
堅果（ドングリ） 雄花序 葉 幹

　「東のシラカシ、西のアラカシ」と呼
ばれるように、関東でシラカシはポピュ
ラーな常緑樹で、落葉樹のケヤキとと
もに親しまれている樹木です。近畿地
方ではアラカシ、東北地方ではイチイ
ガシがカシ類の代表格です。小山内裏
公園では尾根緑道に多く見られます。
高さ20m、直径80cmにも達する大

高木で、葉の表は光沢のある濃緑色、
裏は灰緑色で、葉は互生、枝に平均的
につきます。
名前の由来は、葉の裏が白いからで

はなく、アカガシに比べて材木にしたと
きに色が白いので、シラカ
シと呼ばれますが、樹皮
は黒いのでクロカシと
も呼ばれます。
雌雄同株の風媒花

で、4～5月に尾状の
雄花序が下がり、堅
果（ドングリ）はその

年の秋に実ります。シラカシのドングリ
は、殻斗と呼ばれる「帽子」の部分に
横縞があるのが特徴です。小山内裏公
園ではどんぐりが多く実る11月頃が見
ごろになります。
暖帯の常緑広葉樹は2年間葉をつけ

ているため、温帯の落葉広葉樹の葉に
比較して、コストの高い、乾燥に強く丈
夫で、光沢のある葉を持っており、冬
でも光合成を行います。
一方、クヌギやコナラ等の落葉広葉

樹の葉が光合成するのは、1年のうち
4～5ヵ月間、特に夏の高温期に強い
光を利用した高い光合成を行います。
常緑広葉樹のように丈夫でリッチ
な葉は必要なく、使い捨てにし

て、寒さと乾燥の厳しい冬期は、葉を
冬芽にして休眠状態ですごします。
シラカシは陰樹の代表格で、太陽の
光が少なくても育つ樹木です。クヌギや
コナラ等の陽樹は光が少ないと育たな
い木です。クヌギやコナラ等の陽樹の
根元は落ち葉で一定の湿度が保たれる
ので、陰樹の苗が育つ環境が整います。
成長のゆっくりな陰樹は陽樹の森で若
干光が足りなくても、徐々に成長し始
め、陽樹と陰樹の混合林の状態になり
ます。そして、陰樹はやがて陽樹の森
の木よりも高いところまで伸びて、森の
一番高い部分を覆い始めます。こうやっ
て極相林（陰樹で覆われた森）になっ
ていきます。
シラカシのように、クヌギやコナラ等
の成長の早い林の中で、焦らず、しぶ
とく、強かに、最終的には勝者へと昇り
詰める、密かに戦略を胸に秘めている
生き方、自分の強みに特化して何とか
生き残ろうとする生き方から、何かを学
ぶことができるのではないでしょうか。
小山内裏公園パークセンター長   寺川 充洋
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市南大沢四・五丁目、鑓水二丁目
問合先 小山内裏公園パークセンター

☎ 042-676-8865
交　通 京王相模線「多摩境」下車徒歩10

分、「南大沢」から京王バス南大沢五
丁目循環「南大沢学園前」下車1分
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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

● 東京の自然図鑑

練馬大根と沢庵漬け
多摩の里山に生きるアナグマ

● 地球に生きる
人類の移動と生活を支えたヒョウタン

明治神宮外苑 いちょう並木　写真：フォトライブラリー

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   AUTUMN 2016
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1  青山通りのユリノキ街路樹（昭和8年）。2  行幸通りのイチョウ・シダレヤナギの4列並木（昭和10年）。3  橋詰め広場のヒマラヤシーダ（昭和10年）。［東京都公園協会蔵］

皇居のお濠沿いに続く内堀通りのユリノキ並木。

1 2 3東京の近代的街路樹の歴史は、明治初期に銀座通りに植えられたクロマツとサクラに始まる。東京市
（当時）は明治40年にイチョウ、スズカケノキ、ユリノキ、アオギリ、トウカエデ、エンジュなど10種類
を街路樹として選定。みずから苗木の育成に着手し、大正時代に順次植栽した。明治神宮外苑のイチョ
ウ並木や、表参道のケヤキ並木（戦後再植樹）は当時を代表する街路樹のひとつである。
道路の騒音を遮り、緑陰をつくって安らぎを与えてくれる街路樹は、これまでも都市において重要な
役割を担ってきた。2020年の東京オリンピック・パラリンピックは盛夏に開催される。ヒートアイランド
現象に代表される猛暑対策は急務であり、街路樹への期待はさらに高まるだろう。
東京都では平成20年度から街路樹倍増計画を進め、平成27年度にその目標である100万本を達
成した。樹種も増え、今や世界を代表する都市にふさわしい、緑あふれる街並みが実現されつつある。
爽やかな秋の一日、美しい並木道を歩いてその魅力を再認識してみたい。

写真1～3はいずれも昭和8～10年の東京の
街路樹である。10年前に関東大震災があったと
は思えない美しさが感じられる。写真1は青山
通りのユリノキで、右側の歩道上に電線がある
ため樹高が抑制され、電線のない左側も右側に
合わせて樹高抑制されている。枝張りも抑制剪
定されてはいるのだが、多くの側枝を残してい
るため胴吹きや彦ばえは見られない。加えて下
枝の高さが揃い、根元の植えます（並木ます）
の縁石も丁寧な意匠で、整然とした街路樹の典
型である。
写真2は行幸通りで、中央2列がイチョウ、
外側2列がシダレヤナギの4列並木である。イ
チョウは植栽後6、7年経過し、その間ほとんど
剪定されていないことがわかる。シダレヤナギ
の植栽も同時期と推定されるが、少なくとも正面
手前の個体は植栽以降ほとんど剪定されていな
い。整然とした車道・歩道の舗装や美しくデザ
インされた街灯と自然樹形が対照的で美しい。
写真3は、右手奥の橋に向かって手前左側の
橋詰広場で、ヒマラヤシーダの樹高が橋に向
かって低くなるように植栽され、視線を右手に誘
導しながら遠近感を強調していることがわかる。
後述する街路樹の歴史でみるように、震災復
興事業で整備された街路樹、橋詰広場、交差
点広場等は第二次世界大戦と戦後の自動車優
先の道路整備によって変貌した。また、近年で
は建物の高層化をはじめとするコンクリート構
造物の増加によってヒートアイランドが激化し、
また電線が地下埋設化されているにも拘わらず
従前にも増して抑制剪定されている街路樹も多
い。首都直下地震に対する備えと2020年東
京オリンピック・パラリンピックのためにも街路
樹の樹冠を最大化し、緑陰と防災機能を高め
る必要がある。

品
格
の
あ
る
街
路
樹
の
風
景

藤井 英二郎　写真／内田 晃・鈴木 一正

ふじい えいじろう／千葉大学名誉教授。平成28年3月末まで千葉大学園芸学部で37年間、環境植栽学の講義と実習を担当しながら、樹形・根
系と剪定・土壌の関係、植栽・ 緑地の生理・心理的機能の解析、庭園構成の史的考察を進め、街路樹をはじめとする都市緑化の課題、庭園復元
などに取り組んできた。著書に『見る庭と触れる庭』『樹木からのメッセージ』などがある。
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日比谷公園サービスセンター前に、
アメリカスズカケノキ（プラタナス）の
大木がそびえる。明治37年（1904）、
目黒の林業試験場長（現・林試の森公
園）だった白澤保美博士が寄贈したも
ので、実生後数年の苗だったという。
その頃、プラタナスは街路樹の新種とし
て外国から種子を取り寄せ、試験的に
育てられていた。樹齢110年余のこの
木は、そんな街路樹プラタナスの歴史
の始まりを知る1本である。

プラタナスの黎明期を知る大樹

樹勢豊かな日比谷公園のアメリカスズカケノキ。

おなじみの街路樹

順
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７
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1985年
（昭和60）
イチョウ
プラタナス類
トウカエデ
サクラ類
ケヤキ
エンジュ類
ヤナギ
クスノキ
マテバシイ
ハナミズキ

2000年
（平成12）
イチョウ
ハナミズキ
プラタナス類
トウカエデ
サクラ類
ケヤキ
クスノキ
エンジュ類
マテバシイ
ヤマモモ

2015年
（平成27）
ハナミズキ
イチョウ
サクラ類
トウカエデ
ケヤキ
プラタナス類
クスノキ
マテバシイ
ヤマモモ
エンジュ類

東京の街路樹本数ベスト10

東京都建設局『東京都街路樹マスタープラン検討委員
会報告書（平成2年）』『TOKYO街路樹マップ2001』
『街路樹マップTOKYO道路のみどり2015』より
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東京都建設局HP 東京の街路樹より

東京の街路樹本数の推移

明治初期の銀座通りを描いた「東京名所之内銀坐通煉瓦造鉄道馬車往復図」。
サクラとクロマツが交互に植えられている。［早稲田大学図書館蔵］

内堀通りに建つ「市内最初ノ竝木」碑。明治8年（1875）
ここに植えられたニセアカシアが外来種による東京市
最初の街路樹だった。

1880年代の銀座通りの柳並木。［横浜開港資料館蔵］

昭和初期の隅田川河岸のプロムナード（隅田公園）の絵はがき。完成したてでサクラは若い。[東京都公園協会蔵]

見直される街路樹の役割
こうした見直しの一方、東京都では街
路樹の倒伏事故対策が課題となり、平成
10年（1998）から街路樹診断事業が始
まった。街路樹の腐朽には強剪定、電線・
水道管・ガス管等の埋設工事での掘削に
よる根の破断、それらによる樹勢悪化・
腐朽菌の展開というプロセスが考えられ
る5）。強剪定がいつ頃から目立ち始めた
かは明らかではないが、昭和60年代以
降のハナミズキ街路樹急増の背景と重な
るところがあるように思われる。ハナミズキ
は花木として優れてはいるものの樹高が低
く、枝が横に張るため車道側の建築限界
がクリアーできないし、枯損率も高い。そ
れにも拘わらず急増したのは、成長が遅く
落葉量も少ないため剪定の必要がなく、
管理に手がかからない。この管理頻度の
減少は強剪定の背景の一つにもなってい
るのである6）。
東京都では平成20年度から街路樹

100万本計画事業が本格的に始まり、そ
の頃48万本だった街路樹が平成27年度
末に100万本になった。ただ、この間の
増加分は既存高木の間に植栽された中木
である。ヒートアイランドの激化、首都直
下地震、そして2020年を考えれば、現存
する街路樹の樹冠を最大化させ、交差点
広場、中央帯等に高木を植栽して早急に
緑陰・防災機能を高める必要がある7）。

てしまった1）。しかし、震災によって街路
樹の延焼防止効果が実証されたこともあ
り、震災復興事業では街路整備が進めら
れ､事業完成の翌年昭和6年（1931）6月
には「美の都市、美の国、美の街路」を標
語として東京市道路祭が挙行された。この
復興事業によって、4列並木の行幸道路、
昭和通り、八重洲通りをはじめ、隅田公
園の中核を為した道路公園や交差点広場
など、多くの道路緑地が整備された3）4）。
昭和18年（1943）都制を敷いた東京の街
路樹は16種99,384本、植込地内樹木
8,054本になっていたが、第二次世界大戦
によって街路樹の約65％が焼失、約10％
が盗伐され、35,000本になってしまった1）。
昭和23年（1948）街路と道路の区別

をなくした現行道路構造令が制定され、
交通機能を中心にした道路整備と自動車
の急速な普及、さらに昭和39年（1964）
の東京オリンピックに向けた首都高速道路
整備によって、震災復興事業で整備され
た多くの道路緑地は縮小・撤去された3）。
こうした交通機能優先の道路のあり方は、
平成6年（1994）の道路審議会答申で見
直された。道路は人とくらしを支える社会
空間であるとして、広幅員街路や歩行者
専用道路を位置付けること、そして、都市
内道路については空間機能の観点から広
幅員の歩道や植樹帯、中央帯を確保する
こと、さらに横断構成要素として広場を位
置付ける必要があるとされた3）。

