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  日野市環境情報センター 笹木 延吉 

日野市の東南端百草倉沢地区には、里山の原風景を彷

彿させる雑木林や田畑が住民の方々の努力で保全されて

おり、日野市民にとって貴重な財産となっています。 

近年、当地区の農家で発生した相続では、所有雑木林

の1/2以上を市に寄付、残りを国に物納(2～3年後に日野

市が買い戻す約束)という、緑の保全のための過酷な市

からの提案に対し、里山をこのまま残したいという権利

者達が同意し、多くの雑木林が公有化され保全されてい

ます。この画期的なシステムを市と共に最初に構築した

のは、他ならぬ倉沢里山を愛する会の田村事務局長を初

めとする石坂家の相続人の方々であり、その里山に対す

る熱い思いが、その後の3件の相続にも引き継がれ、現

在の倉沢の環境・景観が守られてきました。 

しかし4件目の相続で、国に物納して頂いた土地(約

3,500㎡)が、最近のまれに見る財政難などが原因で、日

野市が買い戻すという既定の方針が難しくなったとの噂

が流れると前後して、国のホームページにもこの土地が

公売予定地として掲載されるに至りました。 

これらの情報をいち早くキャッチした田村事務局長

は、同会及び百草山の自然と文化財を守る会の峰岸会長

と共に、2009年2月「百草･倉沢地区（真堂が谷戸）にお

ける緑地保全に関する要望書」を日野市長と関東財務局

長あてに提出しました。更にこの運動は、日野市の定例

市議会の一般質問でも取り上げられるに至りました。 

この貴重な雑木林である物納地は、真堂(新堂)が谷戸

と呼ばれ、小さな里山景観が残されている場所であり、

日野でも数尐ない蛍や稀尐植物の生息地でもあることか

ら、昨年蛍と雑木林の生物多様性を守る「真堂が谷戸蛍

の会」が発足し、現在月3回会員一同楽しい汗をかいて

いる場所に隣接し、事実上一体となっている土地です。 

そんな折、日野市生活保健センターで開催された環境

フォーラムで田村事務局長と隣席した日野市消費者運動

連絡会の代表永島さんがこの雑木林の危機を聞き及び、

何とか市民の寄付によって真堂が谷戸の雑木林を買い取

る一助にならないかと思い立ち、直ちに日野市内の緑の

自然保護団体にこのことを呼びかけました。そして昨年

4月10日に初会合が開かれましたが、難しい問題も多

く、8ヶ月に及ぶ議論の結果、ようやく募金団体「ひの

緑のトラスト」(代表橋本文子氏)が立ち上がり、事務局

を日野市環境情報センターが担うことになりました。 

このトラストは、日野市内の緑関係の市民団体が主体

となり、皆で緑地買収のための募金活動を実施し、日野

市が物納先の国から緑地を買い戻す資金の一部にしても

らうためのもので、集まった募金は「日野市環境緑化基

金」に積立てることになります。(原則、一口 3,000円) 

この百草の貴重な雑木林を、市民の募金で保全するこ

とに是非ご協力お願いします。(P3に真堂が谷戸の写真) 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

    ( 5 1 )( 5 1 )( 5 1 )   
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

 

 

 

09

 

“Japanese Honey Suckle”
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ひの緑のトラスト
       

 が発足 
市民の募金で真堂が谷戸の雑木林を守ろう   
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ブルーベリー摘みの縁で入会ブルーベリー摘みの縁で入会ブルーベリー摘みの縁で入会   
程久保 三石 良一 

