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連 絡 先 ：高橋盛男 090- 2935- 9444

都市の緑を残すためには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動の目的は、みどり特に
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携しその輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。

特集 ステップアップ講座・先行事例視察ツアーを振り返る 第 2 回

深野靖明×高橋盛男
2009 年(平成 21 年)6 月から、松戸里やま応援
団有志により、不定期で開催されてきた「里やま
ボランティア・ステップアップ講座」。そのプロ
グラムには、緑地保全の先行事例を訪ねるものも
ありました。それら視察ツアーをふり返る不定期
連載の第 2 回は、さいたま市を取り上げます。

さいたま市の緑行政と大和田緑地公園の視察
ステップアップ講座でさいたま市を訪ねたのは、
2016(H28)年 3 月 9 日。みどりと花の課の職員を含め、
里やま応援団メンバーら 30 名ほどが参加しました。
午前中は、見沼グリーンセンターでさいたま市みどり
推進課の方から、樹林地保全の取り組みについて伺い、
午後は大和田緑地公園(特別緑地保全地区)へ移動。緑地
管理を担う市民団体、「さいたま市みどり愛護会」から
活動についての説明を受けフィールドを視察しました。
見沼グリーンセンターは、同市の中央部を芝川に沿っ
て帯状に伸びる農地「見沼田圃」にあります。さいたま
市は、浦和、大宮、与野、岩槻の 4 市合併による政令指
定都市(2003 年指定)。西に荒川、東に元荒川が流れ、芝
川と見沼田圃、これら低地と周辺を彩る斜面林が、同市
の緑の骨格をなしています。
現在の人口は 129 万人。2010(H22)年の「さいたま市
緑被現況調査」によれば緑被率は 43.66％。樹林地面積
は 2778.79ha で、市域に占める割合は 12.78％。いずこ
も同じで、こちらでも年々減少する傾向にあります。ち
な み に 、 松 戸 市 の 緑 被 率 は 30.61% 、 樹 林 地 面 積 は

前回紹介した横浜市も、市が樹林地を公有地化するこ
とにより残すという施策を展開していました。横浜市に
は財源となる「みどり税」がありましたが、さいたま市
にはそのような特別な税制はありません。どのように公
有地化を進めているのか、また独自の評価基準の内容と、
どう機能しているのかが、今回の視察の焦点でした。

10 支部 21 カ所で展開されている里山活動
保全施策に触れる前に、同市の市民による樹林地保全
活動を先に紹介しましょう。
視察で訪れた大和田緑地公園は、芝川の東岸に位置す
る斜面林で、面積は 13.3ha。武蔵野の面影をたたえる森
です。2005(H17)年に公有地化し、翌年に特別緑地保全
地区指定されました。園内には、かつて湧水が豊かに湧
いた沢筋があり、そこでは湿地を再生し、湿生植物や
魚・水生昆虫など水生生物を保護する取り組みも行われ
ていました。この森と湿地の維持管理作業をしているの
が「さいたま市みどり愛護会」です。
同会は、合併前の 1996(H8)年、大宮市みどり課と NPO
法人さいたまフレンドの協働により発足した「大宮みど
り愛護会」を母体とし、後にさいたま市の誕生にともな
い改称した団体です。
訪問時は会員数が約 250 名、さいたま市が管理する緑
地 13 カ所を 8 支部で分担し、支部ごとに毎月 1 回ない
し 2 回の維持管理作業を行っており、用具や行事の運営
費用、傷害保険などはさいたま市が補助しているとのこ
とでした。現在、会員数はほぼ当時のままですが、活動

255.46ha で、樹林地の割合は 4.16%(2015 年)です。
さいたま市を訪ねることになったのは、同市が積極的
に樹林地の買い取りに応じ、保全に努めていること。そ
して、樹林地について独自の評価基準を持っているとい
う話を、千葉大学大学院の准教授、柳井重人さんから聞
いたのがきっかけでした。
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は 10 支部 21 カ所に広がっています。これは、後述する
ように買い取りや借用により、市の管理地となる緑地が
年々増えているからです。

「年に 1 カ所、特別緑地保全地区を増やす」
さいたま市の緑地保全施策の特徴は、さまざまな制度
を使い、積極的に保全地区指定を行っていることです。
そして、保全地区指定と独自の評価基準を根拠として、
地権者からの買い取り要求に応じているようです。
活用している制度と指定地は以下となっています。
1. 都市緑地法：特別緑地保全地区、市民緑地
2. 森林法：保安林
3. 都市計画法：風致地区
4. 埼玉県自然公園条例：自然公園
5. 埼玉県ふるさと埼玉の緑を育てる条例：ふるさと
の緑の景観地
6. さいたま市みどりの条例：自然緑地、保存緑地、
環境緑地
7. さいたま緑のトラスト基金：緑のトラスト保全地
最も保全担保性の高い特別保全樹林地区は、先の大和
田緑地公園が第 1 号。訪問時、指定地は 6 地区でしたが、
みどり推進課は「年に 1 カ所は増やす」と述べていまし
た。現在は 10 カ所で面積は約 4.1ha となっています。
同市みどりの条例による保全指定は、基本的には松戸
市みどりの条例による特別保全樹林地区、保全樹林地区
と似た保全緑地指定制度ですが、公開型と非公開型があ
ります(指定カ所数は 2017 年段階)。
1. 保存緑地：500 ㎡以上、非公開型、216 カ所
2. 自然緑地：1000 ㎡以上、公開型、22 カ所
3. 環境緑地：5,000 ㎡以上、公開型、1 カ所
いずれも指定期間は 5 年以上、5 年ごとに地権者の同
意を得て更新するかたちです。松戸の場合は、特別保全
樹林地区が指定期間 10 年以上で 10 年ごとの更新、保全
樹林地区は同 3 年以上で 3 年ごとの更新となっています。
市の条例に基づく自然緑地 22 カ所と環境緑地 1 カ所、

