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倉沢里山を愛する会

雑 木 林 は 命 の 源
◇思いの源は２本の井戸
私は多摩ニュータウン事業区域の道境に68年間住んで
います。住まいは多摩市ですが八王子市へ30メートル、
日野市に200メートルに位置し愛宕山緑地がすぐ近くに
あります。誇りに思うことは、２本の井戸が庭に今も健
在で、守って来たことです。農地や庭木、草花への水や
り、洗車に活用し、そのうち飲料水にもと考えていま
す。雨が長期間なく、超乾燥しても井戸水は涸れること
はありませんでした。この２本の井戸を今まで守りこれ
からも守っていくことが私の緑地や水、自然に対する原
点です。

◇目と心のオアシス雑木林
小さいとき、多摩丘陵の雑木林で遊び育ちました。小
学生４年生の１年間は学校を休みました。その原因は雑
木林の中で家の手伝いで「くずはき」をし、足に怪我を
してしまったからです。４０年間身近の里山の中で生活
し、毎日毎日雑木林の中を歩き、そこで生きている昆虫
やキツネ、タヌキを見て、小鳥の声や囀りを聞き、四季
の落葉樹の恩恵を知り、そこから人間を、自分を、そし
て自分の心と身体を見て育ちました。自然を一つ一つむ
ずかしく考えることなく、目と心で感じ「ああ、雑木
林って本当にオアシスだ」と素直に思って育ち生活して
来ました。人間にとって最も大切なものは、この目と心
で感じる雑木林がオアシスと常に思っています。

◇開発事業で地主さんに感謝
何げなく当り前に存在すると思っていた自然、それが
雑木林や里山は残す努力をしないと残せないと思ったの
は、万願寺の区画整理を担当してからです。土地を活用
して生活するという大切なものがある一方、用水の存続
について市民の皆様と議論したときがきっかけです。十
分ではありませんが、用水、農地、屋敷林、雑木林を少
し存続することが出来ました。以降の土地開発事業は、
そこにある緑や水、美しい農地は残しながらの事業とな
りましたが十分でなく、一方平地での農地をそのまま残
すことは、世の中の流れに抗し切れない面もありまし
た。多くの土地所有者のご協力とご理解があってのこと
とありがたく思っています。

◇倉沢の里山は日野の「お宿」
京王線で新宿から西に来ると線路直近に迫ってくる丘

活動開始満10周年記念号
河内 久男（前副市長・日野市立病院経営専門監）
陵、雑木林が
百草山・倉沢
の里山です。
車窓から外を
眺め、多摩川
を渡り、少し
空気がひんや
りと肌で感じ
て緑が近くなり、圧倒的なボリュームで緑が迫ってきま
す。この雑木林を絶対無くしては駄目と思う人は、100
人中100人と確信します。この里山をどのようにしたら
残せるか考えました。日野市には優秀な職員とやる気の
ある職員がいて、提案してくれたのが一部寄附方式での
買収です。普通に買収するのでは財政が破綻しますし、
期間が10年20年と必要となってしまいます。詳細は会報
№52号で当時担当部長でした笹木延吉氏が記述していま
すので割愛いたします。

◇残せた理由は
一番 大切なこと は「里山を残 そう」と いう地域の皆
様、市民の皆様の情熱です。そして人材が必要です。こ
の倉沢里山は、特に近くの地域の皆様方が地主さんに話
し、地主さんのご理解と地域の皆様の価値観がピッタリ
一致したということだと思います。永くこの地に住み、
この土地を、里山を、雑木林をとても愛していた、好き
だった地主がいて、地域の皆様がいたから実現できまし
た。人材ですが、この倉沢の里山を残し、存続出来る仕
組みづくりをした知恵者がいて実現できたと信じていま
す。「倉沢里山を愛する会」の皆様に敬意を表するとと
もに感謝申し上げます。

◇存続への期待と感謝
私は倉沢里山に隣接する十二社神社の氏子としてずっ
とあの鎮守の森を見て守って来ました。神社の周辺の緑
地も合わせ、日野地域の倉沢の里山とが末永く今のよう
に残され、地域の皆様、市民の目と心のオアシスとして
永遠に存在することを祈念し、倉沢の里山の恩恵を受け
ながら生活し、子供達へ孫達へと引き継がれることを
願っております。最後になりますが、重ねて、ご協力い
ただいた各地主の皆様、これを支えた地域の皆様、「倉
沢里山を愛する会」の皆様に感謝申し上げます。
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國分 知子
2000年5月6日、初めて倉沢の里山を、100名を超える
方々と共に散策しました。その後、地権者の親族の
方々を中心に数名で保全活動を始めましたが、やがて
相続の発生に伴い、相続された方々の善意により相続
分の7割という広大な土地が日野市に寄附されること
になりました。都市近郊では相続が発生すると土地は
売却されマンションが建つというのが、一般的な流れ
でしたし、特にこの土地は地盤が安定していますし、
近くには農家があって、いつも新鮮な野菜を購入する
ことが出来るという最高の立地条件です。
その里山が公有化されることに決まり、私はただ一
言、奇 跡 だと
思いました。
その後も畑の
管理の問題や
解決しなけれ
ばならない問
題が次々と発
生しました
が、大 雨 の後
に虹が美しい

