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砧公園
　砧公園と接続しているパークブリッジ
は、災害時に環八の東側の人々が公
園内に避難できること、そして環八の
交通事情に係わらず公園利用ができる
様に架けられています。
　そのパークブリッジを渡って公園地
に入ると、南と北からの緩やかな坂道
があります。この坂道の両側には「早
春の花」「春の花」「新緑の花」など季節
を八つに区分して「八季の坂路」と名
付け、季節ごとに見どころとなる花を咲
かせるように各種の草花や花株物が配
植されています。
　その坂路の一角にサンシュユがあり
ます。環八側正門から公園に入って園路
をまっすぐ30メートルほど進むと右側
に八季の坂路の南側入口が見えてきま
す。3月頃になると、この入口の両側に
あるサンシュユが綺麗に咲き始め、マ
ンサク、レンギョウとともに楽しむことが
できます。サンシュユ（山茱萸）は、ミ
ズキ科ミズキ属の落葉小高木で、樹皮

は薄茶色で鱗片状にはがれます。葉は
長さ3～10センチの卵状楕円形で先は
鋭くとがっています。裏面は有毛で、主
脈の基部に褐色の毛のかたまりがありま
す。葉に先立って枝いっぱいに花弁が
4枚ある鮮やかな黄色の小さい花をつ
けます。中国や朝鮮半島の原産で、江
戸時代享保年間（1720年頃）に薬用と
して朝鮮から種子が持ち込まれました。
今では観賞用として多くの家庭や公園
に植えられている一般的な花木です。
　陽だまりの中、可憐で小さなこの花
を見ると、きっと春の訪れを感じて頂
けると思います。
砧公園サービスセンター長　島澤 義光

砧公園

サンシュユ 所在地 世田谷区砧公園 1-1
問合先 砧公園サービスセンター
 ☎ 03-3700-0414
交　通 東急田園都市線「用賀駅」から徒歩20分、ま

たは東急コーチバス・美術館行「美術館」下
車／小田急線「千歳船橋駅」から東急バス・
田園調布行「砧公園緑地入口」下車、小田急
線「成城学園前駅」から東急バス・都立大学
前北口行「岡本一丁目」下車　○P  有料（普通
車 1時間まで300円・以降100円／30分）

「山茱萸」の音読みが、和名の由来である。早春、
葉がつく前に木一面に黄色の花をつけることから、
「ハルコガネバナ」とも呼ばれる。
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東京パークフレンドは、東京の「緑と水」に親しんでいただけるよう、さまざま
な催しや特典を用意しており、本誌「緑と水のひろば」も年に４回お届けします。

特 典
● 「緑と水のひろば」（年４回）
● 花のカレンダー（年１回）
● 都立庭園等の割引入園
● 東京水辺ライン定期便の割引乗船
● BBQ利用割引
　（舎人公園、水元公園、小金井公園）など

催 し 
観察会、見学会等を開催
※「東京パークフレンド」の
　ホームページで活動を紹介
　しています。ご覧ください。

年会費　2,060円

TEL：03-5532-1306　FAX：03-5532-1307

〒100-0012  東京都千代田区日比谷公園 1-5  
東京パークフレンド事務局（緑と水の市民カレッジ内）

検 索東京パークフレンド

お問合せ

http://www.tokyo-
park.or.jp/parkfriend/

※日曜・祝日、年末年始（12/29～1/3）は休館となります。

受付時間
9：00～17：00

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   WINTER  2015
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東京の公園の歴史を歩く❹

完成目前の駒沢オリンピック公園   1964年7月  〔東京都公園協会所蔵〕
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中止になった1940年東京オリンピックの主会場、駒沢
競技場の完成予想図。〔『報告書』第12回オリンピック
東京大会組織委員会（1939年）、 都立中央図書館所蔵〕

1964年10月10日、国立競技場で行われた東京オリンピック開会式での日本選手団入場行進。〔毎日新聞社提供〕

　平成26年（2014）は昭和39年（1964）
の東京オリンピックから50周年にあたり、
諸々のメディアでも2020年に開催が決まっ
た次の大会への期待も背景に、当時を振
り返る記事が多くみられた。そこでも多く触
れられていたように、オリンピックは単にス
ポーツの祭典として競技場などが整備され
ただけでなく、戦後の復興の延長にあって
さまざまな都市のインフラの整備が飛躍的
に進められた契機であった。しかし既に知
られるように、東京五輪は一度昭和15年
（1940）に第12回大会として開催されるは
ずであった。この時の五輪は、皇紀2600
年を記念する事業という位置付けで万国
博覧会の開催なども併せて計画されていた

こともあり、五輪にとどまらない東京の都市
空間への影響が想定されるものであった。
実際に記念式典を見込んだ皇居前広場
（皇居外苑）の改造などが行われている。
　しかし五輪等への対応として東京の都
市整備がどこまで計画されていたのか、よ
くわからないところも多い。それというの
も、戦前の東京五輪は、戦時色の強まる
中で日中戦争の開始をきっかけに昭和13
年（1938）に返上され幻に終わったため、
その関連計画なども必ずしも明らかでない
からである。その中で緑地という発想から
首都圏の地方計画をねらいとした「東京緑
地計画」（本誌第74号参照）は、東京五輪
の招致が始まった年の昭和7年（1932）に

検討が始められていることからみて、五輪
と無縁ではなかったようだ。その関与の度
合いは不明だが、実際に東京緑地計画の
中で、陸上競技場、水泳場、選手村など
を含む五輪主会場となるはずだった駒沢
の地は、「運動公園」の一つとして確かに
計画に位置付けられていた。この地が戦
後実現した東京オリンピックでは第二会場
となる。
　その一方で五輪会場自体の計画は迷走
気味であったようだ。特に主会場の場所
がなかなか決まらなかった。当初複数あっ
た案のなかで有力となったのが昭和初頭
に整備された明治神宮外苑である。既設
の陸上競技場を大規模なスタジアムに改

造することが検討されたが、外苑の風致
への影響の懸念もある中、オリンピックに
求められる施設の規模が確保できなかっ
たことなどから、最終的に駒沢が選ばれ
た。この経緯は現在の新競技場の議論を
考える上でも参考になる。なお、戦前の
五輪は中止となったが、意外にもその後
数年間で全国的に運動公園の整備が進め
られている。そこには国民の体力向上とい
う国策も色濃くみることができる。

おの りょうへい／東京大学大学院農学生命科学研究
科 准教授。農学博士。1962年栃木県生まれ。東京
大学大学院農学系研究科林学専攻修士課程修了。株
式会社日建設計土木設計部、東京大学農学部助手を
経て現職。著書に『公園の誕生』、共著書に『ランドス
ケープのしごと』『ランドスケープ批評宣言』などがある。

小野 良平  写真／鈴木 一正

●幻に終わった1940年東京オリンピックと公園緑地

東京の公園の歴史を歩く❹
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『都市公園』No.131 東京都公園協会（1995年）より

名称
北江古田
中村南
中村北
弁天
学田
深沢神明
深沢
予定地
上板橋
駒沢
小金井
神代
水元
舎人
砧
篠崎
計

面積
    4,403
   13,868
    1,421
    7,643
   18,083
    1,950
    4,056
    2,300
  447,564
  418,893
  805,049
  631,056
1,056,935
  938,456
  688,975
1,309,094
5,429,566

開放面積
    4,403
   13,868
    1,421
    7,643
    3,967
    1,950
    4,056
    2,300
  256,728
  329,107
  424,965
  475,190
  899,554
  926,684
  337,660
1,156,228
3,925,545

残面積
        0
        0
        0
        0

   14,116
        0
        0
        0

  190,835
   89,785
  381,184
  155,866
  157,381
   11,772
  351,316
  152,866
1,504,021

農地改革で消えた公園緑地 （単位m2）

名称
浜離宮恩賜庭園
小金井公園
戸山公園
旧古河庭園
砧公園
城北中央公園
石神井公園
善福寺公園
神代植物公園
善福寺川緑地
武蔵野公園
和田堀公園
明治公園
駒沢オリンピック公園

開園年月日
昭和21年 4月 1日
昭和29年 1月 14日
昭和29年 8月 16日
昭和31年 4月 30日
昭和32年 4月 1日
昭和32年 4月 1日
昭和34年 3月 11日
昭和36年 6月 16日
昭和36年 10月 20日
昭和39年 8月 1日
昭和39年 8月 1日
昭和39年 8月 1日
昭和39年 10月 1日
昭和39年 12月 1日

昭和20～30年代に開園した都立公園

メイン会場となった国立競技場と神宮外苑。写真は開会式70日前の昭和39年8月1日撮影。〔東京都提供〕

オリンピックを前に進められた「首都美化運動」。
昭和37年11月撮影。〔東京都提供〕

東京復興計画緑地及公園図　環状・放射状の緑地に加え区部面積の3割をも緑地地域とする計画だったが、
ほとんど実現されることなく終わった。〔『公園緑地』 9巻1号（1946年）より〕

拡張工事中の青山通り（青山1丁目付近）。22mから
40mに拡幅された。昭和38年9月撮影。〔東京都提供〕

建設中の首都高速1号線（江戸橋ジャンクション付近）。
昭和38年11月撮影。〔東京都提供〕

東海道新幹線開業式。五輪直前の昭和39年10月1日に
開業した。〔毎日新聞社提供〕

開業を前に試運転中の東京モノレールと手前は
首都高速1号線。昭和39年8月撮影。〔東京都提供〕

なっていた代々木のワシントンハイツが返
還され選手村となるが、ここが今の代々木
公園である。このほかいくつかの会場が公
園となったのに加え、マラソンコースとなっ
た国道20号（甲州街道）では拡幅の上ケヤ
キ並木が整備された。これらの公園は、
実は戦災復興時に都市計画で緑地として
定められていたものが実現した例が少なく
なく、五輪は公園拡充の突然の契機であっ
たわけではなく、むしろ過去からの計画を
後押しする役割を果たしたといえる。
　オリンピックなどの巨大イベントは都市
にさまざまな影響をもたらすが、東京大会
は交通施設をとってみても、首都高速や
青山通り・玉川通り、環状七号線ほかの道
路や東京モノレールに加えて新幹線など

が整備され、東京にとどまらない日本の社
会変化の大きな節目となった。また上下
水道の整備など都市の環境改善も進み、
都による「首都美化運動」のもと、デザイ
ンされたくず入れの道路への設置なども行
われた。さらには美観向上のため、従来
の据置型の路上のコンクリート製ゴミ箱に
替わり、収集時のみ路上に持ち出すフタ
付の青いポリバケツが普及したのもこのこ
ろで、オリンピックは人々の生活にまで作
用を及ぼした。一部芸術家がその美化活
動を行き過ぎとして風刺したほどである。

　敗戦を経て昭和21年（1946）には国
が特別都市計画法を公布するが、そこ
で新たに生まれた制度の一つに「緑地
地域」がある。これは全国の戦災都市
を対象に、戦中に防空空地帯として指
定された土地などを中軸にして、市街
地の外周・内部に環状あるいは放射状
に系統的に緑地を確保し、建蔽率など
の開発規制をかける地域制（土地の所
有にかかわらず公益のために開発等の
規制を定めること）の仕組みである。そ
れは戦前の東京における東京緑地計画
と、それを受けた防空空地の考え方を
戦後に引き継いで制度として実らせた
ものといえる。この中で東京都では、
既に終戦を待たずして内々に復興計画
の検討に取り掛かっていたというが、昭
和23年（1948）には東京特別都市計画
として、土地取得を目指す環状・放射
状の緑地に加え、区部面積のおよそ3
割をも緑地地域とする計画を定めた。
　しかし占領下にあって、GHQのとっ
た施策は公園緑地にとっては逆風で
あった。まずドッジ・ラインで知られる
緊縮財政政策によって、上の特別都市
計画による戦災復興事業は縮小を余儀

なくされた。またこれより早く、地主制
度の解体を進める「農地改革」の一環
として、戦前に東京緑地計画を元にし
て事業化がなされ土地買収の進められ
た、六大緑地（砧、神代、小金井、舎
人、水元、篠崎）やその他の公園緑地
において、公の土地であるにもかかわ
らずその土地の過半が払い下げられ
た。これは戦中、食糧生産のために緑
地内で農業実行組合などに貸付けてい
た耕作地などが、実態として耕作が依
然続けられていたことをもって、地主と
小作人の関係にある農地とみなされた
からである。
　さらには戦後復興の混乱の中で、公
園緑地が狙われて消えていく事態も全
国で起きていた。接収のみならず、官
公庁や学校さらには競馬競輪などの公
営競技場にまで公園が使われていった
例もある。その象徴ともいえるのは、
霞ヶ関の眼前にあった虎ノ門公園が、
接収にはじまり民間会社の使用に供さ
れ、その後の扱いが東京都、建設省、
大蔵省、国会などの立場の相違も関わ
り紛糾したあげく、昭和28年（1953）
に廃止されてしまった「事件」であった。