都市緑地法に基づく特別緑地保全地区 10 カ所、市民緑
地 2 カ所は、市民が自由に散策できる森として一般に公
開されています。

樹林地の買取りができる制度を松戸にも
さて、さいたま市は、樹林地の公有化(買い取り)をど
のように進めているのでしょう。また、樹林地について
の独自の評価基準は、それとどうかかわっているのでし
ょうか。実はこれに関しては訪問時、あまりはっきりと
した話は伺えませんでした。
都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の場合は、買い
取り請求があったときの財源の確保が指定の要件にな
っていますから、年に 1 カ所ずつ増やしていく計画であ
れば、そのための予算は確保されているはずです。
それ以外についても、同市のみどりの条例の第 15 条
に「買取り請求」の条項があり、所有者が買い取りを請
求できること、それに対して基本的に市は請求に応じる
ことが規定されています。ここから、公有化(買い取り)
を前提とした予算措置がとられているものと思われま
す。
評価基準については、5 項目からなっているとのことで
したが、内規であることを理由に、具体的な内容は教え
てもらえませんでした。ただ「緑のまとまりや、植物・
生物の多様性、その地域における重要性など、ごく基本
的な項目」との説明はありました。市が公有化するに

あたっての根拠となり得る基準です。
ただ「買取り請求」の条項には、買い取りが困難な場
合はこの限りではなく、指定区域の変更または解除をし
なければならないという規定もあります。どうやら、こ
のあたりが条例による公有化の限界でもあるようです。
実際に条例による指定地は、緑の基本計画改訂版が策定
された 2005(H17)年 3 月から現在までで、自然緑地が 26
カ所から 22 カ所に、保存地が 389 カ所から 216 カ所に
減っています。推測ですが、公有地化できずに指定を解
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除したケースも相当数あるのではないかと思われます。

とつの課題として浮上します。
また、松戸市が 2015(H27)

行政またはそれに準ずる公的機関が樹林地を買い取

年に、ふるさと森の会の会員を対象に行なったアンケー

るのは、これも保全担保性の高い施策です。そのための

ト調査では、土地を手放さずに保全したいという地権者

予算措置が施されている点も、松戸から見ればうらやま

が少なくないようです。

しいところです。しかし、買い取りにより公有地になれ

樹林地を手放すことなく、いざとなれば買取りにも応

ば、その樹林地は市民の共有財産ですから、誰もが利用

じられる、バランスのとれた対策・体制ができないもの

できるようにしなければなりません。公開の是非が、ひ

かと考えさせられます。

再発見ツアー報告

緑の高垣、富士山、七福神…自然観察＆初詣に行こう
藤田 隆
1 月 14 日（日）9 時 30 分、ＪＲ北小金駅改札口に集
合した参加者はスタッフを含め 66 名、駅前から続く本
土寺参道を進み、東平賀公園に到着した。公園は、縄文
時代前期約 5000 年前の貝塚が南北約 160m、東西約
130m にわたってドーナツ状に広がった遺跡の上にあり、
本日もう一つの目玉、幸田貝塚と並んで、市内では大規
模な貝塚の一つ。
公園で川上代表が挨拶、農家の高垣、七福神を祀る寺
院、富士山を望む高台のコースを説明した。本土寺参道
は江戸時代に水戸光圀が寄進したといわれる杉、松に代

農家の高垣の前にて

わり、今はケヤキやスダジイが街路樹になっていた。
参道を進むと、山門が現れた。本土寺はサクラ、アジ
サイ、モミジと四季折々に楽しめる境内が人気で、この
日も参拝客が訪れていた。

るケヤキに参加者の目が注がれた。傍らにはオオイヌノ
フグリ、セイヨウタンポポが開花していた。
幸田貝塚は調査の結果、竪穴式住居跡 165 軒が確認さ

山門から幸田第一公園への途中、青面金剛、聖徳太子

れ、市内で最大規模を誇る縄文時代の史跡である。出土

講の石碑があった。聖徳太子講は職能神として信仰を集

した深鉢形縄文土器は実用性と芸術性に優れていると

め、同業の職人が集まって旧暦の 1 月 21 日頃に太子像

して、フランス・パリで開催された縄文展に出品した。

を祀り、飲食を共にする習わしがある。真新しい新興住

現在、国の重要文化財として市立博物館に展示されてい

宅の間から畑が覗く変貌ぶりに、太子講の行方が気にな

る。
偶然にも参加者が土器のかけらを拾ったので回覧し

った。
幸田第一公園では金網を幹の一部にし、大きく成長す

た。縄文の人々が使っていたであろう土器が 6000 年の
時を超えて私たちの前に姿を現した。
幸田第一公園から程近い、華厳寺は、地蔵菩薩が本尊
で七福神の弁財天と菅原道真を祀る天満宮が珍しく二
体並んでいる。正月２日には火渡祭が行われ、各地から
参拝者が訪れる。境内は斜面の中腹にあり視界を遮る建
物がないため、真白に雪化粧した富士山が望めた。
坂を下り坂川に近づくと坂大師供養塔がある。新四国
八十八か所の三番札所と説明がある。真新しいしめ縄や
献花の様子から、地域で大切にされている様子が伝わっ
てきた。
浅間公園は工事中で立入禁止となっていた。「市民が
参加したワークショップでまとまった意見が整備計画
に反映され、整備が始まった。みどり基本計画に則った

