
資料 4

町田市里山環境活用保全市場調査の結果について

土L部 _丘陵地域の住民が求める里山環境の活用や土し部丘陵の来

訪者が求めるニーズに関する調査の実施   ■ i

(1′ )調査概要

①地域住民のニーズに関するアンケニト調査

②来訪者のニーズに関するアンケー ト調査

上小山田日丁エリア

1,000名

下小山田町エリア

1′000 名

小野路田丁エリア

1,000 名

計 3,000名

各世帯 2通、、

ポステ ィング

による配布・

郵送回収

1 363 ・
´
回答者の属性

。里山への関心行動の段階
。活動 (団体)の 認知度
・活動への参加希望
・主体的行動への意欲
。関心 。行動のきつかけ
。求めること

等

|lillI■||||||| ||,|III,(―  || IⅢ IIⅢ

小山田緑地来訪者 ヽ

小野路宿里山交流館

の来館者

計 200名 程度

直接配布・

郵送回収

165 `回答者の属性       :
・里山への関心行動の段階
・イベン ト参加 。来館のきっかけ
。活動 (団体)の 認知度
・活動への参加希望

・主体的行動への意欲

`求めること

等

|

|‖

「

「
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(2)地域住民の三ニズに関するアンケート調査の結―果

回答者の居住地区

「上小山田町」が 36.0%と 最も多く、次いで「下小山田町」が 32.9%、 「小野路町」が 31.1%と なつ

ているざ                                   、
無回答
0.0

(N=1,363)

,

小野路町
311

下小山田町

329

上小山田町

36.0

問 1 あなたの性別は ?(Oは 1つ )

「男性」が 50,6%と 最も多く、次いで「女性」が 48,3%、 「回答しない」が 1.0%と なつている。

回答しない

10

無回答

0,1

間 2 あなたの年船は ?(Oは 1つ )

「70歳以上」が 29,0%と 最も多く、次いで 「60～ 69歳」が 24。 1%、 「50ん 59歳」が 17.9%と なって

いる。            レ

無回答 18～29歳
36

(N=1,363)
04

30～39歳
87

(N=1,361)

70歳以上

290
40～49歳

164

60～ 69歳
241

0～59歳
179

50.6
男性



問 3 この地域での通算での居住歴はどのくらいになりますか ?(一度転出されて あヽらためて転入さ

れた方等は合計年数をお答えください )(○は 1つ )

「30年以上」が38,2%と 最も多く、次いで「10年以上 20年未満」が 23.4%、 「20年以上30年未満」

が21.1%と なっている。

珂年未満 刊年以上5年未満

61
無回答
07

(N=1,363) 5年以上10年未満
91

10年以上20年未満
234

20年以上30年未満

211

間4 あなたの職業は ?(Oは 1つ )

「会社員」が 30。 7%と 最も多く、次いで 「主婦 。主夫」が 26.0%、 「無職」が 20.0%と なっている。

その他

無回答

11
11 2

(N=1,363)

自営業

92

19

学 生

30年以上

382

無職

200

会社員
! 307



問 5 あなたは 新ヽ型コロナウイルスの京染拡大を受け 生ヽ活様式に次のような変イLは ありましたか ?

(Oはいくつでも )｀

「人と会 う機会が減つた」が 67.1%と 最も多く、次いで 「自宅にいる時間が増えた」が 59.5%、 「近

所に出歩く (散歩する)機会が増えた」が 19.8%と なっている。

0% 50% 10000

(N=1,363)

自宅にいる時間が増えた

人と会う機会が減つた

近所に出歩く(散歩する)機会が増えた

自転車に乗る機会が増えた

地域の情報を入手する機会が増えた

と寺に変化はない

無回答

無回答

15

671

33

54

198

189

07

問 6 小山田・小野路エリアが都内の里山として貴重な場所となっていることについて ごヽ存 じでした

か ?(Oは 1つ )

「知つていた」が 65.7%と 最も多く、次いで「知らなかった」が 32.8%、 「無回答」が 1.5%と なって

いる。年代別にみると、30歳代以下で「知らなかった」が多くなっている。

(N=1,363)

知らなかつた

328

知っていた

65 7

問 6川 山ヽ田・′lヽ 野路エリアが部内の里山と

して貴重な場所となつていることについ

て、 ご存 じで したか ?Oは 1つ )

合計
知つてい 知 らな

無口答

16
全体

1.358
1000

18～29歳 49
1000

30～ 39歳 118 2

17

40～ 49歳 224 3

13

50～ 59歳 244

1

60～ 69歳
328

1000

70歳以上
395 10

間 2あなた
の年齢は?
Oは 1つ )

30
S12
66

559
137
612
165

67 6
242
738
283
,16

896
660



問7 このエリアにお住まいの立場から ◆ヽ後も貴重な場所としてあるためには 主ヽにどのようなこと

が重要だと考えますか ?.(○ は1つ )

「里山環境の活用と都市基盤の整備を並行 して進めた方がよい」が 46.1%と 最も多く、次いで 「今あ

る都市基盤を利用 し、里山環境の活用を積極的に進めた方がよい」が 27.5%、「都市基盤の整備を優先し、

整備後に里山環境の活用を図ったほうが良い」が 18.1%と なつている。

その他  無回答

53 30

(N=1,363)

今ある都市基盤を利用し、

里山環境の活用を

積極的に進めた方がよい

27 5

里山環境の活用と

都市基盤の整備を

並行して進めた方がよい

461

問8 このエ リアにお住まいの立場から 里ヽ山環境を保全・活用するにあたって ユヽし部丘陵以タトのエリ

アの人や団体が参画することについてどうお考えですか ?      、

「賛成」が 47.0%と 最も多く、次いで 「やや賛成」が 26.3%、 「やや反対」が 13.4%と なっている。

反対  無回答
79 54

(N=1,363)

やや反対

134

都市基盤の整備を優先し、

整備後に里山環境の

活用を図つたほうが良い

181

やや賛成

263



問 9 あなたの里山に対する関心や行動の状況について 最ヽ もあてはまるものはどれですか ?

(Oは 1つ )

「皇山の保全や活用に関心があるが、すぐには取組を行いたいと思っていなぃ」が 30.5%と 最も多く、

次いで「里山での活動のことをよく知らないが、なんらかの取組に関わりたいと思つている」が 22.9%、

「里山のことを知らない。どのような取組にも関わる予定はない」が 18,7%と なつている。

年代別にみると、30歳代以下で「里山のことを知らない。どのような取組にも関わる予定はない」が

最も多く、40歳代以上で「里山の保全や活用に関心があるが、すぐには取組を行いたいと思っていない」

が最も多くなっている。

里山の保全や活用に関心があり、

なんらかの取組を行つている

86

(N=1,363)

里山のことを知らない。

どのような取組にも

関わる予定はない
18 7、

里山の保全や活用に関心があり、
近い将来、なんらかの取組を

しようと考えている
87

無回答
106

里山の保全や活用に関心があるが、

すぐには取組を行いたいと

思つていない

305
里山での活動のことを

よく知らないが、なんらかの取組に

問わりたいと思つている

22 9

間9あなたの里山に対する関心や行動の状況について、最もあてはまるも
のはどれですか?Oは 1つ )

合計

1里山の

保全や活

用に関心
があり、
なんらか
の取組を
行ってい

る

2里山の

保全や活

用に関心

があり、
近い将
来、なん
らかの取
組をしよ

うと考え
ている

3里山の

保全や活

用に関心

がある

が、すぐ

4里山で

の活動の

ことをよ
く知らな
いが、な

5里山の
ことを知
らない。
どのよう
な取組に

も問わる

予定はな
い

んらかの

取組に関
には取細

を行いた
いと思つ

ていない

わりたい

と思つて
いる

無回誉

問 2あなた

の年齢は ?
0は 1つ )

全体
,,358
1000

117
86

118
87 脚

Zわ 4

187
14″

10 5

18～ 29謹 49
1000

2

41
2

爛
7

143
2

41

30～ 39歳 118 5 15 6

51

40～49歳 224 18 25 41 21

50～59歳 244 I 21 37 15

60～ 69歳 328
1000

30
91

31

70歳以上
395 45 28

蜘
′J



問 9-1 どのようなことがあれば取組に しますか ?(Oは 3つ まで )

「飲食・休憩できる場所が増える」が 38。 3%と 最も多く、次いで「団体の活動内容などの情報提供」

が34。 3%、 「アウトドアイベント (音楽、キヤンプ等)の機会の提供」が31.9%と なっている。 _

0,` 501`

●43

31,9

38:3

■00'な

'(N=846)

団体の活動内容などの情報提供

参力口者の声などの1情報提供

グループや親子で参加できる取組についての情報提供

市役所や学校からの情報提供

企業や団体からの情報提供

アウトドアイベント(音楽、キャンプ等〉の機会の提供

飲食・休憩できる場所が増える

その他

わからない

無回答

204
23.4

262
11.8

711

11.8

1.4



問 10 町田市の里山の現状について知っていることは以下のうちどれですか ?(Oは 3つ まで )

「農業従事者などが高齢化 している」が 53.2%と 最も多く、次いで 「多摩丘陵の原風景が残つた貴重

な場所である」が 49.6%、 「多様な生物が生息する貴重な県境であるJが 45.0%と なつている。

年代別にみると、40歳代以下で 「多様な生物が生息する貴重な環境である」が最も多く、50歳代以上

で、「農業従事者などが高齢化 している」が最も多くなっている。

里山活用の意向 (問 7と のクロス集計)別にみると、都市基盤の整備を優先する意向の人では 「農業

従事者などが高齢化 している」が最も多く、里山環境の積極的な活用を考える人では「多摩丘陵の原風

景が残つた貴重な場所である」が最も多くなっている。

0。こ 50% 1000t

(N=1,363)

農業従事者などが高齢化している

耕作放葉地・管理放棄林が増加している

多様な生物が生息する貴重な環境である

多摩丘陵の原風景が残つた貴重な場所である

市内外に熱心なファンがいる

自転車や散策で訪れる人が増えている

市内でも一部にしか魅力が知られていない

里山に興味をもつ若い人・家族が増えている

里山を活性化する・保全する活動団体や人たちがいる

その他

とくにない

無回答

532

330

450

496

50

202

41

136

128

24

79

55

10その

他

11 とく
にない 無回答

1農業従

事者など

が高齢化

している

2耕作放

棄地 管

理放棄林

が増加 し

ている

3多様な

生物が生

息する責

重な環境

である

4多庫丘

陵の原風

景が残っ

た貴重な

場所であ
る

5市内外

いる

に熱心な

フアンが

6自転車

や散策て

訪れる人
が増えて
いる

7市内て

も一日[に
しか魅力
が知られ
tい ない

8里山に

興味をも

つ若い

人・家族

が増えて

いる

9里山を

活性化す
る・保全

する活動
団体や人
たちがい
る

合計

106 72450 612 01'
■―げi●

68 275
,03

185
136

56
41

1′ も
129 24全体

1,3b8
1000

17 1 5 4

Bク

2

41

4

82 41
15

30618～ 29歳 49
1000

7

143
43 8 38 16 5

4つ
11

93
4

34 15 3 5130～ 39歳 118
1000

■
=&018 220

′91 11 57 34 10 32 6

夕 7

25
112 4940～ 49歳 224 ―

豊
'■■,

00
268

36 11 45 3 12
49

8

3350～ 59歳 244 76
311 を1:

IZ′

520 66
40 10 43 8 10

30
14

4360～ 69歳 328 129
393

149
454

IE C

S‐Gi子

iZ

37 20 7
Jηヱ帝 20 52 55 18 40 10 26 32

間 2あなた
の年齢は?
Oは つヽ)

