楽校やみどりの未来ミーティングの今後の方

向性について議論し決定していく。 ⇒基本的には連携を図ることができた。 

・西武・狭山丘陵パートナーズについては従来からの連携策に加え、八国山開設 30周年記

念イベントや八国山二つ池の環境改善プロジェクト（外来生物の防除等）で連携していく 

⇒八国山開設 30周年記念イベントではクイズを作成、八国山二つ池の環境改善プロジェ

クト（外来生物の防除等）ではザリガニ駆除用のアミの点検作業を見学し北山公園内で使

用するカゴアミの改良につながった。 

・トトロのふるさと基金のイベントに参加し交流を深めていくとともに、八国山たいけんの

里自然部会や柳瀬川水系水環境連絡会、トトロのふるさと基金などとはこれまで通り連

携していく ⇒トトロのふるさと基金については未実施、他は例年どおり実施。 

7. 地域への情報発信関係 

・当会の提言内容（生物多様性東村山戦略、旧学校田の市民田んぼ化、外来生物の問題点な

ど）について、様々な媒体を使って情報発信していく ⇒従来通り、HP、ブログ、FB、

かっぱ通信などを通じて発信したが、外来生物の捕獲で一緒に捕獲した在来種の写真を

ブログや FBで発信するのはやめるべきだという意見があった（悪意のある在来種の捕獲

を排除していくため）。 

・新たに制作する北山いきものクラブとクリーンアップの内容を周知するチラシで地域に

情報発信していく ⇒リーフレット案は作成したが、コロナ禍のため配布しなかった。 

・かっぱの楽校の記事をベースとした新たな出版物等の企画を検討し、当面は編集方針（編

集の切り口や実施体制、成果物の体裁、助成金の活用等）を固めた上で、実施の方向性を

見定めていく ⇒実施の方向性について議論を深めてきた。 

・かっぱ通信や FB、ブログ、北山公園内「水と緑の掲示板」などでの情報発信はこれまで
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通り実施 ⇒実施 

8. 支援者の拡大関係 

・様々な人（特にファミリー層）が参加しやすいイベントとしていく。高校生や大学生にも

参加を呼び掛けていく ⇒コロナ禍で実施したイベントが限られたこともあり、十分な

対応をすることができなかった。 

・様々な人（特にファミリー層）の意見や提案を取り入れていく ⇒コロナ禍で実施したイ

ベントが限られたこともあり、十分な対応をすることができなかった。 

 

 

■2020年の活動記録 

 

日時 曜 イベント 場所 

1月 18日 

2月 1日 

土 

土 

臨時定例会、終了後新年会を開催 

南台・富士見小「八国山野鳥観察」 

サンパルネ 

八国山・北山公園 

2月 15日 土 北山公園整備計画等意見交換会に参加 市民センター 

2月 16日 日 かっぱ通信 131号発行 廻田公民館 

2月 22日 土 みどりの楽校・八国山たいけんの里共催野鳥観察会 八国山・北山公園 

2月 22日 土 定例会 サンパルネ 

2月 24日 休 北山小「野鳥観察」 八国山・北山公園 

3月 7日 

3月 7日 

土 

土 

「北川・八国山・北山公園のいきもの」春編の編集 

総会 

八国山たいけんの里 

Web上で開催 

3月 21日 土 外来生物駆除作業（網の仕掛け） 北山公園 

3月 27日 金 外来生物駆除作業 北山公園 

4月 1日 

4月 4日 

水 

土 

市と「北山公園外来種防除に関する協定」更新 

定例会 

市役所 

Web上で開催 

5月 9日 土 定例会 Web上で開催 

5月 13日 水 かっぱ通信 132号発行 廻田公民館 

5月 23日 

5月 30日 

土 

土 

北山小「ヤゴ救出」大人だけで実施 

北山わんぱく夏まつり実行委員会 

北山小 

Web上で開催 

6月 14日 日 身近な水環境の全国一斉調査 北川、前川 

7月 13日 月 北山小 4年総合的学習（北川で魚とり）を支援 北川 

7月 24日 祝 かっぱ通信 133号発行 廻田公民館 

7月 25日 土 「北川・八国山・北山公園のいきもの」夏編の編集 八国山たいけんの里 

7月 26日 日 定例会 中央公民館 

8月 8日 土 定例川そうじ 北川 
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8月 13日 木 
八国山緑地開設３０周年記念クイズラリーを支援（９

