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伊地知節三 

萌芽更新の作業で初めて倉沢の雑木林に立ち入っ

た。倉沢里山を愛する会の行事に私は３回目の参加で

ある。夏季の広葉樹林の緑の中にいると心地よいが、

一方冬季1、２月の落葉広葉樹林も良いものだ。冬至を

過ぎてやや明るくなった日ざしが林の中を照らし細

い梢が空に美しい。樹木の幹や枝は春に備えて充分に

栄養を貯えじっと耐えている様に見える。冬でも広葉

樹の林は針葉樹の林に較べ土中微生物が10倍も生き

ているというから林内を歩いていても安心感がある。 

萌芽更新はこのような冬季にクヌギやケヤキの幹を

地面ぎりぎりに伐採し、もちまえの蘇生力を活かして

新しい枝を伸ばさせ里山独特の明るい林を作るよう

永年積み上げてきた方法だという。これにより薪炭材

を伐り取りながら雑木林を再生、循環させることで先

人たちは里山を守って来たに違いない。 

当日は日野市の専門家の指導で鋸と剪定ハサミを

持った約４０人の人達の手で作業が始まった。クヌギ

の幹の地面近くに受け口と追い口を切り込みロープ

で引き倒す作業、伐倒木の玉切りと枝を短く切り刻む

作業、それらを境界の垣根として積み込む作業など初

めて体験させてもらった。１時間余り体を動かした後

綺麗に手入れされた林内を見て、作業を終えた満足感

と心身の爽快感を味わせてもらった。そのあとみんな

一緒に食べた粕汁と釜炊きのお焦げご飯のなんと美

味しかったこと。林間の昼食パーテイーの楽しさは格

別であった。 

当日倉沢に集まった人達は中高年の人？も多い様に

思えるが皆が活き活きと楽し

そうで、この里山を大切にし

ようという熱意が感じられ

た。それにつけてもこの倉沢

里山の原風景を保存し、次の

世代に引き継いで行こうと尽

力された地権者の方、日野市

の行政の方、その实現に奔走

された市民の方たちの里山へ

の熱い想いとご努力に今更な

がら感服した次第である。 
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また里山と農作業が

好きな人たちに素晴ら

しい触れ合いの場を与

えて戴いたことに感謝

したいと思う。 

私たち人間は森の中

にいると何故か安らい

だ気分になる。日本モ

ンキーセンター所長の河合雅雄先生に言わせると、そ

れは私たちは高等なサルだからだそうである。サル類

の生態的特徴は森の中で木の上に住んでいることであ

るが、「森の緑の中にいると安心だ」という感覚が私た

ち人間のＤＮＡに組み込まれているかららしい。これ

からも「高等なサル」として倉沢の里山に親しんで行き

たいと思う。 

森の緑のＤＮＡ  
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倉沢里山を訪問して倉沢里山を訪問して  
弁護士 越智 敏裕 

