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みどりを失うということは、環境問題や自然生態系の

崩壊だけでなく、地域のアイデンティティ、原風景、ま

たコミュニティ形成の場の喪失など多くの面で悪影響が

あることは言うまでもないかと思います。 

私は、これまで千葉大学でみどりの持つレクリエー

ション機能、みどりを通じたコミュニティ形成、まちづ

くりについて学び、研究してきました。その中で最近

は、「マネジメント」というものがみどりにも必要なの

ではないかと思うようになりました。 

「マネジメント」とはどういうものなのかについてで

すが、日本語訳では管理というものに加えて経営も含め

るそうです。具体的に言うと、目標を定めてその目標の

達成に向け、計画(Plan)→実行(Do)→点検評価(Check)

→見直し(Act)のサイクルで運営していくということに

なるのでしょう。マネジメントの概念は未だに議論のネ

タになりますが、私はこのように理解しています。で

は、みどりのマネジメントはどのようなものなのか、ど

のように行っていくべきでしょうか。 

まずは、今までのみどりのマネジメントを振り返って

みたいと思います。都市に作られた公園・緑地について

は単純に言うと地域住民は「利用」のみで「管理」は行

政の役割となっていました。また、民有の緑地である樹

林地や農地などは土地所有者の「利用」と「管理」と

なっていたかと思います。しかし近年では、公園・緑地

も民有の緑地も地域の資源として地域住民で守り、育て

ていこうという取り組みがなされるようになっていま

す。つまり、地域住民はみどりを「利用」する役割から

「利用」と「管理」という役割の両方を担うようにな

り、マネジメントの主体として地域住民が関わり地域ぐ

るみでみどりのマネジメントを行っていく方向性になっ

ていると思われます。 

 では、このように地域ぐるみで

みどりをマネジメントしていく

上で今後大事になるのはどのよ

うなことでしょうか。私はマネ

ジメントの日本語訳である管

理・経営の「経営」の部分の強

化が大切だと思います。その理

由は、地域のみどりの将来像、目標を見定めその目標を

達成するにはどうすべきかを考え、実行し、見直し、持

続的に取り組んでいって、より良いみどりにするために 

守り育てていく、その経営の仕組みづくりが大事になる

と考えるからです。倉沢里山を愛する会の活動は、地域

のみどりの「経営管理」を見事に行っている活動だと思

います。これからも活動に参加させて頂き、みどりのマ

ネジメント方策の答を見つけられたらと思っています。 
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市民による  みどりのマネジメントとは 
～倉沢里山を愛する会の活動に参加して～   千葉大学大学院 緑地環境管理研究室 小玉 知慶 
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創 造 的 に 遊 ぶ  
杉本 研士 