№ 53. 2010/
2010/春
春 (2)

曲線を描くように、何度虹のかなたに青空を見たこと
でしょう。また、ボランティア活動には活動資金の問
題がついて回りますが、事務局長の尽力により、必要
に応じて企業の助成金を獲得していただき、機材や資
材を調達できたことは本当にありがたいことでした。
2008年には、別の相続に伴い、新たに山林が市に寄附
され、倉沢が現実に市の緑地保全地域となったことに
深い感動を覚えました。
個人的には屋外で火を起こし100人分のスープを作る
ことが出来るようになりましたし、骨密度は年齢平均
の115%を維持出来ました。体の免疫力を向上させるた
めには、体を温めること、深呼吸することが大切と言
われていますが、この里山保全活動によって、この二
つは達成することができました。
日野市では市民農園にとても人気があり、需要に供
給が追いついていませんが、緑地や公園の保全をし、
そこで出来上がった腐葉土を使って農園を耕作すると
いう倉沢方式の循環システムを今後市全体に広げたい
と私は考えています。
緑地を寄附して下さった地権者の皆様、ボランティ
アの皆様、本当にありがとうございました。今後も
様々な問題の大雨が降っても、いつの日か虹のかなた
に青空が広がることを信じて、いつまでもこの美しい
緑地を守ることができますよう、ご協力下さい。よろ
しくお願い致します。
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あれから
あれから16
16年を経て
16 年を経て
安孫子昭二
私が生まれ育ったのは奥羽山脈の麓にある山形市の郊
外で、蔵王を背に、正面には出羽丘陵の月山、葉山を遠
望してきた。いつも山を身近にしてきたから、山が見え
ない所には住みたくないし、土いじりをしていないと落
ち着かない。私にとり菜園は趣味以上のもの、日野市神
明上に越してきてからは近所の畑をしばらくお借りして
きたが、開発されることになり返上することになった。
八王子市堀之内の柚木ファーマーズでご一緒した金子
愛々さんにこの話をしたところ、田村はる子さんに口を
利いてくださり、アリスの丘のレジャー農園のとば口を
お借りすることができた。当時の手帳を引っ張り出して
みると、16年前の1994年8月28日とある。この夏はとび
きりの酷暑つづきだった。
雑木林に囲まれたこの台地には、縄文中期の万蔵院台
遺跡と終末期の古墳群があり、耕作された畑をのぞいた
ら縄文土器片が散っている。こんな自然環境の中の菜園
は最高の贅沢というもの。当時、多摩センターの東京都
埋蔵文化財センターに出勤する途中、毎朝１時間を耕作
に費やし、緩やかな斜面を段々畑に耕作し直したら10段
になった。上から、人参・春菊・小松菜・ほうれん草・
カブ・玉ねぎ・ブロッコリー・大根・葱・ノラボウなど
の秋野菜を早速作付けした。４年後には、今のキウイ棚
の隣の場所もお借りして作付けを広げたが、まだ若く体
力もあったから、仕事の合間でも可能だった。
早朝に畑作業をしていると、雑木林の梢か
ら途切れなくドラミングする乾いた音が響
いてくる。何ごとかと耳をそばたてたとこ
ろ、コゲラが飛びたって、この里山の豊か
な自然を実感したこともあった。
里山の会が発足したのはそれから６年目、
会員は地元の百草住まいで近所付き合いされている方が
多いが、私は同じ日野市内でも市役所の方で倉沢からは
離れている。それでもこの倉沢里山を保全していこうと
する趣旨に賛同して仲間に加えさせて頂き、交誼を得て
きた。10年一区切りというが、この10年を振り返ると
あっという間であった。来る10年もまた持続可能な環境
であり、また倉沢里山を愛する会でありたいものだ。