東京弁護士会に

は公害・環境特別

委員会という組織

があります。同委

員会の森林問題部

会では、地元「東京

の 緑 の 保 全」を

テーマとして研究

や現地調査などを

行ってきました。残念なことに、現在の法制度では環境

法律家が都市に残された貴重な里山を守ることが非常

に難しいため、暗い気持ちになることが多いのですが、

保全された事例として倉沢里山の名前が挙がり、平成

14年12月7日に委員５名で同地を訪問しました。小雨の

降る肌寒い日でしたが、保全された里山に清々しい気

持ちになるとともに、歓待して下さった倉沢里山を愛

する会の皆さんの熱い思いに皆感銘を受けました。 

都市に残された里山は、マンション開発、道路建設な

どの公共事業、採石事業あるいは廃棄物処分場の建設

など様々な理由で失われて来ましたが、本件のように

相続を契機として失われていく事例も増えているよう

です。残念なことに二次的な自然である里山を守るた

めの統一的な法律というものはありません。里山保全

地域の指定制度を創設した都条例も、財政難の問題も

あってまだまだこれからです。それぞれの法制度ごと

に問題状況は異なっていて単純ではありませんが、相

続の場合だけ述べたいと思います。 

相続した里山を残したいと思っても、開発して土地を

売却しなければ相続税を払えないとか、あるいはその

方がずっと得であるとしたら、「普通の」人は里山を売

り払ってしまうのではないでしょうか。確かに、特定公

益増進法人や認定NPO法人などに里山を寄付すれば里

山に関する相続税だけは払わなくて済むようになるの

ですが、開発してしまえば他の相続財産に関する相続

税も支払うことができますし、お釣りが来るかも知れ

ません。里山が仮に建築規制の最も厳しい第１種低層

住居専用地域内にあっても、里山はたいてい斜面地で

すから、段々に開発したり地盤面を操作することで地

下６階地上３階といった地下式マンションを作ったり

することもできます。里山は見晴らしもよく、デベロッ

パーの欲しがる開発には格好の土地なのです。 

里山が相続によって失われないようにするためには、

里山を残すという行為にメリットを与えなくてはいけ

ません。問題が尐しややこしいのですが、相続税が国税

であり物納の要件として換金性が必要とされることか

ら、それを自治体が買い上げる約束をすることなどが

必要になります。倉沢里山の事案では、里山の一部買取

り、寄付と物納を組み合わせることで処理されました

が、そのために田村さんが費やされた時間と労力と費

用は、お聞きしたところではとても「後に続く人を」と

言えるようなものではありません。農業が衰退した今

日、里山を維持することが難しいのは事实です。 

倉沢里山に学ぶ 
多摩市民環境会議 大矢 宗人 

多摩市は多摩ニュータウンの中核として開発され、

古代万葉の時代から｢多摩の横山｣｢多摩の眉引き山｣

などと歌われた美しい多摩丘陵は姿を失いました。今

ではかって多摩丘陵であったと思われる雑木林が数

箇所散見されるのみです。多摩市民環境会議(平成13

年設立)では、この残された雑木林を末永く保存して、

雑木林が醸し出す環境を将来に引き継がなければと

考えています。 

昨年、倉沢の里山保全の手法を参考にして、府中市在

住の住崎さんから多摩市に中和田の雑木林が寄付さ

れました。そこで１月

１９日に現地の樹林内

観察とくずハキ作業を

行いました。その際｢倉

沢里山を愛する会｣の

会長の峰岸さん、事務

局の田村さんを始め多

くの会員の皆さんか

ら、里山管理のお話をお聞きすることが出来ました。 

また｢倉沢里山｣の現地にご案内を頂いて、つぶさに

樹林内観察をさせていただくと共に、活動拠点の必要

性についても詳しく御説明くださいました。本当にあ

りがとうございました。 

多摩市民環境会議では、倉沢に隣接する中和田の雑

木林のほかにも、永山駅前の雑木林等の保存・管理を

目的とした｢多摩市の雑木林を考える会｣を組織して

活動することとしています。これからもいろいろとご

指導くださいますよう宜しくお願いいたします。 

（中和田の雑木林は百草団地の下の、倉沢里山に直接接

する一体の緑地です。本会会員でもある高木さんを中心

にボランティアグループが立ちあがろうとしています。

お互いに協力し合っていきたいと思います。 事務局） 

しかし同時に、残された里山が生物多様性の宝庫とし

て、現代人の魂に安らぎを与える場として、かけがえの

ない価値を持つこともまた確かなことです。その価値

は、きちんと評価すれば相続税などよりももっと大き

な金額になるはずです。例えば、埼玉県の国営武蔵丘陵

森林公園（304ha）では森林の管理維持費用として5350

万円をかけていますが（2000年）、10年で5億円以上の

価値をかけることを国が認めていることになります。

ちなみに平成11年は84万人が同公園を訪れましたが、

仮に入園者が全員大人（入園料400円）だとして計算し

ますと１年で3億3600万円、５年で16億8000万円の売上

が上がっていることになります。東京のすぐ郊外の里

山ならごく小さな面積でも非常に高い金銭的価値があ

るはずです。 

里山の価値を正当に評価して物納や寄付ができる相

続制度にすることで、里山を残すインセンティブを相

続人に与えることが必要です。そうしなければ、倉沢里

山のように里山を本当に愛する人たちがいない場合に

は里山はすぐに失われてしまうのです。 
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農業は昔も今も（３） 
小幡 一永 