こうした事態は、公園が都市計画上の
施設としては位置付けられていたもの
の、公園に関する基本的な法制度がな
かったことがその一因とも認識され、こ
れが昭和31年（1956）の都市公園法
の成立につながることとなった。
　こうした中、一旦農地解放で土地を
失った大緑地などでは、買収が再び地
道に進められながら可能な部分から公
園として整備が行われ開園していった。
それらの多くは東京緑地計画の遺産と
いえるものである。しかし一方で、東京
緑地計画を継承した先の緑地地域制度
は、建蔽率を1割とする厳しい規制に
人々の反発も強く、また混乱の中で開
発規制が有名無実化していたことなど
もあり、徐々に指定面積が減らされて
いき、最終的には制度自体が廃止され
てしまう。

　このような状況の中で、公園緑地の拡
充に向かう契機となったのが、昭和39年
（1964）の東京オリンピック（第18回大会）
の開催である。競技場やその周辺の整備
自体が造園技術者の活躍の場となり、大
会後は多くの会場が公園として継承され
た。主会場は戦前に一度本命となった神
宮外苑であった。ここは接収解除後に明治
神宮の所有となったが、陸上競技場につ
いては国有化の上、国立競技場として改
造されアジア大会を経てさらに拡張整備が
なされ、また隣に設けられた東京体育館
一帯は明治公園として整備された。戦前
の五輪で主会場となるはずだった駒沢の
地は、駒沢オリンピック公園として整備さ
れ第二会場となった。また米軍の住宅地と

戦
後
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興
と
公
園
緑
地
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し
て
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

●復興計画と公園緑地への逆風

●五輪を機にインフラ整備、公園拡充
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❶公園の敷地は大正時代から昭和初期まで名門倶楽部の
ゴルフ場だった。〔東京都公園協会所蔵〕❷五輪前には
駒沢球場（昭和28～36年）もあり、東映フライヤーズ（現日
本ハム）の本拠地だった。〔世田谷区立郷土資料館所蔵〕

●●❶ ●●❷

東京オリンピック当時の駒沢オリンピック公園。
第二会場としてサッカー予選、レスリング、バレーボール、ホッケーが行われた。

中央広場には公園のシンボルのオリンピック記念塔（管制塔）が建つ。
高さ50m、真下の池に聖火台が残る。右は陸上競技場。

●●❸

●●❹

●●❺

●●❻ ●●❼ ●●❾

●●11●●10

●●❽

●●11

❸中央広場の南側に駒沢通りを挟んで建つのが、“東洋の魔女”が活躍した屋内球技場（現在は改築工事中）。❹ホッケー会場だった第二球技場、補助競技場はサッカー場とし
て人気が高い。❺陸上競技場はオリンピックではサッカー予選会場だった。❻園内にはこの硬式野球場のほかに軟式野球場もある。❼テニスコートも8面ある。❽❾レスリン
グ会場として5個の金メダルを獲得した体育館。館内に東京オリンピックメモリアルギャラリーがある。10駒沢オリンピック公園は市民スポーツのメッカ。とくに“ジョギングの聖地”
ともいわれ週末には3,000～4,000人が走る。11チリリンコースで自転車を楽しむちびっ子たち。サイクリングコース、ペアペア自転車のコースもあり、貸自転車も充実している。ジョギングコース

サイクリングコース

ファミリーコース
（ペアぺア自転車）

駒沢公園
東口

駒沢通
り
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オリンピック
記念塔
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補助
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球技場

体育館
東京オリンピック
メモリアル
ギャラリーサイクリング
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サービス
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弓道場
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ストリート
スポーツ広場

チリリン
コース

ドックラン

駒沢公園
西口

　駒沢オリンピック公園の土地は、明治期
には農地であったところに大正2年
（1913）に民間倶楽部が駒沢ゴルフ場を
開いた場所である。ゴルフ場を設けただ
けに、元の地形は呑川の支流がつくる起
伏のある土地であったようだ。倶楽部は昭
和7年（1932）に移転するが、同年検討が
始まり昭和14年（1939）に成案となった東
京緑地計画において、この土地は「運動公
園」として計画された。相前後して昭和11
年（1936）に東京オリンピックの開催が決
まり、翌々年にはここが主会場として最終
決定されたものの、同年五輪は返上され
駒沢スタジアム案は幻に終わった。　
　次いで昭和17年（1942）には都市計画
上の防空緑地に決定され、翌年買収も進
められ、食糧生産などにも用いられる中で
敗戦を迎えた。戦災復興計画においては、
代々木公園の地などとともに大規模な緑
地として位置づけられた。したがってこの
公園もまた五輪以前からの歴史に源流を
もつ存在である。そして五輪に至るまでも、
この地はスポーツの場として活用された。
農地改革で一旦国有化された土地を都が
買い戻し、昭和24年（1949）には第4回
国体の会場となったほか、昭和33年
（1958）のアジア大会にも使用されている。
その間には駒沢球場がつくられプロ球団
の本拠地にもなった。
　昭和34年（1959）に改めて五輪開催が
決定すると、駒沢は第二会場としてバレー
ボール、サッカー、ホッケー、レスリングの
4種目が実施されることとなった。これに
従い競技施設を配置しながら全体を公園
として計画・設計がなされ、五輪開催直前
に竣工した。この会場でレスリングの5選
手が金メダルを獲り、同じく金に輝いた女
子バレーボールでは、「東洋の魔女」のTV
中継に多くの人々が釘付けとなった。
　この公園は運動施設が中心となってい
るが、それらを巧みに配置したオープンス
ペースの工夫がその魅力に大きく関わって
いる。公園内を掘割式に横切る駒沢通り
からアプローチし、広場状の階段を上ると
徐々にシンボルとなる管制塔が見え、各
施設をつなぐ中央広場に至る。平坦な中
央広場の東西に陸上競技場と体育館が相

対するが、元地形を活かし、呑川等の谷
部に競技フィールドやフロアを収めた形と
なっている。呑川支流は現在暗渠化され
ているが緑道として公園の外に緑を連続さ
せている。
　現在の公園は各種施設はもちろん、公
園全体を巡るジョギングなどの市民スポー
ツに大いに活用されている。なお近年駒
沢は愛犬家の街としても知られており、平
成14年（2002）には都立公園初のドッグラ
ンが設けられ、ボランティアの運営によっ
て活況をみせている。

●開園：昭和39年12月 ●面積：413,573m2 ●世田谷区駒沢公園 1-1 ●東急田園都市線「駒沢大学駅」
から徒歩13分、JR山手線等「渋谷駅」西口から東急バス田園調布駅行で「駒沢公園東口」下車、JR山手線
等「恵比寿駅」西口から東急バス用賀駅行で「駒沢公園」下車、東急大井町線「等々力駅」から東急バス渋
谷駅行・祖師谷大蔵行で「駒沢公園西口下車」、東急東横線等「自由が丘駅」から東急コーチ東京医療セン
ター行で「駒沢公園」下車 ●P 有料　☎ 03-3421-6431（公園施設）、03-3421-6199（スポーツ施設）

●幻の五輪スタジアム以来のスポーツ公園の系譜
駒沢オリンピック公園（第二会場）

のみ
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陸上競技場

（織田フィールド）

❶ワシントンハイツ全景。北側半分が選手村になった。右上の森は明治神宮。昭和32年撮影。〔国土地理院提供〕❷選手村と、奥は競泳などが行われた代々木競技場。宿舎は
ハイツ時代の建物が活用された。昭和34年10月撮影。〔毎日新聞社提供〕❸開園3年後（昭和45年）の代々木公園。樹木が小さくまだ競技場が見えている。〔東京都公園協会所蔵〕

●●❶ ●●❷

●●❸

❹公園の真ん中に芝生の中央広場が大きく広がる。❺公園・競技場へ続く五輪橋は昭和39年3月に架けられた。
❻公園の入口は5つあり、ここは原宿駅や表参道に近い原宿門。

❼噴水池とそれを取り囲む木立は、まさに都心の森林公園。❽園内に保存されているオリンピック記念宿舎。一番小さなタイプでオランダ選手の宿舎だった。❾陸軍練
兵場の歴史を語る日本航空発始之地碑。わが国最初の飛行が明治43年にここで行われた。10ジョギング、ランニングを楽しむ人たちも多い。11樹木を縫ってサイクリング
コースがのび、サイクリングセンターには各種貸自転車が用意されている。12公園を横切るこの道路（都道）は選手村当時のメイン通りで、1980年代は“ホコ天”で賑わった。
13都道の南側にある陸上競技場（織田フィールド）は選手村にあったサブグラウンドである。

●●❹

●●❻

●●❾

●●13●●10

●●11 ●●12

●●❼ ●●❽

●●❺

　代々木公園の地は江戸期には大名屋敷
であったが、明治維新後は農地化してい
た。国木田独歩の『武蔵野』にはこの辺り
を歩く情景が描かれているが、農地と雑木
林が広がり、蛍の舞う田園であったようだ。
蛍がいたのが今は地名のみ残る宇田川で

あるが、宇田川とそこに合流する河骨川の
谷から東側に上がる台地の上が、代々木
公園や隣接する明治神宮の場所である。
河骨川は童謡『春の小川』の舞台であると
いう説もある。こうしたのどかな土地が明
治末からは練兵場となり、戦前期は訓練が

起こす風塵が周辺住民を悩ませたという。
　戦後の占領下においてここはワシントン
ハイツとして米軍の住宅地となるが、一方
で都の戦災復興計画では、この地は大規
模な緑地として計画され、ドッジ・ライン後
も都市計画上の公園として位置付けが残さ
れた。つまり代々木公園はオリンピックを
経てたまたま公園の地が得られたわけでは
なく、戦前の東京緑地計画に由来する戦
災復興計画に構想されたものが実現したも
のである。大名屋敷や練兵場となった高
燥な台地は公園の場所としても適地であっ
たといえる（ただし台地を作った河骨川は
ちょうど五輪の年に暗渠化される）。
　昭和36年（1961）にワシントンハイツが
全面返還された際に、閣議決定により五輪
の選手村となることが決まるが、その際に
既に大会終了後は「森林公園」とすることが
方針とされていた。都心の森林公園という
構想はそれまでにないもので、これに従っ
て設計コンペ（設計競技）が行われた。現
在の公園はこの当選案を元にしたものであ
る。中央の広大な芝生広場をケヤキなど
の落葉樹林が囲み、さらに外周をシイやク
スが囲むのが基本的な構成である。当時
既にあった樹木も活かし、また当初から比

較的大きな樹木の植栽をしたこともあり、
開園（昭和42年）から50年近くなった現在、
木々は豊かに育ち森林公園の名にふさわ
しい状態となっている。また隣の明治神宮
の森との間は日本初というバードサンクチュ
アリ－で繋がれ、これらが一体となって都
心の都市林が実現されている。
　昭和55年（1980）年に公園を横切る都
道で歩行者天国が実施されると、繁華街
の歩行者天国とは違う公園と道路の融合し
た空間は、「竹の子族」などに代表される
ストリートパフォーマンスのメッカとして「ホ
コ天」の語とともに全国に知られるようにな
る。騒音問題などでホコ天は20年足らず
で幕を閉じるが、文化の発信地としての
代々木公園の性格は今も続いている。

●開園：昭和42年10月 ●面積：540,529m2 ●渋谷区代々木神園町 2-1 ● JR山手線「原宿駅」・東京メトロ千
代田線「代々木公園駅」から徒歩3分、小田急線「代々木八幡駅」から徒歩6分 ●P 有料　☎ 03-3469-6081

●世界中のアスリートが集ったワシントンハイツ跡に実現した都市林構想
代々木公園（選手村）

こうほ ね

こう

そう
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高尾・陣馬の山並を背景に南浅川沿いに広がる陵南公園。

❹モニュメントの立つサクラ通りは名の通り春は見事。
❺トラックコースだったところは野球場になっている。
❻人気のジャブジャブ池は選手村があったあたり。

●●❹

●●❺

●●❻

❶自転車競技場（トラックコース）と選手村分村。多摩御陵参道と南浅川の間に位置
した。〔『XVⅢ OLYMPIAD OFFICIAL BULLETIN NO.20』The Organizing Committee 
for the Games of the XVⅢ Olympiad（1964年）より、都立中央図書館所蔵〕
❷観客席は4,100人を収容した。〔『オリンピックがやってきた！』八王子市郷土資料
館特別展図録より〕❸自転車会場だったことを伝える優勝者名を刻したプレー
ト。サービスセンター前にある。

