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野鳥観察から緑地保護活動へ
八王子・日野カワセミ会 渡辺 敬明
倉沢緑地を意識したのは、所属の野鳥を観察する市
民グループが、３年前に日野みどりのトラスト（真堂
が谷戸保全）に協力した時からです。本年度の「緑地
野鳥繁殖調査」の候補地下見のため、高幡図書館に置
かれている会報を参考にして５月に、初めて事務局に
伺いました。
６月には入会、奥様会長様共々全緑地をご案内頂き
ました。「10年間のご苦労と喜び」のいっぱい詰まっ
た記念誌「緑の風は永遠に」を何時も机上に置いてお
ります。
７月に入り、「緑地の草刈
り、一緒に行ってくれる」
「うんいいよ」と二つ返事
の孫（高一男15才）とボラ
ン テ ィ ア 作 業（7 ／ 15）に
勇躍初参加しました。
９時からの「チエーンソウ
講習会」を揃って受講。
スターターロープ引き（エンジンが掛かると豪快に
フカす！）から枝切りまで。共に初体験でした。
10時新入会員としてご挨拶後、4班に分かれＧＯ！
２人は、万蔵院台緑地のクヌギ倒木裁断と粗朶（切っ
た木の枝）と腰掛サイズの玉切り（切り口がみずみず
しく白い玉のよう）片付のメンバーでした。
粗朶を両腕で抱えたり、ブルーシートに乗せたりし
て境界の粗朶柵まで。また玉切りを炭焼き小屋横広場
へ。（孫は軽々と運んでいました。）
さらに２人は、お茶の木沿いの草深い一筋の小道に
導かれ、刈払機が響く後から、散らばった草・木？
（トゲトゲのある）を大慌てで草むらに投げ込みなが
ら追いかけ続けました。後で、作業はもっと丁寧に、
きれいにしなければと反省しました。
当日は弁当を持参しなかったので、美味しいスープ
を頂いて早々に下山。桜ヶ丘駅構内へ直行し食事。後
日の「感想聴取」を約束して見送りました。
後日「どうだった」と聞いたところ、「雑木林の作
業はそんなに疲れなかった。年配の人が頑張ってい
て、タフなのには驚いた。有難いことだと思うよ」
「ジイジは大丈夫なの？」と心配もしてくれました。