アリスの丘の梅の木の向かい、「お休み処」の脇に

「ししおどし」が現れた。つくづく眺めると、つくづ

く楽しげに工夫されている。「音を聞いてみません

か」と書かれていて、近くに置かれたバケツに、やは

り孟宗竹を細工した柄杒と水が用意されていた。試し

てみた。コクン！ ややくぐもった音がした。 

近くのいくつかの菜園に、柱や梁に孟宗竹を使った

棚が作られていた。車庫ほどの幅と高さがあるが、

ゴーヤなどを上に這わせ、下では半日陰に適したもの

を育てるのだろう。竹筒は鉄の単管のように均一でな

いから、ジョイント部では互いの太さに切り込みを入

れるなど、巧みな工夫がなされていた。 

ここら辺りだけではない。見直せば、どの区画もそ

れぞれに独創的である。・・・・・なにごとも無げ

に、自然の営みと共に息衝いていられる。おそろしく

恵まれたことかもしれない。創造しているのだから、

独りでいても淋しくはない。にぎやかな孤独である。

「創造的に遊戯できている人は歳をとらない。それど

ころか若返っていく」という誰かの言ったことが思い

出された。 

有機農業「霜里農場」見学記 
井坪 恒夫 

4月28日、田村夫妻、近藤(秀)さん、築地さんと埼玉

県小川町(埼玉県のほぼ中央)にある霜里農場の見学会

に参加した。援農、そして野菜作りを始めて6年目、

あるセミナーで大江正章氏の有機農業と地産地消で発

展する小川町の話がキッカケです。 

農場代表の金子美登氏は1971年から有機農業を始

め、10年で技術・経営を確立、現在は３hの田畑で数

名の研修生と野菜、お米を栽培。牛、鶏、合鴨(水稲

用)を飼育、肥料からエネルギーまで全て自給する。

生産物は約40軒のレストラン、消費者に産直で届け

る。2010年1月、ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の

流儀」に出演。2000年地域の慣行農業者が有機農業に

加わり始め、03年に小川町有機農業推進会が発足。現

在の有機農業者は22名であるが、12年度には50名が目

標となっている。町内には3軒の有機野菜レストラン

がある。また、有機農業者と地元の産業が手を携え、

酒、醤油、豆腐、ケーキ、マヨネーズ等の加工品を製

造している。 

当日は近くの有機野菜レストランで腹ごしらえ、シ

ンプルな定食だったがスッキリとお腹に溶け込んだ。 

座学の最初は金子代表が有機農業40年の実践から日

本の農業の現状、有

機農業、将来につい

て話した。自然との

「共存」、自然の中

での「循環」、工業

で作ったものに「依

存しない」。安全で

おいしく、栄養価の高 

いもの作り、家族が自給し、その延長で地域・町単位

で豊かな自給ができていくことが大事であると力説。

続いて地域連携(地産地消)の事例紹介で、地元の晴雲

酒造社長が有機米による酒造り、有機野菜レストラン

で共に栄え町が発展していることを説明してくれた。 

霜里農場（自宅)は小高い山に囲まれた盆地にあり、

春はカタクリ、夏は蛍・星空、秋は紅葉と、自然に恵

ま れ た 場 所。ソ ー

ラー発電、家畜の糞

尿と生ごみからメタ

ンガスを発生させて

台所でコンロ・ガス

冷蔵庫に、残ったも

のは液肥に。風呂・

暖房は間伐材等を利

用するウッドボイ

ラーで。なんと自動車・トラクターは廃食油(町内飲

食店より)を燃料にしているので排ガスは天ぷらの匂

い。いちごハウスはてんとう虫が飛び交い、集めたカ

マキリの巣から幼虫が活躍する。マルチは藁・紙製品

で。殆どの野菜はコンパニオンプランツを利用。踏み

込み温床で育苗。集まった木々をウッドチップにして

近隣の人達からの野菜クズを加えて堆肥にする。自

然、家畜、人間の生活がうまく循環して三位一体と

なっている様が手に取るようにわかった。 

アリスの丘でも里山との循環、地域循環（牛糞、木

灰、おから、米ぬか等）が行われているが、皆さんで

知恵を出し合い更に深めていければと思う。 

私自身はあらゆる物に依存しているだけに、「依存

しない」この言葉は強烈であった。これからも子供や

親せきを含む我が４家族に、安全でおいしい野菜が自

給できるよう、一歩づつ進めていくつもりです。 

駐車場で手を洗っていると、藪を抜けて、電動工具

の唸る音がした。顔を出してみると、事務局長自身が

テラスの厚板を張り替えるのに夢中になっていた。重

いサンルームをそのままに乗せながら、下の太い根太

の一部を取り換えたのだと言う。「まるでパズルのよ

うでしたよ」と説明してくれたけれど、残念ながらど

ういうカラクリを使ったのか、私には解らなかった。

事務局からして創造的である！ 楽しい半日だった。 
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生 命 を 守 る 食生 命 を 守 る 食生 命 を 守 る 食   
田村はる子 

