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田村はる子 

これほど植物と向き合った年は初めてで、昨年３月

末の芽出しの頃から毎週木曜日に植物調査・保護活動

を続けてきました。ボランティアで自由参加ですので

１０名の時もあれば３名の時もあり、ただ植物が好き

というだけではやり遂げられない厳しさもあります。 

植生調査のやり方といえば一般に何㎡内に杭を打

ち、その調査区を毎年追跡調査するやり方が多いよう

です。私達の調査ではフィールド内をくまなく歩き植

物をしらみつぶしに記録していくという方法をとりま

した。毎週毎週新たに確認した植物を記録していくの

は、とても地味で根気のいる仕事ですが、あと尐しの

植物を残すのみとなりました。樹木もひと通り確認済

みで、このフィールド内ですでに４００を超える種が

確認されているのは驚きです。 

草刈りボランティアの時にその調査を反映させ、参

加者全員にいかに伝え、植物の保護育成と緑地の管理

作業をどう両立させるかということが重要な課題です

から、緑地の一部分の調査をしても意味を持たず隅々

まで解かっていて初めて手入れができるのです。また

植物チームの数名が知っているだけでは保護にはなら

ず、ボランティア日には５０名～７０名の方が来て

いっせいに草刈作業をするわけですから、その全員の

方にも植物の在り処を知ってもらう必要があり、それ

にはシノダケを立てて目印にしたり看板、紐、柵など

が必要でした。緑地はそのままの姿で維持することが

美しいと思うのは私だけではないでしょう。こんな目

障りな目印をつけ苦慮していますが、大人数で手入れ

をするとき個別対忚は難しく今のところこんな伝達方

法をとるのもいたしかたないのかなと思っています。 

夏場広い林内を手刈りで笹のみを刈るというのは大

変な苦労がありましたが、その結果例年になく野草が

次々と開花し種を沢山実

らせたことに気づかれた

方も多いと思います。今

後の活動をする上で１度

は植生調査をやらなけれ

ばならなかったことです

し、植物チームはとても

重要な仕事を成し遂げた 

１年でした。この調査をもとに広場のゾーニングや作

業通路、堆肥床の設定などが可能となりました。日照

不足で生育が難しく枝下し作業が必要な場所も確認で

きました。植物に詳しい峰岸さんは夕ご飯の支度も忘

れ暗くなるまで図鑑とにらめっこ、発見植物を次々と

調べ上げチームの皆を導いて下さいました。また佐瀬

さんは調査植物をパソコン入力し大変な労力を払って

記録表を作って下さいました。何れ予算が確保できま

したら植生記録の報告書など出せれば幸いです。数多

くの植物あふれる林には様々な虫や鳥が遊びにやって

きます。私たちもそれと同じで、林にやってくる一生

物であり、みんな仲間なのですね。 
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倉沢の保全活動を体験･見学して 