ともあれ私には、嬉しく又激動の体験でした。そし
てボランティアとは、「その時々を、無心に全力を傾
けることだ」と、お会いした全ての方々から教えて頂
いた一日でもありました。
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環境社会学の視点から
帝京大学文学部社会学科教授 大浦 宏邦
帝京大学では2008年度より地域の社会問題や環境問題
について学ぶ『多摩学』という講義を行っています。そ
の中で多摩地域の緑地保全活動の成功事例として倉沢里
山を愛する会の活動について紹介させて頂いています。
多摩地域の人口は1960年代に急増し、その後ゆるやか
な増加に転じましたが、それにつれて緑地政策も宅地並
み課税による宅地供給促進から、生産緑地制を中心とす
る緑地保全へと舵を切ってきました。ただ、生産緑地指
定による保全は相続の際に指定が解除される事例が多
く、これが2000年代における緑地減少の一因となってき
ました。
倉沢緑地の場合、倉沢里山を愛する会と日野市の協力
でこの問題を解決した事例として授業で紹介させて頂い
ています。普段、何気なく教室やバスの車窓から眺めて
いる緑が、実は多くの人の努力と協力によって維持され
ていることに驚きを感じる学生も少なくないようです。
今回は環境問題を学ぶゼミの学生たちが、身近な環境
保全活動に興味を持ち、倉沢緑地の見学会を企画しまし
た。平日の時間帯にもかかわらず、皆様にご案内いただ
き本当に感謝しています。
学生にとっては、鬱蒼と木が茂る中に昆虫がいたり下
草が濡れていたりといった現実の緑地自体が馴染みの薄
いもののようで、「思ったより大きかった」「蚊がい
た」「足元が滑りやすかった」などの感想が寄せられて
いました。ＰＣの画面からでは分からない自然の多様さ
を感じられる機会になったのではないかと思います。
また、緑地の保全活動と市民農園の活動をうまく組み
合わせた倉沢里山を愛する会の活動に関心をよせた学生
もいて「うまくwin-winの関係が築けていた」「日野市
との関係をもっと知りたいと思った」といった意見が事
後のディスカッションできかれました。身近な地域に保
全活動の成功事例があるのは非常にありがたいことで、
今後卒論などで取り組む学生もいるかもしれません。ま
た、その折にはよろしくお願いいたします。
参加した学生の感想を以下に掲載します。
（平岡千怜）
里山については
事前に調べてい
ましたが、調べ
きれなかった事
もありました。
丁寧な説明によ
り、よく理解することができました。実際に見てみない
とわからないようなものもたくさん見られました。希少
植物にも興味を持てるようになりました。こんなにも自
然を大切にしている方々がいることは本当に素晴らしい
ことだと思います。少ない時間の中で貴重なお話をして
下さりありがとうございました。私も皆さんのように自
然を大切にできる人になりたいと思いました。
（徳竹知佳） 私は都内に住んでいて、自然がたくさん
ある場所に行く機会などはないに等しいため、実際に倉
沢里山内に踏み入れたときは東京にもこんな自然がある
ことに感動し、カブトムシなどの昆虫が木に集まってい
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るのを生で見て驚いたりするなど、本当に想像以上でし
た。倉沢里山をつくるまでの話を聞きながら里山を見て
いると、この周辺全体の自然を残し守っていこうとする
ボランティアの方々の大変さや凄さを身近に実感するこ
とが出来、とてもいい経験をしたと思いました。私は、
この経験をきっかけに自然の見方がだいぶ変わったの
で、身近にある自然を大事にしていきたいと思います。
（三場慶人）雨の中、めずらしい植物などが見られてと
ても勉強になりました。特に個人的に驚かされたのは、
一本の木を何十年も間伐して木の形が変形しているのに
は歴史を感じ、何十年もの間守り続けた結晶のような印
象を感じました。今回は授業の中での訪問ということも
あり、少ない時間しか見学できませんでしたが、もしこ
のような機会がまたあれば見学や体験などしたいと思い
ました。
（新井絵理奈） 緑地を保全するまでの倉沢里山の歴史
をお話してくださった田村さんの緑地を現在も未来にも
残していきたいというお話を聞き、東京で緑地を残すと
いうことはとても難しいとなんだ、と感じました。さら
に絶滅しそうな植物を保全している所では見たこともな
い植物もあり、とても興味深かったです。倉沢里山を愛
する会の皆さんが、昔からある緑地・今ある緑地を保全
してくださっているおかげで、緑豊かでキレイな日野市
があり、そこから未来につながっていくのかな、と今回
見学をして感じました。今回は7月の緑地を見学させて
いただきました。秋や冬、春の緑地も見学してみたいな
と思いました。学校から少し離れたところに地域の方々
が素晴らしい緑地を保ってくださっていることを、もっ
ともっと他の人たちにも知ってもらいたいな、と思いま
した。
（出口帆波） 今までに一言で自然いうと、ただ緑が多
く、手入れされていない場所というイメージでした。し
かし、人の手が加わっても絶滅危惧種が存在し、地域の
人が一緒になって緑地を守っていることがとても素敵だ
と思いました。さらに倒れてしまった大木を切って椅子
代わりにするなど、ごみを出さないようにしていると教
えていただきました。当たり前に過ごしている学校の近
くでこんなに大きな自然があることを誇りに思い、エコ
や環境について改めて考え直すことが出来ました。
（鈴木雄太） 今回、私たちは環境ゼミの中で自然を間
近に感じたいという事で、倉沢里山を訪ねさせて頂きま
した。当日は、生憎の雨でしたが実際に行ってみると東
京の自然とは思えない景色がありました。手入れしすぎ
ずありのまま植物や樹木があり、倉沢里山を愛する会の
方々の緑地に対する愛情を感じました。また、案内され
ている途中、木にカブトムシが止まっていて、自然の中
でカブトムシを見たのは本当に久しぶりで、子供の頃に
戻ったような気持ちになれました。このような環境を維
持していくのは「倉沢里山を愛する会」の皆さんが活動
を続けてきたからだと思います。私たちも機会があれば
活動に参加出来ればと思います。
（千野嵩斗） 今回このような素晴らしい体験をさせて
いただき本当にありがとうございました。大人になるに
つれて自然に触れる機会が減っていく中で、倉沢里山の
ような緑豊かな大自然に触れられて、どこか懐かしい気
分になれました。この先何十年、何百年経っても今と変
わらないままで、あの大自然が残ってくれればと心から
思います。さらに肉厚なカブトムシがいたことも印象的
でした。
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地理学の視点から
帝京大学文学部史学科教授