東平賀貝塚の上に作られた公園で最初の挨拶

再整備の一環」と市職員からの説明があった。
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七福神の毘沙門天を祀る医王寺は、本尊が不動明王。
境内には六地蔵、保護樹木のモミジ、カヤの古木が境内

～しぜんのコラム 37～

カワモズク

に所狭しと並んでいた。
廣徳寺までの道のりは約 20 メートルの高台。遮る建
物もなく富士山、東京スカイツリーを思う存分楽しんだ。
廣徳寺は曹洞宗の寺院で、松戸史跡七福神の一つで弁
財天を祀っている。墓所から一段高く、高城氏歴代の墓
があり、境内にはトウヘンボク（チャンチン）など珍し
い木がある。
廣徳寺から天神庵に移動し、昼食を摂り、今日のコー
スを振り返った。富士山の眺望が印象に残ったとほぼ全
員が手を挙げ、次いで七福神、幸田貝塚が続いた。「農
家の高垣、混ぜ垣を初めて観察した」と感想を漏らす参
加者もいた。真新しい新興住宅が立ち並ぶ地区を歩いて
きたためか、新興住宅の街並みと間に挟まれた畑に思い
を寄せ、
「みどりが少ない」と印象を語る人もいた。

第 7 回オープンフォレスト in 松戸
今年は例年よりも 1 ヶ月ほど早く開催いたします。

寒天の原料であるテングサ、板海苔の原料であるア
サクサノリやスサビノリは紅藻類。紅藻類のほとんど
は海産、つまり海藻であるが、中には淡水産の紅藻類
もある。それが、カワモズクである。ちなみに、食用
のモズクは褐藻類であって、紅藻類のカワモズクとは
無関係。ただ形態が似ていて、寒天質のためにヌルッ
としているだけのことである。
また、カワモズクも食べられるが、千葉県のレッド
リストには“一般保護生物”（環境省のカテゴリーで
は“準絶滅危惧”）として掲載されている。採集は遠
慮いただきたい。
さて、千駄堀（21 世紀の森と広場）のごく限られた
水域に、冬から春にかけてカワモズクの一種であるア
オカワモズクが毎年出現する。場所の精細は、一応伏
せておくが、今年は長さ 5cm くらいに成長したアオカ
ワモズクを５株確認した(2 月 25 日)。

「森の文化祭」は 4 月 13 日（金）～15 日（日）
「森の公開」は 4 月 21 日（土）～29 日（日）
詳しくは添付チラシをご覧ください。みどり薫る森の
中で、可愛い花たちに出会えるかもしれません。
子どもも大人も是非松戸の森を楽しんでください。
実行委員会事務局：山下正徳

総会のお知らせ
会員の皆様、さくらの便りが届く季節となりまし
たが、いかがお過ごしですか？

アオカワモズク 2018.2.25 千駄堀

5 月 12 日（土）17：00 ～ 松戸市役所前まちづ
くり交流室(通称テント小屋)にて、2018 年度総会を
開催いたします。事業報告・事業計画案、会計報告・
予算案など忌憚なく話し合い、次年度の計画を決め
たいと思います。皆様どうぞご出席ください。
代表：川上将夫

かつてこの場所には、同じ淡水産紅藻類で“一般保
護生物”のオオイシソウも生育していたが、今は姿を
消している。北総特有の谷津や湧水を水源とした水辺
環境が失われつつある今、淡水産紅藻類は、環境の指
標として今後も見守っていきたい。
(山田純稔)

★松戸のみどり再発見ツアー45（観察学習会 61）

「子どもも大人も楽しもう！春の森 in 松戸」
市内 18 ｹ所の森を公開する「第 7 回オープンフォレスト in 松戸」がこの 4 月 21 日―29 日に開催されます。
このイベントに参加する千駄堀地区の「芋の作の森」「しんやまの森」を訪ね、楽しく過ごしましょう。
新緑の森を満喫し、身近なみどりの大切さについて考えます。
４月１４日(土)
９：３０～１２：３０（雨天中止） 参加費３００円（会員は 100 円)
集合
新京成線 八柱駅 改札口 9：30 集合
持ち物 飲み物
問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）
その他 歩きやすい服装でどうぞ
4
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代
表 ：藤田 隆
年 会 費 ：1000 円
口座番号：00170-9-696174
連 絡 先 ：高橋盛男 090- 2935- 9444

都市の緑を残すためには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動の目的は、みどり特に
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携しその輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。

（甚左衛門の森）

(石みやの森）

(立切の森)

(溜ノ上の森）

(ホダシの森）

7 回目を迎えた今年は 4 月の開催、新緑かがやく明るい松戸の森に子どもたちの声がひびきました。
各森のボランティア仲間で知恵と力を合わせ、地元企業や事業所の協賛、
地権者さんの協力と行政の頼もしいバックアップをいただき、実施されました。
期間中に森や会場を訪れた方は 延べ 2,290 人、受け入れにかかわったボランティアは 延べ４７０人。
市内に残された貴重な樹林地・・・みどりの大切さ、素晴らしさを、肌で感じてもらえたことでしょう。
1
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草笛音楽隊の演奏

伐採された大きなケヤキの一部は、太
鼓に姿を変えて生き続けています。

各森の特徴や活動の様子を伝える
パネルが展示されていました。

クラフトに夢中！
2
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樹齢 200 年の霧島ツツジ
が満開（関さんの森）

