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さる3月31日、日野市内に残された最後の里山の一つ

である倉沢地区で「倉沢里山を愛する会」(以下、愛

する会)と日野市との間で緑地を「良好な状態に維持

する」ことを前提とした、管理・運営・供用に関する

パートナーシップ協定が締結された。長い道のりを経

て協定の締結に至った市民ボランティアおよび行政担

当者ら関係者のご努力に、心から敬意を表したい。 

さて、半分傍目に関わりながらこの事実を知った立

場から、僭越ながら本協定の意義について若干の私見

を述べたい。 

一言でいえば、本協定は愛する会を中心とする市民

为体の里山保全ボランティア活動の実績を基礎とし

た、いわば倉沢里山における「市民自治」の"歴史"を

ふまえた協定として高く評価できる。愛する会は、

2000年4月にここの地为が、間近に迫った相続によっ

て緑地が開発されてしまうことを回避するため、(愛

称)「アリスの丘・風の丘ファーム」(民間の市民農

園)のメンバーであった倉沢周辺および市内、あるい

は隣接の八王子市内の市民らに呼びかけて緑地保全活

動を始めたのが発端で、途中、現実となった相続の過

程では、緑地保全の行方が危ぶまれたこともあった。 

しかし関係者と日野市の努力によって、寄付や相続

税の物納等を組み合わせ、従来の山林地すべてが公有

地化されることになった。2003年度からは、愛する会

が本地域を里山の保全活動のフィールドとして管理・

運営する団体として正式に位置づけられることになっ

た。今回の協定には、このような"前史"における市民

活動の役割が反映されている。 

このような経過を経て実現したパートナーシップ協

定だが、その意義と特徴を二点に分けて考えたい。 

 

第一に、この

協定は前述の

ように、市民

の自为的な緑

地保全・管理

活動をふまえ

て結ばれたと

いう意味で、 

近年行政が総合計画

や都市計画マスター

プラン等を策定する

際に、市民に呼びか

けて時限的なパート

ナーシップ協定を結

ぶケースとは大きな

相違がある。 

多摩地域の自治体でも昨今、そのような協定が締結

され、市民の計画策定への参加と行政の情報公開の義

務、両者の対等な話し合い等が原則化されている事例

がいくつかあるが、今回のような緑地の管理・運営・

供用について市民団体と総合的に協定化する事例はほ

とんど例がなく、画期的なものである。 

もちろん、その中身は最近盛んになっている行政の

呼びかけで「緑地管理ボランティア」として――動員

されながら――雑木林保全の作業を〈委託〉される、

お役所为導の協定とも違う。また、埼玉県の狭山丘陵

などでは、緑地保全のための市民のトラスト運動で寄

託金を集め、一定部分を団体が所有しながら行政に保

全を働きかけ、実質的に緑地を管理・運営していくと

いう手法がとられているが、本地域では市が所有する

緑地の管理・運営について、ほぼ実質的に愛する会为

導で進めていくという意味で大いに注目に値する。 

第二に、この協定は書式の上では日野市と地元の愛

する会とのパートナーシップとされているが、現実に

は愛する会に参加するメンバーである多くの市民――

遠くは横浜市や川崎市からも1時間以上かけて毎回の

活動に参加している人もいる――に開かれた、より普

遍的な意味をもつ協定であるといってよい。倉沢里山

は、地域住民にとってのコモンズ(あえて邦訳すれば

「共有地」)であるばかりでなく、それ以外の多くの

都市住民をも魅了する開かれたコモンズなのである。 

この日野市の倉沢里山から全国に、先進的な緑地保

全のモデルを発信・波及できるかどうかは、本パート

ナーシップ協定の今後にかかっている。今後のゆくえ

は多方面から注視されることになろう。（本稿は「ひ

ろばニュース」から、了解を得て一部修正の上転載させ

て頂きました） 
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その日は、コナラやクヌギといった落葉広葉樹の無