明治後期から始まった
イチョウとプラタナスの植栽
東京の街路樹は、明治6年（1873）銀
座通りのクロマツとサクラの植栽に始まり、
明治8年（1875）八代洲河岸（現在の馬
場先濠の河岸）堀端のニセアカシアの植
栽が西洋渡来樹種街路樹の最初とされる。
銀座通りではクロマツ・サクラに枯損が多
かったため､明治13年（1880）にはシダ
レヤナギに植え替えられヤマカエデも混植
された1）とされる。いずれにしても洋風な
建築が建ち並んだ通りに日本的街路樹が
植栽されていた。
明治39年（1906）東京市は街路樹改

良について白澤保美（農商務省林業試験

所長）と福羽逸人（宮内省内苑局長）に
調査研究を依頼し、翌年尾崎行雄市長に
対して「東京市行路樹改良按」が提出さ
れた。市区改正による道路整備に向けて
計画的な街路樹育成が必要であり、明治
40年（1907）からプラタナス15,000本、
ユリノキ10,000本、ポプラ類5,000本、
イチョウ5,000本、他にトウカエデ・トチ
ノキ・エンジュ・アオギリ・ボダイジュ等
15,000本、計50,000本の苗を育成し、
明治45年（1912）から5年間で植付け
る、としている1）。今日の東京の街路樹を
代表するイチョウやプラタナス等の植栽は
この時期に始まったのである。福羽は、『回
顧録』2）で行路樹の目的を「蔭蔽」、「市
街の壮観」、「市街の空気を新鮮」にする
こととし、上記樹種の選定理由を詳細に記
している。

大正8年（1919）道路法が公布され、
市内とそれに準ずる地域の街路と、地方
の道路を明確に分け、街路構造令と道路
構造令が制定された。道路が交通を専ら
とするのに対して､街路は交通機能の外に
電線や上下水道などの公共インフラの配
置、さらには市街地における空地として都
市の衛生保安上極めて重要な使命を果た
しているとして、ゆったりとした歩道や交差
点広場、さらに植樹帯、樹苑、花苑、芝
生などの設置が指示されていた3）。

関東大震災と戦災を乗り越えて
大正12年（1923）、東京市には12種

25,153本の街路樹が整然と植栽され、各
通りが特色ある景観美を誇ったとされる
が、同年9月1日の関東大震災によって
14,891本が焼失し、約10,000本になっ

東
京
の

街
路
樹
の
歴
史
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5）阿部恭久（2014）腐朽病害の発生生態、樹木医学会編『樹木医学の基礎講座』海青社
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　「先輩方が育んだ中杉通
りのケヤキ並木を“元気な
姿”で後世にバトンタッチ
するのが、我々の使命でし
た」と熱く語るのは、マイタ
ウン阿佐谷協議会・会長で
阿佐谷パールセンター・相
談役の小川勝久さん。その
成り立ちを聞くと言葉の重
みがよく分かる。

　中杉通りの前身は、昭和19年（1944）に米軍機
の空襲に備えて開かれた防火帯で、該当地区の住
民は否応なく立ち退かされた。戦後は無許可のバ
ラックが乱立し、闇市と化す。治安は悪くなり、困り
果てた住民は土地の所有権を放棄する代わりに、道
路を建設するよう国へ訴えた。同27年に中杉通りの
一部が開通。当時は街路樹一本ない砂利道だった。
　「行政側は苗木は用意できるが、植樹費用までは

無理。ならばと住民の浄財でケヤキの苗木119本を
植樹したのが、今のケヤキ並木の始まりです。昭和
56年には青梅街道から早稲田通りまで開通し、ケヤ
キも280本近くまで増えました」
　ところが、平成19年（2007）に台風で3本のケ
ヤキが倒れる。東京都建設局の調査により、ケヤキ
の幹が太くなり木々の間隔が狭くなったため樹勢が
低下。幹や根の空洞化も認められ、計画的な保護
管理が必要と判断された。そこで、地元住民、杉
並区、東京都建設局第三建設事務所が連携。ヒヤ
リングや文献調査を重ね、ニュースレターの発行、
モデル地区での施工などを経て、同23年からケヤ
キ並木の再生作業が開始された。
　将来的に樹冠がつながりケヤキのトンネルを維持
できるように高さ15ｍで剪定したり、木々の間隔をあ
けるため間伐したりと、思い切った作業は順次進め
られ、同26年（2014）に終了した。現在、ケヤキは
樹勢を取り戻し、枝葉を元気よく伸ばし始めている。

地域住民と都・区が協力してケヤキ並木を保護管理

ケヤキ並木の再生を地
元・区・都と共に進めて
きた小川勝久さん。

1  剪定前。 2  剪定時（平成23年冬）。 3  1年目（平成24年初夏）。［写真提供：東京都建設局第三建設事務所］

4  5年目（平成28年夏）。

1 2 3 4

官庁街の中央を貫く桜田通りに心地よい樹陰をつくるトチノキ並木。

歩く人を大木が守っているような成蹊学園のケヤキ並木。

街路樹の機能

アスファルト道路の表面温度を下げる街路樹の効果（左：可視画像、右：熱画像）　
撮影日時：2007年8月1日 14：30［三上岳彦氏提供］

ⓒ三上岳彦

災害時は
避難する道の安全を守る

れるのが、東京の公園行政で高く評価さ
れている井下清公園課長の台風対策6）で
ある。台風で街路樹が倒れると、「公園課
の職員は上も下もなく総動員させられ
て、・・木を起こす作業をし」、また「台風
が近づくと､毎年沿道の居住者に街路樹の
愛護と被害樹木の応急処置について協力
依頼のビラを配り、大きな効果をあげて」
いた。行政組織の規模も時代も違うので
はあるが、時とともに価値が高まる社会資
本を管理する担当者としての気概が求めら
れている。

引用・参考文献
1） 藤井英二郎（2002）道路緑化の機能、社団法人道路
緑化保全協会創立30周年記念技術書編纂委員会編、
道と緑のキーワード事典、（社）道路緑化保全協会
2） 中山敬一・今久・藤井英二郎（1999）植栽の微気象
緩和機能及び乱反射防止機能に関する基礎的研究、社
団法人道路緑化保全協会関東支部
3） 公益財団法人都市防災美化協会（2014）緑の防災
ネットワークと都市美化のための街路樹のあり方
4） 藤井英二郎（1995）都市景観と植物、『都市景観に
おけるデザインと材料』（工業技術会編）、研修社
5） 中村隆治・藤井英二郎（1992）生垣とブロック塀をみ
たときの脳波特性の比較、造園雑誌55(5)､139ｰ144
6）林次郎（1980）東京の並木道、郷学舎

ヒートアイランド現象から人を救う緑陰
　街路樹の機能は、その特性によって生
物的、物理的、生理・心理的機能に区分
される。生物的機能は、植物の種や遺伝
子を保全し様々な生物相を育む生息地と
しての機能と、光合成による二酸化炭素
固定・酸素供給が挙げられる。物理的機
能は、緑陰、防風・防塵、保水・土壌保
全、大気汚染物質の吸収・捕捉、遮蔽・
遮光、防火、遮音、空間の仕切り、食糧・
資材の供給など多岐に亘る。また生理・
心理的機能も、生理的疲労の低減、視覚
的緊張・違和感の緩和、心理的安らぎ、
景観の美化、意味の表示・象徴、社会的
効果など多様である。そして、街路樹の
機能の独自性としては、生物的機能、生
理・心理的機能のように他で代替できな
いことと、1本の街路樹であっても多くの
機能を複合的にもっていることである1）。
　こうした多様な機能の中で、温暖化・
ヒートアイランドの激化に伴って人の生存
を左右する要因になっているのが緑陰で
ある。近年、熱中症患者数が急増してお
り、熱中症による死亡者数が1990年代
は200人／年であったのに対して2010
年代は5倍以上にもなっている。緑陰は、

蒸散による水分の蒸発・気化による温度
低減もあるが、樹冠による日射の遮断によ
るところが大きい2）。また、街路樹の植え

ますや植樹帯の土壌からも
水分が蒸発し温度が下がる。
街路樹のこうした複合的緑
陰機能を十分発揮させるた
めには樹冠を大きく展開さ
せ、根が十分張れるよう土
壌をしっかり確保する必要が
ある。

都市環境のストレスを
緩和する街路樹
　街路樹の生理・心理的機
能には無意識的反応も多く、
多くの人が気づいていない。
同じ街路樹であっても剪定に
よって樹冠が小さく抑制され

た街路樹と大きい街路樹では自律神経系
の反応や眼球運動に違いがあることが明ら
かになっている3）。つまり、樹冠が小さい
街路樹では興奮した状態（交感神経系優
位）になり眼球も動きが多く停留が少な
かったのに対して、樹冠が大きい街路樹で
は落ち着いた状態（副交感神経系優位）
になり眼球も落ち着いた状態になる。類似
の眼球運動は､街路樹がある通りとない通
りを走行した時の自動車運転者でも見られ
ている4）ことから、樹冠が小さいと周囲の
建物や看板等が多く見えるため目が引き付
けられ、緊張状態になるのである5）。した
がって、都市環境がもたらす過剰なストレ
スを緩和するためにも街路樹の樹冠を大
きくする必要がある。

大切な社会資本としての街路樹
　季節感をもたらし、また貴重な資源であ
るにも拘わらず、紅葉・落葉や花がらに対
する苦情があり、街路樹管理者を悩ませ
ている。落葉が邪魔だから落葉前に剪定
してくれと訴える人は住民の1割程なのだ
が、光合成が盛んで人も緑陰がほしい夏
場に強い抑制剪定が散見される実態は、
サイレントマジョリティより一部の苦情を重
く受け止めがちな日本の行政の傾向を物
語っているように思える。ここで思い起こさ

街
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course

1皇居最大の桜田濠沿いに続くユリノキ並木。大木が多く、緑陰はさわやか。2明治28年（1895）築の法務省旧本館と桜田通りのトチノキ並木。3日比谷通りのシダレヤナギ。
右は馬場先濠、正面は日比谷公園。4ケヤキが両側からやさしく枝を差しかける丸の内仲通り。5皇居と東京駅を結ぶ行幸通りは東京の顔。［写真提供／千代田区観光協会］

1 マロニエ通りのトチノキ並木（マロニエはフランス語）。トチノキは葉が大きいため、
夏はひときわ緑陰が濃い。2各県のアンテナショップが並び、買い物客も多い銀座柳通
り。3ハナミズキ並木の松屋通り。4並木通りのリンデン（セイヨウシナノキ）は6月頃、
芳香を漂わせる花をつける。5ヤナギ並木の西銀座通り（外堀通り）は平成18年
（2006）東京都のシンボルロードになった。

1

2 3

4 5

1

3

2

4 5

トヨタ自動車の公開空地のクスノキ並木。

1 予備校や医療関係のビルが多いとちの木通り。老木
から若木への更新が進んでいる。2明大通りのプラタ
ナス並木は御茶ノ水駅（写真奥）から神保町まで続い
ている。3明大リバティタワーの裏通りのシラカシ並
木。左はお茶の水小学校。4トウカエデ並木の外堀通
りと、江戸時代の水道橋をイメージしたモニュメント。

1 2

3

4

ユリノキの花。良質
な蜂蜜がとれること
でも知られる。

数寄屋橋交差点の宝くじ売場近くに
ある「銀座の象徴  柳並木」の碑。

JR有楽町駅中央口
から銀座柳通りへ。銀
座とヤナギの歴史は明
治13年（1880）の銀座

通りの植樹にさかのぼる。戦前の流行歌、西条八十作
詞『東京行進曲』によって銀座と言えばヤナギ並木が連
想されるほど有名になったが、植え替えや戦災、交通公
害などで数を減らしてしまう。今ある銀座柳通りと西銀
座通り（外堀通り）のヤナギ並木は、“銀座の柳”復活
を図って近年整備されたものだ。西銀座通りでは毎年5
月5日に「銀座柳まつり」が開催される。
銀座柳通りからホテルモントレ銀座の角を右に曲が