●●❶

●●❸●●❷

❶武道館の南側には樹林が広がり、広い芝生や池も配されている。❷お濠（牛ヶ淵）越しに望む日本武
道館と北の丸公園の緑。❸園内には近衛師団司令部庁舎が残り、国立近代美術館工芸館となっている。

❶霞岳広場は現在、国立競技場の解体工事に伴う工事で既に一部閉鎖している。
❷霞岳広場は集会やフリーマーケット会場として知られた。❸東京体育館は前回
五輪の体操・水球会場。現建物は二代目で2020年大会では卓球会場の予定である。

●●❶

●●❸●●❷

●●❶

●●❷

●●❸

　東京オリンピックの会場は、明治公園の
主会場、駒沢公園の第二会場だけでなく、
都内外に分散して設置された。このうち自
転車競技は八王子市でロードレース、ト
ラックレースともに開催され、そのトラック
会場の跡地が陵南公園である。高尾駅に
も比較的近いこの土地は北側が丘陵地に
つながり、南側は南浅川に面して比較的
高低差があるが、その地形を使いながら
自転車競技のバンクや観戦スタンドが設け
られたものと思われる。合わせて選手村の
分村も設置された。

　五輪会場は基本的
に仮設でつくられ、終
了後に整備が進めら
れ昭和43年（1968）
に公園として開園し
た。現在の公園にオ
リンピックを偲ぶもの
はさほど見られない
が、公園の北側は豊
かなケヤキ並木を持
つ多摩御陵（大正天
皇・皇后および昭和
天皇・皇后の陵墓で
ある武蔵陵墓地）の参道にもつながり、高
尾山などへの眺望の優れた開放的な場所
である。中央に野球場を挟んで南側は南
浅川との一体感が確保されていて、公園自
体はそれほど大きくはないが実際よりも広
く感じられる。このような公園外の環境との
良好な関わりによって、市民の憩いの場と
なっている。
　さらには南浅川の南側の国道20号との
間には、甲州街道の旧道が並行して通る

が、この辺りは江戸期に甲州口の警固にあ
たった幕臣・八王子千人同心の本拠地にも
近く、歴史を感じさせる場所である。国道
20号には高尾駅近くにかけて大正天皇の
陵墓建設時に整備されたイチョウ並木が
育っているが、オリンピックではここをロー
ドレースが駆け抜けている。陵南公園とそ
の周辺は、地域の人々だけでなく小さな旅
としても楽しむことができるスポットである。

　公園の名は江戸城北の丸に由来する。
明治以降は近衛師団の軍用地であったが、
昭和21年（1946）の戦災復興では特別都
市計画の緑地として定められた。五輪開催
決定後、初の正式競技となった柔道のため
の武道場の要望が高まり、武道館の北の丸
への建設が決められた。あわせて昭和38
年に建設省が森林公園として公園整備を開
始し、昭和44年に厚生省に移管の上開園

し、国民公園・皇居外苑の一部となった。
　武道館は武道場だけでなくコンサート会
場としても海外にまで知られた存在である
が、公園の中にまで足を延ばす人は少な
い。しかし整備後約50年を経て、皇居の

森と連続して都心中の都心に豊かな森林
が確保されている公園の価値は高く、また
お濠（千鳥ヶ淵）を見下ろす場所として、花
見の時期に限らず絶好のスポットであり、
江戸以来の歴史的遺構も見どころである。

　明治公園は、メーデーなどの集会やフ
リーマーケットなどのイベントの場という印
象が強いが、それは公園の一部である霞
岳（かすみがおか）広場である。広場に加
えて東京体育館周辺および国立競技場西
側のスペースをあわせたものが明治公園
である。昭和39年（1964）、五輪開催とと
もに整備され開園し、東京体育館は体操
および水球の競技会場となった（現体育館
は二代目）。なおここも昭和21年（1946）
に「東京復興内環状緑地」の一部として特
別都市計画で定められた場所である。
　現在、2020年のオリンピックに向けた
新国立競技場の建設のために、霞岳広場
はその歴史を閉じようとしている。明治公
園自体がなくなるわけではないが、霞岳広
場がその実質的な中心であったことを思え
ば、広場に重ねられたイベントの記憶はと
どめておきたいものである。

●開園：昭和43年4月 ●面積：59,511m2 ●八王子市長房町 1369
● JR中央線「高尾駅」から徒歩20分、同駅南口から京王バス京王八
王子駅行で「御陵前」下車徒歩5分 ●P 無料　☎ 042-661-0042

●駆け抜ける銀輪の記憶を土地の歴史に刻む市民の憩いの場
陵南公園（自転車会場）

●開園：昭和44年4月 ●面積：193,297m2 ●千代田区北の丸公園 
1-1 ●東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」から徒
歩5分、東京メトロ東西線「竹橋駅」から徒歩5分 ●P 有料
☎ 03-3211-7878

●武道館から皇居の森へ続く森林公園
北の丸公園（柔道会場）

●開園：昭和39年10月1日 ●面積：57,309m2 ●新
宿区霞ケ丘町、渋谷区千駄ヶ谷1丁目 ● JR総武線「千
駄ヶ谷駅」から徒歩3分、都営大江戸線「国立競技場
駅」から徒歩2分、東京メトロ銀座線「外苑前駅」から
徒歩15分　☎ 03-3470-3223

●五輪とともに誕生、 数々の集会やイベント場の記憶
明治公園（体操・水球会場）
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❶公苑は今も馬術のメッカ。アリーナでは練習や競技が行われている。
❷苑内にはこの花畑のほか、日本庭園、武蔵野自然林なども広がる。
❸世田谷通りから正門へと続くけやき広場はいつも人々でにぎわう。

●●❶

●●❸
●●❷

❶幅90m、長さ2,500mの漕艇場（ボートコース）に沿って芝生が続きスタンド
もある。❷園内には東京オリンピックの聖火台が残る。❸漕艇場の両岸東端
には大学などの漕艇庫が建ち並ぶ。

選手村予定地の晴海と完成イメージ。大会中は17,000人が滞在する。〔写真：東京都、パース：Tokyo2020提供〕

2020年大会の競技会場は、1964年大会が行われた都心部をヘリテッジゾーン、
海上公園を中心とする湾岸部を東京ベイゾーンとし、選手村予定地の晴海から半
径8km圏に大半の会場が収まるよう計画されている。〔Tokyo2020提供〕

東京ベイゾーンはヘリテッジゾーンに対して2020年大会のための新しい
舞台。湾岸部の公園や公園予定地を中心に会場が計画されている。❶お
台場海浜公園（トライアスロン／水泳）、❷有明アリーナ（バレーボール）、
❸海の森クロスカントリー（馬術）、❹海の森水上競技場（ボート／カヌー）
の完成イメージ。〔Tokyo2020提供〕

競技会場予定地

●●❶

●●❷

●●❹●●❸

●●❶

●●❷ ●●❸

　馬事公苑は現在JRA
（日本中央競馬会）の管
理・運営する公園であ
るが、始まりは昭和9年
（1934）に馬術訓練等
を目的にJRAの前身が
土地を購入し、昭和15年（1940）に開苑
したことに遡る。この間に幻に終わった東
京五輪の馬術会場とされている。また昭和
14年（1939）の東京緑地計画においても
「公開緑地」として位置づけられている。
戦後は騎手養成所などの役割も備えな
がら、オリンピックの馬術会場となる。
　馬と人との関わりは極めて深い

が、現代社会において馬に接することがで
きる機会は極めて限られており、この公園
は貴重な存在である。加えて、正門と世田
谷通りを結ぶ並木の広場は（世田谷区けや
き広場）各種の市で頻繁にハレの空間とな
り、通りの向かいは東京農業大学のキャン
パスが拡がり、一体となってゆとりある環
境をなしている。

　2020年に開催の決まった東京オリン
ピック・パラリンピックはどのような社会資
本、 中でも緑に関するビジョンを持ってい
るだろうか。五輪が後世に残す「レガシー」
については、立候補の際その構想の提示
が求められている。それによると、「過去
の遺産を守りながら未来へのビジョンを示
すため」、「1964年東京大会のレガシーが
集積するヘリテッジゾーン」と「未来に向け
て発展する東京の姿を象徴する東京ベイ
ゾーン」から全体の計画がなされる中で、
公園面積や街路樹数の目標値なども掲げ
られている。
　このうちヘリテッジゾーンには神宮外苑

や武道館、代々木競技場などが含まれる
が、中心となる外苑の国立競技場は、知
られる通り全面建替の予定である。これに
あわせて周辺一帯には、都の都市計画に
より高密な開発を志向する「再開発等促進
区」が昨年（2013年）定められた。この一
方で従来一帯には同じ都の都市計画で「風
致地区」が指定されており、これが開発を
抑え緑を保つヘリテッジらしさに貢献して
きた。従って競技場周辺の整備には、風
致地区であることと十分整合のとれた、神

宮外苑のまさにヘリテッジを継承する内容
が求められるであろう。
　一方ベイゾーンは晴海からお台場、有
明、夢の島から沖合の海の森までに及ぶ
が、競技会場には都の「海上公園」を活用
するところも多い。この海上公園とは、
1970年代に遡る、臨海部という都市と自
然の接点を多面的に保全していこうとする、
単なる公園緑地の整備を超えた構想が生
み出したものである。水辺の五輪が将来
へ引き継ぐ緑の計画には、この構想の趣
旨を再評価し活かさない手はない。
　1964年の東京五輪を経た公園緑地の
拡充は、思わぬ恩恵だったのではなく、
戦前の東京緑地計画に始まりそれを継承
した戦災復興計画に多くを負っており、さ
らに先の五輪後に臨海部に展開した海上
公園計画は次の五輪によりさらに発展する
可能性を持っている。これらの系譜につな
がるものこそがレガシーでありヘリテッジ
足り得るのではないか。過去に必ずしも縛
られる必要はないが、都市の緑は長い時
間軸の上で、歴史を踏まえ未来につなぐ
ことが望まれる。

　戸田公園は荒川の左岸にあり、板橋区
に面する埼玉県の公園であるが、この一帯
は明治末から荒川の洪水対策のために放
水路の開削をはじめとする大規模な改修を
行っていた。その一環として荒川に沿った
排水路の計画がなされていたが、1940年

東京五輪の開催決定を受けて地元はこの
排水路をボートコースとして招致した。五
輪は返上されたが排水路の機能が必要な
ため昭和15年（1940）に工事は完成する。
これが戦後のオリンピックで改めてボート
会場となり、大会後県営公園となるが、こ
こもまた実は戦前の東京緑地計画で「公開
緑地」として定められていた。
　2.5kmに及ぶ真っ直ぐで静かな水面は、
海浜、河川、湖沼、プールのどれとも異な
る独特の伸びやかな水辺空間である。周
辺には大学ボート部等の艇庫が並び、並
行する荒川土手を含めて若者の声や姿に
あふれた明るいエリアをなしている。

●開苑：昭和15年9月 ●面積：185,576m2 ●世田谷区上用賀  2-1-1 ●開苑9：00～17：
00 （11～2月9：00～16：00）●入苑無料 ● JR山手線等「渋谷駅」西口から東急バス祖師
谷大蔵駅行・成城学園前駅行または小田急バス成城学園前駅南口行・調布駅行、東急田
園都市線「用賀駅」から東急バス世田谷区民会館行・祖師ヶ谷大蔵駅行、いずれも「農大
前」下車徒歩3分、東急田園都市線「桜新町駅」から徒歩15分　☎ 03-3429-5101 

●けやき広場と一体の馬と出会えるハレの空間
馬事公苑（馬術会場）

レガシー

●緑と水の“遺産”への期待

2
0
2
0
年

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

●長さ2.5kmに及ぶ伸びやかな水と緑の帯
戸田公園（ボート会場）

●開園：昭和39年12月 ●面積：349,000m2 ●埼玉県戸田市戸田公園 5-27 ● JR埼京
線「戸田公園駅」から徒歩15分 ●P 無料　☎ 048-442-2424
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春植物が見られる都内の主な公園・緑地
公園・緑地名
小石川植物園
自然教育園
向島百花園
赤塚公園
赤塚植物園
清水山憩いの森
牧野記念庭園
都立農業高校神代農場
神代植物公園
野川公園自然観察園
殿ヶ谷戸庭園
谷保の城山歴史環境保全地域
清瀬中里緑地保全地域
東京都薬用植物園
市立野山北公園
さやま花多来里の郷
町田かたかごの森
小山内裏公園
長沼公園
片倉城跡公園