倉沢の緑地と畑の管理
中尾ひろえ
知人の紹介で初めて「風の丘ファーム」の畑に鍬を入
れたのは10年以上前のことだった。私自身はかなり前か
ら市民農園とは違った形で耕していたが、その畑を返し
たときだった。その頃、倉沢の有志はすでに新しい緑地
と畑の管理を模索し始めていた。たまたま日野市の環境
基本計画に関わっていた私にも相談会に声がかかった。
2001年、田村はる子さんの母上が亡くなられ、その相続
税問題が大きな課題となっていた。故父上の相続のとき
も大変苦労されたようだが、再び相続税問題に直面した
相続人の方たちは倉沢の緑地・畑を残すため知恵を絞っ
ていた。また日野市も緑地保全の施策を持っており、
都・国へも働きかけていた。当時東京都が開いた「多摩
丘陵里山保全連絡会」への関与もその一端だった。
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倉沢里山への夢
五十子満大
私が倉沢里山を愛する会に加わらせたもらったのは、
確か2002年の春頃だったかと思います。峰岸会長に誘わ
れたのが始まりです。
1946年、中国の旧満州から伯父たちと共に祖母一人の
家に姉弟6人で引き揚げ、落川での生活が始まりまし
た。祖母の家も昔はいざ知らず、農地解放で農地は無く
なり、一方供出の割り当てで全くといって食料が無く、
今では及びもつかないことだが、焙烙(ほうろく)で焼い
た糠のパン、これはそれなりに食べられたが、どうして
も飲み込めなかったのが麬(ふすま)のパン。そんな訳で
田んぼに入ってイナゴや、タニシ、用水のシジミを捕
り、そして百草園のおいしかったシイの実、飢えのみな
らず痴呆状態に陥るほどの栄養失調も大分回復でき、普
通人に戻ることができた。これが私の落川の自然との関
わりはじめです。翌年シベリア抑留から父が帰還し、柚
木で教員に復帰し人並みの生活が得られました。父の定
年で1960年から再び落川に戻り、現在に至っています。
私の家は多摩川と浅川の合流点の南側の土手近くにあ
りますから、住み始めた当時は多摩川の鉄橋を渡る電車
や、百草園駅のホームで待つ人も見え、百草園の山の彩
りから季節を感じ取ることもできました。夏でも窓を開
けて寝ようものなら風邪を引いてしまう程の自然環境で
した。しかし1970年頃から百草園から西方の丘陵地には
ダンプがどんどん走り回り、あれよあれよと見る間に家
が建ちはじめ、一挙に山を下る雨水で田んぼに土盛りし
た宅地は水没、そして程久保川の付け替え工事、静か
だった敷地には川が掘られ寸断、反当たり収量10俵を
誇った周辺の水田も90年代後半には宅地化され、芹や野
蒜の恵の畦道もなくなり、蛙もいなくなり、舗装され
ヒートアイランドと化し、夏は1日中エアコンなしでは
過ごせない環境になり、この30年ほどの激変ぶりは何と
も云いようがない。人間が自然を破壊し、その破壊され
た自然から脅威を受けるようなことはしてはならないと
思います。温暖化はその警鐘です。倉沢との関わりは、
大きく云えば埋め合わせ、その一歩と思い長久保緑地に
植えたコナラやクヌギが20ｍ位の大木になり、その下で
そよ風に吹かれながら昼寝をするのを夢見ています。
ファームの市有化と同時に、以前から借りていた畑は
障害者団体やまぼうしが管理することとなり、私は「ア
リスの丘」の区画に移った。「アリスの丘」はファーム
委員会のメンバーが畑地をすべて計測して区画割りし、
一部は暗渠排水等の工事も行なった。区画は大小を含め
て条件がさまざまだが、畑を借りる人＝ファーム管理人
は緑地管理活動に参加するという前提であった。緑地管
理や会の運営にかかる経費をどうするかなども、幹事会
で議論しファーム管理賛助金というかたちで解決した。
かつて里山での農業は、山の落ち葉堆肥や家畜糞、剪
定枝等の焼却灰などの投入＝循環によって成り立ってい
た。その考え方のもとに緑地と畑とを循環させるという
会の運営理念が確立した。倉沢の公式な活動日の参加者
は毎回40人〜70人と、他の緑地管理団体の中では飛びぬ
けて多い。さまざまな魅力が倉沢にはあるからだ。
これから10年後は20歳！となる。青春期をめざした活
躍の時代である。多くの若者の参加も期待したい。
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先進的里山保全システム
事務局長

