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倉沢里山を始め里山は、社会的共通資本として位置

づけられます。社会的共通資本とは、「たとえ私有な

いし私的管理が認められているような希尐資源から構

成されていたとしても、社会全体にとって共通の財産

として、社会的な基準にしたがって管理・運営され

る」ものです。わかりやすく言いますと、土地や水等

といった地域資源は人間生存にとって不可欠なもの

の、工業製品のように人間の手によっては作り出すこ

とはできません。そのためこれら希尐な地域資源は、

昔から持続可能とするため、個々ばらばらにではなく

地域共同による入会(いりあい)や慣行農業水利権など

農村コモンズと呼ばれる仕組みによって守られ活用さ

れてきました。 

しかしながら今日、こうした農村コモンズはなくな

りつつあると同時に、里山や農地については所有者に

相続が発生すると、ほとんどが相続税等支払いのため

に壊廃されているのが実情です。そのため、解決方法

の一つとして、旧来の農村コモンズの良い点を継承し

つつも、従来からの所有者はもとより周辺住民等の市

民参画によって、新たに市民コモンズとも言うべき仕

組み、そして実践が必要となっています。 

「倉沢里山を愛する会」の事例の参考点は、パート

ナーシップ協定の締結により地権者の思いが叶えられ

ると同時に、里山等の市民コモンズ的活用が可能であ

ることを示した点です。そして更に、同会の意義は単

なるモデル事例に留まりません。会の設立目的をみる

とそのことがわかります。 

「私たちは、倉沢里山を日野市内で最後に残された

里山のひとつとして保全するとともに、循環型社会シ

ステムの実践の場として位置づけ、農への活用など里

山の循環活動の実践によって里山の再生を図るととも

に、人と自然が共生する社会のあり方を学ぶ環境学習

のフィールドとしての取り組みを進める」。つまり、

今後我が国において必要と考えられる環境保全をはじ

め持続的社会の構築についての先駆的試みとなってい

る点です。 

最後に筆者の宣伝になりますが、以上のような問題

意識のもと、この春３月には「柔らかいコモンズ」

（農林統計出版）という題で上梓する予定です。 

もちろん「倉沢里山を愛する会」の活動についてもモ

デル事例として掲載させて頂く予定です。そちらも併

せて参考にして頂ければと思います。 
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市民コモンズとしての倉沢里山の意義市民コモンズとしての倉沢里山の意義  
ＪＡ総合研究所基礎研究部主席研究員(農学博士)  星  勉 
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事 務 局 へ の 便 り事 務 局 へ の 便 り事 務 局 へ の 便 り   
小幡 一永 