70歳 以上
395 152 152

385

134
549
,9な

591
230
332

21

429
52

441
105

724
533

8里山に

興味をも

つ若い

人 家族
が増えて
いる

9里 山を

活性化す

る・保全

する活動
団体や人

たちがい

10その

他

11 とく
にない 無回答合計

1農業従

事者など

が高齢化
している

2耕作放

棄地・管

理放棄林

が増加 し

ている

3多様な

生物が生

息する貴

重な環境
である

4多摩丘

陵の原風

景が残つ

た貴重な

場所であ

る

5市内外

に熱心な

フアンが

いる

6自転車

や散策で

訪れる人

が増えて

いる

7市 内で

も一部に

しか魅力
が知られ
ていない

172 31 98 691,322 443 602 感8
6で,

5
4

65 265
,00

183
138

53
40全体

22 2094
苺質11

74 14 58 33 9 24
97

14

5'
都 市基 盤 の整備 を優 先 し、整 備 後 に

里 |[盛 錯 ″ゝ 巽 H歩回 nⅢ l廷 ら九(自 い

247
1000

79
320

132 86 24 82 3

05

50
80

31
49

628 200
318

289
460

■
`l・

C

8103
32
51

里山環境の活用と都市基盤の整備考
帝行 して進めた芳がよい

18 5, 8 19 13
35

375 20''
●A―偽

125 190 15

40 173
57

152
今ある都市基盤を利用し、里山環境の
活 用 井を音瓶 的 に准 あた 方が よい

6 7 538 24 34
お■ゲ

4 10 7

97

2

28

9

125

間7このエリア

にお住まいの立

場から、今後も貴

重な場所として

あるためには、主
にどのようなこと
が重要だと考え

ますか?Oは
'つ) その他

72
1000

710
537
134
543
337



問 14 町田市の里山は◆後どのような場所になるとよいと思いますか ?(Oは 3つ まで )

「多様な生物が生息できる環境が保全されている場所」が 50,6%と 最も多く、次いで 「自然の中で子

どもが安心して遊べる場所」が 40,3%、 「多摩丘陵の原風景、昔からの生活文化が残されている場所」が

39.3%と なっている。

年代別にみると、30歳代以下で「自然の中で子どもが安心して遊べる場所」が最も多く、40～ 60歳代

では「多様な生物が生息できる環境が保全されている場所」が最も多く、70歳以上で 「多摩丘陵の原風

景、昔からの生活文化が残されている場所Jが最も多くなっている。

里山の認知度別 (問 6と のクロス集計)にみると、里山が貴重な場所 と知っていた人では 「多様な生

物が生息できる環境が保全されている場所」力ヽ最も多く、知らなかった人では「自然の中で子どもが安

心して遊べる場所」が最も多くなっている。

0% 50% 100%
｀
                  (NEl,363)

幅広い世代の人が活躍する場所

地域住民が活躍する場所

農地や林地の管理が行き届いている場所

多様な生物が生息できる環境が保全されている場所

多摩丘陵の原風景、昔からの生活文化が残されている場所
｀

市内外に魅力が発信され、人が訪れる場所

自然の中で子どもが安心して遊べる場所

自転車や散策を楽しむ人が多い場所

その他

とくにない

無回答

292 !

16 7

506

19,3

393

403

126

32

39

56

合計

1幅広い

世代の人

が活躍す

る場所

2地域住

民が活躍

する場所

3農地や

林地の管

理が行き

届いてい

る場所

4多様な

生物が生

息できる

環境が保

全されて

いる場所

5多摩丘

陵の原風

景、昔か
らの生活
文化が残
されてい
る場所

6市内外

に魅力が

発信さ

れ、人が

訪れる場
所

7自然の

中で子ど

もが安心

して遊ベ

る場所

9自転車

や散策を

楽 しむ人

が多い場

所

9その他
10 とく
にない 無回答

全体
1.358 397 228 425

313
535
894

263
19 4

―
C,〕

,■ ll,i占

172 43 53 73

18～29歳 49
1000

12

245
3

61
10

204
i=4

■0■ 11

10 G 7 1 8 1

20

30～ 39歳 118 37 14 33 i●5.&
■.▲ at

28 24 21
178

0 U

68
7

59

40～ 49歳 224 55 32 54 ―工蛛
70

313 15 6
34

15少
10
45

14 10

50～ 59識 244 79 36 80
32 8

19'
4ξ 11'

51
ク09

100 30 5 4 6

60～ 69歳 328
1000 27 1

72
220

122
37,

! オ■,
■a!ぉ

69 10G 43 11 3 16

問 2あなた

の年齢は
'Oは 1つ )

70歳 以上
395 125 71 126 !評市

78 141 37 10 lG 33

9

179
453

119
53 1
140
574
180

26
63 1
60

合計

1幅広い

世代の人

が活躍す

る場所

2地域住

民が活躍

する場所

4多様な

生物が生

息てきる
環境が保
全されて
いる場所

3農地や

林地の管
理が行き

届いてい

る場所

5多療丘

陵の原風

景、普か

らの生活

文化が残

されてい
る場FF

6市内外

に魅カカt

発信 さ

れ、人が

訪れる場
所

7自然の

中で子ど

もが安心
して遊ベ

る場所

8自転車
や散策を

楽 しむ人

が多い場

所

9その他
10 とく
にない 無回答

1,343 394 223
166

422
314

529 262
潜

172 40 51 70

896
1000

258
ク8日

160 299 4αS
とaa

182 343 103 29 15 48
54

6小

いて、 ご存 じて し

エリ

として貴重な場所 と

つていることにつ

全 体

知らなかった

知 つていた

447 136 63 123
■ゲ,

123 80 G9
154

11

25
36
81

22
49

203
484

684
509
49‐ 3

550



問 12 里山環境を今後も残していくために重要だと思うキーワー ドは 以ヽ下のうちどれですか ?

(Oは 3つ まで )

「自然環境の保全」が 54.7%と 最も多く、次いで「散策 (コ ース・案内 `観光)」 が 42,3%、 「地場産

野菜」が 33.5%と なっている。

0,` 50% 100%

(N=1,363)

農業体験

地場産野菜

散策

(コ ース・案内・観光)

飲食・交流

キャンプ、グランピング

(備品や食材・食事などがあらかじめ用意されたキヤンプ)

ワーケーション

(テ レワークを活用し、働きながら休日限をとる過ごし方)

木材、竹材

(加 工・販売)

子どもの遊び・環境教育

自転車

(コ ース・レンタル・観光)

自然環境の保全

人材 (活動をする人)

わからない 44

無回答 63

139

92

335

29 1

43

51

547

232



間 13 里山環境をつ後も残していくために市が力をいれて取り組めるとよいと思う事業は以下のうちど

れですか ?(Oは 3つ まで )

「美 しい丘陵の風景の保全 。再生Jが 41.8%と 最も多く、次いで「多様な生物を育む空間、生物多様

性の確保」が 34.0%、 「里山秦境を保全・活用する人が活躍できる環境の整備」が 33.0%と なつている。

年代別にみると、40歳代以下で「子どもの遊び場や環境教育の場の整備」が最も多く、50歳代以上で

「美しい丘陵の風景の保全 。再生」が最も多くなっている。

0% 50]` 10000

(N=1,363)

里山環境を保全・活用する人が活躍できる環境の整備

里山環境で活躍する人同士や地域住民と交流を行う仕組みの整備

里山環境を活用する企業や団体の誘致

地域住民と来訪者などが交流できる環境の整備

子どもの遊び場や環境教育の場の整備

地域の雇用創出など経済的な循環を生み出すための支援

鶴見川源流域の環境保全く河川の治水対策)

多様な生物を育む空間、生物多様性の確保

美しい丘陵の風景の保全・再生

来訪のきっかけとなる里山の魅力的な情報発信

余暇、休養の場としての里山環境の活用

わからない

無回答

330

178

137

83

280

156

206

157

16 2

340

41 8

47

6 2

合計

1里山環
境を保
全 活用
する人が

活躍でき

る環境の

整備

2里山環

境て活躍

する人同

士や地域

住民と交

流を行 う

仕組みの
導 t階

3里山環

境を活用

する企業
や団体の

誘致

4地域住

民と来訪

者などが

交流てき

る環境の

整備

5子 ども

の遊び場

や環境教

育の場の

整備

環

出

循

み

な

生

的

を

すための
支援

6地域の

雇用創出

など経済

7鶴見

川源流域
の環境保

全 厨川

の治水対

策 )

8多様な

生物を育

む空間、

生物多様

性の確保

9美 しい

丘陵の風

景の保

全・再生

10来訪
のきつか

けとなる
里山の魅
力的な情

報発信

11余暇、
休養の場
としての

里山環境
の活用

12わか
らない 無回答

全体
1,3bU
1000

449
33 1

242
178

186
137

113 379 213 281 |■,2
■r!o

214 221 64 81

18～29歳 49
1000 とすと

6 5 2 7 11 17 13 9 4 4 1

30～39歳 118
1000

44 20 14 5 16 23
195 339

20
16 9

20
169

0

51 51

40～49歳 224 66 38 31
138 71 192

43
192

77
344

33
147

35
156

11

49
lI

49

50～59歳
135

3′

152
18

74
62

254
36

14 8
49

201 iな辞と
45

18 4
37 7 8

33

60～69歳 328
1000

100
305

57
17 4

57
17 4

24
,3

68
少0,

55
168

68 52 64 11 17

間 2あ なた

の年齢は ?
Oは 1つ )

70歳以上
395 88 42 48 85 56 87 98 55 61 25 38

484
163
466
169

4218



間 14 ◆後 里ヽ山での取組に関わる人が増えるようにするには どヽのようなことがあるとよいと思いま

すか ?(Oは 3 まで )

「散策等が楽しめる環境の整備、活用方策を強化する」が 39.9%と 最も多く、次いで 「取組を始める

人を市が支援する」が 30.4%、 「農産物の直売所の開設・運営支援を強化する」が 27.6%と なつている。

0%           509t          1001`

(N=1,363)

ポスター掲示やチラン配布などにより、
里山の魅力や情報を広く市民に発信する

取組を行う市民、企業や団体を募集する

取組を始める人を市が支援する

′ ボランティアの募集・育成を強化する

大学・学校との連携を強化する

里山活用の市民アイディアを募集する

取組を行う人と土地の所有者を市がつなぐ

散策等が楽しめる環境の整備、活用方策を強イとする

農産物の直究所の開設・運営支援を強化する

環境教育の取組を充実する

′
 その他

とくにない

無回答

185

190

15 1

128

269  :

304

251

21 9

276

40

50

30



回収場所

(3)来訪者のニーズに関ナるアンケー ト調査の結果

「里山交流館」が48.5%と 最も多く、次いで「小山田緑地」が 31.5%、 「その他」イが 2α O%と なつて

いる。                |

(N=165)
小山田緑地

315

里山交流館

48.5

その他
20.0

「知人 :友人」が38.8%と 最も多く、次いで「その他」が 33.9%、 「市のホ‐ムペエジ」が10.9%と

なつている。

市の情報誌 (市報)
市のホィムページ

109
無回答 67

(N〒 165) 0.6

その他

33.9

活動団体の広報誌
2.4  ｀

活動団体のホームページ

1.8

SNS      ｀

48

知人・友人

38.8

問1 来訪にあたって 、主にどのように情報を得ま_し たか ?(Oは 1つ )



問 2 主にどの交通機関を利用しましたか ?(Oは 1つ )

「自動車 。バイタ」が 55.8%と 最も多く、次いで「自転車」が 21.2%、 「徒歩」が 10。 9%と なつてい

る。

(N=165) その他

30

無回答
06

電車

617

徒歩

109

バス

18

自動車・バイク
55,8

問3 ご自宅から来訪の目的地までどのくらいかかりましたか ?(Oは 1つ )

f15～ 30分未満」が 32.7%と 最も多く、次いで「30分～ 1時間未満」が 27.9%、「1時間以上」が 25。 5%

となっている。

無回答

18 15分未満

(N=165) 121

1時間以上

255

15～ 30分未満
32 7

30分～1時間未満

27 9



問4 本日の来訪の主な目的は何ですか ?(Oは 1つ )

「散歩・散策」が43.6%と 最も多く、次いで「運動・スポーツ」が 16.4%、 「そo他」が 10.9%と な

つている。

(N=165)
その他

｀

10,9

無回答

写真撮影

犬の散歩
. 2,4

散歩・散策
430

運動・スポーツ

164

催事・イベント

3.6

家族や友人と遊びに
48

自然観察

6.7

問 5 ◆回の目的での来訪は何回目になりますか? (Oは 1つ )

「10回以上」が40.6%と 最も多く、次いで「今日がはじめて」が26。 7%、 「2～ 5回未満」が20.0%

となっている。            .