田村 裕介

一般的な市民農園は、自治体や農協などが、農家が維
持できない休耕農地を借りて市民に貸与するもので、
普通は２～３年毎に耕作者を全部入れ替え、新たに抽
選して割り当てるため、土作りからやるのはほとんど
無意味で、また前の人が何を作っていたかなども把握
できないため連作障害も起こりやすく、あまり良い条
件とは言えません。地主に相続などが起きれば、多く
の場合農園は解消されて跡地には住宅が立ち並ぶこと
になります。
一方「アリスの丘ファーム」は、市有化された時から
里山の樹林地とセットで市の環境部門が所管したこと
が非常に大きな意味を持っています。
普通は農地というと所管は農業部門ですが、ここでは
「里山の環境を構成する重要な一要素」という位置づ
けで、里山を守る市民ボランティアの中で、畑にも興
味があるという方に、期限を限らず同じ区画の管理を
お願いしています。現在の農業ではほとんど消えてし
まった里山の樹林地と農地との間の自然循環も、良質
な腐葉土の堆肥などを通して市民の手によって実践し
ています。一般の市民農園にはまずあり得ない、駐車
場・水道・トイレなどの基本設備もたまたま偶然でき
た訳ではなく、当初から里山管理のためのインフラと
して確保したものです。私たちの里山保全システム
は、全国的に見ても類を見ない独自かつ先進的なもの
だと思います。
そして昨年、発足から10年の積み重ねを背景に、新た
に私たちの管理下に入った「アリスの丘ファームⅡ」
は、さらに大きな意義を持っています。今まで工場
だった場所が農地として再生したという意義を強調し
てきましたが、実はもう一つ重要な意義があります。
それは、市の農業所管部門が個人の所有者から市民農
園として借り受けた土地の運営・管理を、里山保全の
市民団体に一括して任せてくれたということです。市
と地主さんの両方の信頼を得た貴重な事例と言ってよ
いでしょう。市役所の中では「アリスの丘ファーム
Ⅰ」は環境部門、「アリスの丘ファームⅡ」は農業振
興部門とそれぞれ所管が違う中で、市民ボランティア
団体が同一の仕組みで運営・管理していること、それ
は大きな意義を持っています。農地も地域の環境保全
の重要な要素であり、都市農家が後継者不在等で将来
農地を維持できなくなった時、都市農地を市民の手で
も守ることができる可能性も示唆しています。
そうした意味で私たちが今やっ
ている里山保全活動の仕組み
は、先進的なものであり大きな
意義を持っているということを
会員の皆様には改めて認識して
頂きたいと思います。そのこと
を、私たちはもっと誇っても良
いのではないかと思います。
緑地の維持管理活動には、年間４回とか回数など計算
しないで、是非出来るだけ多く参加し、里山にもっと
親しんで頂きたいと思っています。
満１０週年は、次の新しい１０年のスタートです。
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１～３月の主な活動報告
1/20(水) 第２緑地の高木伐倒(日野市緑と清流課と協
働作業)(約15名参加)
1/23(土) 第２緑地伐倒木の玉切り、粗朶片付け。広
場の切り株椅子、椎茸ほだ木原木作り、アリスの丘梅
の剪定他。(里山椎茸のカレースープ、約50名参加)
2/11(祝)

雨のため中止。

2/27(土)

雨のため中止。

3/13(土) 万蔵院台病院側粗朶柵補修、緑地からタラ
の丘の落ち枝片付け、長久保緑地落葉掃き、苗木の植
樹と保護。郷土資料館の雑木林探検隊が体験参加。椎
茸の植菌(コマ打ち)体験。(お汁粉他、約70名参加)
3/25(木)

雨のため中止。

４～６月の主な活動予定
2010年度はすべて午前の活動です(他にオプション)
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等
4月24日(第４土) （都合により年間計画を変更します
(下記参照)雨天の時は翌日に順延）
１０：００ 炭焼小屋広場集合
長久保緑地支柱補修他(作業後はけんちん汁)
5月15日(第３土)
（雨天の時は翌日に順延）
１０：００ 炭焼小屋広場集合
タラの丘、畑の周囲、アリスの丘の下草刈り他（作業後
はトン汁です）
6月19日(第３土)
（雨天の時は翌日に順延）
１０：００ 炭焼小屋広場集合
長久保緑地下草刈り、第１緑地崖面、タラの丘、畑の周
囲、アリスの丘の下草刈り他（ミネストローネ）

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆倉沢里山を愛する会が活動を始めて、満 10 年が経
過しました。皆様のご支援・ご協力の賜物と感謝し
ています。炭焼き小屋広場に昨年記念植樹したエド
ヒガンの苗が早くも 15 個の可愛い花をつけました
(左)これからも引き続きよろしくお願い致します。
☆年間計画でお知らせした 10 周年記念パーティーは
諸般の事情により 11 月に延期させて頂きます。ご了
承お願いします。それに伴い４月は通常の活動に変
更致します。(変更後の年間計画を参照下さい。)
☆アリスの丘の管理をお願いしている会員には年間 4
回以上の公式活動参加をお願いしていますが、昨年
度(2 ～ 1 月)の実績は以下の表のとおりです。ご都合
のつく限り出来るだけ多くの参加をお願いします。

この活動は、2010年度一般財団法人セブン・イレブン記念財団の公募助成を受けています。