わんぱくパラダイス（囲いやまの森）

キンラン
4 月の森では花た
ちも市民を歓迎し
てくれました。

木漏れ日の静かな森で（小浜屋敷の森）

森づくりの話を聞く（八ヶ崎の森）

松戸では
少なく
なったツリバナ

森でヨガ（秋山の森）
パパ ここは気持ちいいね（囲いやまの森）

花盛りの
ジュウニヒトエ

ウグイスカグラの
透明感ある赤い実
は、ほのかに甘い。

竹ボールに入ったよ！（ホダシの森）

シイタケのコマ打ち（三吉の森）
3
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←フェンスの向こう
は不法投棄のゴミの
山。街中に残る里山
の現状を見る。
（しんやまの森）

「ふるさと森の会」会長さんと（三吉の森）
明るいイヌシデの森に小さなお客様たち（石みやの森）

井戸の水を
くむ体験も
今はもう貴
重だ
→
（秋山の森）

公園の森で（縄文の森）

ノイバラやミズキの清
楚な花が出迎えてくれ
ました。
そろそろ交代してよ～（小浜屋敷の森）
これはビオネストと言って…（芋の作の森）

あー楽しかった、またこようね！(縄文の森）

撤収作業開始！(みなみの森）

お疲れ様でしたぁ～(甚左衛門の森）
4
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（芋の作の森、しんやまの森）
（河原塚古墳の森）
（石みやの森、野うさぎの森、みなみの
森、わんぱくの森）
（関さんの森、溜ノ上の森）
（河原塚古墳の森）

文化財や古墳をめぐるツアーも人気
がありました（河原塚古墳の森）
野うさぎの写真を披露（野うさぎの森）

熊野古道のようなわんぱく古道が
好評！（市川市わんぱくの森）

「キッズ隊が活躍するエリアです」
お客様に説明（みなみの森）

江戸時代の蔵も案内(関さんの森）

竹であそぼう

ハンモックで の～んびり

丸太わたり

顕微鏡で虫の見る世界を見る

うちの近くの森は・・・

（囲いやまの森、三吉の森、立切の森、
しんやまの森、小浜屋敷の森）

楽しかった？スタンプを押す
5
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ｵｰﾌﾟﾝﾌｫﾚｽﾄプレ企画ツアー（再発見ツアー45）

「子どもも大人も楽しもう！春の森in 松戸」
藤田

隆

4 月 14 日、八柱駅 9 時 30 分、日中は気温の上がりそ
うな陽気に包まれ、芋の作の森、しんやまの森、21 世
紀の森と広場を訪ねました。参加者は、子ども 2 人を含
む 16 名。スタッフを入れると 28 名のグループ。八柱駅
から標高差５～６ｍを一気に下る坂道に「きついね」と

子どもも大人も春の森を楽しみました（しんやまの森）
「ハート形のものを探す」のテーマでは、ドクダミの
葉にハート形を見つけ、はしゃいだ様子でした。「やわ

いう声が聞こえました。
千駄堀湧水では川上代表が挨拶。「大地に降った雨水
が今でも湧いています」との説明に「へぇーっ！」とい
う表情が見えました。
芋の作の森では松戸里やま応援団八輝の会代表の高
橋さんが説明し、井上さんが森の案内をしてくれました。
ホウチャクソウ、キンランなど、今を盛りと咲き誇る植
物を前に、足が止まり、人を惹きつける植物の魅力を感
じました。
しんやまの森では、彦坂代表代行に森の説明をしても
らい、森をゆっくり感じてもらう活動をしました。
「胸の空気を吐いて、吐いて、吐いて、吐き出したら、
ゆっくり大きく吸ってみましょう」スタッフの声に促さ
れて、参加者は腰を折って空気を吐きだしていました。
森の空気を吸い込んで、森と親しむ森のビンゴゲームを

らかそうなもの」は苦労していましたが、シロダモの若
葉をヒントに示すと「ほんとだ」の声が響きました。
今回の再発見ツアーは、森をゆっくり歩く、鑑賞する、
宝物を探すという、普段見慣れた風景でも異なる側面が
あることを感じてもらう企画でした。
普段と変わらないが、こんな秘密が隠されているのか
と自分の目を見開くきっかけになるといいなという思
いでした。
市外の参加者を募りたいと広報を広げた結果、鎌ヶ谷
市、柏市、船橋市、習志野市、白井市、都内、さいたま
市から参加者が集まりました。最後に感想を聞くと「松
戸は、こんなに森があって緑が深い！」という印象が聞
かれました。

はじめました。
総会の報告と新年度のご挨拶
代表 藤田 隆
5 月 12 日の総会で代表を務めることになりました。新た
に役員も決まりました。詳しくは総会報告をご覧くださ
い。5 月 8 日、国土交通省の発表によると、緑のネット
ワーク・まつどが「みどりの愛護」功労者国土交通大臣
表彰受賞団体に決定しました。2000 年 4 月に発足し、
間もなく 20 周年を迎えます。こうした活動への評価と
受け止め、これからもみどりを大切に思う人の輪を広げ

花咲く森のご案内（芋の作の森）

る活動を続けていきたいと思います。

★松戸のみどり再発見ツアー46（観察学習会 62）

「上本郷～北松戸に残る斜面林や湧水をめぐる」
上本郷～北松戸には今も斜面林や湧水が残されていて、美しい竹林や幕末に吉田松陰が訪れた
お寺もあり、市民のよき散策・いこいの場になっています。水戸街道から少し離れた
閑静な地区をあるき、みどりの大切さについて考えます。
7 月 8 日(日) ９：３０～１4：００（小雨実施） 参加費３００円（会員は 100 円)
集合
新京成線 上本郷駅 改札口 9：30 集合
持ち物 飲み物、弁当、雨具
問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）
その他 歩きやすい服装でどうぞ
6
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代
表 ：藤田 隆
年 会 費 ：1000 円
口座番号：00170-9-696174
連 絡 先 ：高橋盛男 090- 2935- 9444