無回答
30

(N=165)
ヽ
「

今日がはじめて

26.7

19回 以上

40.6

2～5回未満
20.0

5～ 10

97



「男性」が 61.8%と 最も多く、次いで「女性」が 38.2%、 「無回答」が 0。 10%と なつている。

回答しない

0,0

無回答
0.0

(N=165)

問7 あなたの年騰は?(Oは 1つ )

「70歳以上」が 25.5%と 最も多く、次いで「50～59歳」
｀
が 21.2%、 「60～69歳」が 20。 6%となって

いる。  ′

無回答
19～29歳

(N=16o) 00 24 30～ 39歳
91

70歳以上

25,5 40～49歳
21.2

60～ 69歳
2016

50～ 59歳
21.2

男性

613

: 女性

::38.2



問8 あなたの職業は?(Oは 1つ )

「会社員」が 46。 7%と 最も多く、次いで 「主婦 ,主夫」が 1818%、 「無職」が 16.4%と なつている。

'        その他  無回答                        '
(N=165) 6,7

無職
104

主婦・主夫

18.8

学生

06

会社員
467

自営業
103

問9 あなたのお住まいの地区をお答えください 。、

「町田市内」が 40,0%と 最も多く、次いで 「神奈川県」が 2611%、 「多摩地域」が 18.2%と なってい

る。

(N=165)
千葉県

1.2%

無回答
J.8,l

多摩地域
18.2%

神奈川県
26.ll`

東京23区
12.7%

町田市内
▼

4010%



問 10 新型 コロナ ウイルスの京染拡大を受 け 生ヽ活様式 に次のような変イしはあ りま したか ?

(Oは 3つ まで )

「人と会 う機会が減つた」が,61.2%と 最も多く、次いで「自宅にいる時間が増えた」が 52.1%、 「近

所に出歩く (散歩する)機会が増えた」が 39,4%と なっている。

0% 50]` 100%

(N=165)

自宅にいる時間が増えた

人と会う機会が減つた

近所に出歩く(散歩する)機会が増えた

自転車に乗る機会が増えた

地域の情報を入手する機会が増えた

特に変化はない

無回答

(N=165)

農業従事者などが高齢化している

耕作放葉地・管理放棄林が増加している

多様な生物が生息する貴重な環境である

多摩丘陵の原風景が残った貴重な場所である

市内外に熱心なウァンがいる

自転車や散策で訪れる人が増えている

市内でも一部にしか魅力が知られていない

里山に興味をもつ者い人・家族が増えている

里山を活性化する・保全する活動団体や人たちがいる

その他

とくにない

無回答

52 1

461

49 1

61 2

06

10

30

61

24

170

3

158

394

333

358

問 11 町田市の里山の現状について知っていることは以下のうちどれですか ?(Oは いくつでも )

「多摩丘陵の原風景が残つた貴重な場所である」が 72.1%と 最も多く、次いで 「多様な生物が生息す

る貴重な環境である」が 57.6%、 「里山を活性化する′・保全する活動団体や人たちがいる」が 49。 1%と

なつている。

080 50% 100%

576

72 1

206

267

200



問 12 日丁田市の里山は今後どのような場所になるとよいと思いますか ?(Oは 3つ まで )

「多様な生物が生息できる環境が保全されている場所」が 60.6%と 最も多く、次いで「多摩丘陵の原

風景、音からの生活文化が残されている場所」が 59,4%、 「自然の中で子どもが安心して遊べる場所」が

40.6%と なっている。

001 50% 100%

(N=165)

幅広い世代の人が活躍する場所

地域住民が活躍する場所

農地や林地の管理が行き届いている場所

多様な生物が生息できる環境が保全されている場所

多摩丘陵の原風景、昔からの生活文化が残されている場所

市内外に魅力が発信され、人が訪れる場所

自然の中で子どもが安心して遊べる場所

自転車や散策を楽しむ人が多い場所

その他

とくにない

無回答

地場産野菜

散策

(コ ース・案内・観光)

飲食・交流

キャンプ、グランピング

(備品や食材・食事などがあらかじめ用意されたキャンプ)

ワーケーション

(テレワークを活用し、働きながら休暇をとる過ごし方)

木材、竹材

(加工・販売)

子どもの遊び・環境教育

自転車

(コ ース・レンタル・観光)

自然環境の保全

人材 (活動をする人)

わからない 00

158

182

139

255

285

31 5

303

261

606

594

30

00

06

問 13 里山環境を◆後も残していくために重要だと思 うキーワー ドは 以ヽ下のうちどれですか ?

(○は3つ まで )

「自然環境の保全」が 63.6%と 最も多く、次いで「散策 (コ ース・案内・観光)」 が 58.8%、 「地場産

野菜」が 31.5%と なっている。

0% 50% 100%

(N=165)

農業体験 145

24

42

58 8

無回答 12

297

686



問 14 里山環境を◆後も残していくために市が力をいれて取り組めるとよいと思う事業は以下のうち

どれですか ?(Oは 3つ まで )

「美しい丘陵の風景の保全・再生」が 54.5%と 最も多く、次いで「里山環境を保全・活用する人が活

躍できる環境の整備」が 46.7%、 「多様な生物を育む空間、生物多様性の確保」が 37.6%と なっている。

0% 50% 100%

(N=165)

里山環境を保全・活用する人が活躍できる環境の整備

里山環境で活躍する人同士や地域住民と交流を行う仕組みの整備

里山環境を活用する企業や団体の誘致

地域住民と来訪者などが交流できる環境の整備

子どもの遊び場や環境教育の場の整備

地域の雇用創出など経済的な循環を生み出すための支援

鶴見川源流域の環境保全 (河 川の治水対策)

多様な生物を育む空間、生物多様性の確保

美しい丘陵の風景の保全・再生

来訪のきっかけとなる里山の魅力的な情報発信

余暇、休養の場としての里山環坊の活用

無回答

85

103

236

255

152

127

545

194

200

18



問 15 今後 里ヽ山での取組に関わる人が増えるようにするには どヽのようなことがあるとよいと思いま

すか ?(Oは 3つ まで )      ‐

「散策等が楽しめる環境の整備、活用方策を強化する」が 49.7%と 最も多く、次いで「取組を始める

人を市が支援する」が 35,2%、 「取組を行う人と土地の所有者を市がっなぐ」が 32.1%と なつている。

Ol` 50,` 100%

(N=165)1

ポ不ター掲示やチうシ配布などにより、
里山の魅力や情報を広く市民に発信する

取組を行う市民、企業や団体を募集する

取組を始める人を市が支援する

ボランティアの募集・育成を強化する

大学・学校との連携を強化する

里山活用の市民アイディアを募集する

取組を行う人と土地の所有着七市がつなぐ

散策等が楽しめる環境の整備、活用方策を強化する

農産物の直売所の開設・運営支援を強化する

1         
環境教育の取組を充実する

その他

とくにない

139

164

10 9

261

21 8

218

3

3

4,7

273

30

18



問 16 今後 里ヽ山において地域の住民・団体の活動に対する関心や行動の状況について →あなたのお考

えに最も近いものはどれですか ?(Oは 1つ )

「地域の住民・団体の活動をよく知らないが、なんらかの活動に関わりたいと思つている」が 33.9%

と最も多く、次いで「地域の住民 。団体の活動に関心があるが、すぐには交流したいと思つていない」

が 24.8%、 「地域の住民・団体の活動に関心があり、活動への参加や交流を行つている」が 15,8%と な

つている。

(N=165)   無回答
地域の住民・団体の活動に関心があり、

活動への参加や交流を行つている

158

73

地域の住民・団体の活動に関心はない。

交流したいとも思わない

61

地域の住民・団体の活動に関心があり、

近い将来、なんらかの活動に

参加しようと考えている

121

地域の住民・団体の活動をよく知らないが、

なんらかの活動に関わりたいと思つてい

33 9

地域の住民・団体の活動に関心があるが、

すぐには交流したいと思つていない
248

問 17 再度訪れたいと思いますか ?(Oは 1つ )

「訪れたい」が 75,2%と 最も多く、次いで「無回答」が 21.8%、 「どちらでもない」が 3.0%と なつて

いる。

無回答

(N=165)
21 8

どちらでもない

30

訪れたくない

訪れたい

752



問 18ノ」ヽ野路宿里山交流館のホームページをご覧になったことはありますか ?(Oは 1つ )

【里山交流館独自設問
‐
】

「あることを知らなかった」が 45,0%と 最も多く、次いで「知っているがちゃんと見たことがない」

が 27.5%、 「たまに見ている」が21.3%と なつている。

無回答

50'`

よく見ている

13%

(N=80)

あることを
知らなかつた

450%

たまに見ている

21311

知つているが

ちゃんと見たこと力`ない

275%



(4)地域住民向け調査の自由記述回答

1
鶴見川源流付近の散策が楽しめるように、整備を重点的に進めてほしいです。 (下小山田町/男性

/60～ 69歳/10年以上 20年未満 )

2

イま イこ ヤ` て う必要は い と の

劣悪な小山田～多摩市、人王子方面～の道路をしつかり整備 して頂き、そのうえで環境の保全を

っていただきたい。 (下小山田町/男性/80～ 39 5 10

3

の 山 の で あ い い ヤ｀

物も生存可能で、人が立ち入つても乗境の悪化にならない仕組み。ある程度の手入れされた自然
と、野生動植物の範囲があり
山田町/男性/40～49歳 /10

散策やサ イ ク ヅン グ イ訪 れ た人 もそ れ カミ伝わる よ 9 な仕組み。(下

′l 年 20

4
き場を つ イま い の ゝ9 小山田町 18-29 10 20

未満 )

5

私は定年後 1年フリーでいたのでく月ヽ山
ビでマダニに噛まれて、年寄りの人が亡

由緑地を散歩コー不として良く歩き回つていたが、テレ

くなる事例が報告されて以降やめた。服装等、対応を取

れば安全とかの情報発信 してほしかつた。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

6

里山環境の保全と活用の為には、地域に若い人を呼び込む仕組みが必要と思います。移住や活動

場所の確保がスムーズにできると、様々な活動を呼び込み、結果として地域が活気づいて環境も

保全されると思います。コロナ禍でリモー トワーク、ワーケーションにも追い風が吹いています
ので、自然豊かな環境の中での起業や生活を考える人も増えると思います。東京都心へのアクセ

スも良いので、アピールできる好条件はあると思います。私自身は都心まで 2時間かけて通勤し

ていますが、週半分 リモー トワークとなり、里山環境の貴重さに目を向けるきつかけとなりまし

た。 (下小山田町/女性/40～ 49歳/5年以上 10年未満 )

7

し る イま つ ま つ

荒れて しヽ く 里 山カ 担 え る役割 イま多様 と思 ヤヽます が ヤ ずヽれ t して もサ ス ア ナ ビ リア イ 自然共

生の感性を持ち合わせた人の手が入ることが、里山の本来の姿だと思います。 (下小山田町/男性

/40～ 49歳/1年以上 5

8

9

′lヽ の 1こ が いので、 る こ る人

なると思います。小山田のつ り橋コマスなど、もう少 し案内しても良いのではないかと思つてお

ります。 (下小山田町/ 70 上/30 以上 )

退職 して 田の 田 小山田

10

しヤヽア9 ヽ も しれ せ ん き た ヤヽ しヽ

る薬師池公 園 野津 田公 園 市民 プ ル ～ ′Jヽ 山田緑地等、交通 手 段 が あれ イずも つ と楽 し く散策す

機会が増えると い ま 下小山田町/女性/60～69歳/20年以上 80

11

田 の イま を せ る どしている レベルでは、モノレー

小 田

ギ|ノミ

う、

急線延伸な どの 開発頼 み を考 え る住民 カヽ 町田の場合は多い気がす る レトロな景観の大泉
ス 停 もな くな つ て しま つ た カ斉 開発 モ ア ル との 兼ね△