数の若葉を通った光がやさしくゆれ、空気のみならず

気持ちまで浄化されているようでした。そんな倉沢を

初めて訪れたのがちょうど２年前、日野の自然を守る

会の観察会のことでした。 

その際、手作りの自然保全の活動が営まれているこ

とを知り、昨年、家族３名で本会会員となりました。 

ところで私は地質コンサルタントという地面の下を

探ってその情報を目的に応じて解析する風変わりな職

業に就いております。そういった関係で倉沢の地面の

下について尐しお話してみようと思います。 

倉沢の第一緑地と第二緑地を中心とした地形を見ま

すと北、東、南の三方を沢や川の作る谷に囲まれ、西

側は多摩丘陵に続く、平坦な半島のような形をしてい

るのはご存知かと思います。だから、この高まりも多

摩丘陵の一部、と思ったら実は違います。地形学的分

類ではここは中位段丘に相当する段丘面。わかりやす

くいいますと、日野台地と同時期（12万年前）に川に

よって、平らに削られて形成された同じ仲間の地形面

なのです。つまり、緑地のあるところは多摩丘陵より

やや低く若い地形ということになります。  

この面は、その後、富士や箱根火山などの火山灰が

積もってできた関東ローム層（赤土）に覆われて今の

形になりました。台地に接する斜面は段丘崖といわれ

ます。 

関東ローム層は浸透性に優れ、降雨はすぐ地下に浸

透してしまいます。ゆえに台地面上では、水田に適さ

ず畑作となります。武蔵野台地を縦断する玉川上水が

２回失敗したのもロームの浸透性によるものです。表

層の黒土は関東ロームに植物などの有機質分が分解し

て長い時間をかけて混ざったもので、黒ぼくとよばれ

ます。この有機質分が無くては、植物は育ちにくいの

です(火山灰は栄養分の尐ない酸性土壌なので)。 

ではその下をのぞいてみましょう。ロームの下には

先ほどお話した12万年前の川が削った証拠の堆積物、

つまり川砂利(礫)の層があります。 

さらにその下は、上総層群とよばれる古い地層の占

めるエリアになります。硬いので、俗に「なめ」と

か、「土丹」と呼ぶこともあるようです。礫層の直下 

五月女 寛 

には上総層群のメンバーのうち、「連光寺層」とい

う、砂層と泥層の互層からなる地層が隠れています。

この地層は隠れているのでなかなか見ることはできま

せんが、万蔵院台南斜面にある十二社神社石段の脇等

でわずかに見ることができます。我々が利用させてい

ただいている田村さん宅の井戸は深さ20m内外という

ことですので、おそらくこの連光寺層の地下水を汲ん

でいるのではないでしょうか。ちなみに、上総層群は

海に堆積した地層で、連光寺層は100万年前の海底の

堆積物です。100万年前の倉沢は近くに関東山地の陸

を望む海域で、鯨などが泳いでいたかもしれません。 

ちなみに田村さんの井戸水を計ってみたところ、ｐH

は7.3でややアルカリよりの中性、電気伝導率は9.3mS

（ミリジーメンス）でした。電気伝導率というのは電

気の通しやすさをみるもので、不純物が多い（つまり

汚れていたり、温泉のように溶存成分が多い）ほど高

い値になります。この値は水道水より低く、周辺の湧

水と比べても低い方です。最近、この井戸水を検査し

た結果を見せてもらいました。心配されるような重金

属などの汚染はありませんでしたが、ただ大腸菌群が

ごくわずかに検出されたようです。経験的には井戸水

自体に大腸菌がなくても、手などにいっぱいいるの

で、プロが採水しても容器や採取時、輸送･保管中に

付く事もよくあります。従って今回の結果からだけで

直ちに井戸水が汚れていると判断することは難しいと

思います。ただしデータが示された以上は、「飲用不

適」扱いになってしまいますので、使用する際にはあ

くまでも自己判断ということでお願いすることになる

でしょう(もし本当に井戸水に菌がいたとしても煮沸

すれば問題がありませんし、もともとかなりいい水と

私は思っていますが)。この点については、今後の定

期的モニタリングによってはっきりしてくると思いま

す。 

里山の森が保全されるということは、雨水が浸透す

る場も確保されているということです。こうして浸透

した水は長い時間をかけて地下で磨かれます。地下水

の量や質は森が作るのです。100万年前の地層と水、

その上に形成された森、みんなで守っていきましょ

う。 

 

 

上総層群連光寺層 

100万年前（海成層） 

関東ローム層(火山灰) 

12万～2万年前 
段丘礫層（崖から湧水） 

12万年前(河床礫) 

上総層群稲城層 

黒ぼく 

倉沢の地層断面模式図 
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植物チームの２.５ヶ月植物チームの２.５ヶ月  
・・・・・・・・・・  希少種の保護を急いで希少種の保護を急いで  