★

★

★

★
★

★
★
★
★
★
★

所在地
文京区白山3-7-1
港区白金台5-21-5
墨田区東向島3-18-3
板橋区高島平3-1
板橋区赤塚5-17-14
練馬区大泉町1-6
練馬区東大泉6-34-4
調布市深大寺南町4-16-23
調布市深大寺元町5-31-10
三鷹市大沢6-4-1
国分寺南町2-16
国立市谷保1705
清瀬市中里二丁目
小平市中島町21-1
武蔵村山市本町5-31-1
瑞穂町箱根ケ崎2
町田市山崎町1706-1
町田市小山ヶ丘4-4
八王子市長沼町
八王子市片倉町2475

問合先
03-3814-0138
03-3441-7176
03-3611-8705
03-3938-5715
03-3975-9127
03-5984-1683
03-3922-2920
042-482-2386
042-483-2300
0422-31-6457
042-324-7991
042-523-3171
042-497-2098
042-341-0344
042-565-1111
042-557-7659
042-724-4399
042-676-8865
042-375-1240 
042-637-6855

見られる主な春植物
A  C  H  I
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
B  C  G  H  I
H  J
A  B  C  D  E  F  G  H
G
A  F  G  H
G
A  B  C  D  E  F  G  H
B  C  D  E  G  H  I  J
B  C  G  H  I
H
F  G  H  J
B  C  E  F  G  H  J
G
G
G
G
G
D  E  G  H  I

★は自生する春植物が見られる公園・緑地

清水山憩いの森のカタクリ。
ここは23区内で唯一、自生するカタクリの群生地として知られる。

多くの春植物が観察できる神代植物公園の山野草園。
自然と同じように落葉樹林の林床になっている。

代
表
的
な
春
植
物

A B

C D

E F

G H

I J

ユキワリイチゲ（雪割一華）
イチゲ（一華）は１本の茎に１つの花をつける
の意。花径3～3.5cm。葉に白い斑紋がある。

【開花】1月下旬～3月上旬

セツブンソウ（節分草）
名前のとおり節分の頃から咲き始める。五弁
花で花径は2cmほど。石灰質の土壌を好む。

【開花】2月上旬～3月上旬

フクジュソウ（福寿草）
古くから正月（旧曆）に飾られガンジツソウ（元

日草）の別名を持つ。花径は3～4cm。
【開花】2月上旬～3月上旬

キクザキイチゲ（菊咲一華）
和名は花がキクに似ることから。花色は白や
ピンク、淡紫色などがあり、花径3～4cm。

【開花】2月下旬～3月下旬

アズマイチゲ（東一華）
アズマは東日本に多く分布することから。花径

は3～4cm。葉を垂れるように展開する。
【開花】3月上旬～下旬

ヒロハノアマナ（広葉甘菜）
同属のアマナより葉幅が広く、中央に白線が
ある。アマナより希少。花は長さ2～2.5cm。

【開花】3月上旬～下旬

カタクリ（片栗）
春植物の代表で古名は「かたかご」。花は長さ
5～6cm。昔は鱗茎から片栗粉が取られた。

【開花】3月下旬～4月上旬

ニリンソウ（二輪草）
茎葉の間から2本の柄を出し、花径2cmほど
の2つの花をつける。湿ったところを好む。

【開花】3月中旬～4月中旬

イチリンソウ（一輪草）
1本の茎に1つの花をつける。ニリンソウに似
るが、花径4cmほどと大きく見分けがつく。

【開花】3月下旬～4月中旬

ジロボウエンゴサク（次郎坊延胡索）
スミレを太郎坊、これを次郎坊と称したことから。

延胡索は生薬の名前。花は長さ2cm前後。
【開花】3月下旬～4月下旬

の提案を行う市民と、計画を立てる公園
管理者、管理作業を実際に行う市民、
市民にはむずかしい大規模な管理を行
う公園管理者、結果をモニタリングする
市民、活動全体を評価して次の活動を
考える公園管理者と市民など、市民と公
園の管理者の役割分担を伴った協働が
必要となる。

自生・栽培を含め数多くの公園で
　写真および見られる公園・緑地の表か
らもわかるように、都内の公園ではたくさ
んの種類の春植物が観察できる。春植
物の植物そのものの特性は植栽された春
植物の生育する公園においても観察でき
るし、春植物の環境との関連性は野生の
春植物を観察できる公園で観察できる。
　赤塚公園、清水山憩いの森、神代農

場、清瀬中里緑地保全地域、野山北公
園、町田かたかごの森、小山内裏公園、
長沼公園、片倉城址公園などでは、自
生の春植物を観察できる。さらに、赤塚
公園、清水山憩いの森、野山北公園、
町田かたかごの森、長沼公園、片倉城
址公園などでは、春植物の保全活動が
展開されている。春植物の保全活動は、
生育環境である落葉樹林を維持する活
動と、採集を防ぐ活動から成る。春植物
は美しい花をつけるものが多いけれど
も、決して摘んだりせず、生育地の生態
系とともに観察していただきたい。

くらもと のぼる／明治大学農学部教授。1955年東京都
生まれ。東京大学理学系研究科植物学専攻中退。里
山と河原をフィールドとして絶滅危惧種の研究を行い、
市民とともに生物多様性の保全活動に携わる。著書（共
著）に『生物多様性緑化ハンドブック』『ドキドキワクワク
里山探検シリーズ』など多数。

　私は大学院生の時に都立赤塚公園の
ニリンソウの保全活動に参加し、ニリン
ソウの生態を光環境との関係を中心に総
合的に調査したことがある。早春の生育
期以外は、ニリンソウは根茎で過ごし、
初夏から秋の間に、ニリンソウは翌年の
花や葉となる芽をつくっていた。この根
茎は、乾燥に弱く、ポットに植栽された
ニリンソウを数軒のお宅に預けて生存率
を比較したところ、団地では夏に乾燥し
て根茎が死亡してしまった。

落葉樹林に増える常緑樹の脅威
　落葉樹林の林床に生育する春植物に
とって、東京都の落葉樹林は危機的な
状況にある。分断化・孤立化の進んだ都
市の落葉樹林では、高木のシロダモと
シュロ、低木のアオキが増加している。
これは、分断化・孤立化が進むと、ノネ
ズミなどの地上移動動物は移動できなく
なり、空中移動動物である野鳥によって
種子が散布される鳥散布植物が増加す
ることによるものと考えられている。とこ
ろで、この3種はいずれも常緑である。
一方、郊外では植生遷移が進んで、シ
ラカシなどの常緑樹が増加している。ど
ちらの場合も常緑樹の下では、春先も林
床は暗く、春植物は生育することができ
なくなってしまう。
　そこで、春植物が今後も生育を続ける
ためには、落葉樹林を維持するための
管理が必要となる。これには、目標とす
る樹林の形態を決めて、管理作業を継
続的にかつ順応的に行っていかなくては
ならない。そのためには、管理について

落葉樹林の季節変化を巧みに利用
　林は葉の分布から5階建ての構造に
なっている。上から、高木層、亜高木層、
低木層、草本層、地表層といい、林の
内部の草本層や地表層を林床と呼ぶ。
落葉樹林の林床では、光環境は上層の
樹木が落葉している季節である冬から早
春までは明るく光が差し、樹木が葉をつ
けている初夏から秋までは暗く光が入ら
ない。一方、温度は、冬は低く、夏は高
い。早春になると冬よりも温度が上がっ
てくる。そのため、早春の林床には、光
が差し込み、温度がある程度高くなる。
春植物はこの時期を利用して葉をつけ、
光合成を行い、開花結実する植物の生
態学的にみたグループである。
　春植物は、“スプリング・エフェメラル”
（春のはかない命）の訳である。皆さん
がよくご存じの植物で言えば、カタクリや
ニリンソウがその例で、ほかに、写真で
紹介したような植物がある。春植物の多
くは、早春に葉を展開し、花をつけ、種
子を結び、地上部を枯死させて、それ
以外の季節は地下部で過ごしている。こ
れは、落葉樹林の環境の変化を巧みに
利用した生き方といえるだろう。

生育地の地温と土壌水分
　春植物は基本的に落葉樹林であるブ
ナ帯に結び付いた植物であるものの、都
内の大部分では照葉樹林帯の雑木林に
生育している。光合成の温度特性もやや
低い温度に偏っている。東京都では、生
育場所の斜面方位には北向き斜面が多
い傾向がみとめられているカタクリのよう
な例もある。
　私の研究室の卒業研究で、町田市に
隣接する相模原市の古淵鵜野森公園の
北向き斜面に生育地しているニリンソウ
の環境と、国立市の谷保の城山歴史環
境保全地域の南向き斜面に生育してい
るニリンソウの環境を、地温や土壌水分
について比較したことがある。夏季の最
高地温は古淵鵜野森公園よりも谷保の
城山歴史環境保全地域の方が高かった
（市川敦子卒業研究）。私たちはこのこと
が、谷保の城山歴史環境保全地域でニ
リンソウが衰退しつつある原因のひとつ
ではないかと考えている。
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「鳥獣人物戯画」に描かれたウサギ。

ノウサギの頭胴長は50cm前後、尾長は3cm前後、体重は2.5kg前後。東京のノウサギの体毛は一年中茶褐色で、冬になっても白くならない。

上）耳はいつもぴんとしていて四方に向きを変えられ
るが、穴に棲むカイウサギは後方のみである。　
下）ノウサギの子。普通1回に2頭産まれ、すでに体毛
は生え、目も開いている。カイウサギは1回に4～9頭
産まれ、赤裸で目も閉じている。

上）東京湾の小島で野生化したカイウサギ。崖縁のト
ンネルを中心にコロニーができあがっている。ノウサ
ギは穴掘りをしない。　
下）カイウサギは昼夜とも活動するが、捨てられて都
市公園に棲むものは完全な夜行性になっている。

上）ノウサギのフンは直径１cmくらいの、少し平たい
丸いフンで植物繊維がよく見える。　
下）雪の上に残ったノウサギの足跡。横並びの大きな
足跡が後足、縦並びが前足。大きな足跡の方向が前
進方向になる。

鳥獣人物戯画のウサギ
　日本には北海道にユキウサギ（亜種エ
ゾユキウサギ）、本州以南にニホンノウ
サギ（以下はノウサギと略す）の2種類
のノウサギが生息している。近年はこの
2種に加えて、ペット由来のカイウサギ
（アナウサギ）も各地の島々で野生化し、
定着している。
　2014年秋に京都国立博物館で、マン
ガのルーツともいわれる「鳥獣人物戯画」
が33年ぶりに公開された。甲巻ではウ
サギやサル、カエルなどが擬人化され描
かれている。矢澤肇氏の著書によれば、
わが国に初めてアナウサギが紹介された
のは16世紀中頃の室町時代で、オラン
ダ人が愛玩動物として持ち込んだとされ
ている。戯画は12～13世紀にかけての
作品とされており、ウサギの特徴からも
モデルはノウサギだと考えられる。

　参加者が勢子になり、合図とともに
「ホーイ、ホイ、ホイ」と一斉に大声を出
して追い立てたが、網にかかったのは
たった2匹だった。猟友会の方の「これ
が最後のウサギ狩りになるかもしれな
い」という寂しそうな言葉は、今も脳裏に
残っている。そのノウサギが再び野に放
たれたのは言うまでもない。
　昔、農山村ではノウサギの肉は貴重
な蛋白源に、毛は弱く劣等品だが、皮を
なめして子どもらの耳当てなど防寒に役
立てていた。野山の通り道に針金で作っ
た「くくり罠」を仕掛けると、かなりの数が
捕れたという。その後、田舎ではカイウ
サギの飼育が盛んになった。餌をやるの
は下校後の子どもの役割だった。その頃
から小学校でもウサギが飼われだし、低
学年の児童は先輩からウサギに与えては
いけない毒草などを学び飼育に励んだ。
動物好きの子らは学校へ行く楽しみにも
なっていたことだろう。
　ところでその当時からノウサギの飼育は
見かけなかった。子飼いでないと餌を受
け付けないといわれ、成獣は神経質で、
昼間は暗くしておかないと餌を食べない
など飼育は大変難しかったようである。