口 セ か ら里 山環境の保全を考 え る としヽ

民 との が先決ではないか ?(下小山田町/ 40-49 5 以上 10年未満 )

12
て と い ま の で ている

について今一度考えてほしいです。 ′lヽ 田 ～39歳/5年以上 10

13

下′l 山 田 辺 で イま
「

て ヤヽま

ちの住む場所で あ る 下′l 山 田 そ が の 魅力 で あ り 守つてゆくべきものだ と考 え て ヤヽます

子 どもた ち の 未来 の た め イこも
室
里 か な 自然や昔カヽ らの 生 活文イヒが 受 け糸艦が れ 動物 と人 カミ共存 し

ていける優 しい場所であり続けてほしいと願います 木を多く切 り 道 を開 き サ を埋 め る 日IJ イ

このアンケー トを実施 してほしかつたです。里山保全と言いつつ、行われていることはかみ合っ

ていないように思います。大泉寺バス停解体も非常に残念でした。(下小山田町/女性/30～ 39歳 /

5年以上 10

14

イ 入 り を つ り がいま

者や緑地管理者カヽ 土日休 日等に各入口に立って注意を促 してほしい 私有地への立ち入 り防止

の観点もあわせて 例 え イずリ トを設置 して 緑地へ行 け る よ 9 イこす る方 法 も考 られ ます ( 下フ え

′lヽ 田 0歳以上/30年以上)

15
の にし、 の し る。 え ′ 山田町 60-69

歳/80年以上)

16

キャンプ場のようにすると、ゴミ問題が起きそ うなので反対です。日々、日の前の自然に楽しみ

ながら生活 しているので、自然がなくなるのは幸い。あくまでも観光であつても、手作 りのもの

を体験程度にとどめてほしい。今のスタイルを保ちながらであつてほしい。(下小山田町/女性/50

～59歳/20年以上 30年未満 )



17

地産地消で地元の野菜等を使つたレス トラン、道の駅のような直売所を作る。そこで雇用者を増
や し、里山の宣伝をすると レス トラン、直売所を中心にビジターセンタ‐を作 り、そこをスター
トに散策コース、ハイキングコースをまわって、自然の触れ合いを通じて里山保全の理解を深め
てもらう。 「おいしい」「楽しい」 「気持ちいい」良いことばかりの里山を(大いに市民に活用
してもらいたいと思います。その為には人材育成も必要になりますね。でもボランティアばかり
募集 しても行き詰まります。横浜市は、数年前から緑税なるものを作 り、緑地の保全にお金をか
けています。町田市は予算どの位かけているのかなぁと考えました。 (下小山田町/女性/60～ 69

10 20

18

町田市にもたくさん良い所があ りますも河ヽ野路の里山には何回か行き楽 しい思いをしました。も
う少 し規模を大きく、子 どもが遊べるようにしたら良い と思います。 (下小山田町/女性/70歳以
上/30年以上)

19

魅力発信のキーワー ドに食を挙げたいです。里山の美 しさには、建築物や立て看板等の色彩の規
則等必要と思います。街路樹の乱暴な伐採を見ても、本当に環境に対しての見識があるのか疑わ
しい。その意味では、外部の団体等に参画してもらい、地域全体を考えてもらいたいです。 (下

小山田町/女性/60～ 69歳/10年以上 20年未満 )

20

昔ながらの自然が残る素晴らしい場所だと思います。難 しいとは思いますが、そのままの自然を
残 しつつ、お湯などを自分で沸かすことができる場所があるといいと思います。例としては「茅
ケ崎里山公園」。こちらは整備 されつつ昔ながらの自然も残っているようですざまた以前モノレ

=ル
の駅ができる予定があったと思いますが、ぜひまた検討 して頂いて、外部の方もきやすいよ

うに交通の便を良くして頂ければと思います。(下小山田町/女性/50～ 59歳/20年以上 30年未満)

21 予算の範囲で時間をかけて少 しずつ進めていくこと。 (下小山田町/男性/60～69歳/30年以上:

22

以前、市 (郡 ?)が発行している鶴見,||の 生きもののパンフレットをもらい、子どもと小山田緑
地周辺に行きました。ついでにつ り橋等散策 しましたが、道の駅のような場所があるといいなと
感 じました。小山田に住んで約 15年、里山で子どもは大きくなりました。山歩きが好きな事も
あり、山へ行けない時に小野路の方へぬける里山散歩に行きますが、ウォーキングマップにはな
かつたので。あ、あつたら人が来ちゃいますね。この里山の魅力をたくさん発信してほしいです。
小山田緑地にカフェなんてあったら一日いられるのになぁ。 (下小山田町/女性/50～59歳/10年
以上 20年未満)

23
人が入ることで環境破壊が起きた り、手入れをされている場所が荒 らされることは避けたい。(下

小山田町/女性/60～69歳/30年以上)              ,

24

1.里山も整備されて里山。高齢化に伴い、荒地で放置されては非常にまずい。都の緑地公園の
ように、市または都による山林等の整備維持を望むと2.交通不便なため子どもの通学は厳 しい。
(安全面で)ま た者【心への通勤も大変だつた。多摩市と連携 した開発、あるいは住人の交通確保

を希望。 3.固定資産税の減免などの施策。 5万円/ピ路線価は不合理。 4.本検討に関わる市
の方には、実際に住んでいただき生活を実感 してください。そして 70～ 80～ 90歳になつた
時、生活できるか否か ?考えて下さい。 6,一方で通過車両は大半がスピー ド出しすぎで危険。
(下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

25

いろいろと手を加えたり人を呼び込むと、里山でなくなると思 う。里山を残 したければ、静かな
環境作 りをすればよい。自然を生かした活用を考えないと。人工的なのは里山でなくなると思い
ます。 (下小山田町/女性/70歳以上/3o年以上)

26
税金の無隊遣いにしないでほしい。 (人件費も含む)参加者がいつも同じにならぬように。 (下

小山田町/回答 しない/40～ 49歳/30年以上)

27 新 しい駅の予定周辺は環境を考慮 し開発 して下さい。 (下小山田町/男性/50～59歳/80年以上)

28

コロナ禍で里山散歩をする機会が増えて、困つたことが何個かありました。道が迷路のように何
本にも分かれている場所があり、どちらに行けば良いか分からなかった。昼中でも木が道まで生
い茂っているところ、足元も歩きにくい場所がいくつかありました。自然を残 しながら地図や道
の整備、そして山に登るような靴でなくて、気軽に散策できるようにしてほしい。 (下小山田町/

女性/50～59歳/10年以上 20年未満)



29

私は数年前、小山田の自然豊かな環境に魅かれて 23区から引っ越 して来ました。夏の青々とし

た田んばも、冬の寒々しい緑道の並木道も好きです。何気ない風景ですが、東京都の都市部から

そうはなれていない所でこのような環境を維持 しているのは、地域住民以外の人にとつても貴重
なのではないかと思います。町田市の財産であると言っても過言ではないので、ぜひ保全に力を

入れてほしいと思います。保全については、生態学や農業・林業等の専門家の参加が望ましいで

すね。具体的な取組については、まず野鳥観察イベン ト等を定期的に企画 して、市内外から人を

呼べれば関心を持ってくれる人も多いのではないかと思います。一般の人が集まらないのであれ
ば、学校等を積極的に巻き込みましょう。もう一つ、私も自転車 (口 ● ドバイク)に乗 りますが、
実は小山田近辺 (町 田方面とも言えますが)は 自転車乗 りが多く訪れます。小山田の豊かな自然

環境と信号の少なさがその理由です。小山田の魅力をアピールするという点では、サイクリス ト
フレン ドリーな町であつてほしいとも思います。荒れている緑道の舗装を整備 したり、店先にサ

イクルラックを設置 してくれるだけで寄る人は増えます。サイクリス トはカフェが好きな人も多
いのですが、この辺 りにはないので、できたら嬉 しいなあと思います。環境保全からは少 しそれ
ましたが、やはり市内外にファンを増やすことが大事ではないかと思います。乱筆、1乱文失礼い

たしまし (下小山田町/男性/30～ 39歳/1年以上 5年未満)

里山環境は失つてからは遅いと思うので、今ある都市基盤を活かして、自然を壊すことなく保全
をしていくことが大切だと思 う。町田は街も畑も田んばもあつて、本当に貴重な場所だと思いま

す。都市部から帰ってくるとく虫の声や煙のにおいにいつもホッとし、次の日のエネルギーチャ
ージができます。便利になるだけの開発なら、他の地方都市と変わらないと思 う。 (下小山田町/

女性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

30

31

里山の良さが広まると、その環境を利用 して営利活動をする人も増えるように思 う。例えば最近
では、小山田緑地周辺での トレイルランツアーの集団、MTBが 里山の道でツアーをしているの

を目撃するようになった。このようなことは、
‐
従来の散歩を楽しむ人や地域住民との トラブルの

火種にもなるので、マナーの向上やルールの整備も必要だと思 う。またこの地域は狭い道路が多
く、都会から大きな車で訪れると危ない場面もあると思う。薬師池公園のウエルカムゲ

=卜
はと

てもうまくいつていると思 うので、生活道路と分けて整備 してもらいたい。里山の中には資材置
き場やヤー ドなども点在 しているが、できれば里山として整備 されれば、安心して散歩できるの

ではと思う。平成たぬきポンポコの風景が残るのは町田側 !(下小山田町/男性/40～ 49歳/10年
以上 20年未満)

32

東京の中でも自然が残つている数少ない地域と思ぃます。今までは住民の方々の日々の生活の中
で自然が守られてきたと思いますが、今はいろいろな課題でそれが難 しくなつている気がしま

す。いろいろな方の力をお借 りして、この自然を守っていければと願つています。 (下小山田町/

女性/60～69歳/30年以上)

33
いつまでも静かで散策が楽しめる場所であるといいと思つています。 (下小山田町/男性/50～ 59

歳/20年以上 30年未満)

34

地域の整備を最優先して、それから里山の活用を !あ るいは同時進行。今まで手付かず (行政も

含めて)だったことが残うた理由の一つでもあるが、この様な動きがあるならぜひ、インフラ・

交通網の整備を考えて進め、幅広い地域の方々にもぜひ、自然を楽しめる地域となれば良いと思

うと (下小山田町/男性/50仕 59歳/20年以上 30年未満)

35

都内の貴重な里山が残つている反面、不便で未だ下水道整備す らされていない地区もあるのが現
状の地域です。そこに住む住民にとつては、まず地域の整備をきちんとして頂きたく、またそれ
をすることで来訪者の方も増えてくると思います。せつかく残つた貴重な自然なので、大切にし

ながらも、かといつて不便な地区のままでは若い方もいなくなつてしまいます。活気ある地区に

するためにも、本気で駅を作つてもらいたい。学校も多くあるので、ぜひ検討・計画を !下水道
整備も !道路 (多摩市)も なかなか広がらず。人が来なければ荒れていくばかりです。特に唐木
田から町田 (下小山田)ま で、バスがつい最近やつと通つた段階です。道路も狭く、小学生の通

学も事故が起こらないのが不思議です。早急に。里山の計画をするなら同時に考えてほしい。(下

小山田町/女性/60～69歳/20年以上 30年未満)

36

電車のどの駅からも不便な場所で、もつとバスやモノレール等、公共の交通機関が発達すればと

思う反面、そ うなれば人口 (家)が増え自然がなくなつてしまうので、今のままが良いのかもと

思つたりします。鶴見川の源流であるにも関わらず、住宅から流れる汚水で川が泡立っているの

を見てがつかりします。自然豊かな美 しい里山であり続けてほしいです。 (下小山田町/女性/50
～59歳/5年以上 10年未満)

37
市がもつと山里が存在していることを、いろいろな情報手段を使いアピ▼アレすることが大いに必
要で、またいろいろな団体等と連携するとともに、市がもつと支援することで充実を図ることが
必要です。 (下小山田町/男性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

38
里山イコール故郷と思えるような、そんなホッとする場所だと思います。いつまでも残 しておけ
る風景を作つてほしいと願います。 (下小山田町/男性/50～ 59歳/20年以上 30年未満 )