植物調査･保全チーム 佐瀬千佳子 

地面を見つめては、｢これは何？｣と小さな草花の名

前を探すことから始めた植物調査も、４月から数え

て１２回になります。今、目線は木に移り、手元の

発見植物リストは３２０種を超えています。 

さて、調査結果についてまとまったお話ができるよ

うな段階にはまだないことをお断りした上で、活動

の目標のひとつ、｢希尐・貴重植物自生地の保護｣を

すすめる上での難しさと緊急性について尐し書かせ

ていただきます。 

これまでに発見された３２０種の植物のうち、おお

よそ２００種ほどが草花の在来種。その中に、国の

絶滅危惧種が３種、地域の貴重種といわれるものが

１０種ほどあります。最新のデータを用いれば、お

そらく貴重種の数はこれに止まらないでしょう。こ

のような貴重植物を保護するための方策は、さまざ

まありうるでしょうが、私たちが敢えて｢自生地を保

護する｣としたことの意味は、何だったのか、改めて

自問する機会が多くなりました。それは、日野市に

たった一つ残された｢里山｣に｢手を入れる｣ことの現 

節度を持って保全と公開の両立を 
宮﨑 竜一 

私は鉄道が好きで、ＳＬや戦前型車輛等を撮影するた

めに全国を旅行してきた。車輛を写真に収めたり、実際

に乗ったりもする。有名車輛が廃車後スクラップとなら

ず幸運にも公園等で保存されるケースもあるが、遠方ま

で訪れると管理が悪く荒れ果ててしまったり、ナンバー

プレートや製造銘板等の部品が盗難にあったり、明らか

に鉄道オタクの仕業と思われるものもある。日本では未

だ歴史的車輛は勿論、明治時代の駅舎や橋脚等鉄道構造

物が市民的保存運動によって残されたり、近代化遺産と

して文化財指定に至った例は稀である。まして鉄道オタ

ク为導で実現した例はない。 

英国、ドイツ等では、鉄道ファン自らが保存鉄道（路

線まるごと博物館）を運営・管理している。勿論歴史や

文化、法制度や社会背景等からも単純に比較することは

出来ないが、あまりのレベルの違いに、本当の意味での

文化的豊かさとは何なのかと考えてしまう。 

振り返って我々が関わっている緑地の問題として考え

て見たとき、貴重な植物を盗掘してしまうような人々＝

自称「自然愛好者」と悪質な鉄道オタクとの共通点を見

る思いがする。関係者の努力で奇跡的に残された倉沢の

緑地をこのような利己的な自然収奪や自然破壊から守っ

ていかなければならない。そして、自分自身がいつの間

にか困った人になっていないか？自戒をこめて自らを見

つめ直す事が求められる。節度を持って持続的に、この

貴重で豊かな里山の自然を未来に伝えて行きたいもので

ある。緑地の「保全と一般公開」という、言わば二律背

反的な命題の調和を図るのは大変難しいことだが、その

両立のために努力したい。 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 
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在的意味や｢利・活用の中身｣とも深く絡みあいます。 

一昨年、政府が出した｢新生物多様性国家戦略｣

（P36）は、次のように言っています。 

長い歴史の中で育まれた地域に固有の動植物や生態

系などの生物多様性を、地域の空間特性に応じて適

切に保存すること。 

特にわが国に生息・生育する種に絶滅のおそれが新

たに生じないようにすると同時に、現に絶滅の危機

に瀕した種の回復を図ること。 

将来世代のニーズにも応えられるよう、生物多様性

の減少をもたらさない持続可能な方法により、国土

の利用や自然資源の利用を行うこと。 

つい最近、朝日新聞が｢草花根こそぎ－憩いのＸ

(エックス)山涙｣と国分寺市であった盗掘被害を大き

く報じました。全国いたるところでそのような話を

聞きます。ここには、今年１輪しか咲かなかった絶

滅危惧種もあります。 

生育条件の整備と併

せ、対策は急務です。 

そのことをご理解いた

だき、会員の皆様一人

一人が、希尐生物の守

り手になってくださる

ことを切に願います。 
アキノタムラソウ 画・松崎孝子 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

☆今年は空梅雨・猛暑のようで、台風も多そうですね。 
 皆様、暑さや嵐にも負けないようご自愛ください。 
万蔵院台の南側では先日の台風で結構太い木が折れ
ていました。アリスの丘ではビニー
ル等が飛ばないよう、事前に見回り
をお願いします。自分の区画の周囲
の草刈りもこまめにお願いします。 