滝沢由美子

５年ぶりに、倉沢里山を訪問させて頂いた。今回は、
私の授業、中でも地理学特殊講義の授業を受けている学
生を中心に約２０名が参加した。地理学の研究対象は
｢地域｣であり、その研究分野は多岐にわたるが、講義で
は、｢地域｣を捉える場合の本質的なテーマである“土地
自然と人間活動とのかかわり”について事例を挙げなが
ら述べ、地理学的な見方や考え方を身につけられるよう
講義を進めている。近年は多くの画像を示しながら講義
をすることが出来るが、実際の地域を観るということは
重要であり、地理学においては欠かすことができない。
今回の訪問では、峰岸先生、田村氏の丁寧なご説明も
あって、学生達はそれなりに実感をもって、学ぶことが
出来たようである。以下に、提出された学生のレポート
の抜粋を載せさせて頂く。
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きましたが、自然を維持するために、民間の方がこんな
に努力をされているとは思ってもいませんでした。自分
の地元に自然があるのは当たり前のことだったので、な
おさらでした。東京における自然は、私の暮らした田舎
なんかとは比べものにならないくらいに危機的で、心細
い立場に置かれていました。（中略）維持費や市との問
題など、たくさんの苦労がありながらも一生懸命自然を
守る活動に取り組んでおられました。それどころか、皆
さん生き生きとしていました。自然を残す目的として
「自然を守ることで、地球温暖化の防止につながる」と
言われていますが、そんな長いスパン の目に見えない
目的のためよりも、もっと身近に自然と上手く付き
合う方法をこの会の皆さんは知っているんだと思いまし
た。それが里山のアリスの丘ファームという素晴らしい
畑に表れていました。自然を残すことで、とても良い土
が出来る。その土の栄養分を吸って美味しい野菜が育
つ。経済活動優先の現代が忘れかけていた「人と自然の
共存」の形がはっきり表れている活動だと思いました。
是非、若者の会員が増えて、もっと自然のありがたさを
理解してくれる人が増えれば良いなと思います。

( Ａさん) 帝京大学の17号館の横を通り出発。始めに注

(Ｉさん) ７月31日、倉沢里山を愛する会が管理されて
いる里山を訪問しました。単に緑を守るために森の管理
をしているだけではなく、その山の栄養分を吸収した肥
えた腐葉土を利用して野菜や果物をたくさん栽培してい
ました。ここには, 里山を愛する会の皆さんの「日本の
自給率アップや、エコ」への取り組みが垣間見えます。
管理している森には様々な工夫が施され、特に広葉樹の
性質を利用した萌芽更新を行うことで、伐採した木が再
生し、森林破壊を防ぎつつ林に光を入れて、光が届かな
い植物の成長を助ける事が出来るというのには驚きまし
た。木を切ることに、マイナスなイメージしかなかった
ので勉強になりました。しかし、このことを理解してい
ない人や、雑草と貴重な野草の区別がつかない人などに
悩まされることもあるようです。（中略）里山には、昔
この辺に住んでいた人々の生活の知恵のようなものも
残っていました。それが、竹林です。自然に生えている
ものと思っていたのですが、それらの竹林は昔の人が産
業目的で植えたもので、竹で籠などを編んで、それを
売って生活していた名残でした。
倉沢里山を愛する会を訪問し、実際にお話を伺い、こ
の目で里山を見て、率直に感じたことは、「感謝の気持
ち」でした。私は田舎の、しかも山麓にあたる場所から
上京して来たので、東京に憧れはありましたが都会に住
むのはどんなもんだろう･･･と、不安もありました。幸
い？帝京大学八王子キャンパスは、都心から離れた郊外
で、その上自然が比較的多い土地でした。実際に住み始
めても東京にいることを忘れるくらい住み易い所でし
た。東京にこんなに自然が残っていたことにはとても驚

