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５０年の時を経て５０年の時を経て５０年の時を経て   
里山の記憶里山の記憶(3)(3)         田村はる子 

５０年の間に雑木は大木となり、その下のネザサは

人の背より高くぎっしりと生え、人を寄せ付けない暗

い藪となっていました。４月１６日（土）の作業日に

はいよいよ北緑地の東側に初めて手を入れることとな

りました。特に体力に自信のある１０名を募り精鋭部

隊を組みました。太いネザサを手で１本１本刈ってい

くのはさぞ大変なことでしたでしょう。私は万蔵院台

緑地での笹刈り作業に入っていましたので北緑地の作

業はできませんでしたが、後で現場を見にいくのを何

よりも楽しみにしていました。 

というのも私が子供の頃、この辺一帯の野山を走り

回って遊び場所にしていましたので、この長い年月の

間に植生がどのように変化したのか知りたかったので

す。この山にはシュンランが多く、花をおままごとに

使っていたほどでした。現場に着く

と外周は笹がそのまま残されてい

て、中に入ると暗い藪はなくなり、

明るく広い空間が広がっていまし

た。少し興奮しながら、苦労をして

笹を刈ったと思われる斜面を一歩一

歩登って行きました。ふと足元を見

ると、なんとそこにシュンランがあるではありません

か。幼友達に出会ったような懐かしさと嬉しさで胸が

いっぱいになりました。笹を刈ってくれた人はシュン

ランと分かって刈り残してくれていたのでしょう。よ

く見るとあちこちにあって、しかも大株のものもいく

つもあり、花が９つも咲いているものもありました。

後日もう一度見に行ったら、今度はサイハイランがた

くさん確認でき、こんな暗い藪の中でよく生きていて

くれたものだと、またまた感動させられました。 

この山の続きの稲荷様が祀ってある場所に、昔キン

ラン、ギンランが群生していたのを思い出します。金

色に輝き咲いている様はそれは見事でした。それを子

供の手には余るほど摘んで、花束のようにして家に持

ち帰った思い出もあります。キンランの花束なんて今

となっては夢のような贅沢な話で、個体数が激減した

現在ではとんでもない行為だと叱られてしまうでしょ

う。その他昔はフデリンドウ、ジュウニヒトエ、エビ

ネ、オケラ、リュウノウギク、ヤマツツジなどの植物 

が豊かにありました。あと２～３回程作業に入れば薮

もきれいになりそうです。ウグイスやコジュケイなど

の鳥達のために周りを刈り残し、隠れ場所が確保でき

たことも良かったです。会員の皆様の力で植生豊かな

林に再生できればこんな嬉しいことはありません。 

ここのようにたとえ荒れ果てたとしても、緑の空間

が残ってさえいれば、植物たちは耐え抜き生き残って

いてくれるのですね。でも今回の杉野学園の陶芸工房

跡地のように、人の手によって空間そのものが奪われ

てしまったら、もはや再生の可能性は皆無です。それ

を改めて強く感じさせられました。 

いつの日か、野草が咲き乱れる林を皆で散策できる

日が来るよう願わずにはいられません。 
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東京に倉沢里山ありき東京に倉沢里山ありき東京に倉沢里山ありき   
鈴木 良平 