時間がない・締め切り迫る！畑で田村さんと顔を合

わせたのが運の尽き？次のニュースレター原稿をとの

お話を頂き、文才のない私は本当に困ってしまいまし

たが、恥ずかしながら書いてみました。 

里山という言葉さえ知りませんでした。まして倉沢

里山を愛する会という団体があることも知りませんで

した。下のバス通りは、桜ヶ丘に行く時に良く通って

いましたが、その奥にアリスの丘ファームの名前の付

いた素晴らしい農園や広い雑木林、沢山のリンゴ園等

があるとは想像もしていませんでした。 

自己紹介がおくれました。生まれは信州南部の伊那

谷です。上京して５０年余り、日野市程久保に住んで

２６年になります。定年になったらＵターンして、野

菜作りをしてのんびり田舎暮らしでもしようかと思っ

ておりましたが、事情があって現役引退が９年ほど延

びてしまい今日に至っておりました。 

家内の友人からお誘いを頂き、初秋のある日の早

朝、ブルーベリー摘みに参加させて頂きました。ブ

ルーベリーの収穫は今

シーズン最後とのことで

したが、沢山収穫できま

した。摘みながら味見し

たあの甘酸っぱい味を今

でも思い出します。収穫

したブルーベリーは生で

食べたり、ジャムにして 

が、拡大部分については市民農園を所管する産業振興課

との契約です。（公式にはいずれも市長との契約） 

「アリスの丘ファームⅡ」と勝手に呼ぶことにし、会

員の協力も得て、排水用の浸透桝や段差の土留めといっ

た土木工事を済ませた後、１５の区画に割り管理希望者

を募りました。これに伴って新しい会員も増えました。

９月中旪から耕作が始まりましたが、３カ月経過した今

では立派な畑に変貌し、周囲の景観も大きく変わり、以

前にも増して気持ちの良い豊かな丘になりました。 

山奥の過疎地ならいざ知らず、東京の近郊で今まで建

物や工場があった場所が緑に戻るということ、２０年間

コンクリートで覆われていた場所が農地に戻るというこ

とは、現実にはほとんどあり得ないことです。環境を守

ろうという運動は沢山ありますが、大半は今ある緑を減

らさないということが最大の目標となっているのが現実

でしょう。それに対して、ここでは一度失われた緑を再

生させたという意味で画期的なことだと思います。 

理解して頂いた地主さんと日野市、そして協力頂いた

皆様に感謝しています。 

倉沢では相続に際した緑

地の保全が都合４件実現し

ました。今後も倉沢の緑を

様々な手法を駆使して出来

るだけ多く残していけれ

ば、と考えています。 

頂きました。その折案内をして頂いた方が、ファーム

の先輩であり畑の先生でもある飯牟礼さんでした。ブ

ルーベリー摘みの後、飯牟礼さんから事務局の田村様

ご夫妻を紹介して頂きました。そこで倉沢里山を愛す

る会、アリスの丘ファームがあることを知りました。

ファームの拡大の説明も頂きました。２日後には再度

田村さんを訪ねて、里山を愛する会に入会し、拡大

ファームの利用を申し込みました。長期間使用できる

こともうれしく思いました。 

早速９月１２日の会の草刈りボランティアに参加し

ました。当日は曇りから１１時過ぎには小雨と、あい

にくの天候で早めに切り上げとなりました。 

飯牟礼さんからは、ファームに必要な道具や小物等

のこと、野菜作りのＡＢＣを書いた「飯牟礼メモ」を

頂きました。ご親切に感謝しております。 

その後会の耕運機を借用し、飯牟礼さん、棚橋さん

の応援で耕して頂き、９列の畝を作りました。その直

後の１０月８日には雨台風により浸水の洗礼をうけま

したが、早い段階で良い経験をしたと思います。 

周りの方々のご指導やご支援のお陰で、畑にも尐し

青い野菜が生長し始めました。一番目立つ場所ですの

で、しっかり野菜を育てたいと思います。 

いつ畑に行っても居られる阿部さん、棚橋さん他の

方々、皆さん親切な方ばかりで助かります。 

動くのは好きですので、これからも家内共々ボラン

ティアにも積極的に参加して皆さんと親しくなりたい

と思いますし、畑の方も先輩にご指導頂き、有機・無

農薬の野菜作りに頑張りたいと思います。 

今後ともご教授よろしくお願い致します。 

昨年初め、アリスの丘ファームに隣接する建設会社の

資材置場が移転し、その跡地をなんとか緑の空間に戻し

たいと、百草谷戸の地主さんのお宅にお願いに伺いまし

た。このいわば工場は、騒音や道路の幅より大きなト

ラックが頻繁に出入りするなど近隣住民にとっては迷惑

な存在で、緑を守るべき倉沢地区の環境にもそぐわない