39
里山環境に予算を使 うなら、地域の整備を積極的に推進 してほしいです。 (下小山田町/女性/40
ハツ49 /30

40

んにも恩恵はなく、他市町村の方々が遊びに来るだ
けで、地元の開発には何も進まない。地元のバネ路線の確保や道路整備に十分な力を注いでほし
いです。遅れている環境を優先 してほしいです。里山地区に住んでいる地元民としては、町田行
政のしわ寄せに大変な不満があります。ご一考をお願いします。(下小山田町/男性/60～ 69歳/30
年以上)

上記のその他にも記入 しましたが、地元にな

41

里山環境の保全を行 うためには、市民だけでなく資金を打丁ている企業、団体を誘致する必要が
あり、道路の拡張、バス、モノレールなどの公共交通機関を整備 してほしぃ。大規模なションピ
ングモエルではなく、地場産業・地産地消に特化 した道の駅などを作 り、里山保全と人の流れの
循環のために税金を活用してほしい。町田市は南部に比べ北部が非常に遅れているので、行政と
しても本気で北部の開発に取り組んで頂くことを願つている。(下小山田町/男性/30～ 39歳/1年
以上 5年未満)

42

まずは里山に興味を持つてもらうことが大事だと思います。自然が好きな親子は 斑ヽ<|さ んの生
きものや自然の中での遊びをしたいと思つています。生きもの探 し、林業体験、収穫体験などし
た後、お茶やおにぎりがふるまわれるとかすると、ちょっと行ってみようかなと思う方はいると
思います。ただ体験だと、本当に興味ある人だけしか来ず、もつと広く広めたいならお楽しみが
あると集まりやすいかと思います。そ うい うところを市が支援する。ふるまい=興味が先でも良
いと思います。町田市は自然が多い地域です。その素敵な風景を壊すことなく、今ある環境でプ
ラスになることをしてほしいです。これからモノレールも通ることになると、どんどん自然が少
なくなるような気がします。 (野津田公園の木々も切 り倒されたので)(下小山田町/女性/40～
49歳/10年以上 20年未満)

43
交通の整備によるアクセス向上。環境保全や活用による有効性を知っ
企業などを通じ)(下小山田町/男性/40～49歳/10年以上 20年未満)

てもらう取組み。 (学校、

44
田町/女性/70歳以上/30

に

て

る′lヽ して

′lヽ

めに 、 の

努力を
しみこ の

45

町田市内において、小山田地区に目が向いていない。都合のいい時のみ東京都下としての扱いに
なっている。野津田地区へ注力するのも分かるが、他地区への配慮も忘れずに町田市全域として
開発を進めていってほしい。里山環境の保全による効果及び具体的な事例が薄い。ただ自然を残
せばいいのか考える必要があるのではないかと思 う。 (下小山田町/男性/30～ 39歳/30年以上)

46 道路環境が非常に悪 く児童の交通事故がJ卜配。 (下小山田町/男性/60～ 69歳 /)

47
護を目指すべきである。例えば屋敷林にしても、何百年も経つ樹木を伐採する愚。公園、緑地の
笹を毎年伐 り取るために貴重な多方三葉葵、半化粧鳴子百合、芋麻等が全くなくなってしまった
愚。役人、役所のお題 目でなく、信念と義務感を持って本腰を入れて取 り組んでもらいたヤ

山 のみに

。ヽ (下
小山田町/男 70 上/20年以上 30年未満)

の の田 るべきである。

48 う。ミノベ者[知
暖化の上でもこ
20年未満)

の もつと くの

に

町/女性/50～

ヽのが事 えあ て の つ の 予 の摩 丘陵地帯 自 を保全 めと た りか振 り返 た然 温者I
ヽヤの ノl 59 01自 イま然 な役割大切 すを る 思 ま 山 田 歳(下 / 以年 上と す

ヽ い

内

49 族はホタルが大好きで毎年見に行つていましたがていずれいなくなってしまうだろうと悲しく思
つていました。何とかホタルを守る手段はないものでしょうか。ノト山田にはホタル以外にもタヌ

こ ん か 。所は他に いので いで しょ

′よヽ 町/女性/50～ 59歳/30年以上)

ヤヽ見川

キ・うさぎもいま

50
里山
るよ
して

うに、特に若い方々が不便 (里山環境保全地であっても)と 思わず、住み続けられるように
いきたいです。 (下小山田町/女性/70歳以上/30

こ の でを <Fい

51

貴重傘緑を残すためには、各家庭で相当な労力・費用がかかっていると思います。高齢化が進ん
だ り女性だけの家だったりすると、維持 していくのが大変です。これからも住み続けたいと (住
み続けられる)思えるような整備をお願いします。住民ファース トで !(下小山田町/女性/60～
69歳/80年以上)



52

調整区域として今まで用途制限して、地主の努力によつて里山の形態が維持していた土地であ

る。その地主も高齢化が進んで、今後里山を維持していくのが難 しいと思われる。今里山が重要

な環境であると判断するなら、市が賃貸借 して参加者募集 して管理 していくことが良い。まずア

プローチを良くするため、道路の整備を行 うことを優先させる。そして作業、散策の各エ リアを

設け、道路整備、駐車場、農業用水路、農具置き場、作業休憩所、散策路の整備、芝生広場、展

望施設、カフェ、散策コース等を整備する。また体験型として、農業体験は大勢で参加できる田

植え・稲刈 りを行 う。山仕事として本の伐採、マキ作 りを行い販売する事業をおこなう。小山田

地区はいみ施設ばかり作られるので、観光等の施設を作つてもらいたいものですЬ (下小山田町/

男 60-69 /30 上 )

53

大事な事顧不現π任んでいる地域の方を中心に考えていくことで、自己満足なエゴで自分勝手に

自分だけ良ければよい、自然を守れば何 しても良い的な考えに基づく方法はやめた方が良いと思

います。里山自然環境に関することは、声なき声に耳を傾けることが大切で、好き勝手に声だけ

上げる個人 !団体に関わらせることはやめて頂きたいと考えます。 (下小山田町/男性/40～49歳

/10年以上 20年未満 )

54

山や畑等、個人の所有者がいる
大切に考えるが、水田などの場
川上流域はコンクリー トで整備

が、整備 されず生活や交通に支障が出ている。また里山のことは

所が住宅になることで、子供が増えたりするのではないか。鶴見
され、生物が住めない全く魅力がない場所になつている。 (下小

山田町/男性/30～ 39歳/20年以上 30年未満 )

55
せっかくの自然を大いに活用 してもらい、人が集まる場所にできたらと思います。 (下小山田町/

女性/50～59歳/30年以上)

高齢者のための公共交通の便利を考えてほしい。 (下小山田町/女性/70歳以上/80年56

57
あま り里山の環境を良くすると多くの人が入つてきますので、農業従事者としては良くないと思

う。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

58
里山を管理する人達が公園の駐車場を使用したり、農道に車を駐車したりする人がいるので、そ

れはどうかと思う。早朝から草など (だ と思うが)燃やして、煙に迷惑することもある。 (かな

りすごい)(下小山田町/女性/60～69歳/30年以上)

59
近年 コロナ禍もあり、世の中はキャンプブームです。キャンプ、グランピング、BBQ等より女

子・子どもが参入しやすい環境を整えて誘い出すことができればと思います。 ex)ト イレがき

れい、薬師池みたいにするとか。 (下小山田町/男性/30～ 39歳/10年以上 20年未満)

60

した山林の草刈りを毎年してますが、労働としては

終わるのに2～ 3日 かかり大変ですが、何の収入もありませんЬさらに山に植えたエビネや自生
のヤマユリを盗まれたり、無断に入り込んできます。何の補助がなければ山林の維持は無理です。

お菓子の袋がゴミとして捨てられるので、ゴミ拾いもしなければいけないし、川の生きものを網
で取うていく子供が多く来ています。規制をしなければ生物が絶滅してしまいます。現状には大

変に不満です。看板を立ててください。地元人でも炭焼きの小屋を作ることも禁止と聞いていま

すが、少しは利益を上げることに対して許可がなければヽ市との話し合いもしたいとは思いませ

ん。 (下小山田町/男性/60～ 69歳/30年以上)

も にしてほしい。 田町/ 60-69 0′61

62

里山の保全イこイま魅力のある地域とヤヽ うイメージ (臣口象)が大事 !イ メージは荻育以上に人を動か

すし、人の流動が地域を活性化する。教育 (小中高)は 「自然があっていい所」で終わつてしま

う子どもが多いと思 う。実際私もそ うです。 (八王子出身)でも里山がアクセスしやすく「ここ

での活動」に参加 してみたいと思 うことが、結果里山の保全につながつていくと思 う。里山の中

をモノレールが通つてて大学生が多い街は、地域活性に非常に多くのものをもたらすはず !(下

小山田町/女性/40～ 49歳/1年以上 5年未満)

63
東京都立公園と連携をもつと強力にし、町田ならではの里山を目指してほしいと思います。里山
に隣接する住宅も含めて、里山保全を考えなければならないと思います。 (下小山田町/男性/70

歳以上/30年以上)

64
ごみ焼却場の機能が拡大されてきており、里山あ環境保全のためには相反する。 (下小山田町/男

性/70歳以上/10年以上 20年未満)

65
里山環境の保全と活用をしつつも区画整備を行い、住民と原風景が共存 している環境を作つて頂

きたい。 (下小山田町/男性/40～ 49歳/30年以上)

66

道や小山田緑地等、すでに整備された地域もあり、それらとの総合的活用や楽

しみ方は、他にはないかなりのポテンシャルがあると思います。 (織 り込み済みかとは思います

が)(突然のアンケー トで全体のエ リアやその到達イメージがないままの個々の質問に非体系的

な個別回答です。)(下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

大規模な公共施設を作り、モノレール、小山田駅 (小 田急延伸)よ りの人の流れを作り、大規模

施設管理のために地域の人を雇用を作る事業を起こしてもらいたい。 (下小山田町/男性/70歳以
上/30年以上 )

67



68
鶴見川源流 (先)の下水道の整備の強化 し、ホタルが昔のようにたくさん飛ぶようお願いしたい。
廃材業者や金属力日工業者などがあっては水が良くない。整備後に駐車場の完備 してほしい。 (下
′lヽ 田 0-59 /30

69
里山の保護 と死角に傘つて しまう場所の管理は背中合わせだと思います。両立しないと治安が守
られないのではないで しょうか。 (下小山田町/女 ll生/50～59歳/30年以上)

70 小山田町/ 50-59 /10 以 20

71 か に せ る里山 の場にしてほしい 小山田町/ 60-69 0 |

72

1.野生動物が数多く生息しているので、自然環境を残 した形で保全 してほしい。 2.自 然に親
しめるアウトドア施設を整備する。 3!山、山林、畑、田んば、川、谷戸、動物がキーフエ ドと
なる環境保全。 (下小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

73 下小山田町/ 40-49 /30

74

まず地主さんの協力を得る。里山の一番のところは山であると思 う。山の整備が一番。落ち葉掃
き、下草刈 り、本の整備等。二番 目には農業の人口が減ってきていること。二番 目には者田市化に
なりつつあること。四番 目には河川整備。五番 目には里山の良い所のアピールと地域の皆さん、
それを取り巻く皆さん。協力が不可欠。子どもの頃から山川に行つて遊べる環境を作ることだと
思います。自然を残すことだと思 う。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

75
継続的に環耳見

‐の保全 と活用をしてほしい。住宅地と里山をはつきり分けてほしい。 (いつの間に
か住宅地になつていることがあると思 う)(下小山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年未満)

76
元里山だつたと思われる公園等の整備 も不十分と思われる中で、更なる活動ができるのでしょう
か ?(下小山田町/男性/60～ 69歳/20年以上 30年未満 )

77 地域住民のための場所 としてほしい。 (下小山田町/男性/50～59歳/10年以上 20年未滞

78
アクセスが悪い。身近に自然を感 じたい人は多いが、アクセスが悪いと来ない。大学がたくさん
あるのに、学生は大学 と駅にしかいない。もつたいない。 (下小山田町/男性/50～ 59歳/1年以上
5年未満)