り、少し歩くと松屋通りに出る。街路樹のハナミズキは
春はピンクの花を咲かせ、秋は赤い実をつけて紅葉す
る。銀座マロニエ通りのトチノキ並木も美しい。プランタンの角
で左折してリンデン（セイヨウシナノキ）が並ぶ銀座並木通りへ。
海外高級ブランド店が集まる道を銀座7丁目まで歩いたら、西
銀座通り（外堀通り）のヤナギの下を数寄屋橋交差点まで戻る。
銀座にはほかにも桜通りのヤエザクラ、みゆき通りのヒトツバ

タゴ、交詢社通りのトウカエデなど、おすすめの並木道がある。
洗練された街並みを楽しみながら自由に歩いてみたい。

学生の街・御茶ノ水も並木散歩が楽しいエリアだ。JR御茶ノ水駅御
茶ノ水橋口から楽器専門店が並ぶ明大通りを下る。沿道で高いビルに負
けまいと背を伸ばすのはプラタナス。都内ではおなじみの街路樹で、夏は
心地よい木陰を作る。明治大学リバティタワーを回り込み、シラカシ並木の坂道を
上る。左側にはお茶の水小学校と錦華公園の緑が続く。昭和11年（1936）に開業
した山の上ホテルの裏を過ぎ、坂を上り切ると、ベニバナトチノキが並ぶとちの木

通りに出る。トチノキの花は白だが、こち
らは名前どおりピンクの花を咲かせる。
アテネ・フランセまで歩いたらトウカエデのかえ
で通りを御茶ノ水駅に戻る。お茶の水橋を渡ったら
左折して、神田川沿いに続くトウカエデの外堀通り
を歩く。橋からの眺めは川縁にケヤキなどの高木が
茂り、ちょっとした渓谷のようだ。坂を下り切ったと
ころが水道橋。さらに飯田橋方面へ歩き、途中、
小石川後楽園を合わせて見学するのもいい。

歩
い
て
み
た
い

東
京
の
並
木
道

ユリノキ並木の桜田濠から
官庁街を抜けて東京駅へ
東京メトロ半蔵門駅3a出口から東
側に歩くと内堀通りに出る。半蔵門
から桜田門にかけて緩やかに下って
いる通りの左手が桜田濠、歩道沿い
に立ち並ぶ堂々たる街路樹はユリノ
キだ。北米東部原産の落葉樹で、５月頃にチューリップ
に似た花を咲かせることから「チューリップツリー」の呼
び名もある。
桜田門まで下ったら右折して桜田通りへ。霞が関の官
庁街に続く延長約600ｍ、70本以上が並ぶトチノキ並木
は明治45年（1912）に植えられた。東京に現存する最
も古い街路樹のひとつだ。トチの実はとても硬く、秋に
落下すると歩行者が危ない。そこで夏に竿などを使った
「とちの実落とし」が行われ、実は一般に配布される。
東京高等裁判所横のクスノキ並木から日比谷公園を抜
けると、馬場先濠沿いの日比谷通りにはヤナギ並木が、
1本東側の丸の内仲通りにはケヤキ並木が続く。どちら
を北上してもぶつかるのが東京駅中央口と和田倉門前を
結ぶ幅員73mの行幸通りだ。４列のイチョウ並木が、
秋は鮮やかな黄葉で目を楽しませてくれる。

course

course
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ハイセンスな街並みに似合うケヤキとエンジュ

ケヤキ
エンジュ

新宿中央公園北

熊野神社前

新宿四丁目

国立
競技場駅

新宿駅

都庁前駅

西新宿駅

新宿御苑前駅

千駄ヶ谷駅

J  
R
山
手
線

J  
R
中
央
線

JR中央線
千駄ヶ谷門

大
　江
　戸
　線

大江戸線

丸ノ内線

靖国通り

明
治
通
 り

新宿通り

新宿
線
甲州
街道

中央通り

外
苑
西
通
り

京王プラザ
ホテル

東京都庁
第一庁舎
第二庁舎

公
園
通
　り

都議会
議事堂

新宿住友ビル

熊野神社

緑の橋

公園大橋

新宿
中央
公園

新宿
ワシントン
ホテル

新宿
パークタワー

東急ハンズ

新宿高
新宿門

新宿御苑

大木戸門

岩槻橋

水元公園バス停

外
 環
道

小
合
溜

水元大橋

水辺の
いきもの館

水元公園桜
堤
通
り

水元
かわせみ
の里

大場川

江
戸
川

JR常磐線金町駅

京成金町駅

哲学堂公園

片山小さな緑地

妙
 正
寺
川

中野駅

新井薬師前駅

沼袋駅

JR中央線

西武新宿線

新青梅街道

 中
 野
 通
り

早稲田通り
新井

新井五差路

蓮華寺下

中野区役所
中野サンプラザ

中野ブロードウェイ
中野四季
の森公園

新井薬師

新井薬師
公園

平和の森公園

玉川田園
調布一丁目

田園調布三丁目
田園調布駅

    東
   急
  東
 横
線

環八通り

宝来公園
田園調布小

権田原

南元町

四ツ谷駅

信濃町駅

国立
競技場駅

国立競技場
（建設中）

外苑前駅

青山
一丁目駅

JR中央線

半蔵
門線

大
 江
   戸
   線

 南
  北
線丸ノ内線

銀座
線

新宿通り

外
　堀
　　通
　　　り

外
苑
東
通
り

青山
通り

い
ち
ょ
う
並
木

四谷見附
公園の

プラタナス

若葉東公園

迎賓館
赤坂離宮

ホテル
ニューオータニ

赤坂御用地
東宮御所

みなみ
もと町公園

青山ツインビル

明治記念館聖徳記念
絵画館

明治神宮外苑

ユリノキ
イチョウ

明治神宮 原宿駅

明治神宮
前駅

　 明
　 治
通
り

千代田線 表参道駅

 J
R
 山
 手
線

副
都
心
線

　 青
山
通
り

半
蔵
門
線
銀
座
線

表参道

神宮橋

南青山五丁目

み
ゆ
き
通
り骨董通り 岡本太郎
記念館

根津
美術館

青山学院大学

紀ノ国屋

表参道
ヒルズ

キディ
ランド

タワー
レコード

竹下通り

イチョウ
ケヤキ
プラタナス

1 秋の日差しを浴びて黄金色に輝く明治神宮外苑いちょう並木。
2迎賓館前広場に並ぶユリノキは大正2年（1913）に植栽された。
3東宮御所に沿って続くユリノキ並木。見上げるほどの大木だ。
4関東大震災の前からここにある四谷見附公園のプラタナス。

1 夏に咲くエンジュの花。
2みゆき通りのエンジュ並木。
3紅葉した表参道のケヤキ並木。

1 新宿御苑のプラタナス並木。
こまやかな管理で維持される
整然とした樹形が見事。2都庁
の北側を通る中央通りのケヤキ
並木。歩道が広く、ケヤキも
のびやかに枝を伸ばしている。

1

1

2

3

2

3 4

1

2

都内とは思えない広々とした景色が広がる。

花のトンネルがはるか先まで続く。

迎賓館赤坂離宮
前庭は入場自由、
無料参観できる。

建て替え計画が発表
され、存続が危ぶま
れている原宿駅舎。

新宿中央公園北側
の新都心北通り。

平成3年（1991）には「都市景観
大賞」を受賞した。

JR原宿駅を降りたら、まずは駅舎に注目しよう。大正
13年（1924）築の洋風木造駅舎は都内最古の木造駅舎
だ。駅前から渋谷方面へ少し進んだ神宮橋の奥に明治神
宮が鎮座し、手前に表参道が延びている。
表参道は文字どおり明治神宮の参道として大正９年

（1920）に整備された。ケヤキもその際に植樹されたが、東
京大空襲で大部分が焼失。戦後、再び植樹して現在の景観
に至っている。ゆるやかにアップダウンする道沿いに160本
ほどの並木が続く景色は平和の象徴といえるかも知れない。
青山通りを渡り、そのままみゆき通りに入る。国内・海
外のブランド店が集まる国内有数のストリートにはエン
ジュの並木がよく似合う。エンジュは
「槐」と書き、古くは門前や鬼門に魔除
けとして植えられた。黄色かがった白い
花が咲く夏の姿は、霞を身にまとったよ
うだ。通りの突き当たりには、自然豊か
な庭園が見事な根津美術館がある。

都内屈指のイチョウ並木を歩くコースだけに、ベ
ストシーズンは秋。JR四ツ谷駅を降りて四谷見附
交差点を左折すると、ユリノキ並木の先に迎賓館
赤坂離宮が見える。外国の元首や首相など国の賓
客をもてなすための施設で、公務のない日は事前
予約または当日配布の整理券を入手すれば本館内
を見学できる（有料）。
迎賓館正門のはす向かい、四谷見附公園にあるプラタナスの巨木

を見上げたら、東宮御所方面へ。ゆるやかな坂道に高さ20ｍほどの
ユリノキが並んでいる。権田原交差点で左折して外苑東通りを歩き、
青山通りを右折すれば明治神宮外苑いちょう並木に到着。大正12年
（1923）に近代造園の祖といわれた折下吉延博士が手がけたもので、
約300ｍの直線道路に146本のイチョウが９ｍ間隔、４列で植えら
れている。絵画にも造詣の深かった博士は遠
近法を取り入れ、絵画館に向かって少し
ずつ樹高を低くした。絵画館の正面階段
から眺めるとより立体感がある。毎年
11月中旬～12月上旬の「いちょ
う祭り」は多くの人で賑わう。

新宿にも、歩いてみ
たい並木道はある。特
に新宿駅西口はケヤキ
並木のオンパレードだ。
左側に京王プラザホテ
ルと都庁が並ぶ中央通
りはもちろん、昭和43
年（1968）に開園した新宿中央公園に沿っ
た公園通り、公園の北側を走る新都心北
通りのケヤキ並木もなかなか立派だ。特
にルートを決めず、気ままに歩いてみよう。
少し離れているが新宿御苑にも立ち寄りた
い。戦後、一般開放された元皇室の庭園
で、フランス式整形庭園、イギリス風景式
庭園、日本庭園から構成されている。なかでもフ
ランス式整形庭園のバラ庭園を挟んだ２組４列の
プラタナス並木は素晴らしく、まるで外国の並木
道を歩いているようだ。なお、新宿門の近くには
この並木と同時期に植えられた明治後期のプラタ
ナスがある。こちらは毎冬の剪定をしないため、
幹周り６ｍの巨樹に成長した。並木道のプラタナ
スは幹周り１ｍほどだから、いかに街路樹の管理
が大切か分かる。自分の眼で見比べてみよう。

公園のシンボル的な存在。約1.2kmにわたっ
て高さ20ｍのポプラが200本ほど並ぶ。春から
夏には生命力あふれる青葉が天をつき、秋の黄
葉も美しい。ポプラ並木と聞けば北海道が連想
されるが、東京でも戦前にポプラ並木が試みら
れている。残念ながらポプラは風に弱く、植樹
３年後の台風でほとんどが倒れ、断念された。

中野駅北口から哲学堂公
園まで、約2kmの区間に約
320本のソメイヨシノが並ぶ。美しいのはや
はり春で、開花期に催される「中野通り桜ま
つり」の来場者は10万人というからすごい。
メーン会場の新井薬師公園ではステージで
のイベントのほか模擬店も出て盛り上がる。
桜並木のパレードやライトアップも人気だ。

田園調布駅の
西口ロータリー
には放射状に延
びる5本の道路
があり、3本が
イチョウ並木に
なっている。大

正9年（1920）から植樹され、
現在は181本を数える。住
民が落ち葉集めに協力する
など環境保全に向ける地域
の意識も高い。宝来公園へ
至る通りが歩道も整備され、
歩いて楽しい。

超高層ビル街に安らぎを与える
ケヤキ並木

ユリノキ並木を歩いて
東京の秋を代表するイチョウ並木へ

course

course

course
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昭和39年（1964）の東京五輪
のマラソン（当時は男子のみ）
は、信濃町の国立競技場から新
宿を経て甲州街道を走り、調布
市の飛田給で折り返した。
コースが決まると甲州街道は
拡張され、当時ひどかったスモッ
グを緩和させようとケヤキが植樹
された。今も残るこのケヤキ並
木は戦後復興の象徴ともいえる。

