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倉沢里山にハマっています
星

良則

私が倉沢里山を愛する会に参加するようになったの
は、２００３年１０月の図師小野路歴史環境保全地域
への散策会が最初でした。なぜ参加したのかという
と、単純に野山に分け入るということが好きだったか
らです。自分の体なんかたやすく隠す草木が茂る道な
き道を進むワクワク、ドキドキする気持ち・探検気
分、といったものが子どもの頃からたまらなく好きで
した。でも、いつの間にかそういう体験をできる場所
がなくなってしまった中、「東京なのに電柱も見えな
いような場所がある。」というお誘いの声に迷うこと
なく参加を決めたのがきっかけでした。
そして、実際に行った図師小野路は、本当に電柱が
ほとんど見えないほど自然に覆われた大変すばらしい
ところでした。
ただ、そこで知ったことは、里山という自然に恵ま
れた地域は今は残そうと努力しないと残らない、とい
うことでした。それは大変です！私に少しの冒険をさ
せてくれる雑木林が消えてもらっては困ります。「そ
うか。じゃあ、残せばいいんだ。」と思って倉沢里山
での保全活動に参加するようになりました。
こうした解りやすい動機から始まった倉沢での保全
活 動 は 予 想 以 上 に ハ マ り ま し た。「ど う だ 参 っ た
か！」とばかりにある落ち葉をみんなで掃き、森を元
気づけるために行う萌芽更新、また、手が届かない所
の枝を払うために木に登ったり、そして何よりも作業
後にみんなでそろってのアウトドアでの食事、とどれ
を取っても私には楽しいものばかりでした。
里山の保全は確かに
簡単なものではな
く、さまざまな障害
もあることでしょ
う。「プロの農家で
もない者に何ができ
る。」といった厳し
い声もあるでしょ
う。でも、里山の環
境を守りたい、とい
う気持ちのもとでこ
んなにも多くの人が

集まって、気負わずに楽しげに活動ができるってすご
いことじゃないですか。
また、今は以前とは社会の様相も変わってきたの
で、いろんな可能性を試してみるのもいいんじゃない
かと思います。こう考えると、あらたなワクワクやド
キドキが芽生えてきます。だって、自分がわけ入って
いた里山を守り、作り上げていけるってそうは経験で
きないでしょう。となると、倉沢里山に今後もハマり
続けていきそうです。
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都立長沼公園の緑地見学

植物を育てる草地作り体験
松崎

峰岸・築地・五月女・田村

７月１３日、八王子市にある長沼公園で緑地管理ボ
ランティア活動をしているＭさんに誘われ、我々の活
動の参考にしたいと、４人の愛する会員が活動の様子
を見学に行った。
長沼公園は東京都立の緑地公園で京王線長沼駅の南
東の丘陵地で、絹ヶ丘や南陽台につながる約３２haの
大きな緑地である。昨年散策会で訪問した「図師・小
野地歴史環境保全地域」にも匹敵する面積だ。都立
桜ヶ丘公園の管理所が菅理しているが、その一環とし
て管理者が市民ボランティアを組織してその活動を支
援しているようだ。
周囲のアクセスの悪さや駐車場がないなど、陸の孤
島のような立地であり、それがこの公園の普通の公園
らしからぬ特別な雰囲気を保っているのだろう。
保険の関係で、ボランティアたちは危険を伴うチェ
ンソーや刈り払い機などを使う作業まではしないとの
ことだが、これだけの面積を管理するためには、勿論
あくまでもプロが中心となり、市民の作業との分担が
きちんと出来ているようだった。私たちが作業に参加
した場所は15年度伐採更新地で、昨年アズマネザサを
伐採しコナラの種を蒔いた所で、コナラには目印が立
ててあった。栄養が十分で瑞々しく太ったベニバナボ
ロギクを中心に、ニセアカシアやシオデなどが苗木を
覆いつくしていたのを全部刈り倒す。コナラの美林に
なる頃には作業しているうちの誰が見られるのだろう
と知りながらやるのが山仕事だ。休憩時間などを知ら
せる専任の人が配置され、管理事務所側がお茶なども
準備してくれていた。
作 業 の 途 中、公
園内を案内して
頂 い た。高 低 差
１００ｍという
鬱蒼とした山に
入 る と、周 囲 の
喧騒から隔絶さ
れた別世界のよ
う な 感 が あ る。
変化に富んだ地
形と豊かな植生。オオバノトンボソウの開花期だった
が、日照が良い場所では倉沢のものと比較にならない
ほど立派。高台からの展望もよかった。これだけ広大
だと活用の夢も膨らむが、それだけに林の手入れには
様々な手法や関わり方もあり、素人のボランティアだ
けではとても手が行きわたらないだろう。それを計画
的に、焦らず、気持ちよくボランティアが長続きする
よう腐心されているのだろうと、参加者の柔和な表情
から読み取ることができた。
その日は４箇所に分かれて、下草刈りを９時半から
１２時までやって終了。集合地点に戻り解散となった
時は、なんだかみんな旧知の仲間だったような気分に
なっていた。皆さんも身近なハイキングコースとして
是非一度訪ねてみてはいかがですか。