都市の緑を残すには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動の目的は「みどり」、特に
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携し、その輪を広げ、豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。

国土交通大臣功労賞を受賞

再発見ツアーで みどりが好きな人を増やしたい！
藤田

隆

松戸市内の駅から半日で歩け
るようにと考えると、コースは
限られたものになります。参加
者に「同じコースを歩くのは飽
きませんか」と尋ねられました。
「同じコースでも、季節が異な
ると出会う生きものが違います
よ」と答えたのを覚えています。
ツアーを催すたびに、顔ぶれの違う参加者からお話を聞
くことも多く、次のツアーのヒントになっています。
本郷谷市長へ報告（写真右から高橋副代表、藤田代表）

3 年前、「松戸の秘境を訪ねる」と募集したところ、

2018 年 5 月 26 日（土）滋賀県立長浜ドームで開か

参加者が 239 人集まり、大慌てしました。東松戸駅に

れた第 29 回全国「みどりの愛護」のつどいで、
「緑のネ

集合して、みなみの森と石みやの森をつないで歩くコー

ットワーク・まつど」はその功績が認められ、国土交通

スでした。みどり豊かなみなみの森の風景が眺められる

大臣功労賞を受賞し、感謝状をいただきました。

絶好のスポットにご案内すると、参加者から「松戸にも

本郷谷松戸市長への報告は 6 月 28 日、第 9 期松戸市
緑推進員会の中で行いました。
会員をはじめ、松戸市役所、里やま活動団体の皆さん、
関係の皆さんに支えられて賞をいただいたのだと思っ
ています。感謝の念に堪えません。

こんなところがあるのね」という声が聞かれました。み
なみの森から石みやの森に抜ける樹林帯では「軽井沢み
たい」と嬉しそうにお話している皆さんの声を耳にする
と「松戸の秘境」にしてよかったと思いました。
18 年の間に松戸市内のみどり（里やまボランティア

会の発足は 2000 年 4 月。今年で 19 年目を迎えます。

の活動する森、公園、農地や社寺林）を繋いで歩いたコ

樹林地を守るには、まず現状を見て知ること、と 2003

ースでたくさんの「再発見」をしてきました。歩いた後

年から「残したい松戸の樹林・観察学習会」をスタート

に感想を聞くと、みどりが好きで参加したという方が多

しました。第 1 回目は浅間神社、矢切の斜面林を、第 2

く、参加者のアンケートからは松戸のみどりを長く残し

回目は千駄堀を、第 3 回目は関さんの森を訪ねています。

て欲しいと返ってきます。

それから 15 年、みどりと花の課の後援を頂き名前を「松

都市部で樹林地を残していくことは大変難しいこと

戸のみどり再発見ツアー」として続き、7 月のツアーで

ですが、これ

通算 61 回目となりました。

からもツアー

このツアーは広く市民に呼びかけ、市内に残された樹

を通じて緑を

林地を訪ねて歩くもので、都市部に残された樹林地の厳

大切に思う人

しい現状を知ったり、樹林地で楽しいひとときを過ごし、

の輪をひろげ

みどりの良さを再発見したり、保全に汗を流すボランテ

て行きたいと

ィア活動を紹介したり、ふりかえりでは身近な樹林地の

思います。

ツアーで訪れたみなみの森でお話を聞く

大切さを考えたりします。
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松戸の里やまでは 4 月に実施されたオープンフォレストの後
も、地権者さんのご理解とボランティアの頑張りと行政の協
力によって、多くの市民が自然に親しむステキな体験をしま
した。また、整備活動も地道に続けられています。

、

年中さん年長さん各 100 人が森に
やって来た（5 月しんやまの森）

STG の森でヨガと森へのお礼の整備(5 月秋山の森）

5 月フクロウの巣立ち

植栽ゾーンの花
（小浜屋敷の森）

何を見つけたのかな？（6 月八ヶ崎の森）
子どもっとまつどの自然体験教室（6 月みなみの森）
恒例となった園児の訪問（６月紙敷石みやの森）
今年もヤマユリ鑑賞会
実施（芋の作の森）

高原のようにウグイスの声が
ひびく(立切の森・三吉の森)
先生を招いて「虫ハカセになろう」今年も開催
（7 月根木内歴史公園）

安全講習会（6 月甚左衛門の森にて）

ちびっ子たちも虫と触れ合う（7 月溜ノ上の森）

2
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学童の子どもたちに竹ぽっくり作り指導(8 月)

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座

この他にも紹介しきれな
いたくさんの行事や作業
が行われています。

猛暑でも道路掃除(ホダシの森)

「Let’s 体験」で気持ちのよい汗をかいた若者たちと(8 月関さんの森)

樹液に来たカブトムシや
ルリタテハ（三吉の森）

新しい会もいよいよ活動がは
じまった（金ケ作野中の森）

ドンちゃん・グリちゃんの自然展で「竹の水鉄砲作り」
(8 月里やまＱ)