希望の見えない生存環境
　世の中がまさに飽食の時代を迎えた
頃、人界と野生との境がうすれて動物は
山を下りてきていた。タヌキもキツネも、

奥山で見つけるのはもはや至難である。
山仕事の人をはじめ山のことを知り尽く
したプロたちが「ウサギはいない」と異口
同音に言う。かつて植林したスギ、ヒノ
キ、カラマツに食害を与えたノウサギは
どこへ行ったのだろうか。
　低山上部から亜高山にかけても生息
密度は低く、かろうじて台地・丘陵地から
低地までがノウサギの最後の聖域になっ
ているが、生息地はかなり局地的だ。河
川敷、ゴルフ場の周辺、線路の法面な
どに寝屋を構えているが、緑地とのつな
がりが確保されていてのことである。公
園などで糞が見つかることもあるが、果
たしてノウサギのものなのか、カイウサ
ギのものなのかの見分けは難しい。

ウサギ狩りとウサギの飼育
　20年ほど前、東京都西部の青梅市で、
地元猟友会主催による「兎追い猟」が開
かれた。ノウサギの前足は短いが、後ろ
足は16cm前後と長い。そのため緩やか
な浅い山や丘を駆け上がるのは得意だ
が、下るのは苦手である。そこであらか
じめ山の下に網を張り巡らせておいて、
反対側から網に向かって追い立てるので
ある。

ノウサギはどこへ行った？
　東京のノウサギは一年中茶褐色の毛
色をしている。冬が到来しても白くなら
ないのは、積雪が少ない地域では身を
隠すのには都合がいい。どうやらその境
は北関東―長野県北部らしく、それ以北
のノウサギは、耳の先に黒い部分を残し
て真っ白に毛の色が変わる。
　東京のノウサギの垂直分布は、丘陵
地から亜高山帯にかけてである。つまり
西多摩などから東京で一番高い雲取山
（標高2017m）のてっぺんまで広く分布
していることとなる。ところがノウサギを

それにアナグマまでが夜の初め頃からう
ろつく姿があった。里山の竹林や雑木林
も荒れ放題が目立つようになり、これで
はイノシシが寝屋に使うが、他の動物た
ちは身動きがとれない状態である。
　林業や薪炭産業が盛んな時代はこま
めに下草が刈られ、2～3年ごとに枝打
ちもされた。この枝をひとまとめにそろえ
て置いておく「まくり場」は、ノウサギの子
が潜り込んで、夜の授乳まで母親をじっ
と待つシェルターとなっていた。しかし山
が整頓されなくなった今、動物たちの暮
らしに暗い影を投げ掛けている。
　宅地造成などでノウサギが生息する丘
陵地が切り通されて道路ができると、夜
間にノウサギのロード・キル（交通事故
死）がやたらと増え、数年後ニュータウン
ができる頃にはこの地域個体群は絶滅を
迎えることになる。また、猟期前になると
猟犬を訓練目的で山に放つ猟師もいる。
猟犬は嬉しくてたまらず山中を走り回り、
驚いたノウサギは逃げ惑った挙句にいき
なり道路を横断する羽目になる。ロード・
キルの犠牲になったり、ノネコやノイヌ
などの餌食になるのである。
　もともとノウサギの四囲には敵（捕食
者）が多い。子ウサギを捕食するアオダ
イショウやカラスはもとより、キツネ、タ
ヌキ、テン、空からのオオタカ、ノスリ、
フクロウ、最近ではハクビシン、アメリカ
ミンク、ノイヌやノネコなど、みなノウサ
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ギの生存を脅かす。何一つ武器を持た
ないノウサギは、敵に感づいたらただひ
たすら逃げるしかないのである。

すずき きんじ／1939年生まれ。動物生態写真家、動
物ライター。日本哺乳類学会会員。元公立高等学校教
諭、国立科学博物館特別研究生、埼玉県動物誌編集
委員。現在は夫妻で各地の動物調査と撮影を行う。共
著に『ニホンヤモリ 夜な夜な観察記』『昆虫好きの生態
観察図鑑Ⅰ、Ⅱ』、単著に『身近な野生動物観察ガイド』
『日本外来哺乳類フィールド図鑑』他多数。

ノウサギに会いに動物園へ
　自然では滅多に目にできないノウサギだ
が、多摩動物公園、井の頭自然文化園に行く
と会える。なかでも多摩動物公園にいるノウ
サギ（トウホクノウサギ、写真）は冬には白くなる。

多摩動物公園
●日野市程久保7-1-1 ●京王線・多摩モノレール
「多摩動物公園駅」下車 ●開園  9：30～17：00（入
園16：00まで）、休園  水曜（祝日の場合は翌日）、
12月29日～1月1日 ●入園料  600円、65歳以上
300円、中学生200円、小学生以下と都内在住・
在学の中学生は無料、無料公開日  5月4日・5日、
10月1日 ☎042-591-1611

井の頭自然文化園
●武蔵野市御殿山1-17-6 ●JR中央線・京王井の
頭線「吉祥寺駅」から徒歩10分 ●開園  9：30～
17：00（入園16：00まで）、休園  月曜（祝日の場
合は翌日）、12月29日～1月1日 ●入園料400円、
65歳以上200円、中学生150円、小学生以下と
都内在住・在学の中学生は無料、無料公開日  5月
4日・17日、10月1日 ☎0422-46-1100

写真提供：（公財）東京動物園協会
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環境条件が最悪であった
1980年代における欧州の
カワウソ分布。
（Macdonald and Mason,1990）

高知県須崎市の新庄川で撮影されたニホンカワウソ。
この川での1979年の目撃例が最後とされている。〔写
真提供：鍋島誠郎〕

ニューヨーク・カワウソプロジェクトにおけるカワウソ
放獣。（D.Money提供）

ヨーロッパから中国、韓国にかけて広く分布するユーラシアカワウソ。絶滅したニホンカワウソはこの亜種。〔写真提供：（公財）東京動物園協会〕

広く分布

稀れ

絶滅

上）韓国テジョン市のボート乗り場で餌付いたカワウ
ソ。下）カワウソの生息する韓国テグ市の河川。ドイツ、イセ川の自然復元。

7年目にはカワウソが戻ってきた。（C.Reuter提供）

1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 2 0 0 0

州では狩猟獣として扱われる普通種で
す。再導入は1976年のコロラド州を皮
切りに、現在は20州以上で実施されて
います。米国における再導入事業の特
徴は、規模が大きいことです。ノースカ
ロライナ州の再導入では467頭もの個体
が放されました。ただ、これまで放獣さ
れた約4,000頭のうち約3,000頭はルイ
ジアナ州で捕獲された個体であり、遺伝
的な問題が懸念されています。

ソウルのカワウソ復元プロジェクト
　韓国のユーラシアカワウソは、1980
年代前半には絶滅危機と思われていまし
た。しかし近年は欧米同様に回復傾向
を示しており、国土の65％からカワウソ
の痕跡が見つかっています。人口250
万のテグ市を流れる都市河川にもカワウ
ソは見られますし、人口150万のテジョ
ン市の河川ボート乗り場では、人慣れし
たカワウソが定着しています。しかしソウ
ルの首都圏にカワウソは見られません。
　そこでソウルを流れる大河、漢江（ハ
ンガン）にカワウソを復活させようと、環
境部（省）の生物多様性課、文化財庁、
ソウル市、ソンナム市、韓国カワウソ研
究センターなどが連携して、漢江カワウ
ソ復元5カ年計画（2015～2019年）が
約5億円の予算で準備中です。東京で
例えると、荒川や多摩川にカワウソを復
活させるイメージでしょう。マスタープラ
ンに盛り込まれた環境改善としては、コ
ンクリート護岸を自然に近い状態に改善
する、人工巣穴を設ける、人が近づけ
ない人工小島を設けるなど、川岸をカワ
ウソが身を隠せる場所にすることが計画
されています。放獣については最初に少
数個体でモニタリングを行い、その後に
本格的な放獣に移行する予定です。市
民をネットワーク化して参加型の計画に
することも重要な狙いです。

　最近の遺伝学的研究から、ニホンカワ
ウソとユーラシアカワウソとは亜種レベ
ルの違いにすぎないことがわかってきま
した。韓国の例から見ると、カワウソ再
導入は日本においても技術的には可能と
思われます。最大の課題は、再導入にど
んな価値があるのか、また被害が発生し
たらどうするといった社会的な合意形成、
すなわち人間側の問題にあるようです。

あんどう もとかず／東京農業大学 野生動物学研究室 教
授。1950年大阪府生まれ。大学卒業後、羽仁プロダ
クションで野生動物の記録映画の製作に携り、1985年
九州大学大学院農学研究科博士課程修了。滋賀県庁
などを経て2000年より東京農大で教 を執る。著書に
『ニホンカワウソ―絶滅に学ぶ保全生物学』などがある。

　ニホンカワウソは環境省による2012
年のレッドリスト改訂で絶滅種と認定さ
れましたが、江戸時代には都内において
も普通種でした。江戸時代後期（1840
年）に現在の善福寺川緑地公園の付近
から中野区方面にむけて用水路を開削
したところ、土手にカワウソが巣穴を掘
るために漏水が多く、用水路が作り直さ
れたとの記録があります。本種が数を減
じた主因は、毛皮を目的とした明治時代
の乱獲でした。そして高度経済成長期の
農薬使用、水質汚濁、水辺の開発など
の環境悪化が、わずかに残ったカワウソ
にとどめを刺したと思われます。

自然環境の改善による回復
　カワウソ回復に最も望ましい方法は、
カワウソが生息する水辺環境を改善し
て、残っているカワウソ個体群を回復さ
せてゆくことです。この成功例はドイツに
見られます。ハンケンシュビュッテルとい
う田舎町を流れるイセ川では、川が直線
状に運河化されたために1970年頃には
カワウソが姿を消しました。しかしドイツ・
カワウソ保護協会の働きかけによって、
イセ川両岸の15m幅について耕作をや
めて、樹木が繁るにまかせていたところ、
事業開始7年目には再びカワウソの姿を
確認できるようになりました。

回復傾向が顕著になっており、「こうなる
ことがわかっていれば再導入は必要な
かった」との声も聞かれるほどです。

再導入による回復
　自然復活が望めない地域では、再導
入という保全方法が用いられます。日本
ではトキやコウノトリについて野生復帰
事業が行われていますが、哺乳類につ
いての実施例はありません。しかし欧米
においては次の各国だけでなく、チェコ、
スウェーデン、スイス、スロベニアなど
にも実施例があります。
　オランダ：同国の野生カワウソは1989
年を最後に姿を消しました。再導入は
2002年に開始され、再導入個体として
主にベラルーシ、ラトビア、ポーランドな
どで捕獲された個体が用いられました。
放獣後の糞のDNA分析によるモニタリン
グでは、放獣個体の多くが野外で繁殖し
ていることがわかりました。しかし、これ
ら個体の多くは交通事故死（ロード・キ
ル）しており、大きな課題となっています。
　英国：同国のカワウソ保護団体オッ
ター・トラストは、1983年から23年間に
117頭の飼育下繁殖させた個体を放獣
しました。その結果、放獣した地域の野
生カワウソは十分に回復したと判断され、
放獣事業は幕を閉じました。
　イタリア：同国北部のカワウソは1980
年代に絶滅しました。再導入計画は絶滅
以前の1970年代から検討されており、
1990年代に再導入計画が始まりました。
当初は動物園産のカワウソを放獣しよう
としたのですが、ヨーロッパの動物園で
は過去に東南アジア産個体を持ち込ん
だことがあり、その遺伝子が混じってい
る可能性があるので飼育個体の放獣は
中止されました。
　米国：同国のカナダカワウソ生息密度
は州によって大きな違いがあり、一部の

　ヨーロッパの多くの国は、国と国とが
地続きです。このため、保護区は各国が
独自に指定するのではなく、保護区を結
ぶ回廊づくりなど、ナチュラ2000と呼ば
れるEUの生態系ネットワーク構想の枠
組内で行われています。
　欧米各国でも1950～80年代にはユー
ラシアカワウソの減少が顕著でした。
しかし水質が改善されたためか、欧州各
国では1990年代後半頃からカワウソの

安藤 元一
カワウソ回復に取り組む国々
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みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

http://tokyo-park.or.jp/college/archives/
「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」は、緑と水の市民カレッジ 2Ｆ（P29参照）です。資料の検索は館内の検索パソコン、またはインターネットから。

　大正12（1923）年9月1日、東京府
下にも甚大な被害を及ぼした関東大
震災が発生し、一刻も早い復興が目
指されました。震災復興計画では公
園の防災機能が見直され、内務省所
管の3大公園と東京市所管の52小公
園が整備されました。この東京市の
震災復興公園整備の指揮をとったの
が、前年江馬建から課長職を引き継
ぎ2代目東京市公園課長となった井
下清でした。これら震災復興小公園
は今も公園のところもありますが、当
時の面影を残すところはほとんどあり
ません。
　さて、そんな震災復興小公園から
ひとつ、上六公園を紹介しましょう
（❶）。市ケ谷駅のほど近く、起伏の
ある街中に今も公園として存在してい
ます。小公園設計のコンセプトは小
学校とセットで配置することでしたの
で、現在も隣に九段小学校がありま
す。基本的なレイアウトは変わってい
ませんが、当時の雰囲気を感じられ
るのは外周にめぐらされた塀の一部