東京五輪で整備された甲州街道

1964年の東京五輪を機に植えられたケヤキ並木。

甲州街道沿い、東京スタ
ジアムの側に立つ「マラ
ソン折返し地点」記念碑。

光が丘駅

大江戸線

ふ
れ
あ
い

IMA

練馬光が丘病院

光が丘体育館

光が丘公園

の
径

大國魂神社前

ケヤキ並木北

府中の森公園

府中駅

府中競馬場前駅 東府中駅

京王線

京王競
馬場線

 国
 分
 寺
街
道

甲州街道

旧甲州街道

　小
　金
　井
　街
道

平
 和
通
 り

航空自衛隊
府中基地

大國魂神社

府中市役所

伊勢丹

府中公園

くるる

府中の森芸術劇場

府中の
森公園

花の広場

府中市美術館
正門

イチョウ並木

八幡宮前

三鷹駅南

山本有三記念館

吉祥寺駅三鷹駅 JR中央線

五日市街道

井の頭通り

京
王
井
の
頭
線

 吉
 祥
 寺
 通
り

三
鷹
通
り

連雀通り

玉川上水

成蹊大

成蹊小

成蹊高

武蔵野
市役所

武蔵野
陸上競技場

井の頭公園

井の頭
自然文化園

三鷹の森
ジブリ美術館

三鷹市
芸術文化
センター

禅林寺（太宰治の墓）
八幡大神社

上清戸一丁目
郵便局前

郷土博物館東

長命寺前

下清戸五丁目

旭
が
丘
通
 り

清瀬駅

西武池袋線

  け
  や
  き
   通
り

志木
街道

新
　 小
金

　 井
街
道

小
 金
  井
 街
道

ロ
ー
ド
ギ
ャ
ラ
リ
ー

キ
ヨ
セ
ケ
ヤ
キ

ウエルシア

ケヤキ並木

清瀬中

清瀬市役所

清瀬第八小

清瀬御殿山
緑地保全地域

町田街道入口

多摩御陵入口

追分町へ

高尾駅

JR中
央線

京王高尾線

甲州
街道

町
田
街
道

高
尾
街
道

参道

多摩森林
科学園

陵南公園

東浅川公園

陵南中

東急ストア

多摩御陵

高尾署南浅川

形が可愛らしい
カツラの葉。

「キヨセケヤキロードギャラリー」には
屋外展示された彫刻が並ぶ。昭和46年（1971）武蔵野市の天然記念物に指定。

大國魂神社の参道でもある、府中駅の南側のケヤキ並木。

移植後四半世紀、樹齢
130年余の並木にはい
つも人通りがある。

広い園内の中央に延びるサクラ並木。

境内入口にそびえるケヤキの古樹。

まっすぐに南下する三鷹通りのカツラ並木。

皇太子（今上天皇）の誕生を記念して植樹されたのが始まり。

樹齢80年以上のイチョウの
大木が並ぶ甲州街道。

陵南公園の北側を通る多摩御陵の参道。

桐朋学園東

福祉センター前
国立市役所国立立市 所市役所

甲甲甲甲甲甲甲州州州州州州街街街街街街街街道道道道道道道

国立駅国立駅立駅駅

谷保駅谷保駅駅駅谷谷保谷保保駅保

JRJR中中央央線

JRRJ 南南南南武武武武武線線線

大大大
 学
 通通
   り

西友西友西友

一橋大大橋大一橋大

一橋大学橋大橋
附属図書館館図書属属図書附

桐朋高桐朋高

公園保第三公谷保 園保第

国立高国

ファミリーァミリー
マート

光が丘駅と公園を結ぶ約400mの「ふ
れあいの径」には樹齢130年を超えるイ
チョウの巨木40本が並ぶ。もとは有楽町

にあった旧都庁舎前の街路樹だったが、JR京葉線
建設に伴いここに移植された。おすすめは黄葉の季
節。特に晩秋は黄金色のトンネルと化す。園内にも
200ｍ弱のイチョウ並木がある。

清瀬駅北口から延びる清瀬
市けやき通りには323本のケ
ヤキが植えられている。昭和
50年（1975）頃に道路の一部
が完成した際、清瀬市の木
であるケヤキを歩道脇に植樹
したのが始まり。左右に畑が
広がるのどかな景色も楽しめ
る。途中で交差する志木街道
にもケヤキ並木がある。

国立駅南口の駅前から延び
る大学通りは幅44ｍの大通り
だ。両側はサクラとイチョウの
グリーンベルトになっており、
169本のサクラが開花する春
は、豪華な花見が楽しめる。
通りの名前は昭和2年（1927）
に神田一ツ橋から移転してき
た一橋大学（当時は東京商科
大学）に由来する。

大正13年（1924）に池袋から現在地へ移転する際に樹齢
10年から20年ほどの若木を植樹したのが始まり。現在は約
600ｍの間に124本が並ぶ。高さは25ｍほど。夏は木陰が気
持ちよく、散歩を楽しむ人も多い。平成8年（1996）には環境
庁（現環境省）の「残したい日本の音風景百選」に選ばれた。

三鷹駅の南側、八幡大神
社までの約800ｍにわたって
三鷹通りを彩る街路樹はカツ
ラ。楕円形の葉は芽吹きの
赤茶色から緑色へ変わり、秋は黄
色に色づく。八幡大神社に隣接す
る禅林寺には、太宰治と森鷗外の
墓があるから立ち寄ってみよう。三
鷹の森ジブリ美術館や井の頭自然
文化園がある井の頭公園も近い。

府中の森公園は旧米軍府中基地跡を
整備した都立公園。正門から府中市美術
館の横を花の広場まで延びる中央園路
「花のプロムナード」の両側には、約80
本のサクラ並木が続いている。種類は主
にソメイヨシノで、大きく枝を伸ばし、
開花期には薄ピンク色の花のトンネ
ルになる。秋の紅葉も美しい。

大國魂神社の前から桜通りまでの約600m
に152本のケヤキが並んでいる。語り伝えでは、
康平５年（1062）源頼義と義家父子が前九年
の役の戦勝祈願御礼に1000本の苗を寄進し
たのが始まりという。その後、徳川家康が馬場
を献上し、ケヤキの苗を補植した。大正13年
（1924）に国の天然記念物に指定された。

昭和２年（1927）に完成した大正天皇
の多摩御陵の外参道沿いに約160本の
ケヤキ並木がある。高さは20ｍほど。
また同４年には多摩御陵造営を記念して
甲州街道が改修され、追分交差点付近
から高尾駅前の4kmに763本のイチョ
ウが植樹された。秋の黄葉は見応えがあ
り、「八王子いちょう祭り」も開催される。

spot

spot

spot

spot

spot

spot

spot
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練馬大根とサメの皮
渡戸章さんの納屋にはちょっと不思議なも
のがあります。コチコチのサメの皮です。こ
れは少しずつ切り取って水で戻し、大根を洗

うのに使います。ザラザラしたサメ肌
で表面に傷をつけることで、大

根の乾燥を早めるのです。
100年以上前からあ

るのだそうです。

れは少しず 切り取って水で戻し、大根を洗
うのに使います。ザラザラしたサメ肌

で表面に傷をつけることで、大
根の乾燥を早めるのです。

100年以上前からあ
るのだそうです。

練馬大根の畑。この畑は昨年の「練馬大根引っこ抜き競技大会」の会場となり、写真はそのときのもの。

昭和15年建立の「練馬大根
碑」。都営大江戸線練馬春日町
駅近くの愛染院の参道にある。

練馬大根の日干し風景（昭和10年頃）。〔写真提供：練馬区〕 沢庵漬けの全盛期の頃（昭和12年）。〔写真提供：練馬区〕

引っこ抜き競技は時間内に抜いた本数を競う部門と、
抜いた大根の長さを競う部門の2つがある。引き抜い
た大根はその場で洗われ、翌日以降に小中学校の給
食に使用される。

練馬大根（練馬尻細大根）
練馬大根にはいくつか品種がある
が、一般に練馬大根といえば沢庵
大根として知られる「練馬尻細大
根」をさす。白首で首は細く、中央
部が太く、下部は急に細り尻がと
がっている。長さ70cm～1m。
練馬大根としてはほかに煮
食用の「練馬秋づまり大
根」や「みの早生大
根」などがある。

練馬大根（練馬尻細大根）の図／カラー写真のなかっ
た時代、東京府農業試験場が記録に残すため画家に
描かせた細密画。〔東京都農林総合研究センター蔵〕

乾燥した練馬大根（固定種）の種子を持つ渡戸章さん。
円内はサヤから取り出した種子。

換、モザイク病、そして都市化などによ
り昭和30年代にはほとんど生産されな
くなりました。今回、種子取りなどにつ
いて話をうかがった代々大根農家だった
渡戸章さん（82歳）も、「うちも戦後は
県外の農家に栽培を頼んだりして続け
ていましたが、昭和31年にはやめまし
た」と語ります。

消滅の危機を乗り越えて継承
その練馬で大根が再び生産されるよう
になったのは平成元年のこと。練馬区で
は当時姿を消していた練馬大根を練馬
区のシンボルとして復活させ、後世に伝
えていこうと「練馬大根育成事業」を開
始。地元農家に白首大根の栽培を委託
し、練馬大根（交配種）として生産を再
開させたのです。最初の平成元年には
約5,500本を生産し、その後、徐々に
増やし平成27年には20戸の農家によ

り約14,000本を生産。収
穫された大根は区立小中学
校の給食のほかJAの直売
所や農業祭、また沢庵漬け
として「ねりま漬物物産展」
（西武池袋本店）などで販
売されています。
先に紹介した渡戸さんは
練馬大根伝来種保存事業
に協力しています。この種
子は練馬の農家橋本登さん

が、先祖が守り継いできた種子（固定
種）をなくすわけにはいかないと、採種
を続けてきたもので、練馬区では固定種
の練馬大根の継承もはかっています。つ
まり、その種子から育った大根からより
練馬大根らしいものを選び、その大根か

ら種子を取りそれをまた育てるという作
業。渡戸さんによれば、「もう10年も繰
り返しているので、練馬大根本来のもの
になっています」。作業は二人の若手農
家と行い技術を伝えています。また、渡
戸さんは近所の小学校で大根の種子ま
きから収穫、沢庵の漬け込みまでを手ほ
どきしています。江戸からの伝統野菜で
ある練馬大根は、危機を乗り越えて産地
でしっかり受け継がれています。

参考文献：『江戸東京野菜 物語篇』大竹道茂、農山
漁村文化協会（2009）／『練馬の伝統野菜 練馬大根』
練馬区（2012）

おおたけ みちしげ／江戸東京・伝統野菜研究会代表。
1944年東京都生まれ。東京農業大学卒業。JA東京
中央会で江戸東京野菜の復活に取り組み、1997年に
江戸東京農業の説明板50本の設置を企画。以来、長
年にわたり江戸東京野菜の普及に努めている。著書・
監修書に『江戸東京野菜 物語編』『江戸東京野菜 図
鑑篇』などがある。

練馬大根引っこ抜き競技大会
毎年12月の第1日曜日、練馬区内の
農地で「練馬大根引っこ抜き競技大会」
（練馬区・JA東京あおば共催）が開かれ
ます。この大会が始まったのは平成19
年。当時すでに練馬に住んでいながら練
馬大根を食べたことのある人は少なく
なっており、区とJAでは給食を通じて子
供たちに練馬大根をと考えました。ところ
が農家に栽培を依頼しても「抜いてくれ
るなら！」の返事。練馬大根は9月上旬
に種子をまき12月上旬に収穫を迎えま
すが、長さが70cm～1mもあり中央部

が太く、収穫は重労働なのです。そこで
競技仕立てにし、区内外から約500人
を募集。引き抜いた大根のうち約4,000
本は翌日以降に全ての練馬区立小中学
校の給食に提供されます。大会は大変好
評で今年第10回目を迎えます。