月末まで） 
北山公園 

8月 25日 火 生物多様性東村山戦略（提言）について市に提出 市役所 

9月 5日 土 外来生物駆除作業を再開 北山公園 

9月 12日 土 定例川そうじ 北川 

9月 12日 

9月 12日 

土 

土 

北山公園整備計画等意見交換会に参加 

定例会 

市民センター 

中央公民館 

9月 13日 土 外来生物駆除作業 北山公園 

9月 16日 水 北山小 4年総合的学習（外来生物）を支援 北山小 

9月 19日 土 外来生物駆除作業 北山公園 

9月 26日 土 「北川・八国山・北山公園のいきもの」秋編の編集 八国山たいけんの里 

9月 27日 日 外来生物駆除作業 北山公園 

10月 3日 土 市主催外来生物防除イベントに協力 北山公園 

10月 5日 月 北山小 4年総合的学習（外来生物）を支援 北山公園 

10月 14日 水 外来生物駆除作業 北山公園 

10月 18日 日 北山いきものクラブ 北山公園、北川 

10月 18日 日 外来生物駆除作業 北山公園 

10月 22日 木 北山小 4年総合的学習（北川のゴミ）を支援 北川 

10月 24日 土 外来生物駆除作業 北山公園 

10月 25日 日 かっぱ通信 134号発行 廻田公民館 

10月 31日 土 外来生物駆除作業 北山公園 

11月 7日 土 外来生物駆除作業、外来生物慰霊祭 北山公園 

11月 14日 土 定例川そうじ 北川 

11月 14日 土 北山いきものクラブ 北山公園、北川 

11月 14日 土 外来生物駆除作業 北山公園 

11月 18日 水 環境フェア（市主催）でパネル展示（〜21日） 中央公民館 

11月 21日 土 土木学会市民普請大賞シンポジウムに参加 Web上で開催 

11月 28日 土 「北川・八国山・北山公園のいきもの」冬編の編集 八国山たいけんの里 

11月 28日 土 定例会 中央公民館 

12月 12日 土 狭山公園宅部池「かいぼり」に参加 狭山公園 

12月 20日 日 かっぱ通信 135号発行 廻田公民館 
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■2021年の活動方針（案）       緑字；総会で重点的に議論を行う予定 

 

□新型コロナウイルスによる感染防止対策 

・各イベントは参加者の安全を第一に考え、決して無理をして開催しない。開催する場

合には感染防止対策を講じた上で実施する。 

・Zoom等を活用したオンライン会議など、webの活用を検討していく。 

 

□全体的に配慮していく事項 

・できるだけ多くの人に声がけするなどを通して組織の更新を図っていく。特に入会し

たばかりの人、入会の可能性の高い人へのフォローを徹底する（声がけ、役割を担っ

てもらうなど） 

・活動の輪を広げていくために関係する他団体との連携を模索していく 

 