と隣接の九段小学校くらいです（❷
❸）。この上六公園ですが、今は北
側の高い部分と合わせて東郷元帥記
念公園となっています（❹）。東郷平
八郎の邸宅があったところを公園とし
たもので、戦前は東郷元帥邸として
公開されていました。現在は失われ
てしまいましたがとても立派な建物
だったようで、当館に平面図（❺）、
立面図（❻）などが残されており、昭

和13（1938）年に東京市役所から発
行された『東郷元帥』には邸宅の写真
も掲載され、当時の様子を知ること
ができます（❼）。
　今では小さなごく普通の公園のよ
うに感じてしまいますが、震災復興と
東郷元帥という二つの背景をもった
歴史的な公園と知ると、少し深みの
ある公園に見えてきませんか。

（文責：浦﨑 真一）

震災復興上六公園と東郷元帥記念公園
所蔵資料より

❶開園当時の御殿山入口

旧上六公園

九段小学校

❹東郷元帥記念公園平面図

❶計画概要図『上六公園案内』

❺東郷元帥邸平面図

❻東郷元帥邸正面図・南面図

❷面影の残る塀 ❸大正時代からの校舎

❼東郷元帥邸全景『東郷元帥』
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東郷平八郎の邸宅東郷平八郎の邸宅東郷平八郎の邸宅　新潟県の南魚沼にある「野の花
館」は、外山康雄さんが描く野の
花の絵が飾られた、古民家を改装
した落ち着いたギャラリー。2002年
の春にオープンしました。一見、老舗の
酒屋さんのような佇まいで、入り口には
のれんがかけられ、草花がどうぞと誘導
しています。そして内部は、野の花で溢
れています。よくみると、野の花の水彩
画の前には、必ず絵のモデルとなった
花が添えられているのでした。
　絵を描くために、たまたまお借りした
花の鉢植えを絵のそばに飾ってみたら、
好評だったので、始めたことだとか。よ
くある絵のギャラリーとは違って、様々
な楽しみ方ができるのが人気の秘密か
もしれません。
　優しい風情の絵の魅力は勿論です
が、訪れるたびにその季節の野の花と
出会えることも嬉しく、さらに、身近な
花がこんなに素敵なのだと、その魅力
に気づいたり、絵の元となっている植物
と絵を見比べながら、こんな風に描け
たらいいなあと思ってみたり、さらに、
繊細な絵を見て、花の微妙なかたちを
発見したり、それを花で確認したり・・・、
とてもいいコラボレーションになってい
るのです。また、野の花だけに、思い
出と繋がっているものも多く、そばに書
かれている和名に、そうそうとうなずい
たりすることも多く、時を超えて、より深
く野の花をみつめることが出来るのだと
感じました。

　しかも、写真撮影自由で、
絵と本物の野の花をどういう構
図で撮ろうか、角度によって違
う表情を見せる立体的な飾り
方に、夢中でシャッターを切っ
ている方が多く、それも人気
のひとつかもしれません。身
近にありすぎて普段注目する
事さえしなかった花ばかりなの
に、絵と一緒に飾られること
で、こんなに輝くようになるの
だと感慨深く思いつつ、なに
ごとも見方ひとつなのだと教え
られた気がしました。飾り方も、

野山で植物を観賞するか
のように、低めに飾
られ、野に遊んだ
気になります。
　都会のギャラ
リーとの雰囲気
の違いは、そん
な心配りのせいもあ

るかもしれません。アッ
トホームな空間で心がほぐれるのでしょ
うか、ギャラリーの一角の囲炉裏端で供
される、コーヒーや昆布茶を飲みなが
ら、出会った人と談笑されている風景

も、その空間らしいものでした。その全
てが野の花絵を描かれた外山さんの人
柄なのでしょう。気負いや気取りのなさ
は、使っている画材にも表れていまし
た。素敵な絵の数々は、専門家が使う
ものではなく、ごく普通のシャープペン
シルと小学生が図工で使っている普通
の絵具なのだそうです！その方が使いや
すいからと・・・。自分をよりよく見せよう
としたりすることなく、あくまでも自然
体・・外山さんは、自己主張するタイプ
ではなく、まわりが応援したくなる不思
議な雰囲気をもったかたでした。草花
を持ち寄ってくださる方も多いそうです。
　癒される空間は、絵の雰囲気、草花
の風情だけでなく、心の温かさも寄り
添っているからなのでしょう。絵も空間
も人がつくるもの・・・。そこは、野の花
に光をあてた、外山さんの愛があふれ
た空間でした。

野
の
花
と
共
に
飾
ら
れ
た

　
　〞

野
の
花
絵
〞の
ギ
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リ
ー
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須磨 佳津江の

水彩画の前には、必ずモデルとなった花と、和名のプレートが添えられている。

夏櫨（なつはぜ）

秋海堂（しゅうかいどう）

野の花館の玄関
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夢の島
熱帯植物館

東京湾

新木場

夢の島
競技場

夢の島
総合運動場

明
  治
    通
      り 夢の島公園JR

  京
    葉
      線

首都高速湾岸
線

新木場駅
りんかい線

スポーツ
文化館

東京夢の島マリーナ

新江東清掃工場

東京メトロ
有楽町線

夢の島大橋

東陽町駅

夢の島熱帯植物館
●江東区夢の島2-1-2 ●JR京葉線・東京メトロ有楽
町線・りんかい線「新木場駅」から徒歩15分、東京メ
トロ東西線「東陽町駅」から都バス新木場行で「夢の
島」下車徒歩7分、○P  有料 ●開館  9：30～17：00（入
館16：00まで）、休館  月曜（祝日の場合は翌日）、12
月29日～1月3日 ●入館料  一般250円、65歳以上
120円、中学生100円、小学生以下と都内在住・在学

の中学生は無料、団体（有料
入場者数20人以上） 一般
200円、65際以上90
円、中学生80円  
☎03-3522-0281

入口

売店売店売店

エントランス
ホール

イベントホール

情報
ギャラリー

食虫植物食虫植物
温室温室

食虫植物
温室

喫茶室 光庭 光庭

映像ホール
管理事務所

Aドーム

Bドーム

Cドーム

大温室の3つのドームが連なる熱帯植物館の外観。内部は高い天井にヤシが聳える。

エントランスホールにあるガイドツアー受付。
ガイドツアーの解説は黄色いユニフォームを着用。

参加者は子どもから高齢者まで幅広い。

❶ナイトツアーではそれぞれが持ち場で案内する。❷夜間開館では育てた月見草をプレゼント。
❸❹公園内の専用花壇の植替え作業と植替え後。❺スイレンの植替え（バックヤードの温室から庭の池へ）。
❻年に数度は講師を招いて研修。写真はハーブ園にて。

●●❶ ●●❷

●●❹

●●❻

●●❸

●●❺

昨秋、初めて行っ
たレイ作りワーク
ショップと、ツアー
参加の子どもたち
へあげる絵はがき。

男女比は実際にはやや女性が多い程度。
前列左から3人目が五十嵐会長、4人目が黒沢副会長、
右端が坂田副会長。

応募後、養成講座を受講して
　夢の島公園の一画にある夢の島熱帯
植物館は、熱帯の植物と私たちの生活
との関わりが楽しく学べる施設。その中
心 は3つ のドーム が 連 なる面 積
1,500m2、最も高い天井部分が28mも
ある大温室です。Aドームは木性シダと
水辺の植物、Bドームはヤシと人里の植
物、Cドームは小笠原の植物がテーマ。
加えて食虫植物温室もあり、約1,000種
類の植物が繁り熱帯・亜熱帯の景観を
つくり出しています。
　この大温室でガイドツアーを行い、植
物館の魅力を発信しているのが「夢の島
熱帯植物館ボランティア会」のメンバー。
もちろん、ガイドを行うには熱帯の自然
と植物、暮らしなどについての知識が必
要です。会員は植物館のガイドボラン
ティア募集に応募、全6回の養成講座を
受講しボランティア登録された方々で、
現在28名を数えます。

希望者が集まると随時出発
　熱帯植物館でガイドボランティアがス
タートしたのは平成15年で、会長の五
十嵐さんと坂田・黒沢さんの両副会長は
共にその第一期生。応募のきっかけは、
「多忙な毎日にホッとできる時間を求め
て。もともと植物は好きでした」（五十嵐
さん）、「定年直後だったので面白そうだ
なと思って」（坂田さん）、「しばらく暮らし
た思い出のタイの熱帯植物に関われる
活動だったので」（黒沢さん）とさまざま。
全体的には「植物が好きだから」「熱帯フ
ルーツに魅かれて」という方が多いとい
います。
　ガイドツアーは毎週土・日と祝日に実
施。所要時間は約1時間。「当初は1日1
回でしたが、現在は1日3名の当番（担
当）で7～8回は案内しています」と黒沢
さん。午前11時から午後2時まで受付し、
その間に希望者が集まると随時出発しま
す。このシステムはお客様にはとても便
利。ツアーの参加者は1日平均20～30
人、イベント開催日には当番を7～8名
に増やし50名以上を案内。そのほか平
日の団体ガイドも行い、年間の参加者は
約3千人にのぼります。

感動を共有できるのが楽しい
　会では毎月第4日曜に当番の確認と情
報交換を行う定例会を実施。その場で
毎回一人が研究発表を行い、年に数度
は講師を招いて研修会を行うなどガイド
のレベルアップにも熱心です。「ただし、
解説は科学的な知識一辺倒ではなく、
身近なことをまじえながら楽しくが大切」
と坂田さん。五十嵐さんも「お客様と会
話しながら、熱帯植物の魅力やどのよう
に役に立っているかを伝えるようにして
います」。温室では折々に異なった花が
咲き、果実が実ります。しかも、熱帯の
植物はダイナミックで花も色鮮やか。黒
沢さんは「その様子には感動しますし、
その感動をお客様と共有できるのが楽し
いですね」。
　活動はガイドツアーが中心ですが、ほ
かに植物館が7～8月に実施する夜間開
館のナイトツアーのスポットガイドを担
当。その際、館内に月見草を展示し、お
客様に月見草の無料配布を行いますが、
この月見草を春から4～5ヵ月かけて育
てるのも会員の役割です。さらに、熱帯
スイレンの植替え、夢の島公園にある専
用花壇の管理も担当しています。

新しい試みもスタート
　ボランティア会はこうした活動が評価さ
れ、昨年5月に平成26年度「みどりの愛
護」国土交通大臣表彰を受賞しています。
そして会はそれをバネにするように、植
物館と協働して昨年秋から新しい試みを
始めています。一つは、イベント時に一
つのブースを担当しお客様との交流をは
かること。10月のイベントではお客様と
共に花びらのレイをつくりました。もう一
つは、メンバーが撮った熱帯植物の写真
でポストカードをつくり、ガイドツアーに
参加した小学生以下の子どもたちへプレ
ゼント。もちろん、いずれも好評とのこと。
　こうした経験も踏まえ五十嵐さんは、
「これからはガイドボランティアに加え、
これまでの積み上げてきたものを活か
し、何かお客様にお返しできることを考
えていければと思います」。黒沢さん
も「熱帯植物の魅力を、もっと
いろいろな角度で伝えて
いきたいですね」。そのた
めにも、「植物が好きで人
と接することが好きな方、
ぜひ仲間になってくださ
い！」とのことです。
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夢の島熱帯植物館ボランティア会
●活動内容 大温室ガイドツアー、ナイトツ