79

保全と活用はもちろん大事ですが、イベン ト等参力日するにも駐車場が少なかつたり、:交通状況 (不

便)等においてかなりの時間的ロスがあり、参加を断念することもあるのでは ?も つと気軽に行
けるよう、自家用車以外の参力日者 (π)こ とを考えるべき !ではないでしょうか。 (下小山田町/女性
/70歳以上/20年以上 30年未満)

80

下小山田町に住んで 36年になります。ずい分様変わりしました。里山風景も変化し続けていま
す。自然との共生は必要です。都との連携は絶対必要です。小山田緑地がメインです。四季を楽
しむためには、花や紅葉を楽しむ樹木も必要です。散歩道もだいぶ荒れて歩きづらいです。幼子
や年配者には少しきついと思う。案内板 (地図)も必要。交通アクセスも分かりやすくしてほし
い。例えば町田駅、淵辺駅、唐本田駅、鶴)|1駅からの案内図、鶴見川沿いの整備。魚類も最近見
かけないです。休耕田、畑の活用。例えば春はレングノウ、菜の花を楽しむ。上、下山田地域は
自然が豊かです。都内からは一日で十分楽しめます。いろいろなコース設定もできます。里山資
料館もあつたら良いと思います。春夏秋冬楽しめるよう、都との連携は必要不可欠だと思います。
私も自然大好き派です。いつも癒されています。頑張つてください。応援してます。 (下小山田
町/男性/70歳以上/30年以上)

81 他市にないユニークな里山づ くりとその PR∩ (下小山田町/男性/70歳以上/80年以上 :

82
日本 。東京・関東などの広い視点で計画 。実行すべき。市内でやろうとしない。 (下小山田町/男
性/50～59歳/20年以上 30年未満)

83
里山を含む自然や環境の保護を通じて、温暖化の対策にも役立つと良いと思 う。また小山田は陸
の孤島状態なので、環境保護 と並行 して地域の活性化も強く推 し進めてほしい。 (下小山田町/女
性/60～69歳/30年以上)

84
以前里山整備のボランティアをしていたが、参加者が増えないと内部で固ま

‐つた人だけの輪にな
ってしまう。広く参加者を募った方が、新 しい知識も生まれ発展すると思 う。 (下小山田町/男性
/70歳以上/30年以上)

85

里山にて野菜等を作つています。最近水量が多く、水辺環境が悪化 していますと子供及び親によ
りあぜ道が破壊されてもいます。過去において市役所に 2度の修理のお願いをしていますが、真
面な修繕がなされていません。個人にて修繕を試みていますが、予算や労力が不足しています。
また個人での対応なので鉄棒での修繕です。子供たちにとつて危険な状態でもあります。子供た
ちに危険だから入るなとも言 うことが難 しいこともあります。環境の安全についてどのように考
えていますか ?(下小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

86

里山の環境・保全・活用は大賛成ですが、今何が一番問題なのでしょうか ?後継者 ?保全が難 し
い ?地域の人々の関心がない ?市の公報、タウン誌 etc、 ょく目を通すようにしていますが、
現状についての発信、情報は少ないと思います。問 10について詳 しく知 りたいです。 (下小山
田町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満)



87

自転車で来られる方の通行マナー。コロナ禍でのウォーキングなど、地域外の方のマナー啓発 (ゴ

ミ、たばこのポイ捨てなど、ペットのフン)が 目立らている様にも感 じます。里山保全活動以前
の問題ですが、エコ活動と何かつなげて考えてみるのも良いのかもしれません。 (下小山田町/女
性/50～ 59

88
生物の多様性が保てる環境や景観を保全できれば、自然と市民が楽しめる憩いの場になるのでは
ないでしょうか。まず取 り組むべきは、魅力ある環境の保全だと考えます。(下小山田町/男性/50
～59歳/20年以上 30年未満)

89
平成 14年に越 してきました。都会と里山が共存できる下小山田が大好きです 1(下小山田町/女
性/60～69歳/10年以上 20年未満)

90

まれた環境に生活できることに幸せな感じています。里山を守るという地主の方の好意
所で感じています。丘陵地の活用について。自然の中で子どもを遊ばせたいという大人
、子どもが屋外で何をして遊びたいと思つているのかにずれがあるように思えてなりま
どもの遊び場として丘陵を活用するようでしたら、子どもの要求をつかむ必要があるか
せん。 (下小山田町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満)

も様々な
の願いと
せん。子
もしれま

自然

91
住民が納得する形で、丘陵の風景の保全・再生、子どもの遊び場の整備が進むことを希望 します。
よろしくお願いします。 (下小山田町/男性/50～ 59歳/10年以上 20年未満)

92
素晴らしい環境があるけれど、それを守るための取 り組みがあまり周知されていない気がしま

す。みんなが興味を持てると良いと思います。 (下小山田町/女性/30～ 39歳/,1年未満 )

98

里山は公園化してはダメ。開発の程度を高めないこと。里
山の農家の高齢化は顕著で、営農希望者の紹介等を市が実施 してほしい。金銭的援助も必要。小

山田神社周辺の蓮田が荒廃 してきているが、市の今後の取 り組みはいかが ?長期にわたる支援が

ないと目的は達成できない。一度手をつけたら最後まで手を抜いてはいけない。思い付きでの出
発は不用。 (下小山田町/男性/70歳以上/5年以上 10年未満 )

の大きい商業施設は不要。里

94
あまり人工的なものは作つてほしくないと考えます。 (下小山田町/女性/60～ 69戒/5年以上 10

年未満)

95
自然環境を保全し、市民の交流の場として市が支援 し活用方策を広げたい。(下小山田町/男性/70

歳以上/30年以上)

96

里山を活用するには、環境 。保全がきちんとできたうえで考える必要がある。春と秋は多くの人
が訪れているが、活用の一つにキャンプ場などができると、道が狭いため里山に住む住民の生活
が脅かさね′る不安がある。道も舗装さ淑′ていないので、周 りの整備を 1ノたうアでの活用が望手kれ
る。車の往来を禁止して入れないようにし、交通機関を充実させてほしぃ。バスの便が悪く、車
がないと来づらい場所。市の駐車場はあるが、そこへ行くまでの道が狭く、車になれてない人の

運転者が対向車と向き合 うことも多く、不便を感 じる。 (下小山田町/女性/40～49歳/10年以上
20年未満)

小山田を訪れる人の多くは車で来られます。小山田緑地第 2駐車場や鶴見川源流へは、車のすれ
違いができない道を通るのですが、地元の方ではないと思われる車が、待避所で待つこともなく
スピー ドを上げて通るので、たびたび困つています。道路整備願います。 (下小山田町/女性/50
～59歳/30年以上)

98

実は以前 「里山の会」に所属していた時期がありました。環境保全のため日夜 とても大変でした
が、ここが「要」と思らています。彼 らはいわば農業のプロです。職人気質ですから、初めの頃
は大変厳 しく指導されたこともありました。今では大変貴重な経験となつてます。この中で何度
かイベン トを行いました。稲の田植え、タケノコ掘 り、芋掘 りなどです。その時だけとても異様
に思つたのですが、参加者 (応募された市内の方々)に対 し特別ゲス ト並みの接 し方でした。と
いうより、普段は土さえ触つたことのない方々だと決めつけている様に感 じたのでした。 (あ く
まで個人的意見です)毎回お互いがギクシヤクしたまま体験 して帰つて行くのを見て、「本当に

良かつたのか ?楽 しめたのか ?」 と思 うのでした。 (下小山田町/男性/50～ 59歳/10年以上 20年
未満)              |

99
観光化されることに危惧を感 じますとどこの観光地でもありうることですが、流行するとたくさ
んの人が押し寄せたり、ごみが散乱したり、地元の人たちの生活が変わってしまう事などがあり
うるのではと思います。 (下小山田町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満 )

100

ハス池の状態を見ても朝から車車車。バス等で人が来られるようにしてほしい。里山といつても

家も建ち、老齢になると不便で空き家になっているところもある。 (車が使えなくなり)バスが
二時間に一本では住みにくい。里山と思わず来ている私は、どこにも行けず憂鬱になるばかり。
来る方ももつと自由に来られるよう、また住む者も楽しくいられるようになつてほしい。花の家
など、土日休みではこの辺の者 しか知らない状況です。 (息子と同居のため住むようになつた)

(下小山田町/女性/70歳以上/1年以上 5年未満)



101

コロナによつてもたらされた新 しい日常も、里山の必要性、重要さが再確認 されたと思います。
都心からわずかな時間で、心安 らぐ場所があることは大切です。今後は休息のためだけの場所で
はなく、ワーケーションの場へと移行するべきだと思います。地域住民の意識、自覚を高めるた
めにも、そういつた場を作 り、地域の雇用の場を創出し活性化すべきだと思います。 (下小山田
町/女性/40～ 49 10 上 20

102

里山保全ボランティアの高齢化が目立ってきている。積極的に参加できる取 り組みが必要。里山
では笹や竹、常緑樹の繁殖が目立ってきている。これ らの対策も考えていかなければならない。
コナラ、クヌギ等の木々にナラ枯が蔓延 している。このままでは里山を代表する落葉樹が激減 し
てしまう危険がある。早々な対策を期待する。明日を担 う子どもたちに里山の魅力を伝えていき
たい。 (下小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

103

1都心介ら一番近い里山」としての保全、活用する重要性を理解 しつつも、農業従事者の高齢化
や、専業従事しても生活が成 り立たなく、保全、活用に関わる人は減少 している。一方で環境教
育、健康促進、高齢化などの社会問題の解決するための 「里山」としての活用する要求は高まっ
ていると思 う。それら地元の問題点と社会問題解決という、 2つの課題を解決できる取 り組みは
何か ?その目指す方向を示 し、その活動を市にはリー ドして頂きたいと思つています。他の地域
での成功事例などを参考にできないか ?(下小山田町/男性/50～ 59歳/30年以上)

104

里山もそうですが、緑地を含め私の住んでる地域は、緑が多く静かでとても大好きです。
灯が少なく、道も (小山田中の方に抜ける道)安全とは言えない道で、今は子どもも大き
ましたが、当時は心配でならなかった。もつと子どもたちが安全で安心して歩ける、遊べ

に変えてもらえたら嬉 しいです。 (下小山田町/女性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

外
り
う

だ
な
よ

た
く
る

105 宅地′ ョ ン ててほ しい。 田 30′

106
回答することはやぶさかではぞいが、ネ ッ ト回答を導入 してほしい。 (下小山田町/男性/40～ 49

歳/1年未満 )

107

地元の方が中心に動くと、外部から来た人たちは居心地が悪い。仲介役のような人が入り、地元、
外部関係なくできるイベントや体験ができると、リピーターも増え子どもに体験をさせたい人々
に広がっていくと思う。駅から離れている立地で交通の便が悪い。普通に考えれば車での来場が
ほとんど。町田の公共の場 (公園など)駐車場は数も少なくとても使いづらい。人を集めたいな
らば、まず来場方法を検討すべきだと思う。 (下小山田町/女性/40～ 49歳/20年以上 30年未満)

108

コロナになり散歩の機会が増え、改めて小山田緑地のすばらしさに気が付きました。これからも
この美 しい景色・環境を保全 し、安全に自然を楽しむ場所であつてほしいと願つてお ります。(下

小山田町/女性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)

109

住栄坑を艮くするため尽力 くださりありがとうございます。保全 と活用のバランスが難 しいとこ

2ごЙη〔仝賓雇程茎倉語墓茶催豪|:年をどを余逢力急患密葦亭撫P考洗蒸て冥霧分軍高ぞ晃
景を悲 しんでおります。 (下小山田町/男性/40年49歳 /5年以上 10年未満)

110
そばを栽培 してそば打ち体験。綿を育てて糸紡ぎ。火おこし体験。ホタルの鑑賞会。散歩道とラ
ンニングされる方との分離。 (下小山田町/女性/60～69歳/10年以上 20年未満)

111
里山へのアクセスを、マイカーではなくシャ トルバス等の交通手段を検討すべき。駐車場は不要
では 1(下小山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年未満 )