目したことが竹林の多さであった。（中略）次に倉沢里
山を愛する会の田村さんと会長さんにお話をうかがうこ
とが出来た。この会ではこの辺りの土地４ha を管理さ
れている。里山は放っておくと死んでしまう。荒れ地に
なってしまうため人間の力で管理する必要があるのだ。
ここでの管理の中心が草刈りである。里山の中では絶滅
危惧種が何種類か存在しているため、赤印を付けてそこ
は刈らないように工夫しているとのことだ。里山につい
て少し調べた。里山とは集落、人里に隣接した結果、人
間の影響を受けた生態系が存在する山をいう。里山は人
間の力によって成長し管理されるために里山となるので
ある。完全に放置されれば、会長さんのお話の通り里山
は死んでしまう。これが他の山と違う点であろう。
こちらの会では土地を管理する代わりに、ここの畑を
自由に使って良いらしい。このように市民農園の運営も
行っているボランティア団体は珍しいようだ。ここの代
表的な畑がアリスの丘ファームである。最近では地球環
境の異常が叫ばれている。このままでは世界各国で農作
物が採れなくなり、各国での自給自足が主流になるかも
知れない。ほとんどを輸入に頼っている日本はこのまま
では食糧難に陥ってしまうかも知れない。そのため、日
本でも自給自足が出来るようにしておくことが今後は重
要なのだ。今回、会長さんが仰っていた中で印象に残っ
た話である。
萌芽更新を繰り返した木を見た。15年位のサイクルで
敢えて木を切り、その後の自我再生によって木を成長さ
せる方法である。伐採されたことにより、地表に太陽光
が届くようになるため、周囲に落下していた種子からの
天然更新も進む。このように正しい管理を行えば、里山
はずっと生き続けるのである。私たちは木を切ってしま
うことに抵抗があるが、このように敢えて木を切る方法
もあるのである。
ここの会は里山だけにメリットがあるのではない。き
ちんと人間にもメリットがあるのだ。木で出来た椅子が
たくさん置いてある場所では、会に参加している人達が
休憩で食事をとったりする。ここに皆が集まればいろい
ろな人とコミュニケーションをとることができる。 ⇗
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ここでは上司も部下も偉い人もそうでない人も関係な
い。皆が平等になれる場所なのである。ここの会ではこ
のようなコミュニケーションの場も提供しているのであ
る。次に紹介して頂いたのが、庚申塔である。（中略）
最後に古墳を見せて頂いた。ここからは土器などが発掘
される。このことから人が暮らしやすい環境が備わって
いたことが分かる。
大学の付近を少し歩いただけでこんなにもたくさんの
発見があり、とても充実した時間であった。特に、人間
と自然との関わりについて学べた時間であったと感じて
いる。里山と人間活動、用水路や竹林と人間の生活、縄
文時代の人々の生活と水などだ。人間と自然は大変深い
関わりの中にいるのだということを今回のフィールド
ワークによって学べた。今後も自然と、上手に関係を続
けていかなければならない。そんな事を感じた実習で
あった。倉沢里山を愛する会の方々により、貴重な時間
を体験させていただけたことに感謝している。

（Ｏ君） 今回の野外実習の舞台となった倉沢里山は、
市街地の中に存在する自然豊かな里山であり、初めて訪
れた時には大きな衝撃を受けた。また、里山を管理して
いる「倉沢里山を愛する会」の方々の里山管理方法が綿
密な計画性をもって行われていることを知ることができ
た。また、春学期の「地理書講読」授業で扱った「二次
林」の存在を林の中で確認でき、授業の内容理解が更に
進む結果となった。二次林が分布している林道では、カ
ブトムシの存在も確認でき改めて自然の良さを実感する
ことができた。この里山の存在は、宅地化が進んだこの
地域における最後の緑地であると言う事ができ、動植物
の生態系を残すという意味でも「倉沢里山を愛する会」
の里山保全活動の存在意義は極めて大きいものであると
言える。
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７～９月の主な活動記録
7/3(火) 帝京大学から環境社会学の授業の一環とし
て里山見学。（計８名）
7/12(木)