立派な冊子『緑の風は永遠に』を送付いただきありが

とうございました。大変な労作に感動しています。とく

に田村さんは大きな手術後の体調管理をしながら通常の

事務局業務もこなしながらの作業でさぞかし大変だった

でしょう。会が発足して間もない時期に参加してのお付

き合いですが、この１０年は結構長かったように感じて

いますが、お忙しい当事者にはあっという間に思えたで

しょうか？ それとも長かったですか？ 冊子の 「あ

とがき」に書かれた会の発足、活動の経緯説明、運営理

念哲学もすばらしいまとめで良く理解できます。 

ＣＯＰ１０を契機にＳＡＴＯＹＡＭＡ が国際語にな

る時代の何年も前から実践をして来た会にとっては、今

年は特に意義深い年ですね。この冊子が広く配布され、

多くの関係者や興味を持つ人達の眼に触れれば、本会の

活動もより活発に忙しくなるでしょう。頑張ってくださ

い。LETTER執筆者の索引も便利で、良いアイデアです。

あの人はどんなことを書いていたかな？などと思い出し

ながら読み直しています。 

私は１８歳で故郷を離れてから主に東京地区で暮ら

し、二年前にほぼ５０年ぶりで故郷の山梨へ帰って暮ら 

101010周年記念祭と私の周年記念祭と私の周年記念祭と私の101010年年年   
國分 知子 

11月13日土曜日、「倉沢里山を愛する会活動開始10周

年記念祭」が開催されました。当日は朝９時から次々と

会員が集まり、手際よく準備が進められました。受付か

ら会場内に向かう順路に沿っての「里山エコミュージア

ム」では、今までの活動の様子や昔の里山の写真がパネ

ルで紹介され、近隣の景観の変容に見る人たちは一様に

驚かされました。餅つきが始まると、つき手を交替しな

がらお餅がつき上がり、横のテーブルでは女性陣が素早

く丸めていきます。まるで毎年やっているかのような手

際の良さには感動すら覚えました。ビンゴゲームは予想

以上に盛り上がり、たくさんの賞品はすっかりなくなっ

てしまいました。会場には約１５０名の参加者が集まり

楽しく会話が弾みました。その光景を眺めながら、私は

２５年くらい前に参加した炭焼き体験のことを思い出し

ていました。その頃はまだ炭焼き小屋はありませんでし

たが、同じ場所で伏焼きという土の中で炭を焼く方法を

見せていただきました。夜中に煙の色が変わるというの

で見に来ましたら、星がとてもきれいだったことを今で

も覚えています。それから１５年が経ち、相続される方

たちの善意によってこの里山が保全されることになった

時は本当に驚きました。その間に相続が発生して新しい 

開発が始まった話は度々聞きましたが、寄贈されて保全

されることになったという話は初めてだったからです。 

保全活動が本格的に始まると、私は炭焼き小屋に続く

坂道を上ったところに薄紫色の「十二単」(ジュウニヒ

トエ)を増やして、春の初めに美しい光景を皆さんにお

見せしたいと思い立ち、水をやったり道路際の踏まれそ

うな根は平らな所に移し春を待ちました。ところが春が

来たらすべて跡形もなくなっていました。その頃、北緑

地でも希尐種の欄が誰かに持っていかれスコップの穴だ

けが残っていたことがありました。「秘すれば花」とい

う言葉がありますが、野草が高値で売買される昨今で

は、目立たないようにわからないようにしないと植物は

守れないことを痛感したものです。また、夏にはカブト

ムシを取りに来た人が、ハチミツを浸した網を生きてい

る木に釘で打ちつけたこともありました。灯油缶に入っ

た塗料やコンクリートのガラが不法投棄されたこともあ

りました。日頃の地道な作業も含め、里山の保全はロマ

ンだけでは成り立たないということを痛感しています。

里山の保全と共に、心ない行為をどう防ぐかという課題

もまた考えていかなければなりません。今年の目標は

「心身共に強くたくましく、男らしく生きる」です。新

年もよろしくお願いします。 

國分さんと棚橋さんの司会は、絶妙なタイミングで進行

し、お蔭でとても盛り上がりました。(事務局) 

