
Ⅰ．はじめに

つくばエクスプレス線の開通に伴うアセスメ

ントにおいて，氷河期の生き残りと考えられる

ヌマガヤやズミなど絶滅危惧種を含む多様な生

物が確認され，公園として保全されることに

なった場所が「こんぶくろ池自然博物公園」で

ある．2005年に策定された公園整備基本計画

の基本コンセプトは「市民で育てる 100年の森・

こんぶくろ池自然博物公園」．約 18.5 haの敷地

には，台地の上にある珍しいタイプの湧水池「こ

んぶくろ池」「弁天池」を含む 4つの池がある．

そして，里山的な管理が行われてきた場所，ゴ

ルフ場跡地で二次遷移が進む場所など異なる特

徴を持つエリアを含む．2017年 4月に新たに

一部エリアを開園したが，まだ開園されていな

いエリアも残っている．

「NPO法人こんぶくろ池自然の森」は，柏市

から当公園の管理・運営業務についての委託を

受け，柏市，アドバイザーの先生方（千葉大学，

東京大学）との連携のもとに，保全活動，調査

研究活動，を行い，企業の協賛を得てイベント

活動などを行うなど，産官学民が一体となった

活動を展開している．

2017年度には「柏市都市景観賞」を受賞した．

しかし現状は，里山的管理が追い付かないこと

もあり，氷河期から残る遺存種の個体数減少な

どの問題を抱えている．

2011年に，こんぶくろ池自然博物公園の魅

力を発信するためにハンドブックを刊行した．

この度，PNファンド助成を受け，子供から

大人まで楽しんで読めるよう工夫を凝らしたハ

ンドブック及びリーフレット（図 1，2，3）を

新たに作成した．リーフレットとハンドブック

が，来園者の公園散策をより楽しいものにして

くれるであろう．また，都市に残された貴重な

森は保全活動によって維持されていることにも

ご理解をいただきたい．この公園が，より多く

の人々によって見守られ，親しまれ，楽しまれ，

そして保全活動に参加する仲間も増えることを

望んでいる．

Ⅱ．成果報告

1. 保全活動　［里山班活動日：月 2回］

散策路つくり，ササの刈込，下草刈り，倒木
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や劣勢木の除去，草原の維持，また，アメリカ

オニアザミなど外来種の除去作業などを実施し

た．作業の後のお茶を楽しみに集う会員，写真

を撮影する会員などもあり，森での作業に心地

よい汗を流した．

2. 調査活動　［調査班活動日：月 2回］

植生，昆虫，鳥などの調査，植物標本の作成

と管理，希少種の保護などを，保全活動と合わ

せて実施した．森林の林床の明るさの指標とす

るためにキンランの開花株数調査を，湿性環境

の林床の明るさの指標とするためにコバギボウ

シの開花株数調査を続けている．

3. 活動報告会　［2018年 3月 21日　於：東京

大学環境棟講義室］

例年 3月に，アドバイザーの先生方によって

保全活動報告会が開催される．

NPOからは，植生，鳥，キノコについての

経年変化の報告を行い，アドバイザーの先生方

や学生からはこんぶくろ池自然博物公園での調

査研究結果の発表や，当地での研究に留まらな

い関連の研究成果も発表される．また，2018

年から外部団体による昆虫相調査も実施されて

おり，経過報告がなされた．

参加者の知見を広げ，情報交換を行い，今後

の保全活動について検討を行う貴重な場となっ

ている．

4. アドバイザー会議　［2018年 11月 20日　於：

こんぶくろ池自然博物公園管理棟前広場］

アドバイザーの先生方（千葉大学　東京大学）

と柏市公園緑政課，NPOの三者が懇談し，今

後の保全活動等について検討する会である．当

地で研究活動を行う学生からの発表も行われ

る．

2018年 11月 20日に開催されたアドバイザー

会議では，踏査を行って氷河期からの遺存種で

あるズミの現状を確認し，ズミの生育に必要な

日照を確保するために，その周辺にある伐採及

び剪定候補木を選定した．今後も，アドバイ

ザー，柏市，NPO法人こんぶくろ池自然の森

の協同により，遺存種の保全，落葉広葉種の萌

芽更新など，この地の特徴を生かす保全の方向

を模索し実行に移してゆくことを確認しあっ

た．
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図 2　ハンドブック裏表紙 図 3　リーフレット表紙図 1　ハンドブック表紙