ものでしたが、２０年間にわたって操業を続けてきまし

た。当初から退去を申し入れていましたが、ようやく代

替地が出来、そちらに移転してくれることになったので

す。問題はその跡地の使い方です。地主さんにとっては

何ら収益を生まず、雑種地として最も高い税金がかけら

れてきたことがこの場所を上記の形で貸した理由で、地

主さんの立場で考えれば十分理解出来ることでした。 

私は以前からここがアリスの丘の一部になったらいい

な、とひそかに考えていました。一昨年から会長と何度

か地主さんを訪ね、倉沢里山を愛する会の活動やアリス

の丘の状況等お話した結果、ご一家で理解を示していた

だき、本会に管理を一任して頂けることになりました。 

当初、固定資産税等については会が負担するつもりで

いましたが、何とか免税扱いにして、かつ恒久的に緑を

残したいという趣旨で日野市に働きかけた結果、市が地

主さんから市民農園として借り上げ、それを本会が一括

して管理するという方式で、既存のアリスの丘と一体の

運営をすることになりました。従来のファームは緑と清

流課所管の「パートナーシップ協定」に基づいています 

「アリスの丘ファームⅡ」の持つ意義「アリスの丘ファームⅡ」の持つ意義「アリスの丘ファームⅡ」の持つ意義                  事務局事務局事務局      田村 裕介 

農園になる前の工場時代の様子 

ファームでの三石さんご夫妻 
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柿食えば・・・柿食えば・・・柿食えば・・・   
百草  近藤 透 

縁があって、このたび倉沢

里山を愛する会に夫婦で入

会いたしました。東京でも

すばらしい里山の環境があ

るこの地に住んでいたこと

を改めて感謝しています。 

先日、作業日に参加したと

きに柿を分けていただき、

自宅で干し柿にして食べました。柿は、木になってい

るのを眺めるのもよし、それをとって生で食べるのも

よし、吊るして干し柿にしても味わいがあり、いくら

でも楽しめる果物です。柿ほど、郷愁を誘うものはな

いと、秋になるといつも思います。 

私の故郷は新潟市ですが、生家にも柿の木が何種類

かありました。その一つで「三国一」と呼ばれていた

甘柿があり、木からとって実をかじると果肉に無数の

「ゴマ」があったことを思い出します。また、「八

珍」という渋柿がありました。この柿には種がないの

で、越後七不思議の次に珍しいとして、その名で呼ば

れていました。私の父は今年で90歳になりますが、と

ても柿を食べることが好きで、私が子どもの頃、この

八珍柿を木からとってはヘタの部分に焼酎をつけて甕

に入れ蓋をして密封し渋抜きをしていました。渋柿を

風呂に入れて渋抜きをしたことがあるという祖母の話

に、子どもながら驚いたこともあります。父は、柿も

いいが食べ過ぎると体を冷やしてしまう、といいなが

ら食べていました。 

柿の葉の裏側には「イラガ」という虫が潜んでいる

ことが多く、柿をとるときにこの虫に触れて電気的な

鋭い痛みが走るという災難にあうことが尐なくありま

せんでした。憎たらしいその虫は、別名「電気虫」と

も呼ばれることを後で知りました。 

また、柿の木は枝が折れやすく、柿をとるときは決

して木に登ってはいけないと親から聞かされていまし

た。とはいっても、当時の子どもたちは柿を食べるど

ころかほとんど見向きもしませんでした。一般に渋柿

が多く、甘柿であっても実の中で種が大部分を占める

ため食べにくいことが理由でした。 

 東京へ出てきてからは、

この地に「禅寺丸」という

柿が多くあるのを知りまし

た。実の大きさは小振りで

丸いのが特徴です。食べる

と果肉に黒砂糖が入ってい

るのではないかと思うほど

「ゴマ」が多く甘い柿で

す。日野市落川に住んでいた頃、地元農家の方が自宅

の禅寺丸を門前に無人販売していたので、秋になると

何度も買っては食べさせてもらいました。 

今も、秋になり八百屋の店先で柿をみると、ふるさ

とを思い出してしまうのか、つい買ってしまうので、

苦笑してしまいます。郷愁を誘いきわめて日本的な果

物である柿が実る秋は、本当に良い季節です。 

第２緑地の禅寺丸 

木々が色づき始めた頃

の真堂が谷戸(百草・倉

沢、東電研修センター

東側の多摩市境。大栗

川にかかる新堂橋近

く。昨年春の散策会で

訪れましたね。初夏に

はホタルが舞います) 

(P1の記事参照) 