しています。故郷への愛着が強いわけでもなく、特別に

田舎暮らしや農業がやりたいわけでもありませんでした

が、何となく行きがかりでそうなりました。親が残した

田畑を他人に預けて管理してもらい、一部は自分で食べ

る野菜などを作っています。食品類の買い物は車で 10

分ほどの距離があるので、野菜くらいは自分の畑から採

るのがずっと便利、経済性と省力化の面から生産してい

ます。里山活動で、メンバーと話合ったり聞いたりした

理論やコツが結構役に立っています。昔と違って、田舎

くらしでも対人関係も希薄になり、その面での煩わしさ

は減りました。朝寝坊も昼寝も自由で、人に煩わされる

ことも殆どなくセールスマンも来ません。これが田舎く

らしの最良の点です。空気がうまくて陽ざしが強くてし

かもやさしい、これも快適です。反面難点は、刺激が尐

ないのでのんびりしすぎると早く老けそうで、積極的に

趣味を見つけ、夫婦ともに公共の催しものに参加するよ

う努めます。軽い登山や史跡の散策などの機会など、小

さな地域だけに情報が得やすく経費もかかりません。 

昨年から始めたキノコ採りは季節の最大の楽しみにな

り、事務局の田村女史の指導を得て、毒にも当たらず楽

しんでいます。宝くじも当たりませんが。 

里山の会には、籍を置かせてもらい、時々の参加で長

く暮した百草、倉沢地区とのつながりを保ちたいと思い

ます。今後ともよろしくお願いします。 
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倉沢里山の魅力倉沢里山の魅力倉沢里山の魅力   見学を終えて見学を終えて見学を終えて   
東大和市狭山緑地雑木林の会 清水由美 