今から３０年ほど前、竹熊宣孝(よしたか)さんとい

う熊本のお医者様が書かれた「土からの医療」という

本に出会いました。結婚して５年、上の子が２才、私

のお腹には２人目が宿っていた時のことです。検査で

主人の心臓に原因不明の病気があることがわかりまし

た。まだ３０才の若さだというのに前途は真っ暗、私

は毎日毎日悩みながら、病気が治らないまでも、少し

でも良くなって何とか生き抜いて欲しい、何か手立て

はないものかと色々な本を読み漁りました。その時に

竹熊先生の本を読み、命を守る食とは何か、切実に考

えさせられたのです。可能な限り自分の手で納得ので

きる食べ物を自給しよう、世の中がどんなに進んでも

手作りが一番安全と考え、生命の糧となる作物を作り

続けようと必死でした。あれから３０年を経て現在に

至っています。その間、秋川(五日市)に１反ほどの畑

を借りて、鍬で耕していたこともありました。 

私の野菜の作り方は、化学肥料、農薬は一切使用せ

ず、有機質のみを肥料として使用しています。環境に

配慮し、地域のエコ循環も意識して、現在は百草

ファームの牛糞、三河屋豆腐店のおから、薪窯パン

ユッカ屋さんの木灰、米糠、牡蠣殻などで育てていま

す。これらは私にとって宝の山、お蔭で美味しい安全

な作物が安価に作れるというものです。 

草取りが間に合わないこともありますが、基本的に

は、作物より高い草は陽当たりが悪くなるので抜き、

低い草はあえて適度に残し、雑草の中で育てることも 

10坪菜園の楽しみ 
塙  治夫 

私は現役時代はいわば真面目一方、仕事一筋の堅物

でした。しかし１９９４年に引退後、心機一転し、

詩吟、俳句、麻雀、カラオケ、ウオーキング、ト

レッキング等の会に次々と参加しました。健康の保

持と脳の活性化をはかりながら余生を楽しむため

で、妻が音頭を取り私は従順についてきた次第で

す。妻は器用で上達が早かったのですが、私は手際

が悪く、いつも妻の後塵を拝していました。 

その間、私達は１９９７年から野菜作りにも手を出

しましたが、これにはちょっとしたいきさつがあり

ます。というのは、私は職業柄海外生活が長く、老

境が近づくにつれ望郷心を覚え、中国晋代の詩人陶

淵明が詠んだ「帰りなん、いざ。田園まさに荒れな

んとす。なんぞ帰らざる」という心境が身につまさ

れるようになりました。帰国してみると、案の定我

が家の狭庭は荒れていましたが、近くに緑豊かな里

山があり、菜園も開かれていたので、縁があってア

リスの丘で１０坪程を借り、野菜を作りながら自然

美を満喫し始めました。 

菜園では、私は天地返しのような少し力の要る仕事

を担当しています。また私達は生ごみを使っていて、 

します。雑草も緑の栄養たっぷりな大切な肥料として

使いますし、引き抜いて乾かした雑草は敷き藁の代用

にもなります。  
単作よりも複

数の野菜をあ

ちこちに植え

ておくと、虫

の害も集中せ

ずうまく育ち

ます。 

ナナホシテン

トウムシ、カ

マキリ、クモ

は肉食系なの

で、アブラムシを食べてくれる益虫です。彼らが住み

やすい環境を残すこと、つまり雑草も少しはある方が

いいように思います。 

一方テントウムシダマシは草食系で、ナス科の植物

を食べてしまいますので、毎朝見つけ次第補殺、それ

だけでも害は随分減るものです。少し虫がいるからと

いって農薬をかけてしまうと、益虫どころか土壌の中

の微生物までもが根こそぎやられて、自然のバランス

を崩してしまいかねません。野菜も雑草も、虫も鳥も

人も、共生する野菜作りを、私は目指しています。 

昨年主人は大手術を乗り越え、何とか今まで生きて

いてくれました。主人が病気になったことで有機農法

に出会い、食を見直すきっかけにもなったことを、今

では感謝しています。これからも自然に学びながら、

体力の続く限り、食を人任せにせず、健康で豊かな人

生を送りたいと願っています。  

その臭気が強いので深く埋める必要があり、これも

私が受け持っています。種まきや収穫はどちらもや

りますが、私の苦手の虫退治に加え、キュウリやマ

メなどのためネットを張るような、細かい作業は妻

の専門です。 

その他、妻はよき畑トモに恵まれ、収穫した野菜を

分け合い、顔を合わせれば談笑に余念がありませ

ん。時に畑仕事が二の次になりがちですが、菜園生

活を楽しんでいることは確かです。 

私はまもなく８０歳で体力が落ち、里山を愛する会

の活動では女性達の後尾で草刈りをするのが関の山

となりました。しかし夫婦力を合わせて、もうしば

らく現在の１０坪菜園を維持していくことができれ

ばありがたいと願っています。 

畑(ファームⅡ)の縁のタチアオイ 
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４～６月の主な活動記録 
4/16(土) 春の見学・散策会 マイクロバスで横浜市

新治市民の森を訪ねました(25名） 

5/12(木) 保護植物のマーク付け(6名参加） 

5/14（土) 万蔵院台と長久保緑地が一気にきれいに

なりました(ミネストローネ・61名参加） 

6/9(木) 保護植物のマーク付け(11名参加） 

6/11(土) 雨の中、日野市雑木林ボランティア講座の

受講生約３０名が市内の緑地見学で来訪しました 

6/12(日) 雨で順延にも関わらずたくさんの参加で、

万蔵院台緑地、第１の崖面～第２緑地等、手刈り中

心で下草刈りをしました（トン汁・52名参加) 