国分寺市立もとまち公民館 小林 義夫 

倉沢里山の保全活動を体験し見学して、まずその素

晴らしい里山の自然環境や歴史環境が今も維持されて

いることに驚かされました。そして、そこで活動に参

加される人の多さ、熱意にはたいへん感銘を受けまし

た。この里山を残すために地権者、市民、行政（日野

市、国）等多くの方々が、思惑の違いや思いの強弱を

乗り越え連携し努力された結果と思うと、本当に頭が

下がります。そして、とりわけ地権者の方々が万蔵院

台緑地やアリスの丘ファームの大半を寄付と物納され

たことによりこの里山が保全できたことには、拝金主

義の今の時代を考えると驚嘆するとともに、言葉に言

い表せない程の尊敬の念を感じます。 

国分寺市では、太古の多摩川が造った河岸段丘の

縁、国分寺崖線の斜面に雑木林など緑地が多く残って

います。西元町、東元町地区には約５haの緑地があ

り、その半分ぐらいが都により公有化され、残りは民

有地です。民有地においては、管理作業や納税など、

雑木林を維持するための肉体的、精神的、経済的な負

担が所有者にのしかかり開発の危機に立たされていま

す。また、公有化された部分でも人の手が入らず、雑

木の二次林から常緑の自然林へ遷移しつつあり、雑木

林を維持するのか自然林にしていくのかの岐路に立た

されています。 

これらの問題を尐しでも解決しようと、市民の提案

がきっかけで、もとまち公民館では「水と緑の講座」

を実施しています。この講座では公民館が民有地の雑

木林を借地して都市計画、固定資産税を免除し、公民

館と受講者と所有者、協働で維持管理をし、自然を楽

しみながら自然保護の学習もしています。また、相続

が発生した場合のことを考慮し、具体的には都市緑地

保全法に基づく市民緑地制度を利用して相続税の減免

を受け当面の相続を乗り切り、その後時間をかけて公

有化や準公有化（市民トラストなど）の途を探ろうと

しています。 

そうした様々な問題を抱

えた中、里山環境、多くの

人を引きつけるイベントや

仕掛け、保全までの経緯な

ど、倉沢里山の保全活動を

体験し、お話をお聞きでき

たのは大変良かったと思い

ます。もちろん、倉沢の事例をそのまま見習うことは

難しいとは思いますが、問題解決へ向けての重要な示

唆になったと思います。ありがとうございました。 

 倉沢自治会で里山を紹介倉沢自治会で里山を紹介  
倉沢自治会 新屋敷一郎 

去る11月6日に倉沢里山

の地元自治会である倉沢自

治会の恒例行事｢親睦会｣を

開催しました。親睦会のメ

インの催しとして、里山を

愛する会の協力を得、里山

のショート・トレッキング

とスタンプハイクを行いました。また、里山での軽食

会も実施させて頂きました。 

当日は、幸い天候にも恵まれ、秋の爽やかな里山で

のイベントとなり約100名の方に参加頂き、成功だっ

たと思います。峰岸会長による史跡の解説や会長夫人

による植物の解説等も頂き大変好評で、参加者も熱心

に聞き入り質問もたくさん出ていました。私自身も大

変勉強になりました。同時開催で、倉沢周辺の歴史・

史跡・自然を紹介するパネル展を行いました。会場で

は倉沢のタヌキがお出迎え、こちらも会長に解説役を

努めて頂き、好評を頂けたと思います。 

今回のイベントのきっかけは、たまたま本年度地元

自治会の文化班担当役員となり、今年の親睦会をどう

するのか、当会の会員でもある私は、何か里山と愛す

る会の活動の紹介が出来るようなイベントを企画した

いと考えました。それと言うのも、各役員のミーティ

ングを行いながら、意外と皆さん倉沢里山の事を知ら

ないと実感した事と、愛する会に地元倉沢地区からの

参加が余り多くはないのが気になっていたからです。 

この機会に、里山の素晴らしさと愛する会の存在を

地元住民に尐しでも紹介できればと思いたち、自治会

役員にも賛同頂いて企画する事となりました。自治会

の親睦会という事もあり、里山でのイベントには参加

出来ないお年寄りなどにも

配慮し、里山の紹介と地域

の歴史・史跡を紹介するパ

ネル展を並行して行うこと

にしました。 

企画段階から、実施に至る

まで当会峰岸会長ご夫妻と

事務局の田村さんご夫妻に

はご尽力頂きました、また会長のお嬢さまである峰岸

未来さんには、日野市ふるさと博物館として、展示物

の大半をお貸し頂き、ご助力いただきました。改めて

お礼申し上げます。 

参加された殆どの方が、最初は緊張した面持ちだっ

たのが、最後は笑顔で帰られていきました。心地良い

里山の散策と、日頃近くに住みながら見る機会のない

里山の史跡や植物、緑に囲まれての昼食を、本当に楽

しんで頂けたと思います。 

今回のイベントを通じ、改めて自分が居住する地域

に関心が湧きました。地域の歴史も大変興味深く、こ

のために費やせる時間がもっとあれば、より興味深い

史実なども拾えたのではと思います。 

今年は、公私とも何かと忙しく大変でしたが、これ

を機会に多くの方とお話をさせて頂いたり、色々と調 

 

べ物をしたり、展示物やパンフレットを作成したり、

久しぶりに学生時代に戻った様でなかなか楽しい時間

を過ごすことが出来ました。参加者も、日頃の皆さん

の保全活動の成果を目の当たりにし、倉沢の住民も里

山に対するそれぞれの思いを育めたと思います。 

また当日、展示会に足を運んで下さいました会員の皆

様、ありがとうございました。 
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 優しい里山、力強い連帯優しい里山、力強い連帯優しい里山、力強い連帯   
錦織 文良 