練馬が大根の一大産地となった背景
には、関東ローム層の細かな火山灰土
が厚く堆積し、深く根を下ろす大根に適
した条件が整っていたことによります。
加えて大消費地の江戸までは15kmほ
ど。出荷にも江戸から下肥を運ぶにも好
都合でした。さらに、練馬大根が沢庵漬
けに向いていたことも後押ししました。
江戸では白米食の進行により、江戸患
いといわれて脚気が流行。脚気はビタミ
ンB1不足で起こりますが、沢庵を漬け
込む米ぬかはビタミンB1を含み、沢庵
は江戸の食生活に欠かせないものとなっ
たのです。

都市化などで昭和30年代には
練馬大根は沢庵漬けや沢庵漬け用の

干し大根として出荷され、江戸東京の人
口増とともに生産を拡大。農家は大根生
産と沢庵製造を兼ね、そこから練馬の漬
物産業が生まれます。明
治7年（1874）の『東京府
志料』によれば、東京府
の沢庵産額の8割以上を
練馬が占めていました。そ
の後、日清戦争（明治27
～28年）時から沢庵は軍
隊に大量に納められ、明
治後期から昭和初期にか
けて最盛期を迎えます。昭
和初期には練馬を中心と
する東京府の沢庵出荷は年間60万樽
（4斗樽・72ℓ）にも及びました。
その練馬大根も昭和8年（1933）の
干ばつで大被害を被り、その後モザイ
ク病に見舞われ、戦後、作付統制解除
で一時的に盛り返すも、キャベツへの転

江戸の食生活を支えた練馬大根
今や知らない世代の方が多くなりまし

たが、練馬大根はかつて全国に名をは
せた一大ブランドでした。栽培の始まり
は元禄（1688～1704）の頃とされ、発
祥にはいくつかの伝説があります。その
一つは徳川綱吉が五代将軍になる前の
右馬頭時代、江戸住まいから脚気になり
練馬に別邸を建て静養したおり、尾張か
ら大根の種子を取り寄せ農家に作らせた
ところ立派な大根ができ、それが広まっ
たというもの。真偽のほどはおくとして、
八代将軍吉宗も鷹狩りの際に大根畑を
踏み荒らさないよう命じており、練馬大
根はそれほど重要な作物だったのです。
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2000年の分布最前線

2006
2011
2014

2014

2014
2004

アナグマ（ニホンアナグマ）は本州・中国・九州に分布し、都内では西多摩を中心に里山や山地の森林などに生息する。体長40～60cm。タヌキと似ており、またタヌキ
がアナグマの巣穴を利用することもあり、ことわざの「同じ穴の狢（ムジナ）」の由来とされる。狢はアナグマのこと。アナグマはイタチ科、タヌキはイヌ科である。

アナグマが生息する西多摩郡日の出町の里山。
筆者が生態調査を行ったところでもある。

❶調査のため箱罠で捕獲したアナグマ。❷捕獲した個体は計測や獣医学的検査後、発信機を取り付ける。❸ア
ナグマの巣穴。大きいものは複数の入口を持ち、何世代にもわたって使用される。❹ため糞は巣穴の入口そば
や5ｍ以内、けもの道の交差点（行動圏の端）などにみられる。

2014年6月16～19日にJR吉祥寺駅北口
に出現したアナグマ。どこからやってきた
かは不明。都の自然対策関連部署に捕獲
され多摩川河川敷に放されたという。

●●❶

●●❸ ●●❹

●●❷

緑被率
60%～
40～60%
20～40%
～20% 東京都のアナグマ分布情報。2008年ごろから緑被率の

低い多摩中央部でも、都市緑地（赤丸、数字は出没年）
においてアナグマの生息がみられるようになってきた。

どのような餌がこのあ
たりにあるか、などの
情報が出ており、現
代の人間社会のSNS
のような機能を果た
す。若い個体は、最
初は年長の個体に連
れられてこのため糞
利用を開始し、定期
訪問の習性を身につ
ける。交尾時期には、
隣の群れや単独生活
をしているオスは、
行動圏の境界のため
糞を確認し、そしてメ
スのいる巣穴までた
どってやってきて、交
尾を行う。

アナグマは都市に
進出可能か？
これまでに述べたように、アナグマは
巣穴中心の生活をしており、さらに冬の
数ヵ月は安心して穴ごもりする必要があ
る。そのため、道路や工場、住宅密集
地のような人間活動による攪乱が大き
い場所を避けて、森林の多い奥山や里
山地域に生息がみられる。東京都の西
部地域には大面積の連続緑地が存在

し、生息や繁殖のための行動に支障が
なく、餌の少ない年変動にも耐えられ
る。しかし、東京都では2008年頃か
ら立川市の昭和記念公園、府中市の東
京農工大学農学部、三鷹市の国際基
督教大学などの今まで生息の記録がな
かった都市部において、アナグマが生
息していることがわかってきた。
三鷹市や府中市のある東京都中部地
域には、里山のアナグマの平均行動圏
サイズよりも大きい30ha以上の緑地は
43ヵ所と、比較的多く存在する。市街
地や高速道路、幹線道路など障壁が多
く進出は容易ではないが、進出できた
場合には定着できるかもしれない。し
かし、これらの緑地でも巣穴を作り、に
おいによってコミュニケーションして暮ら
していけるのだろうか？ 今後は区部近郊
でも、個体群の存続可能性を考慮した
分布調査や、生態を明らかにする取り
組みが必要である。

かねこ やよい／東京農工大学農学部准教授。ニホン
アナグマをはじめとする世界各地のアナグマ研究歴
は、今年で26年。東京農工大大学院修了後、国交
省研究所や英国オックスフォード大動物学部で修業を
積み、2005年より国内外の食肉目動物の生態や保
全に取り組む大学研究室を主宰。現在、東京都市域
の食肉目のフィールドワークも行っている。

アナグマとはどのような動物？
アナグマ（ニホンアナグマ）の調査を
行っていると、地域の方から、「この動
物は日本にもともといなかったでしょう」
と言われることがある。「アナグマはイタ
チの仲間で、日本にもともといる在来の
動物です。地域によって違いますが、
狢（ムジナ）やマミと呼ばれています」
と説明することにしている。
日本には、アナグマは更新世の中ご

ろに朝鮮半島経由で渡ってきたとされて
いる。なぜ「アナグマ」という名前になっ
たのか。おそらくアナグマの巣穴利用が
よく知られているためだと思っている。
実際、アナグマは「土を掘る」という行
動に特化して、イタチ科の中で独自の
進化を遂げた。入口が10ヵ所以上あ
る立派な巣穴を掘るのは、その生活の

一端の現われで、主食で
あるミミズを食べるときも、
深さ20cmほどの穴をあっ
という間に掘りあげる。

日の出町のアナグマの生態
アナグマの生活＝巣穴と
いっていいほど、巣穴は彼
らの生活の大部分である。
東京都日の出町の里山で
行った追跡調査では、活

ベッドに仕上げる。春先の、温度変化
の激しい時期は、母親がこのベッドの中
に子アナグマ達を包み込み、保温をか
かさない。
このように、アナグマは多くの時間を
巣穴ですごすが、餌探し、群れ以外の
個体との情報交換のときは、巣穴から
出て遠くへ出かけていく。アナグマはミ
ミズを主に食べるが、巣穴の近くほど頻
度高く利用されるため、ミミズの少ない
時期や、季節によっては果実や昆虫へ
食べ物を切り替える。日の出町の研究
では、アナグマが巣穴から出歩く平均距
離は250ｍ。この距離を超えて出歩く
必要があるときは、出先にもカバーとな
る小型巣穴を確保する。また、子育て
中のメスアナグマは餌が集中している地
域を子育て用に確保し、餌をめぐる競
争相手となる他のメスを自分の行動圏
の中から排除する。

SNSのような機能を果たすため糞
アナグマが社会生活を送るために、
巣穴や行動範囲とリンクしたにおいによ
る情報交換は重要である。たとえば、
巣穴の入口にあるため糞は、巣穴の持
ち主の「表札」である。また、行動圏の
端にあるため糞は、どんなアナグマが現
在その地域にいるか、だれが発情中か、

発に動き回る春から夏の期間でも、巣
穴の外に出ている時間は1日平均6時
間ほどであった。時には10時間以上も
遠出して歩き回る日はあるが、たいてい
は巣穴からそれほど遠くない地点を回っ
て帰ってくる。そして3日に1日ほどは、
巣穴からまったく出ないで過ごしてい
た。活動が少なくなる晩秋から春のはじ
めは、巣穴からほとんど出なくなり、冬
眠する。
アナグマが巣穴にいる、というと、そ
の時間は全部眠っていると思うかもしれ
ないが、これは間違いである。英国南
部の近縁種のヨーロッパアナグマでは、
巣穴内部に小さなカメラを仕掛けて部
屋の中の生活が記録された。その研究
によると、巣穴の中で、交尾、グルー
ミングやけんかによる群れの中の自分
の順位の確認、巣穴に敷く巣材の手入
れ、さらにトイレ部屋まであり、日常生
活として活発に巣穴内部で動き回り、
豊かな社会生活が営まれていることが
わかった。
巣材は、巣穴周辺に生えている植物

の葉などを噛みちぎり、顎と前足の間に
まとめて挟んで後ずさりしながら巣穴ま
で運び、巣穴の中で、刈り取ったばかり
の硬い葉を1本1本、前足と口を丁寧
に使ってならし、柔らかくふっくらとした

金
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1  アフリカのヒョウタンの種子の多様性。

2  水入れ。ベネズエラのマキリターレ族の指穴式（左）
とニュージーランドのマオリ族。

4  イースター島マケマケの神が描かれたヒョウタン。 3  ヒョウタンはすべての果実の中で最も多様性に富む。

5  世界各地のさまざまなヒョウタン容器。

6  ヒョウタンの修理屋（マリ）。

西アフリカに位置する内陸国、
マリのニジェール川の港モプチ
に荷揚げされたヒョウタン。

（コートジボアール、ガボン、ジンバブエ、ケニア、カルメーン、南アフリカ、スワジランド、マダガスカル）

ヒョウタンの種子は写真1で示したよう
に多様だが、地域性もあり、アジア系は
淡色縦長で、一端の左右に小さな突起
がある。南米系はこげ茶で丸味を帯び
突起はない。ヘイエルダールはイース
ター島は南米から渡って来たという説を
主張した。では、ヒョウタンの種子はどう
か。私が1983年に調査に出向いた折、
すでに栽培されていなかったが、調べた
種子は縦長、端に突起があり、茶色で
あった。この特徴はハワイやタヒチと同
じであり、色も東南アジアの山地や中央
アジアには茶色のタイプもみら
れる。つまり、南米系とは異
なっていた。呼び名もハワイと
同じイプで、渡航に欠かせな
いヒョウタンから南米由来は否
定できる。

240もの用途
ヒョウタンは水以外にも牛
乳、油、香辛料や石灰入れ、
食器、穀物入れ、衣装入れな
ど容器だけでも70もの用途が
ある（写真5）。さらに野菜、浮
き、シンボル、民族楽器なら
20余りに大別でき、細分すれ
ば使い方は240にも及ぶ。
ただ、20世紀後半に安価
な石油製品のビニール、プラ
スチックの普及により、軽さと
密閉性で土器、青銅器、鉄器、
陶器、ガラスや木製品に勝っ

ていた立場が追われ、美術品や楽器を
除いては急速に衰退している。こわれ
たら修理できず、よごれ、捨てられる石
油製品と違いヒョウタンは修繕でき（写
真6）、使うほど味わいが増す「用の美」
を持つ。1万年を超えるヒョウタンの良
さを再認識したい。

ゆあさ ひろし／（一財）進化生物学研究所理事長・所
長。生き物文化誌学会前会長。元東京農業大学教授。
1940年神戸市生まれ。農学博士。民族植物学や多肉
植物を主な専門とし、50ヵ国で植物調査。特にヒョウ
タンは40年にわたり調査・研究。ヒョウタン用具の収
集は1500点にのぼる。近著に『植物からの警告』（ちく
ま新書）、『ヒョウタン文化誌』（岩波新書）。