2004年9月のことです。深夜、何となくネットサー

フィンをしていたら、自然保全ボランティアを募集し

ているサイトを見つけました。それが「倉沢里山を愛

する会」のホームページでした。僕は当時千葉県市川

市に住んでいましたが、自然保全活動に関心があり、

日野市であれば行って行けない距離ではないなと思

い、思い立ったが吉日とばかり参加申込みをしまし

た。これが、僕が倉沢の活動に参加することになった

経緯です。 

 初めての自然保全ボランティアへの参加でしたの

で、最初はドキドキしながら参加しました。参加して

から知りましたが、倉沢ではホームページ経由で参加

する人は多くはないようですね。でも事務局の田村さ

んをはじめ、皆さんが僕を温かく迎えてくれました。

お蔭で活動への抵抗感が払拭され、以後他の様々な団

体の活動にも参加していき、ついには転職にまで至り

ました。思えば、最初が倉沢での活動でなければ、今

の僕はなかったのではとすら思います。今富山県で環

境関連の仕事に就いています。 

 初参加の日のこと

を今でもよく覚え

ています。ホーム

ページにあった現

地イラストに田畑

や山が多く描かれ

ていたので、東京

の中にもノスタル

ジックな風景が残っ

ているのだろうと想像を膨らませ、バスに揺られ緑地

に向かいました。ところがバスを降りてビックリ。何

の変哲もない、ありふれた住宅街ではありませんか。

田も住宅に囲まれた土地に肩身狭く残されているに過

ぎず、東京の宅地化の波のすさまじさを感じずに入ら

れませんでした。ですが、倉沢里山自体は意外に広

く、数種類の野鳥が楽しそうにさえずり、市民の憩い

の場としてはかなり素敵なところです。都心の大規模

公園とも異なり、噴水や強引な石畳などがない分、素

朴さと同時に親しみやすさを感じました。 

アリスの丘の共同ファームでは厳しい寒さに耐え

た絹サヤが元気に急に勢いをつけてきました。３月

末に植え付けたジャガイモもしっかり育っていま

す。梅の剪定、キーウィー棚の整備、ブルーベリー

の植付けと、果樹も少しずつ充実してきています。 

「梅の木の下で」と声をかけると、毎回数人が集ま

り作業が始まります。技術を会得している超ベテラ

ン、まだ教科書頼りの人、そして野菜作りにあこが

れている段階の人、十人十色の考えに加えて色々な

農法があるので、喧々諤々となるときもあります。

まあ、二つ譲って一つ得る気持ちがよい結果を出し 

 

右から２人めが鈴木さん(2004/9/11) 