７～９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 

各回とも１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌日 

※各回とも事前に保護植物のマーク付けをします。 

 ご協力をお願いします。 

7月9日(土) 緑地の下草刈り 中華風スープ・フローズ

ンブルーベリー他 

8月27日(土) 緑地の下草刈り サンドウィッチ・梅

ジュース・フローズンブルーベリー他 

9月18日(日) 緑地の下草刈り 焼きそば・梅ジュース他 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆今年も猛暑の気配です。緑地やファームでの作業の
際には、熱中症にくれぐれもご注意ください。 
☆急に気温が上がりファームの雑草も勢いを増してき
ました。自分の区画内だけでなく、各自区画の周囲の
通路等の草取りもこまめにお願いします 
☆早朝、ファームであまり大きな声で話すと周囲のお
宅の迷惑になりますので、配慮をお願いします。 
☆焚火は市の条例でも禁止されています。これも周囲
への迷惑になり、通報されることもあります。ファー
ムで燃やす場合は必要最小限の規模でお願いします。 
☆アリスの丘のブルーベリーが熟しています。事務局
のパラソルの下のプラカップ１杯 100円のカンパで、
ミニ摘みとりをお楽しみください。(8月下旬まで) 
☆アリスの丘の水道は田村宅の地下水をポンプ(モー
ター)で汲み上げています。先日専門機関で水質検査
（細菌・有機物等）をしましたが、全く問題ありませ
んでした。ただし放射線量の検査はしていません。 
☆新入会員の杉本さんが、会の鎌を砥いで下さってい
ます。よく切れますのでご注意を。杉本さん、ありが
とうございます。 
☆そろそろ夏休み。子どもたちが里山の自然観察など
を行いたい場合は事務局にお申し出ください。 
☆脱原発の署名をメールでお願いしましたが、７月中
旬まで受け付けています。いくら緑豊かな環境を守っ
ても、無農薬・有機栽培で野菜を作っても放射線で汚
染されたら無意味です。子供や孫たちのために、まだ
署名いただいていない方は事務局へお願いします。 
☆元本会会員で日野市議の今井昭憲さんが、6月 25日
46 歳の若さで逝去されました。会としても色々お世
話になりました。心からご冥福をお祈りします。 

万蔵院台の縄文遺跡  
安孫子昭二 

先日、私の50年近くに及ぶ考古学人生を総括した

「縄文中期集落の景観」を刉行しました。 

 アリスの丘の畑を耕して

いると、縄文土器のかけら

や石斧などがでてきます。

ここはおよそ４～５千年前

の縄文時代中期の集落が

あった万蔵院台遺跡なので

す。この頃は東日本の一帯

に大規模な集落が興り、人

口も多く、社会的に安定し

ていました。各地の集団は

自分たちの食を賄う土器に

妍を競うように工夫を凝ら

しました。その代表が新潟

集団の火炎土器様式で、土器の形や文様装飾につよ

いこだわりが見られます。 

ここ多摩丘陵から武蔵野台地では、加曽利Ｅ式土器

様式が盛行しました。茶筒の上に椀が載ったような

形で、椀の部分には粘土紐で渦巻き文の装飾が施さ

れた加曽利Ｅ式は400年ほど続きますが、途中の100

年間、バケツのような形をして弧線の文様を基調に

した連弧文土器が生起して、加曽利Ｅ式を駆逐しま

す。量感と躍動感のある加曽利Ｅ式がどうして平板

で単調な文様の連弧文土器に交替したのか、どこか

からやって来た集団に集落がのっとられたようで、

合点がいきません。この問題を解くカギは土器様式

にあり、土器様式が集団のアイデンティティーを表

象していたことにあるのでしょう。自然条件の中で

生き抜くには、集団構成員の弥榮と、英知を結集し

て困難に対処するための団結が求められます。同じ

仲間が日々、加曽利Ｅ式土器で食べ物を煮炊きし共

食することで、地域集団のきずなが醸成されていた

のでしょう。それは倉沢里山を愛する会の活動にも

受け継がれているようにも思います。 

ところで、東京湾をはさんだ東関東の地域集団も加

曽利E式を保有していましたが、当初は文様に違いが

あったのです。それが年代が降るにつれていつしか

西関東加曽利Ｅ式の文様が東関東加曽利Ｅ式に傾い

て、吸収合併された恰好になったのです。そうなれ

ば西関東集団の矜持にも関わる緊急事態、焦眉の急

務として連弧文土器が擁立されたようなのです。多

摩ニュータウン遺跡で発掘調査された遺跡・土器・

土偶を手掛かりに、連弧文土器が席巻した背景を謎

ときすると、縄文人も現代の地域社会に通じる生臭

い葛藤をかかえていたことが読みとれそうです。 

そんな内容の本ですが、関心のある方は事務局に置

いてありますのでご覧ください。 

《訂正》前号(2011 春)の「私流・沢庵漬け」の記事中

レシピの「糠カップ 1.5」とあるのは、「カップ１５」

の誤りでした。お詫びして訂正します。 