 晩秋の、というほど暖かい倉沢

里山で、久しぶりに熊手で落ち

葉掃きをし、軽く汗をかいた。

その後の昼食がとても楽しかっ

た。佐瀬さんご夫妻特製の三平

汁を大きなお椀で頂いた。私も

住んだ北海道(札幌)の話しが懐

かしかった。他にも会員の皆さ

んの手作り惣菜の数々。幸せな

アメニティ気分にひたった。 

 午後のミーティングで田村裕介

事務局長の説明を聞いて、いまの里山保存の姿に合点

がいくと同時に、これまでの取り組みの数々に感動し

た。｢相続人全員の意思がまとまったことは画期的

で、これは誇っていいことだ｣と言われたが、私もそ

の通りだと思う。 

ひんぱんなボランティア活動と市民農園の作物づく

りに、自由闊達で力強いマン・パワーを感じた。柔ら

かく悠揚迫らざる会長の峰岸純夫さんと、夫人ととも

に実践経験を重ねてきた実務派の田村さんの連携の

妙、そのお二人を支える会員の緩やかだが力強い連帯

が感じとれた。 

今年はどこも紅葉も不出来だったが、倉沢の雑木林

の色合いはとてもきれいで印象的だった。特に庚申塚

のモミジ(写真)は姿、色ともに見ごたえがあった。 

（ＡＭＲ：アメニティミーティングルーム副会長） 

梢に残る葉が輝いて、目前に広がる台地は懐かしい田

園風景そのもの、私たちが多摩ニュータウンの住民に

なった頃はまだあちこちにこんな風景があったと声を

上げました。 

倉沢里山を愛する会の方々と日野市とのパートナー

シップによりこの環境が守られているとのことです

が、そんな区域でさえもじわじわと侵食されて人家が

迫り、日照と落葉への苦情のために伐採された橡(ク

ヌギ)の姿は無念としか言いようがありません。市民

の志があり、行政の環境政策との支え合いによって守

り保たれている空間は、どちらか一方が手放したとき

に壊れてしまう危うさを感じずにはいられません。 

多摩丘陵を削り、切り拓いた上に住む私たちです

が、倉沢をわたってゆく風の中で、杉野学園のグラウ

ンド埋め立て準備

のブルドーザーの

音を聞き、これ以

上緑の丘陵が寸断

されていくのは看

過できないと思い

ました。市民の仕

事のなんと多いこ

とでしょう。 

 アメニティウオッチング報告アメニティウオッチング報告アメニティウオッチング報告   
梁瀬 悦司 

晴天の12月11日(土)、日本アメニティ研究所の加治隆

理事長始め、酒五憲一専務理事、西巻明彦理事、錦織文

良、齋藤伊久太郎、金永河の各会員と私の７名が日野市

の里山、倉沢へ伺った。アメニティウオッチングとし

て、倉沢のアメニティの発見をと思い、倉沢里山を愛す

る会のイベントに参加した。午前中、愛する会の50名

と、国分寺市公民館から来られた11名とが手分けして、

雑木林に入り落ち葉掃きに精を出した。その後、おいし

い手作りの昼食、午後のレクチャーと見学と盛りだくさ

んだった。 

田村事務局長のレクチャーで

は、倉沢の雑木林が残った経緯、

しかし、近くの杉野学園の売却に

よる開発がなすすべもなく進んで

いる日野市の不甲斐なさ(ディス

アメニティ)が語られた。ミニ開

発は、倉沢の雑木林にも迫り、た

ぬきが交通事故に遭って、ハクセイができていた。市民

農園のアリスの丘ファームとイベント参加とのセットの

しくみが、愛する会を活発にしているようだった。市民

農園で食のアメニティを見つけ、緑地管理ボランティア

でアメニティを創りあげていた。また、きれいなニュー

ズレターを頂き、そのすばらしい編集に見入った。アメ

ニティの思想はイギリスから生まれた、あるべき理想の

姿を追求することであるが、倉沢ではそれが実践されて

いた。        (日本アメニティ研究所理事・事務局長) 

 松が谷自然同好会 遠藤 真子 

東京都環境局の呼びかけで以前何度か会議を持った

多摩丘陵里山保全連絡会の初期の頃、倉沢里山保全に

ついての、日野市民の方々の発言を耳にしながら、私

の記憶の中ではっきりと倉沢里山の像を結べずにいま

した。その後、八王子市と日野市に分かれて会議を持

つようになり、倉沢里山のことは情報としても入ら

ず、八王子の部会は宮嶽谷戸の篠刈り活動を年に一度

することで落ち着いているように見えるこの頃ではあ

るのです。私には倉沢というとちょっとなじみが薄い

ような気がしていましたが、地図をたどり思い出して

みると20数年前にこのあたりを何度か歩いていたので

す。幼い子どもたちと百草園から歩いて帰るときも丘

陵に入り込み、下草の中のキンランやジュウニヒトエ

の株がそこかしこにあったこと、みどりから緑へと小

路をたどり藤井医院の周辺の田んぼのあたりに出て、

野猿街道を突っ切って松が谷に帰ったことなど。 

12月も中旬、2日後に迫った松が谷自然同好会の定例

会に倉沢里山を歩いてみようと月当番の私は、野猿街

道からの入り方を教えていただこうと倉沢里山を愛す

る会の田村さんに電話をしました。幸いにも田村さん

がご案内くださるという。みな楽しみに中和田バス停

からの小路を登りました。空は青く、コナラの丈高い 

倉 沢 里 山 の 心 地 よ い 風 の な か で倉 沢 里 山 の 心 地 よ い 風 の な か で倉 沢 里 山 の 心 地 よ い 風 の な か で   
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里地里山の「里地里山の「 保全保全
の こ す こ との こ す こ と

