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市民が里山管理にかかわる意味
尾崎 寛直
このスペースをお借りして、紙幅の都合で簡単にで
はあるが、私の研究分野(環境社会学)の目から見た倉
沢の里山保全活動を描写してみたい。
倉沢地域に残された市内最後の里山の風景は、都市
農業の持続性と密接不可分なことはいうまでもない
が、同時に、必ずしもこの地域に在住の人ばかりでは
ない、いわば「よそ者」の積極的参加によっても支え
られている。彼らは日常的にこの里山と付き合ってい
るわけではないけれども、ここの自然と生業の風景に
魅せられ、安息と心身のリフレッシュ、人々とのコ
ミュニケーションの場として、他に代え難い価値観を
ここでの活動に見いだしているがゆえに、毎度作業着
と軍手、箸とお椀をもって続々集まってくる。
ここでわかることは、この倉沢の里山はもはや「私的
所有」や「公的所有」という自然資源の所有制度の枞
を超えた大きな意味を有していることである。つま
り、この里山の自然と風景は、土地所有者(現在は日野
市)の厚意によってオープン・アクセスが保障されな
がら、地域外の「よそ者」も含めた人々(行政職員含む)
によって、地域社会全体の共有財産として保全が進め
られている。このように、資源の「所有」にはこだわ
らずに、实質的な管理・利用を共同で行う仕方をも「コ
モンズ」として位置づけようという議論がなされてい
る。「共的所有」というかつての「コモンズ」の理解
から、「共同管理」と読み替えて、今日の都市住民の
ライフスタイルや自然保護意識の高まりに対応した
自然資源の
共同管理制
度が求めら
れている。
それだから
こそ、ボラ
ンティアと
してかかわ
る市民は、
「コ モ ン
ズ」を担う
７／２０下草刈り、５０名の参加でした。猛暑の中、雑木 重要な一員
林、畑の維持に協力してくれた仲間達に頭が下がります。

としての役割を持っている。まずは市民らによる倉沢
の里山の保全活動が持続的に成功するかどうかが、こ
の里山が「コモンズ」として自律的に維持されるか否か
のカギを握っていると言えるのかもしれない。
倉沢の里山が(かつての燃料採取の場としての)地域
に属する自然資源という意味を超えて、レクリエー
ション的要素も加えた新たな(より広い)コミュニティ
形成の場になりつつある。これこそ、本来の里山という
二次的(社会化された)自然の醍醐味というものだろ
う。
（会員・東大大学院総合文化研究科）
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里山が残った！

倉沢の緑地管理作業に参加して
緑地管理ボランティアの会

倉沢に見る新しい緑地の保全方法
石本弘一郎
百草・倉沢地区は日野市の中でも唯一、農業と共存し
た昔ながらの懐かしい里山の風景を目にすることが
出きる貴重な場所となっています。特に倉沢地区は今
でもりんご、ブルベリーと農作物も豊富で農業意識が
強く感じられるところです。
日野市の策定した「緑の基本計画」の中でもこの周辺
を農の拠点として位置づけ農業の振興を図ると共に
緑の保全を進めていく地域としています。
昨年９月、倉沢地区で相続が発生し、一時は全面的に
宅地開発せざるを得ないかとさえ思われた状況もあ
りましたが、多くの方々の努力と協力を得て貴重な緑
地の保全を行うことができることになりました。
市の逼迫した財政状況の中で買収もままならず、当
初は貴重な緑地が永遠に失われてしまうのではとの
暗い雰囲気の中での話し合いからのスタートでした。
しかし、相続人や「倉沢里山を愛する会」の方々の、
市民全体の財産である倉沢の緑をいつまでも残した
いとの強い気持ちの中から、緑地の約７割に当たる
1.5ha もの寄付を受けることができ、残る３割につい
ても相続税の物納と一部買収により、全体としては
約 2.4ha に及ぶ緑地の保全が可能となりました。
寄付というと土地をただでとられてしまうという、
ある意味当然のとらえ方しかされませんが、今回の倉
沢の相続においては、相続税の総額を下げ、かつ緑地
を残す意味で大変有効な手段となりました。
土地の所有権は市に移りますが、緑地の利用という
面では基本的に今までと同じように利用できるよう
考えていきたいと思います。緑地は今でも農業の堆肥
や農業を継続する上で必要な要素であり、また地域の
交流の場としての利用も行われています。このような
中で「倉沢里山を愛する会」のボランティアの皆さん
の緑地管理へのご協力をいただきながら、一部制約は
出てくるものの、今までと大きな変化のない利用がで
きるようにしていきたいと思っています。
今回のこの新しい方法は、地権者にとってはある面
で大きな犠牲が必要になりますが、地権者をはじめ行
政や市民にも広く理解していただき、今後の緑地保全
の有効な手段となることを期待しています。
今回の緑地保全についてご協力をいただいた相続人
の皆様並び
に、常 に前 面
に立ってご苦
労頂いた田村
裕介氏にこの
場を借りて厚
くお礼を申し
上げたいと思
います。
（日野
多摩市側上空から見た百草･倉沢里山
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市環境共生部・
緑と清流課）