112
町田市は交通に不便がある。その為 自家用軍で移動する人が多数である。車社会は環境を悪 くし
ている。そんな不便さが解決 され、どんな時でも歩いていけるような手軽さが必要だと思います。
(下小山田町/女性/70歳以上/10年以上 29年未満 )

113
あま り人工的に手を入れず、地域住民ボランティアが中心に活用できるよう市が関わる方が良
い。 (下小山田町/男性/70歳以上/80年以上)

114
子 どもの環境教育や里山保全のため、市には予算を多 くつけてほしい。 (下小山田町/男性/50～
59歳/20年以上 30年未満 )

115 自然を守つてください。 | i下小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

116 早 く取 り組んでほしい∩ 十i下小山田町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満 )

117
下小山田のハス田をスポーツ広場に変更のプランがありますが、スボーツ広場でなくハス田を中
心とした公園にする。 (ス ポエツ施設は旧ごみ最終処分あとに建設中)大賀ハスはたくさん残す
べきと思 う。 (下小山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年未満)

118 年代に関わらず関心が集まる四季別のイベン ト等を開催する。 (下小山田町/女性/70
年以上 20年未満 )

10

119

近くにハス池があり、シーズンになると多くの方が訪れますが、駐車場もなく住民は迷惑してい
ます。ハス池周辺は公園整備 されるようですが、より多くの方が訪れるようになれば防犯も気に
なるところです。居住地域 と観光施設の境界を明確にして頂けるようお願いしたいと思います。
(下小山田町/女性/60～ 69歳/5年以上 10年未満)ッ



120

整備する事はとても良い事ですが、野生の動物や 10年前はカブ トムシなどの昆虫もたくさん見
かけたのに、整備 しすぎてほとんど姿を見なくなつてしまつた。人に良いと他の生き物が住みづ

らくならているんだなと思 うので、程よい整備にした方が良い。'ア ウトドア、キャンプは賛成だ

けど、グランピングて費用もかかるし維持費もかかる。 トイレと電源サイ トのみのテン トサイ ト
を相模原市のように増や した方が良い。若い人やグルキャンとかは、うるさく環境を損ねてしま

うので、人が来ても…にならないように、みんなが行つてみたい、行こうと思えるような場所に
してほしいです。ただの公園や農業体験ならどこにでもあると思います。期待 しております。(下

小山田町/ 40～ 49歳/10年以上 20

121

コロナなどもあるから、屋外の里山などの活用で人を誘致したりすること

思 う。チラシ配布・ポスターなど、宣伝費用や人件費を使わないで、ライ
をしたりして予算を抑えて、保全やもつと利益を増や して、人も増やせる
た方がいい。町田の空き家、畑も市民に貸し出した方がいいと思 う。キャ
料でやつたり、学校の了・どもたちとゴミ拾 うとか、自然に興味を持つても
て、ボランティア活動をしていつたらと思 う。 (主人の意見を代筆 しまし

/50～ 59歳/10年以上 20年未満 )

は、良い機会になると
ンとかのネットの活用
(来訪者)こ ともやつ

ンプと農業体験や、有
らうような授業もやつ
た)(下小山田町/男性

122

TⅦ顧丙π酪 ける市条例に基づく街づくり3団体の意見を充分きいて欲 しい。・里山環境を保全、
活性化するためには、まず道路整備が必要。特に小山田の尾根を縦貫する者[市計画道路町田 3・

4・ 40号線を人王子堀の内まで整備 して欲 しい。道路ができることによつて人が入 りやすくな
る。 ・小田急多摩線小山田駅の早期実現によつて地域外の人を呼び込むことができる。 (下小山
田町/男性/60～ 69歳/30年以上)

123
・道路整備が必要。都市計画道路町田 3・ 4・ 40号線を堀の内まで全繰すると ・早急に境界確
定測量を実施、市有農地市山林を実施。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

124

市有地 (山林、農地)活用 し、可能であれば民有地も利用し活動拠点を、整備する。里山とは、
本来人の手が入つた山林や農地であつた。現在は、人手不足、高齢化のため、山林の管理や農地
の耕作は困難となつている。困難の理由は、平地が少く、作業性が悪いため、農地を借 りる人も
少いと考えられる。農地改良も検討 して欲 しい。北部丘陵に市の整備(機能を、一部移 し保全と
ともに活性化を計る。鶴見川源流域は、現在駐車場もなく貧弱である。源流公園のようなものを

考え、源流域の拠点を作つて欲 しい。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

125

・里山環境の保全と活用ということで 15年以上塩づけにされてきた。形はつくつているが、い
つこうに進まないどエリア内の住民はうんざりしている。 ・他のエ リアの人や団体の意見は、さ
ておき、エ リア内の住民の意見を聞き、町田市役所と共に進めていきたい。 ・里山の保全と活用
には、まず都市基盤、生活基盤の整備 (小 田急多摩線小山田駅の実現、都市計画道路 3・ 4・ 4
0号線エリア内整備など)が必らず必要である。 ・北部丘陵内は市の土地と民有地が混在 してい

る。早急に境界確定測量をして欲 しい。 (下小山田町/男性/60～ 69歳/30年以上)

126
・休耕地を農業委員と市と地主とで有効利用の話 し合 う。 ・管理放棄林の整備⇒ボランティア募
集 (市 と協力)(下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

127
公共用地や私有地内の木が巨大化し作物の生育に悪影響が出ている。 (下小山田町/男性/60～ 69

歳/30年以上)

128

保全 していても人がこないと意味がないので、バスの本数増やす。モノレールをはやくひいて車
をもつてない人でも気軽にこれる様にする。たくさんの人がきてなおかつ保全できれば一番すば
らしいし、知名度上がる。里山知らない人がほとんどだと思 う。 (下小山田町/女性/18～29歳/20

年以上 30年未満)

129
ゴミのポイ捨てや産業廃棄物を捨てるのを厳 しく取 り締まってほしい。産廃業者に対 して、注意
するだけに終わつているのではないか !!(下小山田町/男 ll生/70歳以上/30年以上)

130
里山保全と共に、地域の人々の生活や交通手段等の整備もやつてほしい。他地域から訪れ易くす
るという意見でもぜひお願いしたいと思います。 (下小山田町/女性/60～69歳/30年以上):

131

地主が代々生活が続けられる様に、声を聞き保全ができる為に、税金の減額。都道の整備で活用
の幅が増すと考える、上下水道、との整備が優先すると思うので先ず実行 していただきたい。町
田市保有地の整備ができていない為、地主との協力ができない。(下小山田町/男性/60～69歳 /30

年以上)

132

里山環境保全 !活用はとても大切なこと,です。里山を守 りつつ、もつと地元住民が、便利で安全
な生活ができる様に、生活利便性ももつと考え、進めて頂きたいです。住民が便利に生活できる
ようになれば、里山の保全・活用にも積極的に参加できると思います。 (下小山田町/女性/60～
69歳/10年以上 20年未満 )



138

北部多摩丘陵地域の環境保全と維持の必要性は理解できますが、地域住民として安心・安全な日
常生活を送るには、公共交通機関特に通学、通勤路の整備です。又、地権者 としては農地や山林
の管理維持への助成と税金の減額等も有って良いと思います。町田市は駅周辺だけが大きく開発
発展 し郊外は、旧体依然とした町であります。自然は人間の生活に必要な要素でありますが地区
外の人を対照とした里山であつてはならないと思います。地区内、特に地権者が人並の生活がで
きる事が重要です。町田の里山を維持管理して行く為には、地権者を第一にした対策が必要であ
ると思います。地権者がそれによつて里山の環境に維持管理できる体制を考えてもらいたいと思
います (下小山田町/男性/70 上 )

134

・里山環境を保全しつつ、活用 していくためには、者呂市基盤整備が必要。特に都市計画道路 3・
4・ 40号線整備 (人王子市堀の内まで)や小田急多摩線小山田駅の実現などが必須である。 ・
小山田エ リア内の市条例に基づく地区街づくり3団体の意見をしっかりきいて欲 しい。 (下小山
田町/女性/60～ 69歳/30年以上)

135

自然の環境が破壊される理由として、宅地開発や人口流入が増加する。工場などによる大気、河
川の汚染など政策面での対応が最も重要なことだと思います。あくまで住民としては、保全に関
し、一定の制限の中で努力 し、できるだけ自然を壊さないようしているのが現状だと考える方が
多いのではないかと思います。両方の接点を定め政策を行つていただきたい。里山=不便と言 う
点について住民として交通の面で、定期的なコースにおいて、細部の利便を考えてほしい。 (上
小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

136

当た り前のように在る自然や里山が貴重であることを、改めて認識 しなくてはいけないと思いま
す。山が住宅地として開発されたら三度と戻 りません。平ロナの影響もあり、都心部から離れた
町田が住む環境良しと、注目されることがある様ですが、市が率先 して里山の自然を守ろうと検
討 していることは良いことだと思います。里山も住む人が居なければ荒れてしまいますので、今
の状況を守 りつつ、幅広い世代の方々が住めることは続いてほしいと願つています。田植えや農
業体験は子どもから参加できると思います。食育として、学校の授業の 1つに入つてくれたらと
思います。交通量は増えていますので、多少のインフラ整備は必要と思いますが、昔ながらの風
景がこのまま続くと良いと願つてやみません。(上小山田町/女性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

187

この地区のこの環境が好きで住んでいます。小山田小の田んぼの昭植えから稲刈 りまで、とても
良い体験だと毎年思つています。 (子供にとつて)昨年より、尾根緑道の整備 ?にはがつかりで
す。けやきの木は無残な伐採…それでも木は生きようと、新芽を出しています…とても悲しくな
りました。何十年もかけての緑道 (四季折々)が楽 しみでしたが今は無くなってしまいました。
交通 (道路)を良くしてもコス トコ渋滞は、変わりませんよ !!出 口がひとつなのですから…私
の身近な悲 しい自然破壊ですが今後もこの様な市の取 り組みだと不安です。東京者[町田市、自然
豊かな市、ではないですか ?緑豊かな町田市が私は好きです。 (上小山田町/女性/50～ 59歳/10
年以上 20年未満)

138
どうしたら里山環境の保全活用が上手くできるのか !?なかなかむずかしいと思う。すべての
人々が連携していけたらよいと思う。 (上小山田町/女性/50～59歳/10年以上 20年未満)

139
ボスタエ、チランは若い世代へ向けての情報発信には向かない、お金がかかる。 SNSな どを利
用 してみるのも良いと思 う。 (上小山田町/女性/40～ 49歳/5年以上 10年未満 )

140
不法投棄物の撤去。つる見川の川辺の整理、管理。 (上小山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年
未満 )

141

・自転車や散策で訪れる人が増えていると思いますが、よこやまの道とその脇道の坂道を自転車
で走っている人と会いますが、とても危険です !あの森の中は自転車禁止にして欲 しいです !・

大切な地域です。近くの住人にとつてかけがえのないエ リアです。ただ、リニアが通ることによ
り、生態系が崩れてしまうのではと心配 している上に、大々的にこのエ リアを宣伝 し、多くの人々
が来る事により、更にこのエ リアが荒れてしまうのでは…と、心配 しています。知つて頂くのは
大切ですが荒れない様にして欲 しいものです。(上小山田町/女性/40～ 49歳/20年以上 30年未満)

142

当エ リアは町田の中でも貴重な自然豊かなエリアだと思っています。自然を壊さずに、保全に力
を入れ、静かな里山を維持 していただくと同時に、子供が安心して遊べる環境作 り、地場農業の
活性化、また、整備が行き届くよう管理を強化して頂く事を期待 します。 (上小山田町/女性/30
～39歳/20年以上 30年未満)

143

・散策に安全で歩きやすい歩道にして欲 しい。又、景観の良い場所休憩場所にはベンチを備えて
欲 しい。 ・ 自然を壊さずにホタルや トンボなど飛び交 う様な地域になつたら良いと思 う。 ・高層
の建物が見当ない地域であって欲 しい。 (上小山田町/女性/60～69歳/20年以上 30年未満)