アー等企画展の手伝いとガイド、
月見草の栽培と熱帯スイレンの植
替え、専用花壇の植替えと手入れ

●活  動  日 毎週土曜・日曜・祝日、定例会（毎
月第4日曜）

●会  員  数 28名（平成26年度登録者）
●会  　  費 年間1,000円
●募  　  集 年1回程度（定員制）。応募後、夢

の島熱帯植物館が実施するガイド
ボランティア講習会の全講座を受
講し、登録用紙の提出と簡単な面
接をもって正式登録とする

●問  合  先 夢の島熱帯植物館管理事務所 
 ☎03-3522-0281
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　50年前の東京オリンピックで
日本国民を最も熱狂させたの
は、女子バレーボール“東洋の
魔女”の活躍でした。その会場
となったのが世田谷にある現在
の駒沢オリンピック公園。ここ
は第二会場としてバレーボー
ル、レスリング、ホッケーなど
が行われました。
　世田谷ではもう一つ、馬事
公苑が東京オリンピックの馬術
会場となりました。どちらも新
旧の玉川通り（国道246号）の
ほど近くにあり、少し西には砧
公園もあります。そこで今回は、
駒沢オリンピック公園から玉川
通り周辺の見どころをたどって
砧公園から馬事公苑へ。オリ
ンピック、民家の画家の美術
館、レトロな給水塔、サザエさ
ん一家…懐かしい昭和にも出
会える8kmほどの行程です。
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駒沢オリンピック公園❶
中央広場にオリンピック記念塔が聳える光景は50年前と同じ。当時、ランニン
グを楽しむ人は見かけなかったが、今、週末には3,000～4,000人が走る。
体育館に東京オリンピックメモリアルギャラリーがある。
●世田谷区駒沢公園 1-1 ●東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩13分、JR山手線
等「渋谷駅」西口から東急バス田園調布駅行で「駒沢公園東口」下車、JR山手線等「恵
比寿駅」西口から東急バス用賀駅行で「駒沢公園」下車、東急大井町線「等々力駅」か
ら東急バス渋谷駅行・祖師谷大蔵駅で「駒沢公園西口」下車、東急東横線「自由が丘駅」
から東急コーチ東京医療センター行で「駒沢公園」下車 ●P 有料 ☎03-3421-6431

長谷川町子美術館❾
桜新町はサザエさんの街。サザエさん通り
を少し折れるとこの美術館がある。館内には
長谷川町子が姉と蒐集した美術品と、もち
ろん『サザエさん』などの作品や原画も展示。
●桜新町 1-30-6 ●開館10：00～17：30、月曜
（祝日の場合は翌日）・展示替期間・年末年始休
館 ●入館料600円、65歳以上および大高生
500円、中小生400円 ☎03-3701-8766

砧公園14
昭和30年代には大部分がゴルフ
場だったこの公園は、のびやかに
広がる芝生とそれを縁どる樹林が
魅力。サイクリングコースやアスレ
チック広場などもあり家族で楽し
める公園となっている。
●砧公園 1-1 ●東急田園都市線「用
賀駅」から徒歩20分または東急コー
チバス美術館行で「美術館」下車、
小田急線「千歳船橋駅」から東急バ
ス田園調布駅行で「砧公園緑地入口」
下車、同「成城学園前駅」から東急
バス都立大学駅北口行で「岡本一丁
目」下車 ●P 有料 ☎03-3700-0414

世田谷美術館15
砧公園の一画にあり、恵まれた自然環境の中で
幅広い分野における優れたアートとの出会いが
楽しめる。レストラン＆カフェもある。
●砧公園 1-2 ●開館10：00～18：00、月曜（祝日の
場合は翌日）・年末年始休館 ●観覧料（常設展）200
円、大高生150円、中小生および65歳以上100円、
※企画展は展覧会によって設定 ☎03-3415-6011

馬事公苑16
乗馬や馬術の施設だけ
でなく、武蔵野の自然
林、花畑、日本庭園な
どがあり普通の公園と同
様に楽しめる。毎月第
一木曜（8・9月除く）に
は馬車試乗会がある。
●上用賀 2-1-1 ●開苑9：00～17：00（11～2月16：00まで）●
入苑無料 ●東急田園都市線「桜新町駅」から徒歩15分、JR山
手線等「渋谷駅」西口から東急バス祖師谷大蔵駅行・成城学園
前駅行または東急田園都市線「用賀駅」から東急バス世田谷区
民会館行・祖師ヶ谷大蔵駅行または小田急線「千歳船橋駅」か
ら東急バス渋谷駅行・用賀駅行でいずれも「農大前」下車徒歩
3分 ☎03-3429-5101 駒澤大学禅文化

歴史博物館❷
公園に隣接する大学構内に
あり、禅の歴史と文化をたど
ることができる。博物館の建
物（耕雲館）は都選定歴史的
建造物。
●駒沢 1-23-1 ●開館10：00～
16：30、土・日・祝日休館 ●入
館無料 ☎03-3418-9610

駒沢ゴルフ場跡の碑❸
駒沢オリンピック公園を含む一帯
は昭和初期までゴルフ場だった。
玉川通りに近い駒沢一丁目西公
園に立つ碑がわずかにそれを伝え
る。  ●駒沢 1-22

玉川通り（国道246号）❹
都心と駒沢競技場を結ぶ道路としてオリン
ピックを機に拡幅された。かつて路面電車
「玉電」が走っていた道の頭上を今は首都高速が走る。

向井潤吉アトリエ館❺
失われゆく日本の風景を求めて茅葺きの
民家を描き続けた画家、向井潤吉の自
宅兼アトリエを改装した美術館。
●弦巻 2-5-1 ●開館10：00～18：00、月曜
（祝日の場合は翌日）・展示替期間・年末年始
休館 ●観覧料200円、大高生150円、中小
生および65歳以上100円 ☎03-5450-9581

駒沢緑泉公園❻
南側に地面から噴水が湧きあがる広場、北側に
木立の中を小川が流れる樹木園が広がる区立
の公園。散策の際の休憩に絶好。  ●駒沢 3-19

駒沢給水所❼
大正12年に建てら
れた高さ約30m、
直 径 約14mの2基
の巨大な給水塔が
あり、「双子の給水
塔」として知られる。
残念ながら敷地内
には入れず、門前
からは一部が眺め
られるだけである。
●弦巻 2-41-5

久富稲荷神社❽
旧246号の脇に参道入口
がある。鳥居がいくつも連
なるこの250mの参道は名
物で、10月の例大祭には
露店が軒を並べて賑わう。
●新町 2-17-1

用賀神社10
昔の用賀村の鎮守で境内
にはマツの高木が聳え落ち
着いた佇まい。創建は不
詳だが村は今から450年ほ
ど前に開かれたと伝わる。
●用賀 2-16-26

用賀
プロムナード
（いらか道）13
用賀駅から砧公園
までは約1kmの用
賀プロムナード。途
中からは「いらか
道」と呼ばれ、角瓦
で舗装された遊歩
道には小倉百人一
首が刻まれている。

用賀駅前11
地下駅の階段の先に商店街
が続く。用賀の名は一説にこ
の地にある真福寺の山号「瑜
伽山（ゆがさん）」の「瑜伽」が
「用賀」に転じたのだとか。
●用賀 4-10

無量寺（用賀観音）12
約400年前の開山と伝わ
り、境内に大イチョウが
繁る。木彫りの十一面観
音菩薩像を安置し、かつ
ては観音講で賑わったと
いう。  ●用賀 4-20-1 《大原新雪》（1981年）「向井潤吉と文学」（3月22日まで）にて展示中ⓒ宮本和義

ⓒ長谷川町子美術館
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ごぞんじですか？

東村山中央公園
●東村山市富士見町 5-4-67 ●西武多摩湖線「八坂」下車徒
歩5分、JR中央線「立川」北口から西武バス 久米川行き「合同
宿舎前」下車徒歩6分 ●P 13台（無料）   ☎ 042-392-7322

西武多摩湖線 八坂小

府
中
街
道

富士見小

東村山西高

東樹林

富士見
文化センター
（児童館）

西樹林
バード
サンクチュアリ野鳥観察

スペース
マイマイ池

新青梅街
道

空堀川

南台小
明法高

経済産業省
研修所

富士見図書館 西武中央病院
ダイエー
緑風荘病院

八坂駅

八坂神社

サービスセンター
東村山中央公園

児童館と連携した環境教育プログラムで、子どもたちに自然の案内をするレンジャー。直接触れながら公園の自然を楽しむ。

真剣な目で蝶を観察する女の子。
子どもたちはいつも一生懸命。

公園に来た子どもたちが誰でも
できる「セルフガイドシート」。
生き物缶バッチが
もらえる。

❶移動教室前に野鳥のレクチャーを受ける。❷「キッズレンジャースクール」２日間のプログラムで子どもたちは
キッズレンジャー認定書をもらう。❸計測機で大きな木の高さを計る。

小学校へ出向いて公園の自然紹介スライドトークを行
うレンジャー。

●●❶

●●❷ ●●❸

公園を総合学習の場へ
　東村山中央公園は面積約12ha。長方
形の敷地の中央に芝生広場と遊具施設が
あり、これを挟んで東西の端に樹林があり
ます。公園ができる40年ほど前、終戦直
後の航空写真にも東西の樹林は写ってい
ます。その後通産省の施設になり、一般
の立ち入りができなかったため、素晴し
い自然が残されました。その自然を生か
して、場所ごとの特性に合わせた保全管
理を行っています。

　広さ施設とも都立公園として平均的な
ものですが、公園から徒歩15分の範囲に
3つの小学校と1つの児童館があり、2名
のレンジャーが常駐しています。レン
ジャーは公園の自然について熟知した専
門スタッフで、動植物や環境の調査、生
物多様性への取り組み、安全管理、環境
教育などに携わり、東村山中央公園では
特に小学生への環境教育に力を入れて
様々な取り組みをしています。ここでは近
隣小学校で実施した自然解説の内容など

が評価され、しだいに総
合学習全般や市内理科
教諭への研修など、幅
広い対応をするようにな
りました。
　小学校の総合学習で
は、学習目標の設定から
各学校に任されています
が、多くの学校が何をや
ればよいか苦慮している

と聞きます。文科省は指導要領の中で、
「自然体験やボランティア活動などの社会
体験、観察・実験、見学や調査、発表や
討論などの学習活動を積極的に取り入れ
ること。社会教育施設や社会教育関係団
体等との連携、地域の教材や学習環境の
積極的な活用などの工夫を行うこと。」（一
部抜粋）と述べています。東村山中央公園
を管理する西武・武蔵野パートナーズで
は、「地域連携」を事業計画の大きな柱の
一つにしていますので、両者のミッション
が東村山中央公園で出会い、連携が進ん
だと言えます。

夏休みプログラム「キッズレンジャースクール」
　平成26年の夏休み、レンジャーは小学
生のために2つのプログラムを用意しまし
た。誰でも参加できる「生きもの観察デス
ク」は、公園の生き物を観察したり、カー
ドを持って「プチ自然観察」へ出かけるプ
ログラムです。カードには、「テントウム

シ」、「バッタ」などのテーマとそれを見つ
けるための公園の地図があり、カードを5
枚書くと缶バッジがもらえます。夏休み中
は毎日サービスセンターの前にテントを出
し、観察のためのケースやルーペ、絵を
描く道具や図鑑を置き、たくさんの子ども
たちが利用しました。
　「キッズレンジャースクール」は申込制の
プログラムです。東樹林の豊かな自然の
中で虫を追いかけ観察し、普段は入れな
い保護区に入って大きな木の高さや太さ
を計測しました。知らなかった世界へ踏
み込み、レンジャーの道具で調べ、最後
は好きになった生き物の魅力を伝えられ
るようにします。プログラムが終わり、認
定証をもらった後、その場に来ていた小
さな子どもたちに、さっそく虫の説明をし
ているキッズレンジャーたちは、とてもた
のもしく見えました。

自然を好きになるきっかけづくりの場に
　環境教育のセオリーは、年齢に沿って
段階的に内容を変えること。8歳くらいま
では悲劇的なことには触れず、「自然の中
は楽しい、自然は自分の大切な仲間だ」と
いうイメージもってもらいます。自然の楽
しさに十分触れた後、知識を蓄える段階、
保護などを考える段階を積み重ねていく
べきだとされています。今回「キッズレン
ジャースクール」に参加した子どもたちは9
～ 11歳でしたが、まだまだ「自然の楽し
さに触れる」段階が十分ではないという印
象がありました。身近に自然と触れ合う機

会が減っている現代において、子どもたち
の中に自然を愛し、自然について深く考え
る気持ちを育てる重要さと難しさを、改め
て認識させられます。
　子どもたちの身近に残された公園の豊
かな自然を、環境教育フィールドとして大
いに活用し、多様なプログラムを通して自
然を好きになるきっかけを提供すること
が、私たちの大切な役割であると考えて
います。

公園を小学生の環境教育フィールドに！
～キッズレンジャースクールの取組み～

東村山中央公園
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東京パークフレンドでは、催しや東京の緑と水に関する情報の提供を行っています。お問い合わせ、入会方法などは本誌裏表紙の下段をご覧ください。 

東京都公園協会インフォメーション

緑と水の市民カレッジ東京パークフレンド http://www.tokyo-park.or.jp/parkfriend/ http://www.tokyo-park.or.jp/college/