10月2日、美しい秋の一日、倉沢里山にご招待いただ

きました。東大和市狭山緑地雑木林の会と申します。

創立は1997年、登録会員数は60余名、関東平野にぽっ

こり浮かぶブロッコリーのような狭山丘陵の南斜面、

市立狭山緑地の一部を手入れする里山ボランティアの

団体です。 

当日の参加者は10名、倉沢里山を愛する会からはそ

れ以上の方が案内に立ってくださり、マンツーマンの

贅沢なガイドで、倉沢里山の魅力を楽しませていただ

きました。以下は、お粗末ながらお礼状がわりの感想

文です。倉沢里山で見つけた宝物を並べてみました。 

うらやましいもの、その１：「立ち入り禁止」の看

板。市立狭山緑地は公園なので人々の出入りはもちろ

ん自由、野外アート展が開催されることまであり、盗

掘や勝手な植栽、踏圧などに悩まされています。むろ

ん人と自然の共生が里山本来の姿ではありますが、そ

れは自然の復元力と利用人口のバランスがあってのこ

と。「ただそこに緑があることのありがたさ」を堂々

と前面に出して保護活動ができる倉沢里山、そしてそ

のような方針をブレずに認めてくれる日野市政。つく

づくうらやましいと思いました。 

うらやましいもの、その２：水。狭山緑地には水とい

えるほどの水がありません。倉沢川やそこにそそぐ小

さな流れ、流れの立てる水の音、水の存在ひとつで一

気に広がる動植物の多様性、いいなあ、ほしいなあ、

です。 

伊東 晴雄 

サラリーマン現役を引退した後の楽しみは、自然と

触れ合うことでした。最初にしたことは、庭に餌台

を作り、どのような野鳥が来るか楽しみました。そ

こから野鳥の“追っかけ”が始まり写真をとり、そ

のできばえに自己満足していました。 

また、野菜作りでは市民農園をお借りし、収穫の楽

しみを味わいました。しかし、野菜作りの知識はな

く、自己流ずぼら派のため、欲張って、大きく大き

く育てようとしていたら大根、ブロッコリーは花が

咲き、キャベツ、レタスは二つに割れ、中から新し

いキャベツ、レタスが現れたり、小松菜、ほうれん

草は収穫のタイミングを逸してきれいに花を咲か

せ、家庭菜園のはずが花畑にしたこともありまし

た。失敗作はこれ以外にも多々ありますが、失敗も

また楽しいものでした（負け惜しみかも）。 

このように、自己流で自然に触れ合い楽しんでいた

とき、我が家に自治会役員の順番が回ってきまし

た。役員会で三井さんと知り合い、倉沢里山の会、

アリスの丘のことをお聞きし、その活動に興味を持

ち入会させていただき、丁度１年たちました。 

倉沢里山の活動を1年間してみて思ったことがあり 

ます。里山は、人の五感を

感じ取ることのできるすば

らしいところであるという

ことです。それは、春の新

緑から秋の紅葉までの四季

の色彩の変化(視覚)、野鳥

の鳴き声、木の葉を揺らす

風の音(聴覚)、草木の香り、

倒木の朽ちた香り(嗅覚)、木

肌の感触、木の葉の手触り

(触覚)、柿、柚子、栗など

自然の恵みの(味覚)です。

さらに、里山で自然と触れ

合うと心に安らぎを感じます。 

アリスの丘では、早速ブロッコリー、キャベツを植

え、市民農園のような失敗をしないよう心がけまし

たが、自己流ずぼら派が災いしたのか、可愛らしい

青虫に葉を食べられスジだけの哀れな姿（骨だけに

なった壊れ傘そのものです）になりました。その

後、野菜の生命力の強さで持ち直しましたが収穫で

きるか、心配の日々です。 

今後は、自己流は改め、先輩の方々のご指導をいた

だきながら、野菜と会話をし、作付けの時期、手入

れ方法を学び、昆虫とも共存し（私のところには来

ないで）、野菜作りを楽しみたいとおもいます。  

すてきなもの：畑と果樹園。自然の恵みを受け取り、

返すものを返すという循環が成立していること、さら

には旧地主さんたちも生産活動を続けておられるこ

と。まさに動態システムとしてのホンモノの里山で

す。（もし狭山緑地のほうがちょっとだけすてきだと

したら、炭焼きを続けていられることでしょうか。） 

かわいいもの：万蔵院台緑地の稀尐植物のナーサ

リー。保護のためにはこういう手もありだなあ、と思

いました。へたに囲うと盗掘の憂き目を見ることもあ

るので良し悪しですが、木洩れ日の中に点在する保育

園は、とても愛らしい風景でした。 

あこがれ：田村夫人。袋を片手にほいほいとキノコを

摘んでは入れてゆかれます。キノコの識別が瞬時にで

きる、そのことだけでも憧れですが、よく見ると袋は

２つある。もう１つには、目につくゴミを片っ端から

拾って入れていらっしゃるのでした。その動きがなん

とも自然で、なんとも優雅。憧れてしまいます。 

おいしいもの：お昼にいただいた野菜たっぷりのけん

ちん汁（会長手ずから刻んでくださった冬瓜入り!)、

薪ストーブでじっくり焼いた焼き栗。おいしゅうござ

いました。活発な活動継続の陰に美味あり、と知りま

した。 

倉沢里山の

みなさま、楽

しい一日をあ

りがとうござ

いました！ 

（またいらし

てください!） 

楽しい自然とのふれあい 
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10～12月の主な活動報告 
10/2(土) 東大和市狭山緑地雑木林の会から10名見

学、会長・事務局・幹事が対応（8名） 

10/8(金) 植物保護のため作業前のマークつけ（3名） 

10/11(月) 万蔵院台緑地の栗林、長久保緑地、第１緑

地の崖地、機械刈り、手刈り。けんちん汁、茄子の

漬物（41名参加) 

10/25(月) 渋柿もぎ（10名参加） 

10/31(日) 記念祭準備（10名参加） 

11/2(火) 柿もぎ、柚子もぎ（13名参加） 

11/5(金) 記念祭準備パネル貼り込み、買い物（6名） 

11/6(土) 記念祭準備（13名） 

11/12(金) 記念祭準備 テーブル ビンゴ賞品準備 

11/13(土) 10周年記念祭 パネル展 ビンゴゲーム、

イノシシ汁、餅つき、隼人瓜醤油漬け、サラダ、焼

き椎茸、ケーキ、飲み物(150名参加) 柚子、紫芋の

販売 

11/26(金) 植物保護のテープ付け（3名参加） 

11/27(土) ひなた緑地草刈り、その他緑地枝片づけ、

焼き芋（53名参加） 

12/10(金) 植物保護のテープ付け（2名参加） 

12/11(土) 第１緑地機械刈り、万蔵院台落ち葉掃き 

韓国風椎茸スープ（56名参加） 

アリスのキウイフルーツ販売10個200円 

12/22(水) 長久保緑地苗木の手入れ 第１緑地、タラ

の丘の落ち葉掃き おやつはマフィン 三石さんが

種から育てた飯田蕪菜の手作り漬物（21名参加） 

１～３月の主な活動予定 
各回の持ち物：バンダナ、手袋、飲料水、MY食器等 

各回とも集合１０：００ 炭焼小屋広場 雤天時翌日 

(今年度は、全て午前の活動です。お間違いなく) 