」と「」と「 保 全保 全
  いじ することいじ すること

」」  
田村 裕介 

《はじめに・・・自然と人間との共生ということ》 

日本の絶滅危惧植物の50％以上は、いわゆる里地・里

山にあるそうです。植物だけでなく動物や昆虫なども多

くがこの里地・里山の環境の中で相互に依存しながら生

きていることはいうまでもありません。「生物多様性」

が確保されるということは、自然環境＝生き物が生存す

るための条件の安定性・安全性という面からも不可欠の

要素で、自然環境の中の一構成員としてしか生きること

のできない人間の生存にとっても、きわめて重要な課題

なのです。こうしたことを含め、様々な面から里地・里

山の保全ということが大きな問題となっています。 

先日、ここ倉沢地区の自治会主催のイベントでパネル

展が開かれましたが、その中に戦後間もなく撮影された

この地区の航空写真がありました。今の南百草園住宅地

の上の方まで山に取り囲まれて谷戸田が広がる、現在の

街の姿をイメージすることなど全くできないような光景

が精細に写し出されていました。 

この半世紀の間に、この辺りはほとんど昔の面影が消

されて、今私たちのほとんどはその開発の成果の上に生

活をしているのです。しかし、開発という言葉は、自然

破壊という言葉と同義であったということを、この写真

を見て意識しないわけにはいきません。大都市に限ら

ず、日本のほとんどの場所でこうした開発＝破壊が行わ

れて、敗戦からの奇跡的な復興や近代化や高度成長が実

現されたのは、時代のニーズや豊かな社会への発展に

とって、ある面でやむを得ないことであったと思いま

す。歴史的にみても、人間社会は原始時代からそうやっ

て進んできたのです。かつて新たな農地を開墾すること

で自然を破壊したのも本質的には同じことでしょう。 

しかし、ここにきて自然と人間の共存のバランスが大

きく崩れていることに気づきました。自然をうまくコン

トロールし、利用することは、知恵を与えられた人間の

特権でもあり、ある意味では使命でもあります。ただ、

それを行使するときに、膨大かつ複雑でデリケートなシ

ステムである自然についてあまりにも無知であったり、

未来への責任についてほとんど考慮しなかったり、他の

生物や地球そのものに対して横暴であったりしたこと

が、今の結果を生んでいることは間違いないところで

しょう。自然と人間との共生ということが言われます

が、やはり人間は地球環境にとって本質的にがん細胞な

のかもしれません。だからこそ、尐しでも現在の状況を

好転させ、これからの人間の暮らし方を見直そうという

機運が起こり、また地球環境にとって実際によい効果を

生むように努力をすることが私たちに迫られているので

す。それはひいては人間が未来に生存し続けられるかど

うかという問題にまで繋がっているのです。 

一言で里地・里山の「保全」といっても、「残す」と

いう側面と「維持・管理する」という側面の２つ側面が

あって、それぞれ全く異なるアプローチが必要です。 

今、マスコミでも、行政でも、また問題意識の高い市

民の間でも、この２つの側面がひとくくりで語られてい

ることが多いようで、その結果として議論が観念的なも

のになっていないかと感じています。そこでその２つの

側面を分けて考えてみたいと思います。そのことを通し

て私たち一般市民が担い得る役割が浮かび上がってくる 

ように思うからです。 

《里地・里山を残すという意味での保全》 

貴重な種が多く残されている里地・里山を守る＝残す

ことは、特に大都市近郊では非常に困難です。山間地で

は、昔は木材が重要な商品であったため当然管理もされ

里山もよく管理されていましたが、現代では商品価値を

失った山林は資産価値も低い上に管理に人手がかかるた

め、厄介者とされていることが多く、相続税評価も低い

ため、それほど大きな努力をしなくともある程度自然に

残されている（＝放置）といえ、結果として存在自体と

しては「保全」されているといえるでしょう。 

それに対して、大都市近郊の市街化区域に残る農地や

山林は路線価方式でいわゆる宅地並み課税されるため、

税額も莫大なものになることは、よく問題にされるとこ

ろです。農地については生産緑地指定を受ければ納税猶

予が受けられますが、その後長期間にわたって営農をし

なければならず、農業者は後継者問題もさることなが

ら、高齢化や病気などによるリスクも覚悟しなければな

りません。農地とは見なされない山林・雑木林などは基

本的に宅地と同様に評価・課税されます。（昨年度から

税制が尐し変わり多尐改善したようですが） 

相続という極めてプライベートな、そして極めて具体･

現実の現場のただ中で、その細部にわたる実務に直接携

わった者として、今、一定の時間を経過して振り返って

分析してみると、あるひとつの方向が見えてくるように

思うのです。ここで、世間ではあまり意識されていない

ように私が感じている、相続という問題の２つの側面を

提起したいと思います。 

■相続の２つの側面（その１） 

ひとつは、昔ながらの山と農業とのリンク＝循環は今

はほとんど断ち切られているということです。以前は商

品でさえあった薪炭や農業用資材の生産林であり、有機

肥料の製造工場でもあった山がその機能を失い、都市農

業にとって経営的・経済的な意味が決定的に小さくなっ

てしまったことから、現代の都市農業にとって一番先に

処分される対象になっているのではないでしょうか。 

相続が起き、相続税を払おうとするときに、後継者が

農業を継続する意思があったとすると、農地は当然処分

しない。自宅は農業を営む上で、ある程度作業などに要

する広さが必要。経営的には農業だけでは生計を立てる

ことができないので、農地の一部をつぶしてマンション

や駐車場などで収入を得ている。これらの財産すべてに

対して相続税がかけられるのです。倉沢のような市街化

区域では、生産緑地指定を受けて納税猶予をしてもらえ

る農地以外については、宅地と全く同じ基準で評価・課

税されるため莫大な税額になります。この税金を払える

だけの現金があればとりあえず問題はありませんが、相

続財産の中から納税資金を捻出しなければならないとす

れば、自ずと処分する優先順位は決まってきます。農業

者にとって経営的･経済的に収益を産まないのに税金ばか

り高いとすれば、真っ先に山林や雑木林を処分する可能

性が極めて高いと言わざるを得ないでしょう。 

このような理由から、都市部では仮に農業を守れたと

しても山林や雑木林を守ることは至難だと言えると思い

ます。今までもそのようにして失われてきたし、今後は

それがさらに加速していくと予想されないでしょうか。 

■相続の２つの側面（その２） 

もうひとつの側面は、相続人は農業者ひとりだけでは

ないことの方が普通だということです。 
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相続によって農地や山林が失われる要因として、相続