特別展
■ 緑と公園のあるまち東京■ しんじえりこ 東京新聞「どんぶらこ」 ■ イラストマップ原画展■ 12月2日（火）～平成27年2月10日（火）
　「東京どんぶらこ」は、毎週土曜日東京新聞の朝刊にて掲載されている人
気コーナーです。著名人のエッセイの中で取り上げられた東京と近郊の街を
取材し、その魅力を紹介。しんじえりこ氏は担当するイラストレーターのひと
りとして2004年から80ヵ所以上の地域を歩いて回り、絵地図を描いてきまし
た。印刷とは異なる原画の鮮やかな色彩をご覧になって、緑と公園のあるま
ち 東京の姿を再発見して頂ければと思います。

共催展
■ 日本野鳥の会創立80周年記念写真展「未来に残したい鳥風景」■ 平成27年2月13日（金）～ 27日（金）
■ 主催：公益財団法人 日本野鳥の会
　2014年に創立80周年となる日本野鳥の会は、記念写真展を開催いたしま
す。公募作品1,775点から厳選された入選作品30点に加え、当会の歩みと日
本の野鳥をとりまく環境の変化をふりかえる写真をあわせて展示。野鳥たち
がいきいきとくらす風景、人と鳥が作る風景、そして、失われた風景、取り戻
したい風景。さまざまな写真を通して、今を見つめ、これまでの80年をふり
かえりながら、今後の野鳥保護への決意を新たにしていく機会とします。

■ 「日比谷ランドスケープデザイン展2015」■ 平成27年前半3月3日（火）～13日（金）、後半16日（月）～28日（金）
■ 主催：日比谷ランドスケープデザイン展実行委員会
　東京都近郊でランドスケープを学ぶ大学生による展覧会です。
［前半］  東京都近郊でランドスケープを学ぶ大学から有志の大学（工学院大
学、東京農業大学、多摩美術大学、千葉大学、武蔵野美術大学）が学部の
卒業制作や大学院の修了制作の作品を展示します。
◉特別講評会：平成27年3月8日（日）
学生による展示作品のプレゼンテーションを行うとともに、各大学の教員お
よびゲスト講評者（未定）による講評会を公開で行います。
［後半］  ランドスケープを学ぶ全国の大学生と、社会でランドスケープデザ
インを実践する若手デザイナーとの交流の場を企画しております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F（下記参照）

後期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示
伊豆諸島国立公園指定50周年記念講座

■ 「黒潮の海にすむ鳥たち」■ 平成27年1月10日（土）　13時～15時
　黒潮に海岸を
洗われる伊豆諸島
の島々は、大型の
アホウドリ類から
小型のウミツバメ
類まで、11種の海
鳥類に繁殖地を
提供しています。それらの海鳥類の知られざる生態
や人間との関わり、保護を紹介します。
● 講師：長谷川 博 氏（東邦大学名誉教授）　● 定員：30名
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室　● 受講料：1,550円

■ 「東京都の宝もの■ ～海に浮かぶ火山の島々」   ■ 平成27年1月24日(土)　13時～15時
　伊豆諸島は全て
火山の噴火でできた
島です。それぞれの
火山に個性があるの
で、人々の暮らしや
風景も個性的です。
今回は伊豆大島を

中心に他島も紹介しながら、皆さんと一緒に「火山
の魅力や不思議」を楽しみたいと思います。 
● 講師：西谷 香奈 氏（グローバルネイチャークラブ）
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室
● 定員：30名　● 受講料：1,550円

■ 「魅力ある伊豆諸島の植物」■ 平成27年2月7日(土)　13時～15時
　飛べない、足がないなど、植物での分布の拡大
は、手段が限られていてたいへんです。周りを海で
囲われた島ではその困難さは一層大きなものにな
ります。火山に特有な環境を有し、固有種も多い伊
豆諸島の植物の魅力を伝えます。
● 講師：大場 秀章 氏
　（東京大学総合研究博物館特招研究員）
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室
● 定員：30名　● 受講料：1,550円

「緑と水の市民カレッジ」は　公園や庭園、緑地の歴史や自然環境等に関わる展示、東京都立公園の
情報、またそこで活動するボランティアの情報を発信する「みどりのⓘプラザ」、公園緑地や環境に関
する図書をはじめとする資料を収蔵・公開する「みどりの図書館東京グリーンアーカイブス」、東京の緑
と水について幅広く学べる「緑と水の市民カレッジ講座」を実施する緑と水に関する総合的な施設です。

http://www.tokyo-park.or.jp/college/

緑と水の市民カレッジ
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日比谷公園

入館料
無 料

各講座のお申し込み方法   
上記の電話、FAX、ホームページ、事務局窓口のい
ずれかの方法でお申込みください。各講座とも先着順
で定員になり次第締め切りとさせていただきます。お
申し込みの際は、  ❶希望の講座名、  ❷氏名、❸住所、  
❹電話番号をお知らせください。

● 場所：千代田区日比谷公園1-5  　● 開館時間：9：00～17：00   
● 休館日：日曜・祝日、12/29～1/3
● 駐車場：日比谷公園地下公共駐車場（有料）
● 問合先：緑と水の市民カレッジ事務局
TEL 03-5532-1306　FAX 03-5532-1307

クロアシアホウドリ

地層切断面（大島）

サクユリ ニオイエビネ

11月19日（水）  13：00～15：30 　晴れ　参加者：30人

　去る、11月19日パークフレンドイ
ベント「秋色の玉川上水散策～三鷹
から井の頭公園まで～」を実施いた
しました。少し風がある日でしたが、
秋晴れのさわやかな天候に恵まれ、
30名の方にご参加頂きました。
　三鷹周辺は多くの文化人が暮らし
たエリアであり、街のあちらこちらに
その面影を残しています。三鷹駅北
口にある国木田独歩の詩碑からス
タートし、「欅橋」、三木露風が作詞
を手掛けた唱歌「赤とんぼ」にちなん
だ「赤とんぼの碑」と巡りました。
　「赤とんぼの碑」からほど近くに「三
鷹市太宰治文学サロン」があります。
ここは太宰が通った酒店「伊勢元」の
跡地にある文学関連施設で、太宰に
関する資料展示がされており、ここで
ボランティアガイドの方から太宰につ
いての説明などを受けました。三鷹
の街のあちらこちらには太宰のゆか
りの場所を示す紹介パネルが設置さ
れており、一時、太宰の世界に足を
踏み入れ、街歩きを楽しみました。
黄色や赤の紅葉が美しい玉川上水沿
い「風の遊歩道」を歩き、次にむかっ
たのは「路傍の石」の著者として有名
な山本有三の家屋が残る「三鷹市山
本有三記念館」。ここは山本が家族と
ともに生活の場としたモダンな建築

が残されています。庭は自由に入る
ことができ、黄葉と下垂状の赤い実
が美しいイイギリを目近で観
察することができました。
　次に向かった井の頭自
然文化園では自然文化
園職員より施設の概要
説明を受けました。武蔵
野のイメージを残す雑木
を中心とした植栽、幹回りが2
ｍ以上もあり樹齢が120年ほどのア
カマツが園内各所にあります。ここの
アカマツは樹皮が剥がされている部
分があり、戦時中、戦闘機の燃料に

するために松脂をとった跡が残って
いるそうです。国内最高齢の象であ
る花子が飼育されており、動物園と
してのイメージが強い井の頭自然文
化園ですが、園内には「十五夜お月
さん」、「赤い靴」などの詩歌が有名
な野口雨情の書斎を残した「童心居」
や、長崎の平和祈念像製作者として
有名な北村西望の38作品が点在して
おり、西望の様々な作品が展示され
ている彫刻館A、B、アトリエ館があ
ります。平和祈念像の原型も展示さ
れおり、参加者からは「こんな素晴ら

しい施設があったのですね！」、
「まさか井の頭自然文化園
の中で平和祈念像が見
られるとは思わなかっ
た」という声が多く聞か
れました。最後は参加
頂いた方と共に、唱歌「赤

とんぼ」を合唱し、秋の一日の
散策を締めくくりました。今後も、東
京の公園緑地の隠れた名所に注目
し、会員の皆様と共有できたら・・・と
考えております。

秋色の玉川上水散策 ～三鷹から井の頭公園まで～
東京パークフレンド向けイベント

平和祈念像の原型

秋色の玉川上水

イイギリの実
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東京都公園協会インフォメーション

東京都都市緑化基金 http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/

本誌に関するご意見、ご感想は
ＦＡＸ、郵便またはホームページ
「お問い合わせ」よりお送りください。

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町
2-44-1 ハイジア10階 

FAX ： 03-3232-3069

公益財団法人
東京都公園協会 
｢緑と水のひろば」担当

検 索公園へ行こう！

特集

東京の自然図鑑
  春植物”を訪ねて
早春の公園へ
東京の自然図鑑
東京のノウサギ
地球に生きる
カワウソ回復に
取り組む国々
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
野の花と共に飾られた
野の花絵のギャラリー

東京パークスNOW 
みどりの図書館
震災復興上六公園と
東郷元帥記念公園
みんなでいっしょに
夢の島熱帯植物館
ボランティア会
公園より道まわり道
1964年東京オリンピック
第二会場から
サザエさんに会って
砧公園、馬事公苑へ
ごぞんじですか
東村山中央公園
「キッズレンジャー
スクール」の取り組み
東京パークフレンド
秋色の玉川上水散策
三鷹から井の頭公園まで
緑と水の市民カレッジ
伊豆諸島国立公園指定
50周年記念講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
緑化助成事業のしくみ

裏表紙  樹

砧公園　サンシュユ
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東京の公園の歴史を歩く❹

ご寄付・募金のお願い
東京都都市緑化基金は、皆さまからの寄
付・募金をもとに基金を運用し、その果
実でご紹介した事業を実施しています。
当基金の趣旨をご理解いただき、ご寄
付・募金のご協力をお願いいたします。
●寄付申込書と専用振込用紙（手数料無料）
をお送りします。下記「緑の基金担当」ま
でご連絡ください。

●みずほ銀行ATM・インターネットバンキン
グでのお振込は、振込手数料が無料です。

●都立公園、庭園、霊園の管理所などの募
金箱からもご寄付いただけます。

みずほ銀行  東京都庁出張所　
普通   1 0 4 8 8 7 5
公益財団法人  
東京都公園協会緑化基金

ご
寄
付

振
込
先
口
座

TEL.03-3232-3099
公益財団法人東京都公園協会「緑の基金担当」

当基金についての詳細はホームページでもご覧いただけます。

各事業・寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

ご寄付をありがとうございました

有限会社東京エイドセンター
泉陽興業株式会社
24時間グリーンチャリティー
リレーマラソン実行委員会
公益社団法人ゴルフ緑化促進会
株式会社東京遊楽

●
●
●

●
●

2014（平成26）年7月～9月の間に、 次の方々
からご寄付をいただきました。 （順不同・敬称略）

このお金は、東京の緑をふやすために使われます。

●平成26年7月、8月、9月に集まったお金

5,392,761円
寄付・募金金額

主な参加催事 （公益活動）

神代植物公園

日比谷公園ガーデニングショー

旧岩崎邸庭園

このほかにも、都立公園・霊園
などの募金箱へ、多くの方々
からご協力をいただきました。
ありがとうございました。

ふたばちゃん

●日比谷公園ガーデニングショー
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月18日～26日

●都市緑化月間に伴う
　都立公園・庭園での公益活動
① 浜離宮恩賜庭園、小石川後楽園、
　旧古河庭園、旧岩崎邸庭園、
　神代植物公園・・・・・・・・・・・・・10月1日

② 神代植物公園・・・・・・・・・・・・10月12日

緑豊かなまちづくりをめざし、都内の民有地の緑を増やすために、1985
（昭和60）年に東京都公園協会内に創設されました。以来、民間施設の
緑化工事やボランティア団体による緑化活動への助成のほか、都市緑化
への理解を広げる普及啓発活動を続け、緑化推進に取り組んでいます。

東京を緑でいっぱいに！
みなさまからのご寄付で東京に緑をふやします

緑化月間ポスター

緑の普及啓発活動・募金活動
寄付・募金にご協力い
ただいた方には、育て
やすい『花のタネ』を
差し上げています。都
立公園・庭園・霊園・イ
ベントなどで募金箱を
見かけたときは、ぜひ
ご協力をお願いします。

花のタネ

募金箱

東京都都市緑化基金はみなさまからの寄付金と東京都からの
出資金を原資として、運用で得られた利子などの利金によって、
東京の緑を増やす「緑化助成事業」を実施しています。

緑化助成事業のしくみ

東京都
都市緑化
基金

運用 利子

みなさま
からの

寄付金・募金

都出資金

緑化
助成

「東京都都市緑化基金」とは
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