№ 28. 2004/9/1 ((22)

孝子

木々と青田の緑が美しい景色を眺めている中、八ヶ
岳山麓大成荘に向う車窓の外は本降りの雨になりまし
た。６月２５日、車を出して下さった田村さんご夫妻
や植物調査・保全チームの仲間と一緒に、午前９時過
ぎには、ゆとりを持って着くことが出来ました。市の
関係者が企画した勉強会に、今回が初参加の私は、何
をするために来たのかの理解も十分ではないままでし
たが、一堂に会し
た出席者の肩書き
は、植物の保護に
それぞれの立場で
携わり、活躍して
いる人たちでし
た。私 に あ る の
は、得がたい自然
や植物をなくして
はならないという
強い思いと情熱のみです。一口に植物保護と言いなが
ら、何をすべきか、どうすればよいのかの明確な指標
も十分でないまま行動しても良いのだろうか。具体的
な専門知識がないまま植物に手を入れても良いのだろ
うかと常々色々な思いを持ち続けていました。
こんな思いに答えを下さったのは、元信州大学教授
で森林植物研究家の馬場多久男先生でした。この日の
課題である“よい草原を作るには”が実習とともに始
まりました。一つ目は、大切にしたい植物だけが大事
だと思ってはいないか。その他は雑草だと目の敵にし
たり、否定したりしてはいないだろうか。人の役目
は、それぞれの植物が生き残れ、自立できるための手
助けをする。つまり良い調整役になること。二つ目
は、良い調整役とは、植物の子供がどんな姿をしてい
るかの観察眼を養うこと。
こんな話を聞きますと、子育てと同じで、私の反省
もこめて、なるほどと納得できました。又植物には、
それぞれの特性があり、やっかい者だと思われている
アズマネザサは、表土の乾燥を防ぎ、土が流れるのを
食い止める役割を果たしていることや、仕事の効率の
みを求める機械による草刈りは、行き過ぎると形の整
いすぎや刈りすぎを招き、植物の共生を妨げることに
もなりかねないなど、何だか人間社会の仕組みを見る
ようにも思えます。この日の先生のお話は、静かなが
らとても説得力に満ちて心にしみるものでした。
里山周辺の都市化がどんどん進む昨今、里山はこう
あってほしいと
いう私の漠然と
した思いや願い
から、こうある
べきだという確
信に変わって
いった有意義な
一日でした。
（画も筆者）
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パートナーシップ協定
日野市環境共生部長 萱嶋