税そのものよりむしろ、財産の分割がより大きな問題だ

という指摘が以前からありましたが、極めてプライベー

トな問題で第３者が立ち入る余地がないゆえか、あまり

表面には浮かんできていません。しかし実際に相続の調

整や実務、手続きに携わった者として、私はこの問題が

決定的な問題であるように感じています。 

相続人が一人っ子でその人が農業を継ぐ意思を持て

ば、問題は上に書いた一つ目の問題だけをクリアすれば

何とかなるかも知れません。しかし多くの場合、相続人

には農業を継いでいる人のほかに、農業をやっていない

人も、あるいはその土地に暮らしていない人まで含まれ

ているというのが普通です。雑木林は農業を継ぐ人に

とっては、周辺住民との緩衝地帯的な意味合いもありま

すが、それ以外の相続人にとっては、財産をどのように

分けるかということの方が重大事なのはやむを得ないこ

とです。言うまでもなく、民法は基本的に法定相続人に

は平等の権利を保証しています。これは農地を含むすべ

ての相続財産についてです。農業後継者以外の人にとっ

て、農地や雑木林が残るかどうかということより、自分

がどれだけ相続できるか、の方が重大事であるのは当た

り前のことでしょう。 

農業の継続を可能にするためには、農地はもちろん、

経営的には自立できない農業を支えるための収入源とな

るマンション等まで含めて農業後継者以外が農業後継者

に譲るということがなければ不可能です。その上でさら

に雑木林の土地まで譲るということであり、言い換えれ

ば農業後継者以外の相続人がほとんどの権利を放棄をし

なければ不可能であるということです。そして相続人全

員が一致してそういう合意をしなければ実現しません。 

これは法的に保証された権利である私財を、いわば公

共のために投げ打つということであり、一般的に考え

て、それぞれ立場や状況の違う複数の相続人全員の間で

そういう合意が成立する方が不思議なくらいです。 

倉沢でほとんど今までのままの雑木林や一部の農地の

公有化が実現したのは、何よりもこの点、他の相続人が

本来相続できた権利を放棄して譲り、さらに日野市に寄

付し、相続税を物納するという形で負担したことが決定

的な要因といえます。しかしこれを同じような都市農業

の相続の事例に期待しても、それは無理な話でしょう。 

この民法上の個人の財産権についても、社会的・経済

的システムの中での農業の位置づけなどについても、将

来もそう簡単に変わることはないと思われます。 

それならば、こうした法制度や社会的な背景を大前提

として、その上で今後の保存策を検討し制度化していか

なければ、単なるノスタルジーか観念論とならざるを得

ず、特に大都市近郊で里地・里山を残すということを実

現するのはほとんど不可能といわざるを得ないのです。 

そうした意味を含めて、この問題はやはり政治や行政

の問題に他ならないのだと思います。政治や行政の問題

として、里地・里山にこれからの社会システムの中での

欠くべからざる機能(＝価値)を新たな視点から付加し、

現実に機能させていくことが必要不可欠だと思います。 

《里地・里山の維持管理という意味での保全》 

何とか残された里地・里山を適切に維持・管理すると

いう面からも問題があります。前述したように、昔は里

山の雑木林は経済活動の一環として、言わば農業経営シ

ステムの一要素として重要な機能を果たしてきました。 

しかし、昭和30年代以降のエネルギー革命や、農業とい 

う産業が置かれた社会状況の変化から、里山の雑木林は

経済的な意味を急速に失い、収益を生まないのに手ばか

りかかる、厄介な存在となってしまいました。その結

果、地価の安い山間部の里山は放棄され荒れ放題とな

り、地価の高い都市部では戦後の復興や高度経済成長な

どに伴う住宅建設ラッシュなどとも期を合わせて急激に

開発、宅地化されたのです。そして勿論そのどちらにお

いても、豊かな生態系を育む自然環境は失われていった

のです。こうした中ここ倉沢では、比較的最近まで昔な

がらのやり方の農業によって昔ながらの里山が維持され

てきました。これは農業者が頑なに守ってきたおかげで

あり、これも奇跡的という所以です。しかしそれは自給

自足的で自立した産業としての基盤は弱いものでした。 

最近では都市農業の新しいあり方や機能を模索する動

きとして、倉沢を含め各地で生産者の顔の見える地産地

消の実践、観光農園や学校給食材としての供給、生協や

地元スーパーとの直のタイアップやインターネット直販

などの新しい流通チャネルの開拓等、積極的な試みもな

されています。それは国際的な競争力という意味では圧

倒的に弱い日本の農業を活性化し、ひいては食料自給率

を高めることにまでつなげていく上でも大きな意義のあ

る試みだと思いますし、市民サイドもできる限りの支援

をしていこうとしています。 

一方で、昭和30年代の農業に戻すことによって、農業

によって里山保全を図るべきだというような議論もあり

ます。しかし、これは言ってみれば農業を無形文化財の

ように扱うということで、あまり現実的とは思えません

し、産業として農業を自立させ活性化することを放棄す

るような議論になりかねず、それではますます日本の農

業を衰退させてしまうことになると思います。 

《新しい里地・里山の管理を市民が担う可能性》 

昔の農業と里山との関係を尐しでも復活することは、

日本の農業に新たな付加価値を与える一環として可能性

があると思います。しかし、今まで書いてきたような背

景から、すべてを農業に託してしまうことは、結果とし

て里山を失ってしまうリスクもかなり大きいと思いま

す。産業としての日本の農業は、その存続自体に様々な

リスクを抱えているのが現実で、もし離農があった時に

は代わって里山を維持し得る手段・仕組みを用意してお

かなければ、あっという間に農地や雑木林を含む里山全

体が失われてしまう可能性は非常に大きいのです。 

そこで、農業に代わり得る可能性が最も高いのは市民

であると思うのです。私たちが今試みているアリスの丘

での市民による畑の管理は、「業」としてではない新し

い「農」の可能性を示唆するものです。隣接する雑木林

の維持・管理とリンクした、新しい担い手による里山保

全の可能性です。こうした意識の高い市民は、有機・無

農薬といったこだわりも強く「業ではない農」ならでは

の環境負荷に対する利点も尐なからず持っています。 

そして行政と市民のパートナーシップをうまくとるこ

とによって、新しい仕組みとして定着・拡大させていく

ことができれば、里山的な空間を残すための新しい手法

として期待できるのではないでしょうか。特に大都市近

郊に残されている里山的な場所でその可能性は高いし、

山間地域でも都市住民との連携によってうまい仕組みが

成果を生んでいる所もあると聞いています。 

私たちが倉沢里山を愛する会の活動を通して今取り組

んでいることには、こうした重要な意味があると私は考

えています。 (最後まで読んで頂き有難うございました) 
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水は“湯水のごとく”に使えない水は“湯水のごとく”に使えない  
小幡 一永  