最近はうれしいことに、私の田舎（山梨県韮崎市）で

も久しく姿を見なかったトンボや、たにし、どじょう、

さわがになどが戻って来ました。場所によってはホタ

ルも出ます。 

農家では、除草剤も殺菌剤も殺虫剤も以前と同じよう

に使っています。そうしないと金になる作物はできな

いからです。薬品メーカーが他の生物に悪影響が尐な

い薬、薬効が長く続かないものを開発したからだとい

われます。メーカーは、人道的見地、自然を愛する気持

ちからするのでは勿論ありません。農家が自分の身体

のことを考えたり、ムード的に生産物を売りやすくす

るために、そういう薬を求める傾向になったからで

しょう。そして、人畜に害の尐ない農薬、有効な化学肥

料、時には遺伝子組換え食品をも使いこなして、企業化

した大規模農業経営への道を進まなければ、わが国の

食糧自給は絶望的なのです。 

お百姓は、（心理的には難しいでしょうが）耕地への

執着を捨てて生産手段として大規模集約、効率的運用

ができる人なり企業なりと一緒にやるか、経営をゆだ

ねるべきでしょう。どんなに優れた技術を持った人が

大勢いても、小さな家族工場でトヨタの自動車や松下

のテレビを同じコストで同じ数は作れません。主食、準

主食の食物は、どんな消費財より一番大切なものだか

らどんなものより沢山、安く、安定して生産されねばな

りません。そして作る人はそれによって良い生活を維

持できなければなりません。 

環境破壊を防ぐために化石燃料の消費を減らす、緑の

乱開発をしない、農薬を多用しない、コンクリートのダ

ムや河川の建設を見直す等々言われます。いずれも大

事なことでしょうが、日本国内の環境破壊を食い止め

るには、動物の飼料を含む食糧の持ち込みを減らさな

ければなりません。日本の水と空気、土壌と有機物を

使って生産した作物に頼り、輸入はそれを補完する程

度であるべきです。消費量の６０パーセント近くもの

持ち込まれた食品の残渣、糞尿、放出された不要な化学

物質は、自然分解し還元するには多過ぎませんか。目に

見えるプラスチックや金属ごみ以上に土や水を汚して

いるに違いありません。 

農業は、地球上で最も重要な業務です。惰性や他にや

ることがないからではなくて、儲けるためにやって下

さい。東ちずる、藤原紀香、井川遥、そして広末涼子ま

でが農家（農場主）の後継者のお嫁さんに来るようにな

れば、それが良い時代です。皆様のご批判と議論をお待

ちします。              （おわり） 

ホスピタリティホスピタリティ共育ちの里山共育ちの里山  
酒井 憲一 

小春日和の2002年

11月30日、中尾まち

づくりフォーラム・

ひの事務局長に案内

される私には、風雅

のオーラに誘われて

迷い込んだような倉

沢里山の路だった。

これが東京だろうかというミニ奥の細道をアップダウ

ンして、冬草斜面の奥にオーラを放つ風雅の源泉に行

き着いた。日本アメニティ研究所主催・ＡＭＲ(アメニ

ティ･ミーティング･ルーム)後援「アメニティシンポジ

ウム in 日野」のワークショップ「アメニティウオッチ

ング」の小さな旅である。 

サンルームの張り出し応接間。そこに招じ入れられて

対面した田村ご夫妻、ことに夫人の全身から放つオー

ラのとりこになってしまった。物静かで明るく強烈な

オーラのさわやかでまぶしいこと。あの明るさ、微笑、

物腰は天性のホスピタリティで、それが里山を守った

のだと直感した。 

里山を守る運動のひとことひとことの説明を、その胎

動から、市への寄付、相続税の物納と一部買い取りによ

る新保全の知恵が实現した今までを聞きながら思った

ことは、こうしたホスピタリティが多くの人の心を動

かし、倉沢里山を残すことができたということである。

このことを口に出していえば、夫人はいわれるに違い

ない。「いいえ、私たちが里山のホスピタリティで幸せ

に生きているのですよ」 

 コーヒーをいただいて、倉沢里山を愛する会の会報

を贈られた。とたんに、さわやかな衝撃が走った。題字

カットからして、風雅のオーラではないか。手書きレタ

リングの濃紺の「アリスの丘」とオレンジの「Farm」の

字に、一瞬にして「不思議の国のアリス」の世界にのめ

りこんだ。そして「風の丘」で宮沢賢治の「風の又三郎」

の世界に飛んだ。夢のような題字を筆頭に、Ａ４判４

ページの人の心を里山のように癒す編集。このような

魔法の会報を見たことがない。帰宅してアクセスした

ホームページも、会報と同じ魅惑の魔法画面だった。 

それにしても、夫妻のホスピタリティ、それと共振する

会員のホスピタリティ、そして会報そのもののホスピ

タリティが、ふるさとの里山を破壊から守り、里山もそ

の穏やかなホスピタリティで、夫妻はじめ“村の人”を

包んでいる、ということの発見は感動だった。ホスピタ

リティの共育ちだと思った。（アメニティ評論家・ＡＭ

Ｒ会長・赤ちゃん学校校長） 

写真左から： 
■萌芽更新の副産物で
素敵なベンチが完成 

■みんなで食べれば何
でもおいし～い!! 