私流・たくあん漬け私流・たくあん漬け  
富塚 昭平 

自分で育てた大根でたくあんを漬けるようになってか

ら１０年あまり。それ以前は田舎の父が健在で、実家の

畑で大根を作ってもらい、収穫から漬けこみまで全て父

に甘えて、食べごろになるとその樽ごとありがたくも

らって帰っていました。父が亡くなってからは大根は倉

沢の畑で自分で作るようになり、それを収穫して田舎に

運び、母に漬けこみを頼んでいましたが、ここ数年母も

歳をとってきたので、３年前からはこちらで自分で漬け

るようになりました。父母から教えてもらった塩加減な

どは目分量だったので、今はネットなどで塩の分量など

参考にして漬けていますが、なかなか同じ味、満足いく

味にはならないものです。 

 昨年、三浦大根の種を蒔い

たのは9月15日頃、約２カ月

間育てて、収穫したのは11月

29日。一昨年までは２～３日

干してから漬けていたのです

が、ぱりぱりとした固いたく

あんが好みなので、今回は29

日の午前中に収穫し、洗って

乾かし、午後には漬けてしま

いました。昨年田舎の叔父にそのように漬けたたくあん

を食べさせてもらった時、歯ごたえがとても良かったの

で真似てみました。ただ、漬けこむとき、大根を全く曲

げることができないので、隙間を作らないようにするの

が困難でしたが、後日、隙間には大根の葉を詰めると良

いことを知りました。 
 

材料：①大根50本(約38kg)、②米ぬか2kg、③塩1.5 kg

(塩1.3＋にがり塩0.2 kg)、④市販のたくあん漬け

の素100g、⑤色素粉(ウコン)2g、⑥柿の皮を干し

たもの(甘味料として)、⑦とうがらし30本 

※ ②～⑤は大きめの容器に全部入れてよく混ぜて

「調味塩」を作っておく 
 

まず樽の底に「調味塩」を振り敶き、その上に大根を

なるべく隙間が出来ないように並べます。その大根が隠

れるように「調味塩」を振りいれ⑥と⑦も入れます。そ

れを１段ごと同様に繰り返します。一番上になった大根

にも「調味塩」の残り全部を振り、大根の葉で全体を覆

い、その上に中押し蓋を置き重石を乗せます。いかに早

く水を上げられるかが重要なので、今回は20kgはありそ

うな石を４個積み重ねて乗せたので一日半で水が上がり

ました。水が上がったら重石は１個だけにして、中押し

蓋より上に出た余分な水分は時々汲み出して捨てます。 

さて、どんな出来ばえになるのかわかりませんが、食

べごろは１カ月後、楽しみです。 

アリスの丘Ⅱで春の準備 



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）                                                                              №№№   52. 2010/52. 2010/52. 2010/冬冬冬   (((444)))   

１０～１２月の主な活動報告 
10/11(日) 万蔵院台病院側・第２緑地下草刈り、保護区

の杭更新、アリスの丘草刈り他。(中華スープ他、48名) 

10/29(木) 第１緑地下草刈り、立ち枯れ針葉樹伐採、落

枝片付け他。(おやつ、22名参加) 

11/15(日) 雨のため順延。ひなた緑地の下草刈り、北緑

地の竹林整備、万蔵院台落枝片付け他。(いも煮他、フ

リーマーケット開催、72名参加) 

11/26(木) 北緑地の下草刈り、樹木整理他(18名参加) 

12/12(土) 万蔵院台緑地からタラの丘の落葉掃き(腐葉

土堆肥作り)(里山の原木椎茸のシチュー他、50名参加) 

12/23(水・祝) 第２・タラの丘笹刈り、第１・第２緑地

の落葉掃き(腐葉土堆肥作り)他。(おやつ、37名参加) 

１～３月の主な活動予定 
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等 

1月20日(第３水）（雨天の時は翌日に順延） 

９：００頃から 第２緑地集合 

第２緑地の高木伐採（萌芽更新）（日野市緑と清流課） 

1月23日(第４土)  （雨天の時は翌日に順延） 

１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

第２緑地の伐採木片付け(粗朶・丸太椅子他)、アリスの

丘果樹剪定他（作業後は椎茸のカレースープです） 

2月11日(木・祝） （雨天の時は中止です） 

１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

緑地の樹木巡回整理他（おやつを用意します） 

2月27日(第４土)  （雨天の時は翌日に順延） 

１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

万蔵院台落葉掃き(腐葉土作り)他(作業後はお汁粉) 

3月13日(第２土)  （雨天の時は翌日に順延） 

１３：３０ 炭焼小屋広場集合 

万蔵院台病院側粗朶柵の杭更新、長久保緑地落葉掃き

他（作業後は粕汁） 

3月25日(第４木)  （雨天の時は中止です） 

１３：３０ 炭焼小屋広場 

緑地の樹木巡回整理他（おやつを用意します） 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆倉沢里山を愛する会が実質的に活動を初めて、この
４月で満１０年が経過します。皆様のご支援・ご協
力の賜物と感謝しています。これからも引き続きよ
ろしくお願い致します。 