ニュースレターＮo.28（9/1）の田村はる子さんの

“里山の記憶”を読みますと、かつて倉沢地区をのど

かに流れていた小さな倉沢川の情景が、細やかな愛情

こもった描写と写真から彷彿と頭の中に浮かび、子供

のころに何処にでもあったそんな風景が失われ、大切

なものを亡くしてきた寂しさを今更ながら思います。

倉沢川の上流も下水道の完備で幸いにも生活雑排水が

流れ込まなくなったので表向ききれいですが、落ち葉

やその下の土中に沁みこまずに塩ビ管と舗装道路を流

れて直接入る雤水は生物に

とっては死んだ水、三方を

コンクリートで固められて

いるのとあわせ、小魚はお

ろか水生昆虫もほとんどい

ません。結果的に倉沢川を

つぶした新住民のひとりと

して心を痛めます。 

私は７年前から自宅の庭で

今や所によっては絶滅の危機に瀕している日本メダカ

を繁殖させ毎年200匹ほどを増やしていますが、何時

か倉沢川に放してやれる日が来るのを待っています。

ほかの小さな河川にも泳がせてやりたいものです。 

きれいな水はきれいな空気と同じく、この狭い国土

に１億２０００万人が住んで、そして皆が楽に格好良

く、自分勝手に暮らそうとすれば、汚れるのは当たり

前でしょうから、その分心掛けねば汚染は決して止ま

らない。 

日本の年間平均降水量は1,700ｍｍで世界の平均の約

２倍ですが、国土が狭く人口過密なので、１人当たり

の雤量は約5,100㎥で世界平均約22,000㎥の４分の１

しかなく、諸外国にくらべて必ずしも豊富とは言えな

いそうです。しかも、梅雤時と台風時に集中して多

く、河川は短く急流なので有効利用する前に流れてし

まい、不利な条件にあるのです。 

メコン河は100ｍ余下がるのに1,000ｋｍ流れ、セー

ヌはゆったりと600ｋｍ流れて400ｍを下る。一方、信

濃川は300ｋｍ弱で800ｍ下り、近くの多摩川にいたっ

ては使う暇も与えず100ｋｍの間に500ｍ以上の落差を

流れて逃げて行く。（数値は東京都水道局資料） 

山紫水明に恵まれ、水を文字どおり湯水のごとく使

う時代はとっくに過去のものです。 

食糧自給率40パーセント、輸入に頼る60パーセント

の穀類、魚介類、肉類、加工食品等に含んで、日本は

世界一の水の輸入国です。 

外国に迷惑をかけぬよう、いざという時困らぬよう

に食糧も水も自給率を高めなければと思います。山を

守ること、湿原や湖沼や川を守ること、それが海を浄

化し餌をふやし魚が育ちます。きれいな水で、米も麦

も野菜も家畜も育ちます。 

里山への道すがら、倉沢川を覗いて見ましょう。そ

して、会員以外のひとりでも多くの人に、まず手始め

に小さな川を守ろうと話しかけましょう。 

日野の宝をもう一度見直そう！日野の宝をもう一度見直そう！  

 亓十子満大 

最近、日野市内で、随分気がかりなことが多く起き

ています。私が、里山保全に関わっているから敏感に

なっているのだというわけではないと思うのですが、

特に環境に関することでこの1～２年の間に、私の家

から歩いて２０分程、距離にして１.５kmの身近に見

聞きする範囲だけで４つもありました。 

１つは、病院用地として確保されていた土地に民間

業者による巨大なマンションが建ったこと。２つめ

は、区画整理によって住宅用地となったところに迷惑

施設といわれる変電所建設が当初の約束を無視する形

で強行されていること。３つめは斜面地にこれまで考

えられなかった、盲点をつくような巨大なマンション

が計画されていること。４つめは学校用地として市民

にも開放されて使われていた土地が開発業者に売却さ

れ、それも噂では土地転がしというオマケまで付いて

大規模に開発されようとしていることです。 

病院は長寿社会といわれる中で最も必要な施設で、

身近にあることが必須条件でしょう。区画整理にして

も環境変化で農業の継続が難しくなり泣く泣く協力し

てできあがった住宅地に、電磁波障害を引き起こす恐

れが大と云われる変電所建設を強行し、それによって

生ずる健康被害や経済的損失、誰が保証するのでしょ

うか。斜面地の住宅建設は、平成６年の建築基準法の

改悪で地下室の定義が変わり、ひな壇から箱形マン

ションが可能となり、床面積１/３不算定で、斜面地

ゆえにこれまで思いもつかなかったような高層住宅が

可能となってしまいました。こんな非常識な法律、ど

う見てもおかしいですよね。 

私立学校の存在は、誰が見

ても公共的施設です。これ

まで固定資産税など免除さ

れていたんですから。市有

地に当然すべきでしょう。

民間の手に渡って利益本位

の開発など、誰も夢にも

思っていませんでした。 

どうしてこんな事が起きているのでしょうか。私は

この頃、行政が市民のために本当に責任を果たしてい

るのか、どう見ても疑わしいと思わざるを得ません。

にこやかに「ご要望はわかりました」と市長が言って

も、結果は業者の利益追求の場となっており、市民の

希望を踏みにじるものとなっているのです。 

日野市には素晴らしい自然環境のほかにも、これま

で市民参画で作り上げてきた指導要綱や条例や様々の

宝があります。市にはそれを活用し、市民を守るため

いろいろな壁を乗り越えてとことん市民の要望を実現

する責務があるでしょう。しかしこの間の出来事の背

景には「開発」の文字が透けて見えないでしょうか。 

今、もう一度原点に立ち帰って、行政のあり方や姿

勢といったものを見直す時期に来ているのではないか

と思います。「住民参加」・「法の理念の徹底」・

「安心」のまちづくりが求められています。      

現在の倉沢川のわずかな開渠部分 

始まっている杉野グランドの破壊 
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倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第２回)(第２回)  
千葉大学研究生 茂木哲一(もてぎのりかず) 