ボランティア作業体験後の流しそうめん体験（8 月三吉の森）

みどり再発見ツアー報告

上本郷～北松戸に残る斜面林や湧水をめぐる
川上将夫
宮の下湧水

7 月 8 日の朝、未明まで降り続いていた雨が上がり、
24 名の方が上本郷駅に集まった。 まず駅改札から最初
の訪問地 風早神社へ誘導し、そこで挨拶・出発前の説
明等を行った。とにかく蒸し暑いので「水分補給を」と
繰り返し、次の宮ノ下湧水へ向かう。市内に残る数少な
い湧水で斜面林に覆われていることもあり、少しひんや
りとして気持ちが良い。小魚が群れをなしている。
低地と台地の接点に残る斜面林の際をしばらく歩く
と、カンスケ井戸（湧水）に到着。ここには鯉がゆった
りと泳いでいる。北側にはカンスケ緑地（斜面林）が残
り、里やまボランティアの方々が市の委託をうけ、緑地
整備作業を行っていると、会員の山口さんから説明があ
3
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った。急こう配なのでさぞ苦労が多いと推察。緑地の脇
には階段があり上ると本福寺に着く。ここは幕末の志士
吉田松陰が一夜宿泊したことで知られる。
気温がどんどん上がる中今度は明治神社に。見事なイ
チョウとケヤキの巨木がそびえ木陰に入るとホッとす
る。ひと時休憩の後、日陰のない住宅街をしばらく歩く
と新作地区の斜面林が見えてきた。右側と左側に伸びる
緑の景観が素晴らしい。市内では「矢切の斜面林」が知
られているが、この辺りも「新作の斜面林」と名付け市
民にアピー

新作の斜面林・竹林

ルしたらよ
いと思う。斜
面林の北端
には S 家の
竹林がある。

～しぜんのコラム 38～

冬虫夏草のクモタケ
｢しぜんのコラム｣を担当して 10 年。『トタテグモ
の扉探し』が、その 1 回目(通信 19 号,2008.1.15)で
あった。
トタテグモは網を張らないクモ。土の斜面に穴を
堀り、穴の中で獲物が近づくのを待つ。穴の入口に
は扉を付けるからトタテグモ（戸立て蜘蛛）という。
トタテグモにとっての最大の敵は、土の斜面とい
う生息場所を奪う人間による開発であろう。千葉県
のレッドリストでは、トタテグモは「重要保護生物」
として掲載されている。
では、トタテグモにとって人間に次ぐ敵は……も
しかするとクモタケという菌類かも知れない。

手入れも行
き届き実に
美しい！以
前この界隈
でドラマの撮影が行われたことがあるそうだ。竹林脇の
簡素な安房須神社に立ち寄り、終点の馬橋東市民センタ
ーへ到着。
昼食後の午後の部は、今日の振り返りとお知らせ。
「宮の下湧水の様なところが市内にまだ残っているの
が驚き」「新作の竹林近くに住んでいるが、ここをまっ
たく知らなかった。美しい竹林を見られてよかった」
「松
戸市がこんなに高低差のある地形とは思わなかった（市
外参加者）」などの感想があった。

トタテグモの巣穴の扉から伸びてきたクモタケ 2018.6.24 千駄堀

クモタケは、いわゆる『冬虫夏草』である。トタ
テグモに感染すると菌糸を伸ばして内蔵を分解して
れしいことに小学５
吸収。吸収する栄養分が尽きると、キノコ状の子実
体を伸ばす。やがて子実体はトタテグモの扉をこじ
年生と母親の親子
連れがいた。湧水、 開けて地上に現れる。子実体の胞子は、風や雨滴に
よって周囲に飛び散り、新たな感染の機会を待つ。
斜面林、神社に興

今回のツアーでは、う

味津々で、子供が

安房須神社で

トタテグモは絶滅危惧種であるが、その絶滅危惧
参加してくれると、 種に寄生するクモタケも、ある意味、絶滅危惧種で
ある。
案内する側もなんと
(山田純稔)
なく気持ちが和む。

★松戸のみどり再発見ツアー47（観察学習会 63）

「よみがえった戸定邸庭園と千葉大学園芸学部の洋風庭園を訪ねる」
当時の写真や史料から発掘と考証を重ね、復元工事が終わった庭園を、今回特別に戸定歴史館職員が解説。
江戸から明治、激動の時代を生きた徳川昭武のこころのよりどころとなっていた眺望を鑑賞しましょう
10 月 14 日(日)
９：３０～１４：００（小雨実施）
参加費：5００円（入館料込み、会員 300 円、小学生以下無料）
集合：ＪＲ松戸駅西口デッキ 9：30（現地解散）
持ち物：飲み物、弁当、敷物、雨具
問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）
その他 歩きやすい服装でどうぞ
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都市の緑を残すには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動の目的は「みどり」、特に
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携し、その輪を広げ、豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。

松戸のみどり再発見ツアー報告

「よみがえった戸定邸庭園と
千葉大園芸学部の洋風庭園を訪ねる」
藤田

隆

松戸市を代表する戸定が丘歴史公園の名勝旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園）は平成 27 年に国の名勝に指定され
た。昨年 10 月のツアーでは、復元工事中の庭園を興味深く見学したが、今回は完成した庭園を訪問した。江戸か
ら明治、激動の時代を生きた徳川昭武のこころのよりどころとなっていた眺望は、なかなか魅力的だった。

大河ドラマの影響か、明治維新ブ
ームか、昨年に続き松戸駅に集合し
た参加者は 100 人を超えた。挨拶の
後、駅のデッキを東に進み、信号を
３つ越えると戸定が丘の麓に到着し
た。県道に出たところで参加者が右
手奥の高いところの緑のかたまりを
指さして「戸定邸ですか？」と、
「戸
定邸は森に包まれていて、真中から
左あたりが園芸学部との境目ではな
いか」と伝えた。
駐車場が新設され車で訪れる人に
は便利になった戸定邸は、県道から
の見通しもよくなったようだ。
千葉大学園芸学部の門をくぐり、
キャンパスを進むとハーブ類の花壇