地元の皆さんが主体となって、身の丈にあった管理

が行われているからこそ、それが可能なのでしょう。

人工的な自然にもいろいろあり、里山風景もその一つ

ではありますが、倉沢のような肩肘を張らない素朴さ

を有する自然が、喧騒にまみれる首都圏にこそ必要で

はないかと感じます。既に手遅れのところも少なくな

く、また安全性の問題なども含め簡単ではないでしょ

うが、このような場所が一つでも多く残されていくこ

とを祈らざるを得ません。倉沢里山は、その象徴とし

て、あるいは教科書として、誇り高く、そして末永く

維持管理されていって欲しいと思います。  

里山耕房くらさわの牛糞堆肥里山耕房くらさわの牛糞堆肥  
昨年「ＮＰＯやまぼうし」の障害者作業所、「里山耕房くら

さわ」が発足しましたが、その活動の産物のひとつである

「牛糞堆肥」を、倉沢里山を愛する会でも障害者福祉への

協力・支援として会員に斡旋してしています。「里山耕房く

らさわ」の活動の状況について以下に報告して頂きました。 

昨年４月、地元田村さんご夫妻と倉沢里山を愛する

会の皆さんのご理解とご協力を得て、やまぼうしの３

つめの障害者作業所として「里山耕房くらさわ」を開

設する事ができました。この作業所の第１の活動分野

は、倉沢の「風の丘農園」、八王子堀の内地区の鈴木

牧場の畑、日野市内２箇所での耕作です。昨年は酷暑

の厳しさの下、様々な作物を作付け、産物は「交流サ

ロンべらもんと」の食材や利用者の自家消費にあてて

います。第２は、鈴木牧場の牛糞の堆肥化支援活動

で、以前「かたくりの家」が行っていたものです。そ

の後中断していたのを再開しました。やまぼうしのス

タッフが週３回の切り返し作業を担当し、日野市内で

回収した家庭生ゴミを混ぜて２ヶ月かけて完熟堆肥に

しています。10キロ袋と5キロ袋に詰めて販売し、好

評いただき毎回完売しています。倉沢里山を愛する会

の皆さんにもご協力頂いた売り上げは、利用者の授産

工賃に充当しています。第３は、新井・落川地区での

家庭用生ゴミの回収作業で市や市民グループとの協働

で進めています。第４は、倉沢での「子ども農園」や

「百草の竹林の手入れ」「竹の炭焼き」などです。 

2005年度からは、利用者定員が14名になり、倉沢で

の『デイサービス的活動』が本格化します。 

今後ともよろしくお願いします。  （伊藤 勲） 

しっかりと野菜は育ち、ボランティア活動の時の皆

さんのおなかにも納まっています。 

共同ファームには完熟の落ち葉堆肥をたっぷりと入

れています。肥料も発酵鶏糞と油粕を使っているの

で、土壌菌の豊富な土になっていると思います。手

がかからず保存できるもの、ジャガイモ、サトイ

モ、さつまいも、等が主な作物となっています。 

今年の絹サヤも沢山採れそうです。採れだすと毎日

収穫できます。事務局や幹事さんがこまめに冷凍保

存したものを、活動時の食材としても活用していま

す。絹サヤを作っておられない方、畑をやっておら

れない方、皆さんも通りかかったら少しずつ採っ

て、収穫の楽しさを感じてみてください。 (川崎明) 
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ふるさと景観を考えるシンポふるさと景観を考えるシンポふるさと景観を考えるシンポ   
府中かんきょう市民の会 

進藤礼治郎 

ＮＰＯ法人府中かんきょう市民の会は１月２９日、

東京農工大学と共同で「水に親しむ環境づくりシンポ

ジウム２００５」を、市内外から約１６０名の参加を

得て開催できました。今回初めて府中市南西部の四

谷・日新町地域を「ふるさと景観保全地域」として保

全するなどの市民提案を行いました。同地域は伝統的

な田圃風景と屋敶林に囲まれた農村集落が残され、今

でも米作り文化が息づいており、府中のふるさと景観

として残すに相応しいエリアとなっています。 

集会はまず、東京農大の守山弘先生の「田んぼの学

校から学ぶもの」と題する基調講演、続いて市民提

案、最後にパネル討論で締めくくりました。 

 パネリストには倉

沢里山を愛する会の

田村事務局長をはじ

め調布市も含めた４

名の方に登壇してい

ただきました。討論

テーマを「ふるさと

景観を活かした水と

緑のまちづくりを考

える」としたのには理由があります。市民提案の推進

にあたり、実際の活動経験や活動の先進性に学びたい

との思いがあったからです。 

シンポジウムの全容は紙数の関係で割愛させていた

だき、ここではパネル討論のうち田村事務局長の倉沢

里山を愛する会のユニークな市民農園と雑木林の循環

と題する取り組み報告に絞り、参加者アンケートの反

響と併せて、ひとことわたしの感想も述べさせていた

だきます。 
 

《アンケート》◇実践者の話はインパクトが大きい。

市民によるコミュニティーづくりの大切さを感じた。

◇田村氏の都市の中の里山保全のお話は大変参考に

なった。環境保全の今後を示唆するところ大。◇相続

による緑地保全・対立構図でなく、三者ベクトルを合

わせた協力による達成は立派。◇景観保全には農家の

協力関係が不可欠、特に相続問題があり、それをクリ

アーできる“画期的な政策提言”を期待したい。倉沢

里山の経験事例のような。 
 

《感想》ボランティアと遊び心、そして新しいコミュ

ニティー作りをうまく融合したまちづくり活動がうら

やましい。府中の市民提案も個人の財産権の問題と

か、法律の限界とか、非常に難しい問題が沢山ある

が、机上のプランだけで終わらないよう地道な活動を

続けて欲しい、との田

村さんの実践を踏まえ

た重みのある発言（助

言）をしっかり受け止

めようと思いました。

今後もご指導をよろし

くお願いします。 

緑地保全のための制度提言緑地保全のための制度提言  
田村 裕介 

本紙第３０号(2005/1/1)