☆４月からの新年度のご案内を、例年通り２月中旪頃
に予定しています。アリスの丘ファームについて、退
去を含め異動をご希望の方はできるだけ早めにお知
らせ下さい。待機している方がいらっしゃいます。 

☆アリスの丘Ⅱの西側に堆肥床を作りました。剪定枝
チップとおから、米ぬか等を混
ぜて寝かせていますのでしばら
くお待ち下さい。(管理担当は棚
橋・三浦さん) 

☆幹事の棚橋さんがアリスの丘の
梅の下に素敵な掲示板(右の写
真)を作ってくれました。駐車場
と同じ掲示をしますので、時々
のぞいて確認して下さい。 

百草山の墓地開発計画撤回百草山の墓地開発計画撤回百草山の墓地開発計画撤回   
経緯と今後の課題経緯と今後の課題経緯と今後の課題         峰岸 純夫 

《大規模墓地開発反対運動》 06年5月、京王線・川崎

街道に沿って一の宮の西から真照寺に至る区間の百草・

落川地区にまたがる丘陵部16,000㎡を開発して、3,900

区画の墓地とその関連施設を造成するという計画が発表

された。開発主体は、この地には縁もゆかりもない八王

子市上柚木の西光寺と地権者の電気設計会社である。こ

の看板が立てられた時、近隣の住民は一様に驚いた。美

しい山並みが連なり、貴重な動植物が生息し、埋蔵文化

財もある、京王線から眺める四季折々の景色が、八王子

市区域のように墓地の連続となることに衝撃を受けた市

民の反対運動は期せずして起こり「緑地を保全し墓地建

設に反対する会」「百草地区墓地問題対策住民会議」が

結成され、以前から活動していた「百草山の自然と文化

財を守る会」がこれに加わり、この３団体が自然環境の

保全を中心に反対運動の中心を担い、旗が各所に立てら

れ運動は大きな盛り上がりをみせた。 

7月に開発側により「近隣説明会」が企画されたが、狭

い会場だったので住民はこれを拒否し、ついで8月に２

回、七生公会堂での開催の際は多勢がつめかけ入口での

手続き論の応酬に終始し、説明会は成立しなかった。開

発側は反対住民に対し個別に文書を発送し攻勢をかけた

が、ほとんどの住民は受け取らず、抗議の反論とともに

文書を返した。9月下旪にも設計説明会開催の通知が送

られてきたが、住民は参加せずに不成立となった。墓地

造成の許認可・指導に当たる諸行政機関への住民側の要

請行動や署名活動が急ピッチで進められ、約1万人の反

対請願署名が10月の市議会で全会一致採択された。その

06年10月に「日野市まちづくり条令」が新たに施行され

「新規の墓地霊園の造成は事業者に遠慮してもらう」と

いう条項が盛り込まれたが、開発側はこの施行直前に駆

け込み申請をした訳である。しかしこの条項は「協力を

得る」「原則として」などの表現で、一定の効力は持つ

ものの、それまでの「指導要綱」と同様強い法的拘束力

を持つものではない。都議会厚生委員会でも請願が審議

され「地元の賛成が得られていない場合は不許可とすべ

き」との発言もあったが、結局継続審議となった。 

《墓地問題は法廷に、そして取下げ》 07年7月に開発

事業者側が日野市を東京地裁に提訴した。日野市が申請

書を受理せず返戻したのは違法であるとし、地権者は市

が用地周辺に柵を設置することで土地に対する損害が発

生した、などという内容であった。住民側は裁判のたび

に傍聴を続け、事態の推移を見守った。 

しばし膠着状態が続いた後、推進者であった土地所有

企業の会長が死去したことを背景として、墓地問題から

早く手を引きたいということが会社の意向となり、住民

との折衝をふまえ、西光寺や原告側弁護士も取り下げに

同意するに至り、ついに09年8月、原告側が提訴取り下

げを申し出た。その後被告であった日野市も了承し、都

保健所に提出されていた仮申請書も取り下げられた。

《今後の課題》 多くの方々のご支援で、墓地造成は撤

回させることが出来たが、地権者にとっては広大な土地

の処分問題が残された。この土地を今後どうするのか、

自然環境を維持しつつ、地権者も納得の行く解決方法の

模索が、行政と住民と地権者の間の折衝という形で始

まっているが、良い解決に向かいつつある。 