戸定邸庭園で島村さんのお話を聞く。奥が植栽されたアオギリ

があった。その先にはオオヒカンザ
クラ、奥にはヒマラヤスギなどの針葉樹が並ぶ。学生食
堂がある緑風会館のシダレカツラのところでは、甘いよ
うな、しょっぱいような香りにつつまれた。参加者は「醤
油！」「カフェオレ？」と、その香りを楽しんでいた。
イタリア式庭園ではイチョウの木の門をくぐり、階段

フランス式庭園は正面にベルサイユ宮殿ではないが
建物があり、左右にマルバトゲナシアカシア、正面にチ
ャボヒバ、バックにユリノキが配置され、庭園部分を掘
り下げた沈床式が空間の広がりを見せる効果を担って
いた。

状になった庭園越しの斜面の上に校舎が見える様子、ア

戸定邸では戸定歴史館の島村宏之氏に案内して頂い

レッポマツに似たタギョウショウ、混ぜ垣、シンメトリ

た。茅葺門、植栽、敷石について、建設当時がイメージ

ックな花壇を鑑賞した。気温は 20°を下回ったが、薄

できるような説明があった。庭園については起伏の変化、

日の射す天候でカタバミの繁茂するあたりにはヤマト

コウヤマキの円錐形の形、軒下まで延びる芝生の貼り方

シジミが乱舞していた。

が洋風庭園の特徴であるとのことだ。復元工事で移植・
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解散後も戸定邸内部の観覧を希望する方が 60 名を超
え、駐車場の売店で徳川将軍珈琲を楽しんだ方も多かっ
たようだ。
※徳川将軍珈琲：昭武の兄・慶喜が飲んでいたコーヒーを曾
孫の徳川慶朝氏が焙煎し現代に再現したコーヒー

戸定邸復元工事をふりかえって
徳川昭武がパリ万国博覧会で世界デビューを果たした
記念すべき 1867 年から 150 年。戸定邸庭園の復元工事
に関わった松戸市役所公園緑地課 木原茂課長補佐、
フランス式庭園のチャボヒバとヒマラヤスギ

木村高徳主幹に、おはなしを伺いました。

補植したコウヤマキだが、静岡県久能山の東照宮・唐門

庭園の復元工事は、松戸市総合計画の第 4 次第 5 次実

脇、日光東照宮の墓所、水戸徳川家の祖徳川頼房の墓所

施計画に則り行われました。平成 27 年には設計を、平

に共通してコウヤマキがある点から、徳川家と何らかの

成 28 年、平成 29 年度工事を行い、平成 30 年 5 月 30

関連があるのかもしれないとのお話だった。

日に完成記念式典を行いました。戸定歴史館の斎藤洋一

庭園西側はアオギリの間に縦のフレームがぽっかり

館長、千葉大学の藤井英二郎名誉教授他、松戸市戸定邸

空いている。富士山を借景にしたのではないかと思われ

保存活用審議委員、設計コンサルタント、工事担当の会

るが、残念ながら今は金町の高い建物に阻まれてよく見

社、公園緑地課が関わりました。

えない。「東屋からは富士山が見えます」と説明し、東
屋へと向かった。

戸定邸庭園の復元に大きな役割を果たしたのは文献
資料と徳川昭武の撮影した写真でした。昭武は写真が趣

東屋の 4 本の柱は皮を剥いだ節のある針葉樹の柱だ

味で、戸定歴史館に保存されている数千点の写真から庭

ったようだが、新木場の材木商に古写真を見せて当時と

園の写真を選び出し、一点ごとに、撮影地点、アングル、

同じような材を探してもらったところ 2 本だけは同様

季節、天候、樹種の確認、樹形、およその樹齢、園路や

の柱を設置することができたという話があった。今後は
当時あったベンチ(縁台)の復元をしたり、隣の園芸学部
との連携を進め、戸定が丘のイメージアップをしていき
たいと語っていた。
昼食後、ふりかえりの時間に参加者の意見を聞くと、
ほぼ全員が戸定邸を高く評価していた。住まいを訪ねた
ところ、遠くは群馬県館林市、茨城県取手市と遠方から
も参加してくれたことが分かった。

飛び石、東屋、生垣等の位置など確認作業を行いました。
樹木については、植わっていたことを示す平面図、植
栽図が見つからず、写真等の資料を元に樹木の位置を平
面図に落としました。戸定邸庭園の特徴であるアオギリ、
コウヤマキ、アカマツについては樹木の模型を現地に配
置して何度も位置をシミュレーションし、位置を決定し
ました。また実物の樹木を配置した後に微妙な差異を発
見し交換することもありました。
コウヤマキとアオギリ
庭園に何の木が植えられていたのかは昭武の写真か
ら、大広間から見る庭園の南側にコウヤマキが 8 本、西
側にアオギリが 10 本あることが分かりました。アオギ
リはすべて市内のアオギリ公園から移植し、コウヤマキ
のうちの一本は市内の篤志家の方から譲り受け、その他、
アカマツ、ソメイヨシノ、サルスベリ、ヤマザクラ、オ
オシマザクラなどを購入しました。
掘り返して分かった園路
戸定邸庭園には当時園路がありました。工事前は芝生
の中に埋もれてしまい見えない状態でした。これを復元
するにあたって、芝生広場の掘削調査を行い園路の位置

アオギリの向こうには遠く富士山も

を特定しました。また、地盤面は約 10cm 高くなってい
ることが分かりました。これは芝生の目土を繰り返した
2
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結果だと推定されました。庭園を掘り返し、当時の
高さに復元し、園路をよみがえらせました。