松村 良

私は日野で生まれ日野で育った生粋の日野っ子です
が、ずっと市の北西部にある日野台に住んでいるもの
ですから、市の反対側南東部に位置する倉沢には、つい
最近市民参加の緑の基本計画作りに参加した折に見学
でお伺いするまでは、行ったことがありませんでした。
多摩動物公園や平山城址公園には、けっこう小学生の
頃から遊びに行っていましたが、そういった施設のな
い倉沢には行かなかったという訳です。しかし、何度か
お伺いしてみると、近隣では八王子の堀の内辺りに匹
敵するような自然度の高い地域であると感じていま
す。今では、地元の地主さんたちを中心に一般の人達へ
の農地の貸し出しや、倉沢を愛する会のような集まり
もあり、こんな書き方をすると叱られるかもしれませ
んが、中高年の方々を中心にとても活気のある地域と
いう印象を持っています。
かく言う私も正にその中
高年の一員なのですが、住
んでいる日野台に近いと
ころに、東光寺緑地と言う
栄町と新町にまたがる緑
地帯がありまして、そこで
毎月１回草刈り、ゴミ拾い
などの緑地管理作業をボ
ランティアでしています。
こちらは倉沢地区とは
違って、まだ現段階では地
元の古くからの方々との繋がりもなく、細々とその活
動を行っている状態です。取り分け緑地内では火も扱
えませんので、皆で料理という訳にも行かず、毎回おに
ぎりやサンドイッチで活動後の空腹を満たしている次
第です。それでもそういった時間の雑談はよい情報交
換になり、楽しい一時でもあります。
毎年夏になると我が家でも朝顔が咲き楽しませてく
れますが、あの蔓もこまめにフェンスに具合よく絡め
て上げないと、中々きれいに成長してくれません。その
蔓の絡み具合を整えながら、結局緑地管理作業もこう
いう作業と同じことなんだなと感じています。貴重な
自然をみんなで楽しむには、みんなで手入れしてあげ
る。市や都、大きく国の緑地は皆自分の庭だ、と言う感
覚。掘ったり摘んだりして自宅に持ち帰るのではなく、
既にそこが自宅なんだといった感覚が私は好きです。
日野の植物
http://ryokucchi.cool.ne.jp/index.htm
緑地管理ボランティアの会
http://www.h3.dion.ne.jp/~ryokuchi/
松村さんはカタクリで知られる東光寺緑地でボラン
ティア活動をされています。上記のホームページの日
野の植物の写真はすばらしい。７月２０日の下草刈り
の日は強い日射しの中、草刈り機持参で参加して下さ
いました。会の横のつながりはお互い刺激を受けつつ
良い方向へと発展しますね。（事務局）
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Oh! My Garden! ハーブ雑記
佐瀬千佳子
まこと、猫の額ほどもないわが鼠額の庭をイラスト風
に描くのはむずかしい。
勤めていた頃は、週末ガーデナーの手に余る広さだっ
たが、今は植えたいハーブや草花が山ほどあるのにかな
わず、欲求不満がつのる。
だが、このささやかな地べたをめぐる季節は、殊のほか
ゆたかで奥深い。あれも植えたい、これも育てたいと夢
を描いて春が始まり、描ききれなかった無念を翌年に託
して年を終える。作業は同じでも、草木花は毎年違う。
30 センチだったイチジクが今年は２メートルを超えた。
心象風景は田舎の里山、前栽物に囲まれて暮らす家。イ
チジク、栗、柿、木苺、ぐみ。果樹と野菜と草花がミッ
クスした日本のカントリーガーデン。なぜか、そこには
いつもやさしいばーちゃんがいる。
さて手軽なハーブの楽しみ方に入る。
家の西側のフェンス沿いにパイナップルセージを植え
ている。日当たりも悪く、いろんなものを試したが満足
に育たなかった場所だ。ところが肥料も施さないのに旺
盛に繁茂する。大方の花が咲き終える晩秋に香りのいい
赤い花をつけるのもいい。
だが、観賞する愉しさ以上に重宝するのがフレシュハー
ブティーとしての使い道だ。このハーブは春から初夏に
かけて摘む先から新芽をつくり、香りたつ豊富な若葉を
提供してくれる。摘まなければひょろひょろひ弱に伸び
るだけだ。ハーブティーは乾燥したものしか知らないと
いう方、ぜひお試しを。格段のおいしさだ。春は朝のフ
レッシュハーブティーから始まる。なんてちょっぴり気
取って飲めば尚のこと、さわやかな目覚めは請けあい。
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■マイブレンド-フレッシュティー
パイナップルセージ 若葉５枚くらいついているもの
５～６茎／レモンバーム ３～４枚(香りが強いのでほ
どほどに)／アップルミント やわらかい若葉部分４～
５茎／ベルガモット 同様２～３茎／カモマイル 花
７～８コ／緑茶少々（茶は最高のハーブ）
生葉は
さっと洗い、ポットにガバッと入れる。緑茶少々を加え、
沸騰した湯を注ぎ３～５分待ってからカップに注ぐ。緑
茶や紅茶に上記リーフを 1、2 種加えて飲むのもいい。