□各論 

1. 北山公園関係 

・（新規）「東村山市公園のあり方」報告書を踏まえた施策を注視（北山公園にバーベキ

ュー施設の設置など）。 →市予算案では「公民連携手法を用いた公園施設の有効活

用の検討（予算額：248 万 7 千円）と北山公園整備事業（予算額：948 万 4 千円）

→多様な生物が生息し、豊かな自然に気軽に触れ合える公園として整備を進めると

している。 

・（新規）北山公園が里山や里川としての公園として保全されてきたこと、今後も里山

や里川として保全していくべきことをアピールしていく →水辺の生物を捕獲する

ことができる希少性を担保していく必要がある 

・川端会議への対応（今後も開催が見送られる場合には、他の手段での市との意思疎通

が必要） →川端会議は将来にわたって継続していく必要がある 

・（継続）市民田んぼ活動と連携 

・（継続）しょうちゃん池への浚渫土の導入の検討、協議 

・（継続）しょうちゃん池水際の在来植物植生帯の造成や池奥の湿地環境の改善（しょ

うちゃん池（南側）から導水すること等） 

・（継続）北山公園に通年で水（流水と止水）を確保、在来生物等のモニタリング調査 

2. 北川流域関係 

・（新規）生物多様性東村山戦略の具体化を働きかけていく 

・（継続）宅部池の動向を注視（狭山公園生物多様性保全利用計画に基づく護岸の湿地

化等の実施設計の内容など） 

・（継続）北川の落差工解消プロジェクトを推進していくために、基礎調査となる流量

調査を継続していく 
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3. 外来生物の防除関係 

・（継続）市と外来種防除についての協定を継続して締結していく 

・（変更）上記協定に基づき、北山公園内の外来種の捕獲を継続していく（活動期間を

短縮し 4月～10月実施、新たに携わる人の確保） 

・（新規）トレイルカメラ等を設置し実態を把握した上で、アライグマの防除対策を検

討していく 

・（継続、コロナの状況を見て判断）トウキョウダルマガエルを守ろう！キャンペーン

や北山わんぱく夏まつりでのウシガエル捕獲大作戦の実施 

4. 環境調査関係 

・（新規）北山いきものクラブや土曜講座で捕獲した生き物の種類等について記録を残

す（記録を一元化していく） 

・（新規、コロナの状況を見て判断）上記について、高校生（東村山西高校など）や大

学生に調査協力を呼び掛ける 

・（継続）魚類調査や外来生物調査、水質調査、ゴミ調査については調査を継続 

5. 子供向けのイベントの開催と環境学習関係 

・（新規）北山いきものクラブの開催の予備日を設定する。会員予備軍への来場者への

声がけを徹底する。 

・（新規、調整）北山いきものクラブと土曜講座との開催調整を行う（開催日、人繰り

など。特に 9月の北山小魚とり） 

・（継続、コロナの状況を見て判断）北山わんぱく夏まつりについては午前中中心の開

催とし、さらに合理化を図っていく 

・（継続）小学校の総合的学習への講師派遣については、可能な限り対応していく 

6. 関係機関との連携 

・（新規）市役所については、生物多様性東村山戦略の具体化や生きもの調査の骨子の

検討を働きかける。 

・（継続）西武・狭山丘陵パートナーズや八国山たいけんの里自然部会、柳瀬川水系水

環境連絡会、トトロのふるさと基金などとはこれまで通り連携していく 

 

7. 地域への情報発信関係 

・（新規）在来種を守っていくために、FBやブログでの在来種の写真掲載をやめる（HP

等に掲載の魚類調査結果やかっぱ通信への掲載、トウキョウダルマガエル保全キャ

ンペーンなどについては従来通りとする） 

・（継続）当会の提言内容（生物多様性東村山戦略、外来生物の問題点など）について、

様々な媒体を使って情報発信していく 

・（新規）かっぱの楽校の記事をベースとした新たな web上の企画を検討し、実現させ

る 
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・（継続）かっぱ通信や FB、ブログ、北山公園内「水と緑の掲示板」などでの情報発信

はこれまで通り実施 

 

 

■2021年の活動予定 

 

日時 曜 イベント 場所 

1月 31日 日 2020年の振り返り案と 2021年の活動の方向性案 ネット上 

2月 13日 

2月 28日 

土 

日 

北山小 4年生総合的学習「野鳥観察」を支援 

かっぱ通信 136号発行 

北山公園、八国山 

廻田公民館 

2月 24日 休 北山小土曜講座「野鳥観察」 北山公園、八国山 

3月 13日 

3月 13日 

土 

土 

定例川そうじ 

総会 

北川 

中央公民館 

3月 27日 土 「北川・八国山・北山公園のいきもの」春編の編集 八国山たいけんの里 

4月 3日 土 定例会 サンパルネ 

4月 1０日 土 定例川そうじ、北山いきものクラブ、外来生物駆除 北川、北山公園 

4月  かっぱ通信 137号発行 廻田公民館 

  
夏まつり実行委員会 

「北川・八国山・北山公園のいきもの」初夏編の編集 

 

 

5月 8日 土 定例川そうじ、北山いきものクラブ、外来生物駆除 北川、北山公園 

5月 土 北山公園整備計画等意見交換会に参加 市民センター 

5月 16日 日 北川クリーンアップ 北川 

  北山小「ヤゴ救出作戦」 北山小 

6月 日 全国一斉水質調査 北川、前川 

6月 土 菖蒲まつりに出展 北山公園 

6月 12日 

6月 

土 

 

定例川そうじ 

夏まつり実行委員会、定例会 

北川 

 

  外来生物駆除 北山公園 

  北山小「ホタル観察」 狭山公園 

  富士見・南台・北山小「南沢湧水で遊ぶ」 南沢湧水 

  「北山公園・八国山見どころマップ」夏編の編集 八国山たいけんの里 

  かっぱ通信 138号発行 廻田公民館 

7月 10日 土 定例川そうじ、北山いきものクラブ、外来生物駆除 北川、北山公園 

7月  北山小「八国山昆虫採取」 八国山 

  富士見・南台小「八国山昆虫採取」 八国山 

  夏まつり実行委員会  
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  狭山三公園管理運営協議会に参加  

7月 31日 土 夏まつり準備 北山公園、他 

8月 1日 日 北山わんぱく夏まつり 北山公園、北川、八国山 

8月  外来生物駆除 北山公園 

8月 14日 土 定例川そうじ 北川 

9月 土 北山公園整備等意見交換会に参加 市民センター 

  外来生物駆除 北山公園 

9月 11日 土 定例川そうじ、北山いきものクラブ、外来生物駆除 北川、北山公園 

  北山小「魚とり」 北川 

  富士見・南台小「トンボとりと魚とり」 北山公園、北川 

  「北山公園・八国山見どころマップ」秋編の編集 八国山たいけんの里 

  定例会  

10月  北山小「トンボとりとヤゴいかだづくり」 北山小、北山公園 

  外来生物駆除 北山公園 

10月 9日 土 定例川そうじ、北山いきものクラブ、外来生物駆除 北川、北山公園 

  かっぱ通信 139号発行 廻田公民館 

10月 17日 日 北川クリーンアップ、外来生物慰霊祭 北川、北山公園 

11月 13日 土 定例川そうじ、北山いきものクラブ、外来生物駆除 北川、北山公園 

11月  「北山公園・八国山見どころマップ」冬編の編集 八国山たいけんの里 

  定例会  

12月 11日 土 定例川そうじ 北川 

12月  かっぱ通信 140号発行 廻田公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