果実の多様性も世界一
ふつうヒョウタンで連想される姿は、く

びれを持つが、それ以外に球型、壺型、
ひしゃく型、縦長型に大別でき、それぞ
れの型にも変異がある上、雑種が自由に
でき、中間型も生じやすく、すべての果
実の中でも最も変化が著しい（写真3）。
ヒョウタンにはユウガオを含む。ユウ
ガオの加工品は干瓢と呼ばれるように干
した瓢（簞）を意味し、同種である。違い
は苦味の有無で、ヒョウタンの苦さは優
性に遺伝し、苦味のないのは劣性であ
る。ヒョウタンとユウガオは自由に交雑
し、子は猛烈に苦く、食べられない。

古代の航海の必需品
日本は海に囲まれている。渡って来る
には舟が必要だが、ほかにもさまざまな
用品が要る。食料は誰しもすぐ思いつこ
う。ところが、食料に増して重要なのが
水で、飲み水がなければ1週間で命を
落とすが、水さえあれば食べなくても
1ヵ月近く生き延びる。海洋に乗り出す
には何より水の確保が大切で、その容器
には軽くて密閉性にすぐれるヒョウタンが
適していた。ポリネシアの島々にはかつ
てどこでもヒョウタンが利用され、19世
紀までハワイはヒョウタンの王国で、神
話やことわざに関わり、男性だけが育て
られた。ハワイには有史前タヒチあたり
から移住した。ポリネシア南端のイース
ター島ではマケマケの神がヒョウタンか
ら祖先を作り出した神話もある（写真4）。

日常生活で最も大切なのは、食事と睡
眠である。さらに誰しも必要なのが水。
動物は水場に行かなければ水を飲めず、
口をつけて飲む。一方、人は水をくみ、
運び、貯めてコントロールでき、それが
生活圏の拡大、また、移動を可能にした。

最古の栽培植物
水を運び、貯めるには容器が要る。

一般にそれは土器が古いと思われてい
る。しかし、土器に先立つ人類の原器が
存在した。それがヒョウタンなのである。
ヒョウタンの原産地はアフリカ。その
根拠は少なくとも3種の別種の野生種
の存在。加えて直接利用しない種子の
形がアフリカで最も変化に富む。野生、
栽培を問わず、すべての種子の多様性
でも1種で属や科のレベルに匹敵しよう
（写真1）。
ヒョウタンは最古の栽培植物の一つで
北米、中米、南米にかけて1万年を超
える出土が知られる。日本でも琵琶湖
の粟津湖底遺跡から9600年前の果皮
と多量の種子が発見されている。日本
もアメリカ大陸も最古の栽培植物で、し
かも、遠くアフリカから海を渡って伝播
しているのである。何故ヒョウタンが最
古の栽培植物なのか。それは水の容器
としてこれほどすぐれた自然素材はない
からである。
軽い上、指ほどの穴をあけ、指を差し

込めば、それだけで水をこぼさず運べ、
栓で水を簡単に密閉できる（写真2）。さ
らに誰でも種子を播いて育てられる。
世界各地の古い土器は、例外もある

が壺型が多い。これは壺型のヒョウタン
をモデルに製作されたからとみられる。

湯浅 浩史

かんぴょう
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みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

「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。

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

温泉に入るサルで有名な長野県渋温泉周辺の遊覧案内図(1927年)

日比谷公園の
設計や明治神宮
の森づくりで知
られる本多静六
博士（以下、本

多博士）。今年は本多博士の生誕
150年の年にあたります。本多博
士は恩師の勧めにより東京山林
学校で林学を学び、ドイツに留
学。わずか２年で国家経済学の
ドクトルを取得します。今の時代
と違い、林業は国家の経済を左
右する非常に重要な産業でした。
　「木が２本以上並んでいるとこ
ろは“林 ”として林学者の頭と腕
を貸すべき」として本多博士の
フィールドは全国に及びます。そ

して「観光」を視点にした地方発
展策の指導・提言を全国各地の
観光地や温泉地で行います。そ
の根底にあるのが「風景利用」と
「独立自強」です。
　「風景利用」とは豊かな自然を
利用して人々に広く開放し、健康
や教養に資する施設を整備するも
の。また、「独立自強」は人の世
話にならず、独自の力で幸せな生
活を確立するという人生哲学とも
いえるもので、「健康でなければ
ならず、清浄な空気、充分な日光、
新鮮で美味しい食べ物が必要で
ある」と地方発展の主要な策とし
て公園や森林公園などを位置づ
けていたといいます。

本多博士は地方発展策を提言するために、
講演会で現地を訪れるとまずその土地の商
店で物を買い、品ぞろえや物価を調査したそ
うです。その土地それぞれの特色を把握した
上での提言であったため、地元の人々に受
け入れられていったのでしょう。
本多博士も苦労や挫折を経験したといいま

す。失敗すらも惜しむことなく伝え、自分の
足で現地を歩き、情報を収集する、そんな
等身大の本多博士の暖かい人柄にふれると、
現代の私たちも学ぶべきところがたくさんあ
ることに気づかされます。

本多静六博士
全国に残した公園計画及び風景利用策等　所蔵一覧
タイトル
隠れたる木曾の風景と利用策
大東京郊外公園としての多摩川山林公園計画
高雄州寿山公園計画
盤龍山公園計画概要
晋州公園設計概要
福井縣武生蘆山公園設計図及説明書
軽井沢遊園地設計方針 本多林学博士口述筆記
森林公園と琵琶湖風景利用策 
大阪府公園ノ改良方針 
広島市の発展策特ニ風景ノ利用
箱根風景利用策
錦帯橋を中心とする岩國風景利用策 大正參年八月
日光一帯の山水風景利用策
大沼公園改良案 
和歌山公園設計案
尾道公園の設計 大典記念
森林公園ト有馬温泉風景利用策
室蘭公園設計ノ大要
釧路公園設計案
若松公園設計方針
京城府南山公園設計案
霧島公園計画 
大典記念公園設計書
村杉ラヂウム温泉風景利用策
信州駒ヶ岳森林公園と菅の台避暑地計画案
大分県速見郡由布院温泉発展策
福岡県経営東公園・西公園・大堀公園改良計画
朝鮮蔚山城祉公園改良案 
文化生活ト川越市ノ都市計画 
須坂町公園設計案
朝鮮馬山府の発展策、殊に風景の利用
信州山ノ内温泉風景利用策
信州飯山城址公園改良案 
天龍峡風景利用策
鹿野山公園計画概要
前橋市敷島公園計画案 
清澄山県立公園計画要綱 
大屯山公園設計概要　御大典記念 
秩父公園計画概要 
春採公園改造計画概要 昭和12年7月 
小諸公園拡張計画 昭和12年 

出版年
不明
不明
不明
不明
不明
不明
1911
1912
1912
1913
1914
1914
1914
1914
1915
1915
1916
1916
1916
1917
1917
1920
1921
1921
1923
1924
1925
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1928
1929
1929
1933
1934
1936
1937
1937

現在は埼玉県秩父市にある羊山公園の一部になっている(1936年)

本多静六

横浜市青葉区荏子田に、市民手作り
の見事なバラの公園「太陽ローズガー
デン」があると聞き、お訪ねしました。
以前は痴漢が出没し、非行少年がたむ
ろする公園で、子供を持つ親は、太陽
公園には行くなと、口うるさく注意して
いたそうです。その公園を、子供たちが
安心して遊べるようにと「太陽公園再
生プロジェクト」を立ち上げたのは、小
学校のPTAを母体とする「荏子田おや
じの会」の有志。2001年のことでした。
さらに、そこにバラを植えたら、素敵
な市民の憩いの場になるのではと考え
たのは、この公園づくりの中心人物、
おやじの会会員で、バラの会「Joy of
Roses」（JOR）の会長赤澤増男さん。
自分が夢みる姿をスケッチし、仲間に
提案すると、すぐに賛同され、公園は
劇的変化にむけて動き出しました。横
浜市の担当部署に許可
をもらったのは2002
年。先ずは、おやじの
会の有志とJORの有志
が、生い茂る雑草と葛
の根をユンボを使って

掘り起こし、丘陵
状の公園を整地し
ていきました。そ
こに階段状花壇や
園路を作り、パー
ゴラやガゼボ、ベ
ンチを、手作りし
て設置すると、荒
れた空間が、お洒
落な空間へと変化
していったのです。
毎週日曜日には、
若いお父さんを含
め30名近くが集
まったとか。作業後に500円ずつ出し
合って飲むビールが美味しかったと
笑っていました。
土台が出来たら、今度はバラ株の植

えつけ！道路沿いのところから植えて
いったのですが、最初
は、仲間から提供して
もらった25株だけだっ
たそうです。それが今
では、オールドローズ
に、モダンローズ、木
立バラ、つるバラと、
色も形も様々なバラが
216株！素敵な配置で
咲き誇っています。そ
れにしても、いくら手
作りでも、費用がかか
るはず・・とお訊きす
ると、私鉄から古い枕
木を大量にもらってき
たり、活動に賛同した

企業から支援金を得たり、ローズフェ
スティバルを催し、バラグッズや手作り
グッズを売ったり、募金のお願いをし
たりと、工夫に工夫を重ねたということ
です。
さらに工夫したのは、バラの数の増
やし方！もっと多くのバラをと、「My
Rose」方式を考え出しました。これは、
バラ苗代と3年間の管理料3000円で、
バラを寄付してもらい、そのバラにネー
ムプレートを付けるというもの。今ある
216株のバラの約8割が「My Rose」
だそうです。3年ごとの更新ですが、皆
さん継続してくださるとか。自分のバラ
が咲く公園ならば気になって見に行く人
も多いことでしょう。そんな話をお聞き
しながら、赤澤さんやお仲間の皆さん
にご案内いただくと、「ここの斜面は硬
い粘土質で、掘るのも大変だったし水
はけも悪くてね。そこで、水抜きの管を
つけたんですよ！」「世界バラ連合会選
出の殿堂入りのバラ25種すべてがあ
るって、すごいでしょ！」など、楽しそう
に話され、その笑顔が素敵で、ここは、
美しいだけでなく、作り手の愛情が輝く
公園なのだと実感しました。
高低差を活かし、バラが天上から降

るように咲く太陽ローズガーデンは、バ
ラの時期になると、とても見事で、毎
年5月に開催しているフェスティバルに
は、遠くからも多くの人が訪れ、大変
な賑わいとなります。
誰も寄り付かなかった公園は、一人

の男の夢と、多くの仲間の力で、多く
の人が集まる素敵な公園へと見事に変
身しました！今もアイデアを出し合い、
変身し続けていて、楽しみです！

46
No

須磨 佳津江の

見事な花を咲かせる「My Rose」。雑草取りや花摘みなどすべて有志で行われる。

会長の赤澤さんが見た夢のスケッチ。

美しいだけでなく、作り手の愛情が輝くバラの公園「太陽ローズガーデン」。

世界バラ連合会選出のバラ。左からボニカ82、パスリカ、ダブル ディライト、ピース、グラハム トーマス。

え　こ　だ
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くにたち桜守

東恵比寿商栄会

和泉花咲かせ防犯パトロール隊、
和泉地区防犯パトロール隊

小山26号線通り振興会・花づくり委員会

報告書

アンゲロニアアーク
エンジェルパープル

アンゲロニア
セレニータ
ホワイト

アンゲロニア
セレニータ
スカイブルー

ハツユキソウ
メランポジウム

ビンカ

川島さん

花苗を配付した団体のひとつである小川町一丁目南部町会の花壇
は、平成18年から管理を始めた町会のシンボルです。花苗はい
きいきと育ち、雑草はゼロ、通行量の多い場所なのにゴミもゼロ。
夏季には花壇に30個の風鈴を設置し、通る方を楽しませています。
管理の秘訣を布河谷町会長と河原防犯部長にお伺いしました。