■お手軽ブーケガルニ
キッチンガーデンにベイ(月桂樹)とローズマリーの木
は欠かせない。シチュウ、ラタトゥーユの臭み消し(スパ
イス)；ブーケガルニはこの２本の木の葉がベースだ。
生葉を摘みお茶のパック紙（市販されている）に詰め込
んで鍋に放り込むだけ。あればタイムの葉も。

フェンネルもディルも太陽がさんさんと降り注ぐ広
いフィールドが好きだ。鼠額庭ではうまく育たない。
ディルシードを使った甘くないピクルスをつくり、
田舎家でビールのグラスを傾ける夢を見る。
アリスの丘や倉沢の里山に今の時代のカントリー風
景を思い描く人は多いはず。人間もまた自然の一部で
あることを思えば、調和の取れた心地よい空間を、こ
の東京日野でも維持・再生できる。素敵な实験ではな
いかとふと考える。（会員・南平在住）

改題里山の生き物誌（七不思議）
６月、「今年は鶯、きれいな声で長期間鳴いてるね。
ホトトギスも鳴いてない？うん、聴いてる」、こんな
会話が交わされた。７月初旬、サンコウチョウが厚生
莊病院寄りの林で、下旬ジュウイチ。ホトトギス以下
いずれも夏鳥で姿の確認はしなくても、鳴き方に特
徴があるから間違いない。中旬南百草園住宅の緑地
とその東の林の間で何日かイカルの声を聴く。
５月１８日草刈の日、第１緑地で羽化したばかりの
オオミズアオ、見られる
チャンスが少ないのに
蛾だからと毛嫌いする
人、素直にその美しさに
感動した人。７月２０日
の草刈。猛暑の中集まっ
たり何らかの形で協力
した人５０人という驚
異的多勢。第１緑地に咲
いた会のシンボル、大きく育ったヤマユリ。１位は着
花数１６、覚えていてね。来年はいくつ咲くかな。
第２緑地には、剪定枝のチップや落ち葉掃きで積ん
だ所にカブトムシの幼虫がいっぱいというが、さて
時期からしてコガネムシかもね。調べてみないと。会
食中「羽のないカマキリ、恐い」と衣服から振り落と
されたのはナナフシ。しばらくテレビの自然番組
ファンの人たちを中心にナナフシ談義。この里山の
「ナナフシ議」。とんだ落ちで今回は終わり。あれ？
７つ以上あるかな。（幹事・峰岸立枝記）
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里山ってどんなとこ？
田中
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涼子