■三平汁の下準備 
■アリスの丘ファーム
土留め工事(2/15) 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆昨今本会への視察や見学が増えています。本会の社会的認知度が高まってきたということと理

解していますが、今号はそうした外部から見た倉沢里山についての特集になりました。自信を

持つと同時に、私達からも積極的に情報発信していきたいと思います。 

☆作業のボランティアと同時に、料理を受け持ってくれる方もお願いします。お申し出下さい。 

☆このニュースレターは今号まで日本財団の協力で作っています。 

皆でファームを立ち上げよう 
このたびファーム委員会が発足しましたので紹介

方々、今後のファーム立ち上げについてお知らせをしま

す。この委員会は皆様のご意見をお聞きしながらファー

ムを維持改良すると共に、ファーム参加者の土作り・野

菜作りのお手伝いが出来れば良いなと考えています。今

回特に、ファームを里山にふさわしいものにしたいと夢

見て検討した結果、段々畑のファームを目標に掲げまし

た。畑の区画境界も土

留め効果も兼ねて統一

された植栽を植える予

定で、倉沢里山のどこ

でも見られる多年草の

リュウノヒゲやニラを

選定しました。将来の

イメージ画をご覧下さ

い（作者の塙さん、あり

がとうございました）。 

また、新しく皆様にファームの管理をお願いする前に、

急な傾斜地や大雨時の排水トラブルなど過去不便を感

じていた個所を出来るだけ事前に解消しておきたいと

考え、その一段階として２月度イベントの日にボラン

ティアの皆さんのご協力をいただいて土留め作りと排

水溝掘りを行っていただき、お蔭様で一挙に出来あがり

ました。大変お疲れ様でした。因みに土留めの板や鉄板

は植栽の根が張ったら将来撤去するつもりです。 

４月１日公式開園の予定ですが、一日も早く始めたい

と希望する会員も多いため出来るだけ早めに残った作

業を終えたいと考えており、先ず暗渠（アンキョ）掘り

を３月２日(日)にボランティアでお願いしています。土

留めの残り分、土を水平にならす、リュウのヒゲの植え

つけ、不要物の撤去などが残りますが、これらは３月度

の定例イベントの１５日(土)に予定しています。ファー

ム参加者で都合のつく方はご協力頂きたくお願いしま

す。またリュウのヒゲの苗がありましたら寄付をお願い

します。 (ファーム委員 飯牟礼、北野、築地、峰岸) 

３・４月 会のイベント案内 
☆３月１５日（土） 雑木林の落ち葉掃き 

      ＋アリスの丘ファームの整備最終編 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物  軍手、お皿・スプーン 

参加費  300円（食材代・アウトドアカレー） 

☆４月２６日（土） 

    春の倉沢里山散策会＋野草の天ぷら会 

改めて倉沢の里山をゆっくり見て歩きます。 

10時、第２緑地集合 雨天の時は翌日の同時刻 

持ち物 飲料水 

参加費 新年度から会員は無料（会員外は300円） 

里山ってどんなとこ？里山ってどんなとこ？  
第５回・・・植物たちからみた里山－その他 

横浜国大大学院 田中 涼子 

今年の冬は寒かったため

か、春の訪れも例年に比

べゆっくりな気がしま

す。でも、月に２回、倉沢

の里山に調査に行くたび

に、花を咲かせている雑

草が増えていくのをみて

いると、ああ、確实に春は

やってきているのだなと楽しくなります。 

前回、前々回は、植物がどんな場所に生育することが

できるかということを左右する要因として、光に対する

植物の耐性と季節変化についての話をしました。しか

し、实際はこれだけの要因によって決定されているわけ

ではなく、もっともっと多くの要因が複雑に絡み合って

どの植物がどこに生育することが出来るのかというこ

とは決定されています。私の修士論文では、光、季節以

外に、葉っぱをどのくらい高いところにつけるのか（光

合成は高い場所で行う方が有利なので）、どれくらい横

に葉っぱが広がっているか（より広い面積で光合成をし

た方が効率がいいので）、種子はどれくらい遠くまで散

布することが出来るのか、寿命はどれくらいか、など、

いろいろな特性を調べてみました。その結果、やはり常

緑樹林、雑木林、刈り取り草地、畑でそれぞれの特性に

違いがみられました。もちろん、どこででも生育できる

種というのもいるので、きれいにこういう特徴を持って

いると畑にしかいない、とか断言できるわけではありま

せんが、おおざっぱな傾向がみられました。雑木林を例

にあげると、ある程度暗いところでも生育できる、葉っ

ぱを高い位置につける、夏から秋に实をつける、葉っぱ

をつけている期間がやや長い、等の特徴を持った植物が

生育に有利なようです。 

管理を行っていく上でも、どんな植物が生育する雑木

林を残したいか、という目的によって、管理方法が変

わってきます。もし、その残したい植物の持つ光や季節

などに対する特性が分かっていれば、よりその植物が生

育しやすい環境を作り出すように管理などをしていく

ことも可能になるので

はないかと思います。

植物たちの視点に立っ

て里山をみていくと、

今まで見えていた里山

とは違った里山がみら

れるのかもしれませ

ん。 