信

パートナーシップ協定が結ばれて約5ヶ月を経過す
る。評価が固まる期間はおろか成果が見える時間を経
たともいえない。が、当初の熱気が冷めるには十分の
時ではある。この時期の投稿の呼びかけは、「忘れて
ないか。」というボールが投げられたものと受け止め
たい。前任担当者の方々や関係者の協定締結へ並々な
らぬ努力、「思い」を新たに思いおこしながら、行政
にとっての協定を確認したい。
パートナーシップ協定は、倉沢の「日野に残された
唯一の里山」を保全することを目的に結んだ協定であ
る。3つの団体・個人と同時期に結んだ。４者一堂に
会し、調印式を行った。市と各団体・個人との２者協
定が３つ結ばれた。市の保有する里山、里地の管理を
各団体・個人にお願いするための協定という形式から
するとそれぞれと協定を結ぶのは、当然と言えば当然
のことでる。が誤解を恐れずに敢えて言うならば、役
割分担はあるとしても同一地域の里山保全のためであ
る。４者協定が自然であろう。
この協定の前提には、この倉沢の里山を守り続けて
きた関係者の方々の努力があり、直接の契機は、この
地域での相続の発生であった。相続にあたり、市を含
めた関係者の里山を守り続けたいという熱意の結実と
して、市への土地の寄付と相続税の物納があった。公
有化された土地を関係者に従来通りの利用を認めるた
めの協定ともいえる。緑を守り続けることを目的にあ
るいは条件に市への寄付があったということを、市は
常に念頭においておかなければならない。
日野市は従来から「緑」を保全するスタンスを持っ
ている。市民参画でつくられた日野市環境基本計画に
も、緑の価値、緑の保全について書かれている。市も
市民も日野市においては緑を守るという点では一致し
ている。これは、市にとっても市民にとっても緑は緑
であるだけで価値があるとするものである。緑地をど
う利用するかでなく、緑地をどう保全するかを課題と
している。緑の保全のために必要なら管理者以外の利
用の制限もありうるものである。ただし私物化と混同
されることのないよう注意が必要ではあるが。
また環境基本計画では、農業も大きな環境要素であ
り、農地は緑地として位置付けるものとしている。市
は農業基本条例をつくり、日野市の重要な産業として
農業を維持していく方針を明らかにしている。大都市
近郊の農業のありかたはまだまだ変わりつつある状況
だ。都市近郊であることを活かした農業の模索が農業
者や市民の努力により続けられている。都市としての
バランスや環境面など、総合的な面からも農業の維持
を市も市民も考える必要がある。
今回の相続について、財務省の担当者も里山の保
全、農業の存続に対し、最大の理解を示し、法の枞内
で出来る限りの配慮をしてくれた。市の担当者も使命
感に燃えた。相続の関係者の篤い思い。中に入り、ま
た周辺で支える市民の熱意。倉沢だからできたことで
もある。パートナーシップ協定は、多くの関係者の
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方々の熱い思いと善意の実ったものである。しかし、
熱い思いは妥協を許さぬ潔癖性にもつながりかねな
い。３つのパートナーシップ協定がお互いにあい補い
ながら倉沢の保全につながることを、そして新しい試
みである「倉沢里山を愛する会」の活動が、都市近郊
農業の保全のあり方を指し示すものに足るものに育つ
ことを期待しているし、協定の当事者としての行政の
責任の重さを感じている。

林と腐葉土とアリスの丘
阿部 俊也

昨年は冷夏、今年は猛暑に雨不足と、農作物の栽培
には苦労しています。この暑い中、７月のイベントは
大変ご苦労様でし
た。
腐葉土の切り替え
しは、落ち葉の腐
食が始まり独特の
臭いの中、不慣れ
な作業と体力の関
係もあり、交代、
交代を繰り返しな
がら無事終了、暑い中でかいた汗も木陰の下では、心
地よい爽やかな気持ちになりました。
来年には、良質な腐葉土が出来ることでしょう。少
量でもファーム全会員へも分配可能と思います。
腐葉土は土壌の通気性や保水力を高める効果があり
農作物の栽培には必要といわれています。堆肥やぼか
し肥料は落ち葉以外にも、わら、苅草、農作物の残物
に油かす、米ぬか、大豆かす、牛・鶏ふんなど混合し
ますが、落ち葉は一番手ごろな材料と思います。埼玉
県の畑作地帯では畑の中に数多くの雑木林が存在して
いて、落葉の堆肥で有機栽培野菜を作り、また雑木林
は防風の役割も果たし大切に管理されているそうで
す。アリスの丘ファームの会員も同様な恩恵を受けて
いるのだと思います。
過去、建築材として伐り出したあと、多くの雑木林
がスギやマツなどの針葉樹林となり、様々な問題が出
てきました。スギ花粉の大量発生、固有の植物や動物
の増減の生態変化、森林の保水力低下による洪水や干
害、落葉による川水の養分不足は海焼けにつながり、
海産物の激減にもつながるなど、山だけでなく、川や
里や海にまで色々な問題を引き起こしています。雑木
林は自然環境の
中で大きな役割
を果たしていま
す。倉 沢 の 雑 木
林も同じです。
今後も倉沢里山
を愛する会のイ
ベ ン ト に は、会
員の皆さんと共
に参加することを楽しみにしています。
(写真：アリスの丘共同畑でキャベツの苗の定植作業)
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里山の記憶