草刈り前の保護植物マーク付け(7名参加)

7/15(日) 第１緑地崖面・タラの丘草刈り、万蔵院台
の倒木処理他（中華風スープ）(51名参加)
7/30(月) 帝京大学から地理学の授業の一環として里
山見学。（計22名）
8/22(水)

草刈り前の保護植物マーク付け(7名参加)

8/25(土) 万蔵院台・長久保緑地下草刈り、万蔵院台
の倒木処理他（里山の燻製でサンドウィッチ、梅・
しそジュース、フローズンブルーベリー他）(57名
参加)
9/12(水)

草刈り前の保護植物マーク付け(4名参加)

9/16(日) 万蔵院台・タラの丘・長久保緑地下草刈り
他（鉄板やきそば、梅・しそジュース他）(50名参
加)
9/16(日) 郷土資料館の真慈悲寺関連イベントから万
蔵院台・庚申塔見学(20名参加)、調査センターでの
展示に協力

１０～１２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１０：００ 炭焼小屋広場集合 雨天時翌日
（緑地の状況により内容を変更する場合があります）
10 月 7 日 ( 日 ) 第 １ 緑 地・万 蔵 院 台 北 崖 面 草 刈 り 他
（中華風スープ）
11月3日(土) ひなた緑地ほか草刈り他(いも煮会他)
被災地支援バザー（出品・募金お願いします）
11月21日(水)

北緑地草刈り、その他（おやつ）

（9:00～刈払機の基礎講座）
昨年の夏以降、フィールド内で空間線量の測定をしてき
ましたが、近隣のアスファルトで固められた住宅地内よ
りも明らかに線量は低く、その面では安堵していまし
た。しかし、周辺の市で落ち葉や腐葉土から高い線量が
検出され出荷停止になるなどを聞くと、畑の土や、腐葉
土堆肥そのものにどれくらいのセシウムが検出されるの
か、またそこから産出される作物にどのくらい影響して
いるのかということがわからず、不安を感じていまし
た。緑地保全の縁から、八王子市民放射能測定室ハカル
ワカル広場で測定して頂いたところ、畑の土には周囲と
あまり変わらないレベルのセシウムが検出されました
が、そこから採れた野菜などにはほとんど影響は出てい
ないことがわかり、数値として目に見える形になること
で不安はかなり軽減されました。具体的な数値を示され
れば、安心して子供にも与えられます。
市民がいくら草の根活動で緑を守っても、そこに放射性
物質が降り積もっては、何のための環境保全かわかりま
せん。地球温暖化以前の基本的な問題です。クリーンエ
ネルギーというまやかしに目を眩まされて、決して核を
持ってはいけない、ということに目をつむってきてし
まったことを悔いなければなりません。直ちに脱原発に
向けて声を上げることが、後の世代に対する私たちの世
代の責務だと言えるのではないでしょうか。
（タ）

12月8日(土) 万蔵院台・第１・第２緑地草刈り、堆肥床
更新、その他（けんちん汁）
12月19日(水) 万蔵院台・第１・第２緑地落ち葉掃き、
その他（あま酒）
※ 各回の数日前に保護植物のマーク付けを行います。
ご協力をお願いします。

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら ☆☆☆☆☆
☆アリスの丘に上がる道路に退避所として一部道路の
幅が広がります。歩行者の安全とすれ違い場所の整備
が目的ですが、かえってスピードを出すことも懸念さ
れます。従来以上に安全運転をお願いします。またア
リスの丘駐車場が少し後退しますので、駐車の際はご
注意下さい。
☆ 11 月 3 日、作業のあとに「いも煮会」にあわせて被
災地支援バザーを予定しています。昨年はこのバザー
で１１万円あまりを被災地に送りました。ご家庭内で
眠っている物品、手作りの作品・食品等、皆様のご協
力をお願いします。事前に事務局へお届け下さい。
☆ファーム会員の方には年間最低４回の参加をお願い
していますが、今年度から特段に事情のない限り５回
以上の参加をお願いしています。ご留意ください。