第２回 植物たちの棲み分け
（＊手元に図鑑を置いて読んでいただけると、イメー
ジがわきやすいかと思います。）
“里山”のなかで植物達は棲み分けをしています。どう
いうことかというと、前回述べたように、私にとっての里
山には、畑や田んぼ、刈り取り草地、雑木林、鎮守の森な
どいろいろな空間が含まれているのですが、その空間ご
とに生育している植物に違いが見られるのです。例えば
畑。春には畑の畦はオオイヌノフグリ、ホトケノザ、ナズ
ナなどいろいろな草花で彩られます。3月4月の畑は、畦の
雑草を眺めながら歩くだけでも楽しくなります。また、夏
から秋にかけては、メヒシバやオヒシバ、
エノコログサなどイネ科の雑草が花を咲
かせます。でも、これらの雑草は、果たし
て雑木林の中で目にすることができるで
しょうか？ボランティアで下草刈りなど
のときに気をつけて見てみてください。
きっと見られないと思います。雑木林の中では、ヤマユリ
やヒヨドリバナ、ミツバツチグリ、ジャノヒゲなどの草本
植物が生育し、ウグイスカグラやヤマツツジなどの背の
低い樹木、コナラやクヌギ、エゴノキといったような背の
高い樹木が生育しています。雑木林と同じように、見た目
はコナラやクヌギなどの落葉広葉樹の林でも、下草刈り
や落ち葉かきなどの管理が行なわれておらず、アズマネ
ザサが林床を覆っているような林では、雑木林に比べ種
数は少なく、マンリョウ、アオキ、シロダモなど、常緑の
背の低い樹木の幼木が多く見られるようになります。こ
んな風に、人の管理や光条件、その他いろいろな環境条件
によって植物達は棲み分けをしているのです。ですから、
反対に生育している植物からその場所の環
境条件をある程度把握することもできるの
です。
（中には、林の中ならどこにでも生育
できるものもいますが…。）散歩する時
ちょっと気をつけて見て下さい。お気に入
りの植物の好きな場所が分かるようになる
かもしれません。（会員・横浜国大大学院環
境情報学府 ／ 画：荻原留美子)

9・10月の倉沢緑地イベント情報
☆９月２８日（土）雑木林と畑の下草刈り(３)
作業の後はアウトドアでカレーをどうぞ
10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻
持ち物
軍手、飲み物、皿、スプーン
参加費
300円（食材代）

☆１０月１９日（土）竹炭焼き講習会(１)
ドラム缶窯の窯開きとして制作者高橋弘氏による炭
焼き講習会。５～６時間で焼けます。(窯明けは翌日)
作業と並行して薪でご飯、けんちん汁を作ります。
10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻
持ち物 メモ、軍手、飲み物
参加費 300円（食材代）
竹炭と竹酢液は後日お分けします。お楽しみに。

藤田 裕子
お菓子工房 「ＫＡＧＥ Ｓｗｅｅｔｓ」 を９月半ばにＯＰ
ＥＮする予定で、いま準備を進めています。『ＫＡＧ
Ｅ』は、カーィエと発音し、デンマーク語で『お菓子』
と言う意味です。この小さな工房は我が家の小さな庭
の一角にあります。工房の南の窓から見る風景はまる
で額縁の中の一幅の絵のようです。杉野グランド、そ
の背後に広がる林、青い空、多摩センターのビル群な
ど、倉沢ならではの風景だと満悦しています。
３月半ばから自力で建てる
ことを決意し準備を始めまし
た。主な材木は懇意にしてい
る新木場の材木屋さんから購
入し、什器、備品はあちこちの
リサイクルショップや入間に
ある建材市場まで原付きバイ
クを飛ばし、捜しに行ったこ
ともありました。
建物はさんざん迷った末、在
完成間近のお菓子工房
来工法の木造住宅に決め取り
かかりました。しかし、多くの方々の協力を得たにも
かかわらず、何の知識もない私にとって思っていた以
上に悪戦苦闘の日々の連続でした。その上、途中、作
業を一歩も進めることが出来ない程、手、肩、腕など、
全身がボロボロな状態になり、やむを得ず作業を中断
せざるを得ない状況が長く続き、焦りを感じた時期も
ありました。ここまでこだわって来たのだから満足の
いく物をと、塗料も柿シブやドイツオスモ社の安全性
の高いものを使いました。
８月に入ってようやく建物が完成し、保健所からも
ＯＫが出て開店のめどが立ち、安堵しています。これ
からはいよいよ本来の目的であるお菓子作りの準備
に本腰を入れ、進めて行きます。メニューの中に、倉
沢で採れるブルーベリー、りんご、野菜を材料にした
お菓子も考えています。基本的には、安全で、おいし
いお菓子作りをめざしていますので応援宜しくお願
い致します。(Tel 042-594-4312) （会員）
☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆７月に刈っていただいた畑の草もあっという間に伸
びてしまいました。９／２８までの間でも自分の区画
の周囲の草刈りをお願いします。
☆ビニールのヒモ等が畑に鋤き込まれると後の処理が
大変です。畑で使用するヒモ、支柱等の資材はできる
だけ土に帰る素材のものを使うようにしましょう。勿
論ゴミは各自持ち帰るのがマナーです。
☆前号でお願いしたお椀や包丁を寄贈して下さった皆
様、ありがとうございました。まだいつでも受け付け
ていますのでよろしくお願いし
ます。
☆このニュースレターは日本財団
の協力で作っています。