●花苗の状態が良い理由について
「植える前から準備をしていたからだと思います。布河谷町会長が
花苗の特徴を調べ、私が本業である額縁店のセンスを生かして植
栽図をデザインしておきました」（河原防犯部長）
「配付日は早朝から花壇に畝を作り、いただいてきた苗を当日に
植え付け。ハツユキソウは『こんなに深く植えていいの？』という
声も出ましたが、計画通りに植えた結果、とても元気に育ってい
ます。なんでも段取りが大切です」（布河谷町会長）

●管理について
「町会のメンバーで、通りすがりの小さな管理を心がけています。
気づいたときに雑草を1本でも抜くこと、ゴミを1つでも拾うこと
がポイント。綺麗に保っておけば、ゴミを捨てられたり、踏み荒
らされたりしづらくなりますよ」（布河谷町会長）

●花壇でのおもてなしについて
「風鈴は100円均一の店で購入したもの。工夫すれば楽しんでも
らえます。通行量が多い場所なので、これからも様々な方が通り
すがりに楽しんでくれる花壇を作りたいですね」（布河谷町会長）

小川町一丁目南部町会
夏のおもてなし花壇

夏季の花壇・庭づくり花苗配布事業
6月29日に花き生産者の方に4,000株の花苗を運
んでいただき、日比谷公園、駒沢オリンピック公
園にて各団体へお渡しいたしました。「どのように
植えるか、楽しみながら考えている」「手入れを頑
張ります」等、どの団体の方も気合い十分。

配付・植え付けの様子

配布した花苗は（公財）東京
都農林水産振興財団の花き
研究チームが選定し、東京
の花き生産者が育てたもの
です。今回は全部で6種類、
どの品種もムレや枯水に強
い、虫がつきにくい等の特
徴を備えています。

夏に強い花って？

花苗配付先

●小川町一丁目南部町会（千代田区/小川町交差点南東角花壇）
●中央区・花咲く街角（中央区/築地周辺の植栽帯）
●特定非営利活動法人はな街道（中央区/日本橋橋詰　花の広場花壇）
●恵比寿一番会（渋谷区/恵比寿一番街歩道）
●東恵比寿商栄会（渋谷区/東恵比寿商栄会ガーデン）
●小山26号線通り振興会・花づくり委員会（品川区/26号線歩道上植栽帯）
●和泉地区防犯パトロール隊（杉並区/公開空地）
●和泉花咲かせ防犯パトロール隊（杉並区/神田川沿い植栽帯）
●隅田つり鐘会（墨田区/鐘ヶ淵駅周辺）
●辰巳駅西口花壇グループ（江東区/辰巳駅西口広場）
●西大井駅前みどりと花の会
　（江東区/JR西大井駅前ロータリー )
●くにたち桜守（国立市/国立駅前 国立市
大学通り緑地帯)

花苗配付先は、東京都内の町会やボランティア団体等です。54団体の応
募の中から、植え付け場所の公開性・公共性の高さを基に12団体を選出
いたしました。商店街や駅前広場等、訪れやすい場所に花壇やプランター
があり、それぞれの団体の個性をいかした夏の花壇づくりが行われました。

どこの花壇へ配付したの？

2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて
東京を花と緑で彩るため、夏に強い花苗を配布し、
市民レベルの取り組み・盛り上がりを図る事業で
す。今年度トライアルとして実施し、花苗の配付に
は、花き産地間連携生産協議会、（公財）東京都
農林水産振興財団に協力していただきました。

2020年間際ではなく、
今から徐々に街を花と緑
で彩り、街の元気と海外
からの来訪者をお迎えす
るような空間が広まること
を期待します。
※この事業は東京都都市緑
化基金により実施いたしま
した。基金については本
誌巻末をご参照ください。

この事業は花苗を配布するだけではありません。花苗を育成した花き
産地間連携生産協議会の川島さんが、全ての団体の花壇を巡回し、
花苗の状態チェックと具体的な手入れのアドバイスを行います。また、
各植え付け場所での育成状況、使われ方等を花き生産者にフィード
バックし、2020年にたくさんの花きの供給につなげることも重要です。

辛口!?　生産者からのアドバイス

やや渇き気味

倒伏気味のハツユキソウ
は株が広がらないよう、
支柱や誘引ひもで囲って
ください

花が咲かない株は
早期に、日当たりの
いいところに植え替えた
ほうが良いと思います
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水元公園
●葛飾区水元公園3-2
●JR常磐線・東京メトロ千
代田線「金町駅」から京成バ
ス戸ヶ崎操車場または西水
元三丁目行で「水元公園」下
車徒歩7分 ※3～11月の土・
日・祝日は金町駅発着で公
園沿いを走る循環バスの運
行あり。  Ⓟ有料
☎03-3607-8321

❶❶❶❶❶●●●●●●●●●❶
❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷●●●●●●●●●●●●●●❷

❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❹
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❼葛飾区
金魚展示場
江戸前金魚と呼ばれる江戸茜、江戸錦など
24種類約1,000匹が飼育・展示されている。
●開場：3～10月は月曜を除く毎日（月曜が祝日
の場合は翌日）、11～2月は土日祝日 ●開場時
間9:00～16:30（入場16:00まで）●無料

❽しばられ地蔵
（南蔵院）
花菖蒲園の南約200m住宅
街にある。縄を巻いて願を
かけると願い事が叶うと伝
わり参詣者が絶えない。し
ばられ地蔵は大岡政談にも
登場する。
●葛飾区東水元2-28-25

❾江戸川堤（サイクリングロード）
権八池の南で水元公園を後にして江戸川
堤へ。土手上の道はサイクリングロード
にもなっており、「海から18.25km」の標
柱が立つ。前方にスカイツリーも望める。

❺オニバス  ❻アサザ
オニバスは旧水産試験場跡地の
池に咲く。アサザはオニバス池近くの権八池に咲く。オニバス・アサザとも
絶滅危惧種（環境省レッドリスト）。  ※開花期 （7～8月頃）に一般公開される。

❹花菖蒲園
都内最大規模で初夏に約100品種・
20万本のハナショウブが咲き競う。

❸ポプラ並木
高さ20mに達するポプラ約200
本が1.2kmにわたって続く。

12金町浄水場取水塔
浄水場の開設は大正15年。とん
がり帽子の取水塔は昭和16年、
丸屋根の取水塔は昭和39年の
完成。このあたりからは映画『男
はつらいよ』シリーズでおなじみ
の風景となる。

11JR常磐線鉄橋
葛西神社を出て江戸川堤
に戻るとこの鉄橋がある。
いったん河川敷の道に下
り鉄橋をくぐり、次いで国
道6号線（水戸街道）の
新葛飾橋をくぐる。

10葛西神社
平安時代末期に上葛西・下葛西33郷の総
鎮守として創建された古社。葛西囃子発祥
の地としても知られ、9月の例祭、11月の
酉の市で賑わう。  ●葛飾区東金町6-10-5

14矢切の渡し
江戸時代からあり、もとは農民渡船。
小説『野菊の墓』や歌謡曲でも知ら
れ、松戸市矢切と柴又を結ぶ。
●運航日：3月中旬～11月は毎日（7～8
月は月曜不定休）、12月～3月上旬は土
日祝日、1月1～7日運航 ※荒天時運休
●運航時間10:00～16:00頃 ●料金（片
道）200円、4歳～小学生100円

15葛飾柴又寅さん記念館
国民的人気を博した映画『男はつらいよ』
の記念館。撮影に使用した「くるまや」の
セットやメイキング映像、実物の衣装・小
道具などで寅さんの世界に浸ることができ
る。隣に山田洋次ミュージアムがある。
●葛飾区柴又6-22-19 ●開館9:00～17:00、休館：第3火曜（祝日の場合は翌
日）、12月の第3水・木曜 ※年末年始営業 ●入館料500円、小中学生300円、
65歳以上400円 ☎03-3657-3455

17柴又帝釈天（題経寺）
柴又の顔ともいえる帝釈天は寛永年間（1624～44）
創建の日蓮宗の寺。寅さんの口上にはここの御神水
で産湯をつかったとある。回廊式の庭園・邃渓園
（すいけいえん）と彫刻ギャラリー（拝観料400円）
も素晴らしい。   ●葛飾区柴又7-10-3

18帝釈天参道商店街
柴又駅から続く約200mの参道には「くるまや」のモデ
ルになった団子屋をはじめ、うなぎ屋、土産物屋など
が建ち並び、いつも観光客や参拝客で賑わっている。

19フーテンの寅像
柴又駅前には地元商店会と観光客の募金に
よって建てられた寅さん像が立つ。またふら
りと旅に出る寅さんをさくらが呼び止め振り
返った姿だとか。

水元公園は小合溜に
沿って広がる約96ha
の広大な公園です。小合

溜は古利根川の氾濫から江
戸の町を守るために掘られた遊水池で、
「水元」の名は池が灌漑用水源でもあった
ことによります。この一帯は昭和50年
（1975）まで都立江戸川水郷自然公園に
指定されていたように園内には水郷景観が
広がり、初夏から夏にはハナショウブ、ス
イレン、ハスなどが楽しめるほか、希少な
オニバスやアサザも見ることができます。
さらにメタセコイア、ポプラ、ハンノキなど
の水辺に強い樹木が生育し、それが水元
公園の大きな魅力となっています。秋の紅
葉も素晴らしく、とくに池畔のメタセコイア
の森がレンガ色に染まる風景は圧巻です。
ところで、水元公園の南東の端は江戸
川のすぐそば。その江戸川堤に出て土手
上の道を南へ2.5kmほどたどると柴又で
す。水元公園の秋を楽しんだあと、映画
『男はつらいよ』の寅さんの世界に足をの
ばすのもよいでしょう。

13江戸川河川敷
河川敷には何面もの
ソフトボール場と野球
場が広がる。川の向
こうは松戸市。寅さん
が土手を歩き、腰を
下ろし何度も眺めた光
景である。

16山本亭
大正末期に建てられた和洋折衷の建物は都
選定歴史的建造物。池が佇み築山から滝が
流れる書院風庭園は海外でも評価が高い。
●葛飾区柴又7-19-32 ●開館等寅さん記念館に
同じ ●入館料100円、中学生以下無料 ☎03-
3657-3455（寅さん記念館） ※全館耐震補強工事
等により2016年12月下旬（予定）まで休館中。

❷メタセコイアの森
約1,800本が真っ直ぐに天を目
指し森をつくる。紅葉は例年12
月初旬頃。

八代将軍徳川吉宗の時代に
治水対策でつくられた溜井。
正面がメタセコイアの森。

〔写真（2点とも）葛飾柴又寅さん記念館ⓒ松竹（株）〕

❶小合溜

●❺ ●❻
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ごぞんじですか？

東京都公園協会インフォメーション
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●あきる野市留原284-1 ● JR五日市
線「武蔵五日市駅」から徒歩約25分／
バス停「武蔵五日市駅」から京王八王
子駅（川口経由）行き「小峰公園」下車
☎042-595-0400（小峰ビジターセンター）
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小峰公園

小峰ふれあい自然郷（都立小峰公園）は、里山の景観と自然環境を保
全・育成し、より多くの人々に利用されるよう整備された公園であり、都
立自然公園の中で最も豊かな自然環境を残している都立秋川丘陵自然公
園の重要な拠点として位置づけられています。園内にある小峰ビジター
センターは中心施設としての役割を持ち、自然解説や野外レクリエーショ
ンの楽しみ方などを提供するために、さまざまな活動を行っています。
小峰公園は3本の尾根と2つの谷戸という地形から成る、高低差130

ｍの公園です。そこに広がる雑木林、田んぼ（谷戸田）、畑、草地、水
辺などの里山環境は、多種多様な動植物の生息・生育地となっています。
そのような環境においては、稲作や雑木林の手入れなどといった人の営
みが適切に加えられることにより、里山としての生物多様性が保たれます。
小峰公園では、「多摩の里山見本園」をコンセプトに、地域特有の自然
や歴史文化により造られる里山環境を再現し維持すべく運営管理をして
います。持続可能な里山でのさまざまな体験を通して、自然と人間の調
和のとれた生活環境の素晴らしさを来園者に学んでいただいています。