【第1部】野生生物の仲間分け 

 前回は子供に人気のある昆虫

としてカブトムシを取り上げ

ましたが、姿がよく似ている

クワガタもカブトムシに負け

ず务らず人気があります。余

談ですがクワガタはどちらか

というと大人に熱狂的な人気

があり「黒い宝石」と言われ

ているオオクワガタは愛好者

の間で一頭数百万円の値段で

取引されていました。最近は

養殖ができるようになったためブームも下火になっ

たようですが。 

このカブトムシとクワガタが「仲間」であること

は、外見からも容易に想像がつくと思います。しか

しアブラゼミとアメンボが「仲間」と言うと、多く

の人は意外に感じるのではないで

しょうか。また、鳥に目を移してみ

ると、スズメとコゲラ（キツツキの

仲間で大きさはスズメとほぼ同じで

す。倉沢緑地にもたくさんいます）

とハシブトガラスのうち、「仲間は

ずれ」なのは大きさが極端に異なる

カラスではなくコゲラです。ちょっ

とクイズみたいになってしまいまし

たが、このような野生生物同士の

「仲間」の関係を捉えるために「分

類」という概念が用いられます。というわけで、今

回は野生生物の仲間分けを取り上げてみます。 

野生生物の分類の基準となる基本単位は「種」とよ

ばれます。「種」の定義は、一般的には「互いに交

配が可能な集団」と考えられています。そして、よ

く似通った「種」を集めて「属」がつくられます。

具体的に例えるならば、父親・母親・姉・弟といっ

た家族の構成員が「種」で、家族そのものが「属」

に相当します。さらに似通った「属」が集まって

「科」がつくられ、順ぐりに「科」は「目」に、

「目」は「綱」に、「綱」は「門」にまとめられま

す。家族が集まって町内が形成され、それらが集合

すると市町村となり、県となり･･･というのと同じ考

え方です。例を示したカブトムシとオオクワガタは

「コウチュウ目」、アブラゼミとアメンボは「カメ

ムシ目」、コゲラは「キツツキ目」、そしてスズメ

とハシブトガラスは「スズメ目」に分類されます。 

分類をある程度つかんでおくと、様々な野生生物を

系統的に捉えることができます。例えば、花におし

べとめしべが多い植物をみたらバラ科かキンポウゲ

科、茎が三角形であればカヤツリグサ科、シソ科の

茎は四角形、ドングリができるからブナ科･･･という

ように考えることができるようになります。分類を 

倉沢でクヌギの樹液を吸うノコ

ギリクワガタとヒメジャノメ 

きっかけに野生生物に関する知識がいもづる式に増

えることもよくあることです。意外な植物や動物同

士が「仲間」であることに気付いたりできる分類は

とても楽しいものであり、分類を知れば知るほど野

生生物の奥深さに感嘆することでしょう。 

里山に興味を持っている方なら、エビネ（ラン科）

やカザグルマ（キンポウゲ科）のように、好きな植

物というものがあると思います。特定の野生生物を

見る視点はとても大切ですが、これからは野生生物

どうしの関係や多様性が維持される仕組みを見る大

きな視点が重要になってくるでしょう。そのような

大きな視点は、分類を考えながら野生生物を眺めて

いれば自然と養われるものではないでしょうか。 

【第2部】昆虫の冬 

落葉樹が葉を落とし、夏にたくさんみられた昆虫た

ちが姿を消す冬は野生生物にとって眠りの季節だと

思うかもしれません。実際にツキノワグマを始めと

するいくつかの哺乳類は

冬眠をすることが知られ

ています。昆虫も幼虫や

さなぎの姿で冬を越えま

すが、中には成虫の姿で

冬を過ごしてしまう強者

もいます。 

ホソミオツネントンボ

（イトトンボ科）は、この

細い体のどこにそんなエネルギーが！と驚くくらい

細く小さな体ですが、雑木林の中やアズマネザサの

草むらの中でたくましく成虫で越冬します。トンボ

の仲間の多くはヤゴと呼ばれる幼虫の形態で冬を越

すため、東京周辺で雪に埋もれても耐えられる唯一

のトンボはホソミオツネントンボです。ちなみにト

ンボの語源は「跳ぶ棒」だそうですが、イトトンボ

科のトンボはまさに棒よりも細い糸のような体を

使って厳しい自然界を生き抜いています。 

 チョウの仲間も卵や幼虫の

形態で越冬する種が多いので

すが、キチョウ（シロチョウ

科。モンシロチョウの仲間）

という黄色が鮮やかなチョウ

は華麗な羽根をボロボロにし

ながら厳しい冬を乗り越えま

す。キタテハ・ルリタテハ・

アカタテハ（ともにタテハ

チョウ科。日本の国蝶である

オオムラサキの仲間）といった色鮮やかなチョウも

見かけとはちがった強さを見せつけてくれます。 

また、鳥が一年で最も多く見られるのは越冬期と呼

ばれるこの時期です。緑が生い茂った夏の里山では

姿をみることが難しかった小鳥も、冬芽の落葉樹に

いると案外目に付きやすいものです。温かい部屋か

ら足を踏み出して観察に出かければ、厳しい環境で

がんばっている野生生物たちからエネルギーをもら

えるかもしれません。 

キチョウ（倉沢で） 

ホソミオツネントンボ 
（山と渓谷社「水辺の昆虫」より） 

コゲラ http://

www.media-kiss.com/

bird-gallery/ より 



ENJOY!!ENJOY!!ENJOY!!アリスの丘・風の丘ファームアリスの丘・風の丘ファームアリスの丘・風の丘ファーム   NEWSLETTER (NEWSLETTER (NEWSLETTER (倉沢里山を愛する会会報）倉沢里山を愛する会会報）倉沢里山を愛する会会報）                                                                        №№№   30. 2005/1/1 (30. 2005/1/1 (30. 2005/1/1 (888)))   