東屋の復元
東屋の復元工事にあたって、復元された場所には福

のちの時代に植栽された樹木の大半は復元工事

島県学生寮がありました。平成 24 年に福島県から買い取

で処理しましたが、庭園内でも名物になっていた戸

り、今回の工事で既存のブロック積み擁壁等を撤去して

定黄梅は駐車場に移植して梅の花の季節に花や香

新たに擁壁を整備し、当時の急峻な地形と谷筋を復元す

りを楽しんでもらうことにしました。

るとともに、その上に東屋を復元しました。スカイツリ

樹木の運搬には、近隣の方のご協力をいただき、
公園の一帯を一時通行止めにして 10ｔトラックを
運び入れ、16ｔクレーンで樹木を下から吊り上げ搬
入しました。

ーはもちろんのこと富士山も見える眺望です。
戸定が丘歴史公園は庭園が新しくなり、東屋も復元し
ました。ご来場の皆さんに眺望の広がった戸定が丘歴史
公園を楽しんでいただくことが担当した者としての願い
です。

自然がいっぱいの「甚左衛門の森（じんざえもんのもり）
」
甚左衛門の森の会

岩下

正光

甚左衛門の森はＪＲ武蔵野線の東松戸駅と市川大野
駅のほぼ中間に位置し、松戸市南部から市川市に連なる
梨畑に隣接する 0.9ha の、落葉・常緑混交林で一部マダ
ケも混じる変化に富んだ森です。
◆会の成り立ち
松戸市が主催する、「里やまボランティア入門講座」
の 2016 年度（14 期）受講者を中心に結成され、現在
10 名の会員が松戸里やま応援団のメンバーとして、活
動地を地権者の屋号に因んで「甚左衛門の森」
、会の名
称を「甚左衛門の森の会」とし、2017 年 6 月から活動
を始めました。
◆森の状況と主な活動
全員写真―かぼちゃの木を囲んでー

森は主要道路に接しているため、トタン板柵内に不法
投棄されたゴミが散乱し、長年手付かずの状態であった

ず、イタチごっこの状態が続いています。森の周囲を整

ため雑草が繁茂し、立枯れ木も多く見られました。

備し、綺麗にすることで少しは防げるのではないかと奮

会では、里やま応援団の仲間の協力も得ながら不法投
棄ゴミの撤去を実施していますが、不法投棄は後を絶た

闘中です。
現在、雑草木・竹藪の刈払・伐採作業、立枯れ・倒木
の除去をし、観察・作業道の整備、周辺柵の整備を行っ
ていますが、活動開始から 1 年 4 カ月ほどで、整備完了
まではまだまだ長い道のりです。
また、会では森の整備に必要な資機材を揃え、森の保
全・活性化を図るため、国及び県の「森林・山村多面的
機能発揮対策交付金事業」の交付金及び松戸市の「市民
活動助成事業」の助成金を受けて、樹木・竹林の伐採・
整備を計画的に進めているところです。
◆今後の活動
交付金・助成金事業制度を活用しながら、整備の数値
目標を設定し、定期的に行われるモニタリング調査によ
り森林の状態を確認しながら、森の整備・活性化を図っ

ゴミの収集作業

ていきます。
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森の紹介（オープンフォレスト２０１８）

～しぜんのコラム 39～

カントウヨメナ
『野菊の墓』の舞台は矢切。｢民さんは野菊のよう
な人だ｣の野菊は、美しさからいうとカントウヨメナ
がふさわしい。

さらには、今年 5 月に作成した森の整備のためのゾー

カントウヨメナは関東地方以北に分布する、いわ
ゆる“野菊”(野生の菊)で、やや湿ったところに生
えている。ゲノム解析によるＡＰＧ分類では、学名
は Aster yomena var. dentatus となっており、中
部地方以西に分布するヨメナの変種という扱い。ヨ
メナとユウガギクとの雑種ともいわれている。

ニングマップをもとに、順次整備作業を進めていく予定
です。
このように森を整備することで、森林に生息する植物
や小動物の豊かな生息地としての森を維持すると共に、
松戸市民や周辺住民が自然を楽しむことが出来る森と
したいと考えています。
また、里やま応援団の一員として、オープンフォレス
トなどの諸活動に積極的に参加し、市民に対する保全林
の紹介や、森の文化祭並びに市民の森への招待を通じて、
私たちの活動が広く理解されるよう取り組んでまいり
ます。

カントウヨメナ 2018.11.10 野田市三ツ堀

併せて、ＳＮＳ（フェイスブック）を通じての活動紹
介なども準備中です。

写真は、本当は松戸市内のもの、それも矢切で撮
影したものを使いたいところ。しかし、たまたま野
田市の三ツ掘に行った折り、前日降った雨のしずく
が花弁に残って美しいカントウヨメナの花があった
ので、これを掲載することにした。咲きはじめたば
かりで、花弁の幅が広くて色が濃く、美しい。
『野菊の墓』の矢切地区は、その田園風景と斜面
林が松戸の表玄関の景観をつくっている。外環道の
開通によって矢切らしさが半減し、さらに松戸イン
ター近くには、大型物流倉庫が建設される計画が持
ち上がっている。矢切の田園風景と斜面林は、未来
に残すべき、松戸市の財産である。
(山田純稔)

倒木の処理作業

★松戸のみどり再発見ツアー48（観察学習会 64）

「矢切の斜面林と初詣」
矢切の斜面林や江戸川沿いの農地、野菊の墓文学碑、矢切神社を訪ね、みどりについて考えます

２０１９年１月１３日(日) ９:３０～１４:００（雨天中止） 参加費：３００円（会員は１00 円）
集合：北総線矢切駅 9：30 集合 市民活動サポートセンターで解散
持ち物：飲み物、弁当、雨具
問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）
その他 歩きやすい暖かい服装でどうぞ
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