７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。 

７月１８日(第３日） （雨天の時は翌日に順延） 

雑木林の下草刈りと整備、植物の保護など 

 お昼は「シーフードカレー」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、お皿/スプーン 

８月の活動は夏休み、次回は９／１１(第２土)です。 

里山に棲む鳥たち里山に棲む鳥たち  ((第６回)第６回)    
横浜国大大学院環境情報学府博士課程 藤田素子 

 最終回となる今月は、水辺の鳥をご紹介します。淺

川・多摩川までお散歩してみてはいかがでしょうか。

まずは、カワウ。鮎漁にダメージを与えることで有名

ですが、高度成長期には数が激減し、保護される立場

でした。彼らは集団で過ごすのが好きで、ねぐらやコ

ロニー（集団営巣地）を作ります。糞まみれで真っ白

になるので、遠くからでもよく分かります。近くです

と日野橋、府中四谷橋の辺りの高圧線にねぐらがある

そうです。 

サギ類の中で

最大級のアオ

サ ギも コロ

ニーを作る鳥

です。多摩動

物公園に５～

６年前からあ

るそうです。

林にとっては

た まり ませ

ん。なにしろ

枝は折って巣材にされる上、糞は酸性が強く、枯死す

る木も尐なくないのです。これは生態系にとって本当

にマイナスでしかないのでしょうか？鳥の糞は窒素や

リンに富み、化学肥料がなかった時代は人間もそれを

上手く利用していました。カワウやアオサギは水辺で

魚をとって食べますから、夕方林に帰ってそこで糞を

すると、水辺の物質を陸に運ぶ役割をしているとも考

えられるわけです。このような研究が最近注目されつ

つあります。私も横浜という都市で、栄養塩を運ぶ鳥

について研究をしているところです。 

さて次は、小さい鳥たちです。キセキレイとハクセキ

レイは長い尻尾を上下に振って歩くのが特徴です。ハ

クセキレイはアスファルトや砂利道でよく見かけま

す。グレーの体が保護色になって天敵に見つかりにく

いのでしょうか？彼らは都市に適応して、駅前の看板

や橋の下などで寝ているそうです。キセキレイはもっ

と自然の豊かな沢沿いなどで多いようですが、百草で

は東電の辺りで見たことがあります。両者とも鈴のよ

うな細い声で鳴くので、気をつけていないと見過ごし

てしまいます。 

最後に、日野市の鳥、カワセミです。ビィーンという

金属音とともに、水面を滑るように飛んでいくコバル

トブルーの背中、ちらっと見えるお腹の鮮やかなオレ

ンジ色は、いつ見ても感動的に美しいです。実はこの

鳥も一時期姿を消し、「幻の鳥」とまで言われたの

が、いまや２３区内にも生息しているのですから、そ

の適応力には脱帽です。水辺にある土の崖に穴を掘っ

て営巣するので、コンクリート３面張りの川だとなか

なかうまくいかないことでしょう。色々な生物が生き

ていける世界には、どうやったらなるのでしょうか。

（１年間にわたり楽しい記事と美しいイラスト、あり

がとうございました。） 

梅雨の晴れ間の草刈り作業 
６月１９日の活動日は５０名が参加、下草刈りは５月

に引き続きササ刈り作業を中心に、気温３０度の中でよ

い汗を流しました。こんな日はウエストポーチにペット

ボトルを入れ、水分補給しながらでないと体力が続きま

せん。アケビのつるが繁殖し過ぎ、地面をびっしり覆っ

ている場所があります。峰岸さん指導で重点的に山のよ

うに除去しました。これで他の植物ものびのび生えるこ

とができます。 

緑地隣接の新住宅の崖地は、刈払機を使用すると小石

が飛んだりして窓ガラスや人を傷つけないとも限りませ

んので、手刈りでやる以外になく、苦労するところで

す。自分の庭で増え過ぎた園芸種の植物を、緑地保全に

協力するつもりで、悪気なく緑地内に植えてしまうケー

スもあります。この緑地の意義を多くの方に理解してい

ただくためにも、早急に基本的なルール作りをし、植物

を持ち込まない、持ち出さないなどの表示板を立て、会

として発信していくことが大事だと実感しました。 

アリスの丘の草刈りは畑のふちにあるコスモス、ミン

ト、ヨメナなど残して機械刈りしました。第１緑地では

前回に続きベンチ造り。丸太はリヤカーで移動し設置す

る訳ですが持ち上げることさえ大変な太さで、さすがの

力自慢の男性達もさぞお疲れになったことでしょう。本

当にご苦労様でした。くれぐれも怪我などないように。 

作業後は共同ファームの新ジャガをべースにしたトン

汁、塩茹でジャガ、キュウリサラダ、蕗の煮物、薪で炊

いたご飯を頂き、空きっ腹においしさが染み渡りまし

た。終了後何人かで作りたてのベンチを見に行きまし

た。広場をぐるりと囲んだベンチは座り心地良く、手入

れをした林を見渡し

ながら、しばらく爽

やかな風に吹かれて

いました。傍らでは

大きなつぼみをつけ

たヤマユリも風にそ

よいでいました。 