アリスの丘の管理をして頂いている皆様へ 

日頃から会の緑地管理活動にご協力いただきありがと

うございます。またファームもきれいに管理していただ

いており、お礼を申し上げます。 

そろそろ来年度へ向けて事務的な準備をする時期にな

りました。当初ご了解いただいているように、この

ファームは緑地管理ボランティア活動の一環として位置

づけています。規約にもあるとおり年間３回以上ボラン

ティア作業に参加していただくことを条件としています

ので、それに満たない場合は交代していただくことにな

ります。事務処理の都合上１月の活動後個別に確認させ

ていただきますので、その節はご協力お願いします。現

在ボランティア作業に積極的に参加しながら交代を待っ

ている方が何人かいらっしゃいますので、趣旨をご理解

の上、円滑な運営にご協力お願いします。 

またファームに関して御要望があれば、100％お忚えで

きるかどうかわかりませんがお申し出下さい。 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆新しい年が皆様にとって平和で希望に満ちた年であ
りますようお祈りいたします。 

☆２０００年に始めたニュースレターは、この号で
ちょうど３０号になりました。創刉当時は２回か３回
出せるかな？というくらいの心もとないスタートでし
たが、皆様のご支援とご協力のおかげでここまで来る
ことができました。ありがとうございました。これか
らも何とか地道に継続できればと思っています。今後
とも従来以上によろしくお願いします。 

☆ご承知のように、倉沢里山の西側のはずれにある杉
野グラウンドと陶芸教室の緑地が壊されて、大規模な
宅地開発計画が突然表面化しました。この計画につい
て市は住民に対して何らの説明もしておらず、地元の
８自治会が連合して請願を出し、市の姿勢と対忚に対
して抗議文も出しました。本会としても倉沢の緑を守
る立場から、市長に対して意見書を、市議会に対して

請願を出しました。これに対しての市からの回答は
12/26 現在全くありません。 
意見書、請願の全文と自治会連
合の抗議文を会のホームページ

に掲載しました。ご覧下さい。 

１・２月のイベント情報 
参加される方は事務局までご連絡お願いします。 

１月１５日(第３土） （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の萌芽更新。定期的に木を切って再生させ、

林も活性化します。お昼は熱々ミネストローネ 

集 合 １０時 第２緑地 

持ち物 バンダナ、飲料水、お椀、箸、スプーン 

２／１２(第２土)  （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の落葉掃き、キノコの植菌など 

 お昼は「チゲ鍋汁」の予定です。 

集 合 １０時 第２緑地  

持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸 

倉沢里山を愛する会の倉沢里山を愛する会の  

ボランティア活動に参加してボランティア活動に参加して  

三沢台小学校六年 伊地知明日香 

里山のボランティア活動は、年に数回あります。ぞ

う木林の草かり、落葉はき、ふよう土作り、竹炭作

り、動植物の保護・育成など里山を守るために、活動

しています。 

私は２月(2004)の活動に参加しました。活動は、落

葉はきでした。６０名ぐらい参加していました。くま

手を借りて、落葉をはき、集める場所へ、どんどん運

びました。汗をびっしょりかきました。集めた落葉

を、足でどんどんふみました。ふわふわしてトランポ

リンみたいでした。と中、くりのイガをふんで、すご

く痛かったです。その落葉でふよう土を作ります。そ

のふよう土を、土にうめて土の中のミミズが増えて、

いい土になっていくようです。植物が、その栄養をも

らって大きく育っていきます。一人でやると大変だけ

ど、みんなでやるとスムーズに、作業できました。お

もしろかったけど、くたくたにつかれました。でもお

昼のまきでたいたご飯と、キムチなべは、最高におい

しかったです。おこげのご飯もおいしかったです。つ

かれがとれました。 

倉沢は、田んぼ、畑、ぞう木林がたくさんありま

す。夏にはブルーベリーがり、秋にはりんごがりがあ

ります。８月の終わりに、倉沢のブルーベリー園に行

きました。ぞう木林の中を通り、そのと中で、500円

玉ぐらいの丸い穴を、見つけました。セミの赤ちゃん

が、はい出して来た穴だそうです。土の中に５～７年

いて、外の世界では、一週間ぐらいしか生きられない

とのことです。外での時間は、短いなあと思い、セミ

の鳴き声も、かわいいなあと思いました。ブルーベ

リー園に着きました。ブルーベリーが、木にたくさん

なっていました。ブルーベリーを、いっぱいパックに

つみとり、家で食べたり、ジャムにしたり、とてもお

いしかったです。ぞう木林の中には、鳥がたくさんい

ます。私の家の梅の木にも、鳥が巣を作り、卵を産

み、ヒナがかえり、巣立って行きました。 

倉沢には、自然がまだいっぱい残っています。いつ

までもこの自然を残してほしいなあと、思います。自

然を守るためのボランティア活動に、また参加したい

と思います。 
※この文は日野市環境緑化協会の「緑のまち」第30号で

紹介された作文コンクールの最優秀作品を、了解を頂

いて原文のまま転載しました。 

菜園川柳        薩摩風見鶏 (ｲｲﾑﾚ)（2004秋) 

食卓に 曲がりキュウリの 見栄っ張り 
（ご近所にお願いして食べていただくのはいつも
一級品？。我が家はいつもリジェクト品） 

 

スーパーと 違うと誉められ 父ウルル 
（形ではなく、鮮度・味・食感・栄養の違いこそ家

庭菜園の醍醐味と気付いてくれて、父、感極まる） 