の「里山の保全と保全」と

いう一文の中で、私は次の

ような指摘をしました。 

「民法上の個人の財産

権・相続権も、社会的・経

済的システムの中での都市

農業の位置づけなども、将来もそう簡単に変わること

はないだろう。だからこそ、こうした法律や社会的な

背景を大前提として、その上で今後の保存策を検討

し、制度化していかなければ、里地・里山を残すとい

うことは、現実としてはほとんど不可能と言わざるを

得ない。」ということです。 

その具体化のためのひとつの案として、たとえば所

得税制について、私は今こんなことを考えています。 

現在、土地を売却した場合の譲渡所得税率は長期譲

渡の場合おおむね26％です。地権者が土地を売った場

合、手元に残るのは大体75％位ということになりま

す。そこで、① 所得税制に特例措置を設定して、緑

地保全を目的として、公共的な機関（自治体や信頼性

の高いトラスト等を含め）に対して売却した場合には

譲渡所得税を免除することにします。国が環境や緑地

保全の意義を認めて、財務省がＯＫすればできるはず

です。国全体の予算規模からすれば、これによる歳入

減は微々たるものでしょう。さらに、② ①を使って

緑地を取得する公共的機関に対しては、国が買い上げ

価格の2分の1くらいの補助金を出すことにするので

す。これもそんなに大きな額になるとも思えません。 

この２つを併用すると、地権者は公共に対して市場

価格の75％程度で緑地として売却すれば、民間のディ

ベロッパーに宅地として売るのと全く変わらない手取

り収益を得られることになり、一方で取得する自治体

等の負担額は市中価格の3分の1程度になる計算です。 

地権者（すべての相続人）には先祖から受け継いだ

農地や山林に愛着や責任感もあるでしょうから、仮に

上記より条件が多少不利であったとしても、現在の仕

組みよりは、はるかに緑地保全へのインセンティブに

なるはずです。なにしろ現在は緑地を寄付するとして

も地権者には益がないどころか測量費用等まで負担さ

せられていることを思えば、これでかなりの緑地を公

的に残すことが期待できるのではないかと思います。 

特にこの提案が重要な意味を持っているのは、農業

後継者以外の相続人に対しても大きなインセンティブ

になるということです。今まで都市部では、民法上の

全相続人の権利を確保するためには、土地を民間に宅

地として売る以外には方法がなかったのですから。 

詳細に検討すれば、もっと細かくフォローすべき

色々なケースが想定されます。行政や税制の専門家に

制度の周辺の関連する仕組みや問題点等をチェックし

解決してもらう必要があると思いますが、政治や行政

には、こういった新しい仕組みを、もっと前向きに

「創造」してもらいたいし、その可能性はまだまだあ

るのではないかと考えるのです。 
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☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 
☆アリスの丘の水道の水栓金具を取り外し式として、
使わないときははずしておくことにしました。関係者
以外の人が勝手に使ったり、洗車をすることも見られ
るのでこのようにしました。水を使った後は水栓金具
を定位置に戻していただくようにお願いします。（水
道脇の杭の裏側の金具に掛ける） 
排水は田村宅の庭に直接流しています。洗剤や薬品等
の使用はご遠慮下さい。 

☆杉野グラウンドの大規模開発計画に関する請願は３
月の市議会で再度継続審議となりました。皆様にお願
いした署名は最終的に、日野市内外から 1153名の方の
ご協力を頂きました。その間にも杉野周辺は無残な姿
に変わり果てています。その後さらに周辺の一部の土
地の買い上げ保全を本会として日野市に要請してい
ます。楽観はできませんが結論はまだ出ていません。 

倉沢のいきものたち倉沢のいきものたち  (第４回)(第４回)  
千葉大学研究生 茂木哲一(もてぎのりかず) 