1月19日(水) 大木伐採作業(日野市と協働) 9時集合  

1月22日(土) 伐採の片づけ・ほだ木作り サケの粕汁 

2月9日(水) 北緑地草刈り おやつ 

2月26日(土）落葉掃き お汁粉(雑木林探検隊体験参加) 

3月20日(日）落葉掃き カレー風味の椎茸スープ 

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆ 

本年もよろしくお願い申し上げます 

☆ 11 月 13日 10 周年記念祭は会の内外から多くの皆様
の参加により大盛況の記念すべきパーティーになりま
した。ビンゴゲームの賞品のご寄附や、色々お手伝い
いただいた皆様、大変ありがとうございました。 

☆記念出版「緑の風は永遠に」 ニュースレター 10年
分を合本にしました。長年にわたる活動の記録や倉沢
緑地の植生調査の成果もデータとして残りました。 

☆アリスの丘ファームを耕している方へ 1月末までの
カウントで 4回以上の作業参加をお願いしています。
現在空きを待っている方が数名おりますので、退去の
予定のある方は、早めに事務局までお願いします。 

☆新年度の更新のお知らせ 2 月中旬頃郵送しますので
年会費、賛助金の納入をよろしくお願いいたします。 

英国の市民農園から(英国の市民農園から(英国の市民農園から(2)2)2)   
近藤 秀樹 

娘夫婦が住むのはイギリス中部のリーズ市

（Leeds）… ロンドンから北へ飛行機で約1時間、人

口は約７０万人(近郊を含む)  … イギリスでは上位

１０位に入る大都市です。 

産業革命当時は毛織物業で繁栄しましたが、現在は

商業都市・大学都市になっています。市内には緑豊

かな大きな公園が多くあり、市民が散歩・ジョギン

グ等で自然に親しんでいます。市民農園(Allotment)))
は地元自治体が管理しており、リーズ市内に99か所

あるとのことです。借

り賃は１区画（300㎡）

年間24ポンド(約3,600

円)、娘は半分の区画で

すから１２ポンドを自

治体に直接払っていま

す。借用期限はなく、

毎年更新が可能です。

ロンドン近郊では希望者が多く数年待ちということ

もあるようですが。 

農園の出入り口には門と鍵が付いており、これは日

本と英国の治安の違いをよく表しています。畑で

は、空豆、玉ネギ、ニンジン、ズッキーニ、ジャガ

イモ、イチゴ、ミニトマトなどが作られていまし

た。空豆はさやが細長く、１さやに豆が６、７個つ

いています。 

豆は日本のものに比べれば小さいですが。またラズ

ベリー、ブラックカラント、レッドカラント等の果

樹が生垣のように植えてあり、丁度７月は収穫期

で、子供達は通りすがりによその畑の果実を摘んで

食べながら歩いていました。 

面白かったのは、農園

のあちこちにバスタブ

（風呂桶）が置いてあ

り、水が貯めてありま

し た。雤水 を貯 めて

使っているのかと聞け

ば、水道に直結してお

り、バスタブには水位

を調整するバルブが付いていて、水位が減ると自動

的に補給されます（写真にトイレの水洗タンクと同

じようなフロートバルブが写っています）。このバ

スタブは農園の運営幹事が維持管理しており、誰で

も自由に使えます。病害虫の伝染を防止するために

作物や農機具をバスタブの中に入れて洗うべからず

等の注意が書かれていました。 

リーズは夏は涼しくて過ごしやすいですが、カラッ

と一日晴れる日はあまりなく、また冬の寒さは厳し

いものがありますが、娘夫

婦達はキャンプ、トレッキ

ング、野菜作り等、自然を

満喫しながら生活を送って

います。 