田村はる子

南百草園住宅内
に雨 乞公園が あ
り ま す。 か つ
て、川 の 始 ま り
はそ のあたり か
ら で、大 栗 川 に
注が れるまで の
とて も短い小 さ
な 川、そ れ が 倉
沢川です。倉沢地区はその川沿いに出来た細長い集落
で、昭和30年代の世帯数はわずか20軒、現在ではなん
と200世帯にのぼります。その頃の倉沢川は切り立っ
た山々に囲まれ、そこから流れ出る水は清く澄み、涸
れることがありませんでした。川は村人の生活に深く
関わり、野菜やクワを洗ったり、衣類の洗濯もしてい
ました。運動靴など、よく川で洗わせられたもので
す。現在は大半が暗渠になりその上をミニバスが行き
交う道になっています。上の写真は昭和50年代の倉沢
川ですが、私が育った昭和30年代は岸の石積などはま
だなく、川の両側がネザサで覆われていて、夏、暗い
川面をオハグロトンボが優雅に飛んでいたものです。
川沿いに細長く美しい棚田が流れるように続き、小高
い丘では畑を耕し、どの家も自給自足の生活をしてい
ました。当時はどこにでもあったあたり前の里山風景
でした。今さらながら思うことは、生物にとって水は
最も重要で、きれいな水に囲まれての生活は、実は極
上の生活だったのだと。
あの澄んだ流れの元は山にあり、上流の山が開発さ
れ木々がなくなったことで川は死んでしまい、かつて
桃源郷ともいわれたこの地区の暮しは昭和４０年代の
高度成長期にあわせて様変わりして行ったのです。
時代の流れとはいえ、留まるところを知らない開発
はどうしようもなく呆れるほどです。そんな世の中で
時代に流されずかたくなに緑地を守り後世に残した
父。それが現在私たちのフィールドとしている緑地
で、こんなにも都心に近く、里山の雰囲気を味わえる
ところが他にあるでしょうか？ 地形が複雑なだけに
植生がとても豊かで、細心の気配りなくしては歩けな
い程です。
母の相続が起きた時も、長兄が引き継いだ農業を最
優先に、雑木林やアリスの丘の保全や寄付にも相続人
全員が賛成してくれたことをとても誇りに思っていま
す。会の事務局でもある私の夫は、長年一緒に母を介
護し最後まで看取ってくれ、その後相続の時は代表と
して矢面に立ち、緑地保全のために長期間大変な思い
をして各方面との交渉や調整をやり遂げました。現在
の姿はその努力によるところが大きいのです。
そして、決して忘れてはならないのが、常に心の支
えになって下さっている峰岸会長夫妻を始めとする会
員の皆様の全面的なご支援のお蔭で緑地が残されたと
いうことです。父や母の思いがこのように受け継が
れ、会員の皆様と共に市民の手による緑地手入れや、
アリスの丘ファームでの「農」を通して、緑の恩恵を
受けることが出来ることに心から感謝する日々です。
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全国雑木林会議多摩大会
10月1,2,3日(金土日)に多摩丘陵をステージとして全
国雑木林会議多摩大会が開催されます。この会議は雑
木林の保全・環境教育など、雑木林に関わる市民団体
の交流や情報交換を主目的に1993年に第１回大会が開
催され、今年で12回目。今回は多摩ニュータウンを取
り巻く地域を結んで盛り沢山な内容で実施されます。
倉沢も活動フィールドの見学コースのひとつに取り上
げられ、本会も出来るだけ協力する体制で準備中で
す。東京都や日野市など各自治体も後援しています。
10月１(金)は６つのコースで活動フィールド見学
2日(土)は雑木林をキーワードに、法・制度、ビジネ
ス、教育、生き物、管理技術など、10の分科会
3日(日)はメイン会場であるパルテノン多摩で全体会
2日の夜には交流会も開かれます。全体会を除き事前
申込み制になっています。興味のある方は下記のURL
から内容の詳細閲覧や申し込みが出来ます。
http://eco-meeting.tama.jp/zoukibayashi/

９・１０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。
９月１１日(第２土） （雨天の時は翌日に順延）
雑木林の下草刈りと整備、倒木の整理など
お昼は「夏野菜のカレー」の予定です。アリスの丘
の無農薬野菜を実費で提供していただけると嬉し
いです。共同畑産のシソジュースもお楽しみに。
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
１０／１０(第２日)

（雨天の時は翌日に順延）

雑木林の下草刈りと整備、倒木の整理など
お昼は「すいとん」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、お椀/箸

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆９月１９日（日）の午前・午後、私たちのフィール
ドに元信州大学の馬場多久男先生をお招きして、緑
地の新しい菅理手法についての勉強会を開くことに
なりました。沢山の会員に参加して頂きたいと思い
ますが、人数（２０名程度）の関係があり、希望さ
れる方は事務局にお問い合わせください。日野市緑
と清流課の後援を頂いています。
☆先日のイベントの際ご報告したアリスの丘の水質に
ついて再度検査をしましたところ、大腸菌群は検出
されませんでした。当初心配していた農薬や化学肥
料に含まれる有害化学物質は前回から全く問題あり
ませんでしたので、この水は安心して飲めるという
ことになりました。
☆アリスの丘で正規の管理者以外の
方に菅理を一部お願いしている
ケースがあるようですが、これは
ご遠慮ください。