キツツキの生活 

キツツキという名前は誰もが知っていると思いま

す。しかし、実際にはキツツキという鳥はいません。

キツツキというのは、グループの名前に過ぎないので

す。余談ですが、ハトという鳥も、カラスという鳥も

いません。サクラという植物もありません。野生生物

の正しい名前を知ることは自然への興味を深める第一

歩です。 

 さて、もっとも身近なキ

ツツキの仲間はコゲラで

しょう。スズメほどの大き

さしかないコゲラは、都市

域でもちょっとした林があ

ればみることができます。

もちろん倉沢でもよく姿を

みます。オスは頬に赤い模

様があるのですが、肉眼で

見分けるのは難しいでしょ

う。「ギィー、ギィー」と

いう声で鳴き、早朝などの

静かな時間であれば、木を

たたくコツコツという音

（ドラミングといいます）

も聞くことができるでしょう。ドラミングには、木に

穴をあけて食べ物（昆虫類）を探すことのほか、仲間

への伝達手段としても役に立っているそうです。 

また、キツツキの仲間は舌が非常に長く、なんと体

の全長ほどもあります。普段はこの長い舌を頭の骨に

丸めて収めていて、木の中に隠れている昆虫類を捕え

るときに伸ばすのです。キツツキの仲間が木に垂直に

とまることは有名ですが、これにも驚くべき体の機能

が備わっています。体を垂直に保つために足の指が前

と後ろに2本ずつついていて（鳥は一般に前が3本で後

ろが1本です。スズメやカラスで観察してみましょ

う）、尾が針金のように堅くなっています。こうして

うまく3点間でバランスをとることで、その独特の生

活スタイルを築き上げているのです。 

 倉沢でみられるキツツキには、コゲラよりも体が二

回り以上大きいアオゲラもいます。アオゲラは日本固

有種といって、世界中で日本でしか見られない鳥のひ

とつです。アオというわりに体はみどりがかっていま

すが、昔は青のことをみどりと称していたためでしょ

う。ちなみに青い鳥には、オオルリ、コルリ、ルリビ

タキなどのように、ルリがつきます。なお、日野市の

鳥であるカワセミは正確には青く見えているだけで、

実際に青い羽根をもっているわけではありません。こ

の話については、また別の機会に紹介できればと思い

ます。 

アオゲラが日本固有種といいましたが、コゲラも世

界の中では分布のたいへん狭い鳥です。広い世界であ

まりみられないキツツキの仲間たちが、倉沢で身近に

見られるというと、なんだか感慨深くないですか？  

イラスト・藤田 素子 

カマを研ぐこと できますか？ 
4/16(土)は62名の参加者がありいろいろな作業を行

いました。北緑地10名、共同ファーム8名、料理3名、

残りの40名程は万蔵院台緑地でカマの研ぎ方講座と草

刈作業をやりました。三井さんにお願いしたカマの研

ぎ方講座は今回が初めての企画でとても有意義なもの

でした。草刈りだけでなく道具の手入れの仕方もマス

ターできたらいいですよね。足でカマの柄をしっかり

押さえ砥石は刃に対して直角に動かし研ぎます。用意

された10個の砥石で順番に研ぐ体験をしました。何れ

一人一人がカマを研いで道具の手入れができるように

なればボランティア活動も本格的といえるでしょう。 

今年度はこのような講座を順次企画し、ナタや刈り

払い機、チェーンソーの使い方等も勉強していければ

と思います。この機会に参加して頂き、事故や怪我の

ないように、かつ道具のメンテナンスや管理まで含

め、楽しく活動できれば嬉しいです。 

昼食は國分シェフのミネストローネ。トマト味が美

味しく大好評でした。共同ファーム産のサトイモの煮

物、下村さんの菜花などおいしく戴きました。ご飯は

木村さんに薪で炊いて頂き、これまた上手に炊けてい

ました。他の方にも是非伝授して頂きたいものです。 

５・６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。 

５月１４日(第２土） （雤天の時は中止です） 

春の散策会。帰りは４時頃の予定です。 

貸切バスで東大和市狭山緑地を訪ねます。 

郷土博物館も見学できます。 

先着約４０名位。お昼は各自お弁当を持参。 

集 合 ９時３０分 第１緑地下の駐車場 

持ち物 バンダナ、弁当、飲料水、敶物 

６月１８(第３土)  （雤天の時は翌日に順延） 

雑木林の下草刈り、他 

作業の前に2004年度の活動報告会をします。 

お昼のメニューは男の料理、鉄板焼きそば(予定) 

集 合 １０時 第２緑地  

持ち物 バンダナ、手袋、お椀、箸、等 