このように、秋川丘陵自然公園を満喫するための情報や体
験の提供を充実させています。スタッフ一同、皆様のお越しを
お待ちしております。ぜひ一度、小峰ビジターセンターへお立
ち寄りください。

季節感を大切に里山の自然や文化に触れること
ができる自然体験プログラムで、毎月第1日曜
日に開催しています。当日受付で気軽に参加で
きるイベントであり、午前はガイドウォーク、午
後はクラフトを実施しています。

里山ミニ教室（ガイドウォーク、クラフト）

事前に参加者を公募し開催するイ
ベントです。人気が高く恒例行事
となっている谷戸田での稲作体験
プログラム、郷土の野菜づくりを
行う畑作体験プログラム、里山の
暮らしや歴史をテーマとしたプロ
グラムなどを開催し、地域の自然・
歴史文化の魅力を満喫できます。

自然体験教室

都立秋川丘陵自然公園おすすめのハイキングコースマップを
配布。小峰公園の周辺で人気の高い今熊山など、コースマッ
プや所要時間、自然・歴史文化情報などを掲載しています。

秋川丘陵ハイキングコースマップ

生きものを生息環境ごとに再現す
ることで、生きものと環境との関
わりを分かりやすく伝える「生態展
示」や、季節ごとの旬な題材を
扱った「季節展示」などをビジター
センター内で行っています。

展示

園内に設置されたサインポストと連動して、季節の見どころをお
伝えする自然観察ガイドマップを利用することで、園内散策を一
層お楽しみいただけます。

自然観察ガイドマップ

園内の自然資源などを取り
上げその解説サインを設置
することで、園内散策の楽し
みを提供しながら里山環境
についての理解を深めてい
ただく取組を行っています。

解説サイン
園内の自然や歴史文化
情報のなかから毎回一
つのテーマを決め、詳
しく解説するセルフガイ
ドシートを作成していま
す。解説員を介さずとも
利用者自らが自然や歴
史文化情報を知り学ぶこ
とができるツールです。

ワンテーマペーパー
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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/

■ ボタニカルアート  美しい花の世界■～花のカレンダー2017原画展■ 11月4日（金）～11月24日（木）
花のカレン

ダーは当協会で
1994年から毎
年発行され、日
付欄には都内
公園、庭園、霊
園の四季折々の
花の見頃、開花情報を掲載しています。
今年度は日本植物画倶楽部の美しいボタ

ニカルアートがカレンダーを彩ります。本展示
では「花のカレンダー 2017」に掲載された
18枚の原画に加え、さらに春夏秋冬の色鮮
やかな花や身近な植物を中心とした計45点
（予定）をご紹介します。ぜひご覧ください。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

おすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ シーボルトを虜にした日本の植物たち ■ 10月17日（月）　13時～15時
シーボルトは、日本の植物や動物など
を調査するためにオランダから派遣され
来日しました。平成28年はシーボルト
没後150年に当たります。彼は日本での

植物の多様さに驚嘆し、貧弱で多様さに欠けていたヨーロッパの庭に
日本の植物を導入することを考えます。研究にも熱心に取り組み、生涯
をかけて「フロラ・ヤポニカ」（日本植物誌）などの著書を著します。植
物界とヨーロッパの園芸発展に貢献したシーボルトの軌跡を辿ります。
● 講師：大場 秀章 氏（東京大学名誉教授、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（日比谷公園内）
● 定員：30名　● 受講料：一般1,550円

■神代植物公園のバラ園を堪能する ■ 10月20日（木）　13時～15時
バラの名園として名高い神代植物公園。
整形式に区分けされたバラ園にはミスターローズと呼ばれた鈴木省三
（すずきせいぞう）氏が作出したバラも多く植栽されています。原種バラ
や鈴木省三氏作出のバラを中心に神代コレクションのバラを満喫します。 
● 講師：石川 等 氏 （東京都職員）　● 場所：神代植物公園
● 定員：30名　● 受講料：一般1,550円

■隅田川魅力発見ウォーク！隅田川のお気に入りをさがそう！ ■ 10月29日（土）　13時～16時
東京の中心を流れ

る隅田川には、隅田
川テラスと呼ばれる水
際を散策できる遊歩
道が続いており、公
園や橋、花壇等の地
域ごとの多様な風景
が楽しめる都市の貴
重なオープンスペース
になっています。本講
座は、浅草から深川

までの隅田川テラスをウォーキングしながら、隅田川を楽しんでいる人
やお気に入りの場所、おもしろそうな活動等を見つけて、参加者の方
が感じる隅田川の魅力やおすすめを探ります。うまく見つけられれば、
隅田川テラス公式ツイッター「集まれ！隅田川」で発信していきます！
● 講師：大川原 雄一郎 氏 （公益財団 東京都公園協会職員）
● 場所：浅草～清澄白河　● 定員：30名　● 受講料：2,060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。
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千代田線線線線
野外音楽堂外外外外音

緑と水の
市民カレッッジッジレッ

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

緑と水の市民カレッジ 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

日比谷公園

去る8月4日、東京パークフレンド
向けイベント「上野不忍池のハスを楽
しむ」を実施いたしました。本イベン
トは夏の風物詩であるハスを皆様に楽
しんで頂くという事で始まった毎年恒
例のイベントです。講師は緑と水の市
民カレッジ事務局長高橋康夫氏が務
めました。
上野公園公園口で集合後、園内の
散策を始めました。まず立ち寄ったの
が、東京文化会館前の安井誠一郎像
です。初代東京都知事として戦後の食
糧難や復興対策、東京オリンピックの
招致に尽力したことで知られています。
その向いには、国立西洋美術館があ
ります。フランス人建築家ル・コルビ
ジェの設計により1959年3月に竣工し
た歴史的建造物で、今年7月17日世
界遺産に登録されたことにより更なる
注目が集まっています。

皆様は戦災を受けたイチョ
ウが上野公園にあることをご
存じでしょうか。イチョウは
もともと強い木ですが、戦火
の跡を残し、今も生きていま
す。都内各所には戦災を受
けた木が現存しており、戦災
樹木は私達に戦争について
の意味を考える機会を与えて
くれます。
その後は、清水観音堂に
立ち寄りました。清水の舞台
の前には独特の枝ぶりが特
徴の「月の松」があります。
歌川広重の浮世絵シリーズ
「名所江戸百景」には「上野
山内月のまつ」「上野清水堂
不忍ノ池」の2枚にくるりと
円を描いた松が描かれてお
り、当時の様子へ思いをは
せることが出来ます。
本日のメインである不忍池

のハスは丁度見ごろを迎えて
おり、暑い中でも涼やかな佇

まいで私達を迎えてくれまし
た。ハスの茎を使ったシャボ
ン玉を体験、ハス茶やハスの
甘納豆を楽しんで頂きまし
た。最後にはハスの葉を杯
に見立て、ハスの中心部に穴
をあけてそこから飲み物を吸
い込みハスの香りとその風情
を楽しむ象鼻杯（ぞうびは
い）を体験して頂きました。
不忍池のハスを見ながら、粋
な一時を楽しんで頂く事が出
来ました。
今後も魅力的なイベントを
企画して参りたいと思います。

平成28年8月4日（水） 7：30 ～ 9：00 　晴れ　参加者：30人

戦災を受けたイチョウの木。

花托の形状を蜂巣に見立て、古名「はちす」。「はす」はその転訛。夏の季語で、花言葉は「雄弁」。

象鼻杯
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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
練馬大根と沢庵漬け
東京の自然図鑑
多摩の里山に生きる
アナグマ
地球に生きる
人類の移動と生活を
支えたヒョウタン
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
痴漢が出る公園を
バラの公園に

東京パークスNOW 

みどりの図書館
全国に残る
本多静六博士の足跡
みんなでいっしょに
東京の夏を花で彩ろう！
夏季の花壇・庭づくり
花苗配布事業

公園より道まわり道
秋の水元公園から
江戸川堤を
寅さんの柴又へ
ごぞんじですか？
小峰ビジターセンター
人と自然が交差する
里山を満喫しながら
自然との関わりを学ぶ
東京パークフレンド
上野不忍池の
ハスを楽しむ
緑と水の市民カレッジ
おすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
緑化普及啓発事業
寄付・助成実績

裏表紙  樹
小山内裏公園    シラカシ
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ご寄付ありがとうございました
平成28年 4月～6月の間に、次の方々から
ご寄付をいただきました。 （順不同・企業団体敬称略）
泉陽興業株式会社
水元グリーンプラザ友の会
FJFS労働組合
練馬光が丘地域
中野区花と緑の祭典実行委員会
インラインスケート光が丘パイロンズ
藤代國忠様

●
●
●
●
●
●
●

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

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・ご寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

ご寄付・募金のお願い
東京都都市緑化基金は、みなさまからの
ご寄付・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。

ご寄付の場合  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。また、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。

募金の場合  都立公園、庭園、霊園の管
理所などに募金箱を設置しております。

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

「東京都都市緑化基金」とは　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。

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

2016（平成28）年4月～6月に集まったお金

3,578,181円
寄付・募金金額

緑化普及啓発事業をご紹介します

❶夏季の花壇・庭づくり活動　夏季の花苗配付事業
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、ボランティア団体さん

と協働し東京の夏を花で彩る取組みを実施しています。ボランティアさんの手に
よって植えられた花苗は、すべて東京の花き生産者さんが育てた花苗です。
花苗は平成28年6月下旬にボランティア団体さんの手元に渡り、各々の活動

場所で育っています。事業に参加いただいた皆様に夏の間の手入れの様子も
伺う予定です。東京の花き生産者さんが育て
た暑さに強い花苗を、さまざまな場所で育て
ていただくことで、より多くの方にとって育て
易い品種なのかが分かります。オリンピック
に向けて、暑さに強い花を植えて、夏にも花
であふれる花壇づくりをしませんか。

※配付した品種や詳しい事業内容は「みんなでいっ
しょに」をご覧ください。

上野パークスギャラリーにて、東京都都
市緑化基金のPR展示を実施しました。平
成28年 7月26日～8月7日まで、基金の
助成事業の事例紹介やハンギングバスケッ
トの技法についてご紹介しました。上野グ
リーンサロンの隣の展示スペースということ
もあり、多くの方に東京都都市緑化基金の
事を知っていただくきっかけとなりました。

❷東京都都市緑化基金のPR展示を実施しました。

★各事業の詳細はwebでご確認いただけます。
検 索東京都都市緑化基金

東京都
都市緑化
基金

皆さま
からの
寄付金

利金
（利息など）

緑をふやす
事業実施

●街かど緑化支援事業

●緑の普及や啓発のための活動

●人材育成

●花壇・庭づくり活動支援事業

●界わい緑化推進プログラムに
基づく緑化活動支援事業

助成事業

緑化普及
啓発事業

運用

緑化基金で　が     まれる仕組み
皆さまからの寄付金は、東京都都市緑化基金として運用され、そこから生まれた運用益などの利金によって、
東京に緑をふやすための緑化助成事業及び緑化普及事業が行われます。

東京都都市緑化基金では、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。昨年度（平
成27年度）は、16,883,074円の寄付をいた
だきました。誠にありがとうございました。

平成27年度  寄付・助成実績

●緑化基金寄付の内訳

企業・団体など
95.6%

公園・庭園など
の募金箱
4.4%

●支出の内訳

街かど
緑化支援
37.1%

普及に
関わる経費

19.9%

花壇・庭づくり
活動支援  10.3%

都市緑化の
普及啓発 
19.7%

他団体
への助成
4.1%

「界わい緑化
推進プログラム」
に基づく
緑化活動支援  8.9%

2016（平成28）年度
緑化事業を
支援します
街かど緑化支援事業
都内民間施設の緑化工事費の一部を助成

●締切  11月18日（金）

応募条件ほか詳細は、ホームページをご覧いただくか、
お電話でお問い合わせください。詳しくはWebで！

検 索公園へ行こう！ 　緑化助成

※申請書はホームページからダウンロードできます。
※助成先・助成金額は審査のうえ決定します。

申請
受付中
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