5. 公園案内　［案内件数（2018年 4月～ 9月）：

11件　見学者計 503名　※他にも実施してい

るが未記録］

・例年，数校の柏市立小学校 3年生が社会科

見学などの目的で見学に訪れる．その際は，

NPOの会員が案内を務め，当地にまつわ

る民話冊子の配布も行っている．

・生涯学習，俳句，歴史探索など様々な目的

で当地を訪れる団体から案内の申し込みが

あれば，NPOの会員が案内を務めている．

6. 観察会およびイベントの開催

・夏には，柏の葉 T-site主催のカブトムシ観

察会が行われ，会員が下準備の段階から参

加して早朝の観察会の案内も行った．参加

者から高評価をいただいた．（2018年 8月

4～ 5日）

・秋には，例年写真家を講師に招きキノコ観

察会を実施してきたが，2018年度は「森

の自然公園こんぶくろで，一日楽しもう」

と題したイベントの一部とした．

「森の自然公園こんぶくろで，一日楽しも

う」（2018年 10月 21日実施　参加者約

200名）

主催： NPO法人こんぶくろ池自然の森　

手賀沼流域フォーラム実行委員会

協力：柏市

協賛： 三井不動産（株），柏の葉アーバ

ンデザインセンター（UDCK）

プログラム

1， 公園内にある 4つの池などをめぐ

るスタンプラリー

2， キノコ観察会

3， こんぶくろ池前でのミニコンサー

ト（竹笛によるクラシック音楽演

奏　フルート演奏　民族音楽の演

奏など）

7. ハンドブックおよびリーフレットの作成

ハンドブック（図 1，2）

・210× 128 mm　全 68頁

・子供から大人まで楽しめることを目的に，

動植物の写真に平易な文の説明をつけ，小

学 6年生以上で学習する漢字にルビをふっ

た．

・こんぶくろ池自然博物公園をより楽しめる

よう，花暦を充実させた．花暦には，千葉

県レッドデータブックの A～Dの記号を記

載した．

・台地の表面にある珍しいタイプの湧水の存

在，人がかかわり続けることで維持された

明るい森，暖温帯である地に残る冷温帯の

植物群など，こんぶくろ池自然博物公園の

特徴を紹介するページを設けた．

・入園者へ，外部からの動植物を持ち込まな

い，この地の動植物を持ち出さないことを

お願いし，また，生き物に配慮を求めるペー

ジを設けた．

リーフレット（図 3）

・A2版両面印刷

・リーフレット片面の半分を占めるイラスト

調の公園散策マップには，湿地，草地，林

縁，芝生の各エリアを示す印と解説をつけ，

エリアの違いを楽しめる工夫を施した．

・こんぶくろ池自然博物公園の特徴につい

て，チョウを指標として説明し，自然につ

いての理解を多面的に深められるような工

夫をした．

・柏歴史クラブのご協力により，「歴史遺産」

の項目を設け，当公園内に残る第二次世界

大戦の歴史遺産や，さらに昔からの歴史に

ついて紹介した．これらの歴史は，こんぶ

くろ池自然博物公園の植生の特徴と深いか

かわりを持つと考えられる．

・「NPO法人こんぶくろ池自然の森」の活動

185



内容，およびこれまでの歩みを紹介した．

当会に興味を持った方が入会してこられる

ことを期待している．

・交通アクセスについては，つくばエクスプ

レス線柏の葉キャンパス駅と柏インター

チェンジを含むわかりやすい地図を掲載し

た．

来園者にはリーフレットを配布し，希望者に

はハンドブックも配布している．また，ハンド

ブックおよびリーフレットは，柏市内の図書館，

小中高校の図書室などに配布した．

配布先

柏市内の小学校・中学校・高校・大学の全て

市立図書館本館・分館の全て

その他　市役所，市民活動センターなど
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