144

現在は散策や、小さな子どもを遊ばせる事にしか魅力がなく、子育てを終えると訪れる目的が
くなっている。個人的には運動が好きなので、 トレーニングができる設備 (木製のけん垂器具や
腹筋台、など)があると訪れると思 う。屋外バスケットボールコー トやテニス・コー ト、壁打ち
場なども良いかも。訪れる目的やニーズが高まれば、保全への協力も考えると思 う。ジョギング
コース・ウォーキングコース (夜間用)な どもあると良いかも。 (上小山田町/男性/40～ 49歳/10
年以上 20年未満)



145
都内の緑を保全する大切な役割がある場所であるとわかるが、

F住
民にとつて、住みやすい土地で

あることも第 1と 思うし、訪れる人がいなければ、忘れられた場所になつてしまいかねない。(上

小山田町/ 60-69 80

146
町田市の者il内 らしからぬ里山の雰囲気 に移 り住んだので、できれば変わらぬ風

景をとどめてくれたらと思つています。 (上小山田町/女性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

に入 り、

147
(上小山田町/女性/60～69歳 /30

少て
ヽ

一Ｈ
ノ

。ニセアカイこ入 り

シア、ザ
る 山

を

で い の は と

してほ しい

の

ガニなど
の人

土地所有者や若い方の考えを聞く。 (上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)148

149

・小山田に40年住んでいますが最初つりばしがどこにあるかわからなかつた。入日がわかりに

くい、もつと大きな看板を立ててほしいも ・草とりなどは人数が少なく、収穫祭の時は沢山の人
が来る。 (上小山田町/女性/70歳以上/30年以上)

150
コ、タヌキ、クジャク等の動物がおり、農作物 (特に トマ ト、スイカ、 トウモロコン、ラッカセ

イ、他)の喰い荒 しが多く、30%～ 40%位喰われしまう事がある為、カラスだけでも減少さ

の民で、 30田地区の′

せる対策を取つてほしい ′lヽ 田町/男性/70歳以上/30

て い

)

カラス、ハクビシン、

151
い売却に至るのが現状。家の周 りにもたぬきやキジをよく見かけ、自然は残 したいけれど…所有

者の負担が大きいので、調整区域等の畑は、所有者 と取組みを行 う方を市がもつと表面化 してく

ている土地は、 でイより り

れたらなと い ま 上 ′lヽ 田町/女性/30～39歳/10年以上 20

てのイまり し

タヌキが住める山にして下さいと(上小山田町/男性/50～ 59歳/30年以152

153

すが、大きな公園や道が作られるたびに、木々が切 られていく
のを見てとても心が痛みます。人々が住みやすいように世の中が動くのは理解できますが、緑が

無くなつてしまったらここの土地の良さがなくなつてしまう、そ う思います。なるべく緑を残 し

て欲しいです。そして、とても病気の増えている世の中、なるべく自然の状態で生きていきたい

と考えているので、無農薬野菜、土からの改良等の農業を売 りにしていくと、より上を目指せる

ものがあるのではないかと思います。ここ、小山田・里山の土地にほこりを持つています。 (上

この地に住んで 30年以上経ちま

小山田町/女性/40～ 49歳/80年以上)

154 図書館、コーヒーショップなどあるといいな !(上小山田町/女性/80～ 39歳/5年以上 10年未満)

155
町田市の里山がどこに有る事も知らないのでコメン トができません。上小山田に住みながらずつ

と働きずくめで地域の事は全くわからない事が多い為、里山がどこに有る事もはずかしながらわ

かりません。 (上小山田町/女性/70歳以上/20年以上 80年未満)

156
地元に住んでいるが、里山の魅力を知n機会がない。または何が魅力なのかわからない。アピー

ルできるポイントを明確にし、発行することが大切だと思います。 (上小山田町/男性/30～ 39歳

/20年以上 30年未満)

157
校にある窯で児童などが竹炭を作 ります。この窯が古くなつており、そろそろ作 り替える時期だ

と聞きました。今、行つている活動を続けていくためにも、 ドラム缶等の材料またはその費用の

つ た を し、アイこ していの の里山に してヤヽる

40-49 10 上 20年未満 )補助があれば良いと思います。 上′よヽ

′ 田

158

誰かを幸せにしたいという思いがひとつひとつを素敵に作つていくのだと思います。私も常に相

手を幸せにするにはどうあればいいのかを問いかけ続けたいと思います。今回のアンケー トがひ

とつのきっかけになりました。ありがとうございました。 (上小山田町/女性/4o～49歳/10年以
上 20年未満 )

159 ました。いつまでもこの自然を大切にしていただきたいと思います。(上小山田町/女性/50～ 59
あるこの 山ヽ田 かの イこ 田 の

歳/1年以上 5年未満)

160
ウィズヨロナだからこそ、里山資本主義 (藻谷浩介。著)の町田モデルを構築 していきたい。と

思 う。 (微力ながら…)(上小山田町/男性/50～59歳/30年以上)

161
ます。一部のエ リアをキャンプ・グランピングなど土地を貸すなどして少 しでも費用を得る。貸

す理由として流行が終わると放置又は業態が変わるため。 (上小山田町/女性/60～69歳/30年以

です。 用面において ヤ｀
の

上 )

る の

162
主な道路環境の整備をきちんとしてほしい。 (自 転車及び歩行者用)(上小山田町/男性/30～ 89

歳/30年以上)

163
なかなかここまで首都圏で環境が整っているところはないと思います。保全を大事にして、活用
してください。ゴミが増えませんように。 (上小山田町/男性/50～59歳/10年以上 20年未満)



ここ小山田は大変環境が良い所ですも朝小鳥のさえず りで目覚める。ふくろうやキツツキ、ウグ
イスなどもいます。こんな自然を大事にしてもらいたいです。この様な癒しのある生活の中から、164
,い

′lヽ

の きれいな人間が育っていくと思います。将来を担 う子供達にも大切な事だと思います。 (上

田町/女性/50～59歳/10年以上 20年未満)

165

・市が施策方針を定め地権者の協力を早期に妥結 しないと、何も進まない。 ・地権者には何らか
の長期補償 しないと話しには乗つてこないので、方針を定めるべきである。(上小山田町/男性/70
歳以上/80年以上)

166
来訪者を増やす上で、交通の強化が必要と思 う。特に高齢者や障がい者 (車イス利用者)等幅広
い方が利用できるよう配慮して欲 しい。 (上小山田町/女性/18～ 29‐ 歳/5年以上 10年未満 )

167
ボランティアでの里山環境保全には限界があるので様々な環境の中で経済活動ができる場とし
て自然環境を守りつつ整備して欲しい。『里山経済学』 (上小山田町/男性/50～59歳/5年以上
10年未満)

168

年齢を問わず散策等ができるよう(道標や案内板 (地図)を整備するとよい、かといって山道は
あまり手を入れず里山の道のままがよい。現在、一部の地域で自転車乗入れ禁止 (自 粛 ?)と な
つているが、ゆつくり歩く人やランナと、マウンテンバイクなど様々な楽しみ方をお互いに理解
し尊重して譲り合 うことですべての人が気分よく過ごせるような場所にしてはしい。奈良ばい谷
戸は手を入れすぎている感じがします、せっかくのよい山道を軽 トラックが通れるまでに広げて
しまったり…。 (上小山田町/男性/60～69歳/10年以上 20年未満)

169
ゴミ処理施設を集めるのはやめてほしい。無理なら、地元を優遇 してほしい。 (上小山田町/男性
/60～69歳/30年以上)

170 晨逼整備を優先 して下さい。 (上小山田町/男性/50～ 59歳/30年以上)

171 晨通整備を優先 して下さい。 (上小山田町/女性/50～ 59歳/30年以上 )

172
耕作放乗地を少なくする為、道等の整備を行つてもらいたい。 (上小山田町/女性/60～ 69歳 /30
年以上)

173
農道整備を優先 し、農地の機械化を図れる様にしてもらいたいЬ(上小山田町/男性/60～ 69歳/30
年以上)

174
里山環境が整備され、住人も住みやすく、外からの人々が里山を訪れてもらえるように交通の便
を良くしてほしい。電車・バス・駐車場など。(上小山田町/女性/60～69歳/10年以上 20年未満)

175

者呂が直轄する公園の業者による草刈は年 3回。町田市年 2回。秋頃は草花の種が落ちてから草刈
が始まる。従つて、農家の方達は除草剤を散布する→少量であつても自然破壊に繋がる。都より
も細かなサービスができる市であって欲 しい !!(上小山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年未
満)

176

!町田市民に情報をもつて知らせるのは良いが、市外
は里山としての魅力がうすれるし、環境も悪化する。・ある程度のボランティアは必要だろうが、
人が多く訪れるようになると里山の雰囲気がなくなり、ボランティアは最小限でよい。 (上小山
田町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満 )

ざわざ宣伝 して人が多く集まるようで

177

近隣に住んでいても良く知らなかつたのですが、コロナ下での自粛生活で人との接触を避ける
為、偶然歩き里山の素晴しさを発見、遠くに行かずとも町田にはとても良い環境があることを多
くの人に知らて欲 しいし近くまで行けるように駐車場も必要です。コーバ以外のタテカンは不要
の気がする、美観をそこねる。 (上小山田町/女性/70歳以上/20年以上 30年未満)

178 小山田の緑多き環境を少 しでも多く残 して欲 しいです。 (上小山田町/女性/70歳以上/30年以上 )

179

小山田や小野路は隣接する多摩市や人王子市からも歩いて訪れることができるので、歩いて楽し
める所 (休憩場所や交流施設など)を整備 したり、農産物の販売など観光面での振興策をとりつ
つ環境保全を進めていくことがよいと思います。 (上小山田町/男性/50～ 59歳/10年以上 20年未
満)

180
とにかく不便な処なので高齢にな り不安です。 (84才)(上小山田町/女性/70歳以上/30年以
上)

181

たくさんの人が訪れたり、魅力が増えるのはとても良い事だけど、人が増えたら起きる問題にも
きちんと取 り組んでほしい。犯罪やゴミ問題、地域の人のス トレスなどは重要なことだと思いま
す。ついこの間、タヌキの親子を見たばか り。東京にも自然にあふれたすてきな場所はあります。
(上小山田町/女性/30～39歳/20年以上 30年未満 )



182

・ポスターやチラシ、回覧板といった従来の情報発信では、近隣住民や高齢者 しか集まらないの

ではないかと思 う。 SNSの活用を進めてほしい。 ・昔の人の暮らし体験として、寝泊 りできる

施設をつくつて、歴史に触れて学んだり、‐時的に田植えや収穫をして終わりというイベン トで

なく、SDGSを 意識 したような継続的な関わりのできる活動、取組を希望します。 ・相模原市

藤野にあるMORIMOで は、小学校の机の交換+環境教育をしている。似たような取組はでき

ないか ?。 「もりのようちえん」を開催する。 ・市民大学などとコラボして、植物や生き物博士

みたいな講座やイベン トを開催する。 ・子ども食堂とコラボして、青空子ども料理教室を開催す
る。 ・森林体験 (森のお手入れ)保全作業なども小、中学生のボランティアを募集 し、小さい時
から里山に触れて、認知度を高める。 ・平地がどれくらいあるのか分からないが、不ポーツ大会

を実施する。→子どもだけでなく、障害者や高齢層、大学などにも声をかける。少し考えただけ
でもこのくらいの案は出せるので(も つと幅広い方にアイディアを出してもらうのはどうでしょ

うか ?各既存団体に提案してみるとか。個人的には小山田、小野路つて交通の便が悪くて暗いイ

メージなのが気になります。だからこそ、里山として残つているかとは思うのですが、今後活用
していくには、改善が必要だと思います。思いつくままに書いたので汚くなつてすみません。(上

小山田町/女性/30～ 39 10 上 20

183

他の地域にくらべて、雑木林やその中にすてられているゴミ等が多い。うすぐらくて散策したく
ても、女性 1人ではこわい。もう少し環境の整備や、ゴミ等をどうするか考えてからにしてはど

うですか?台風の時の上砂くずれ等も多い、いまだに住宅地内での、野焼きが多く迷惑していま

す。火の粉等も飛んで布団に穴があきました。当時者に言つても聞いてくれませんでした。 (上

小山田町/女性/50～ 59歳/5年以上 10年未満 )

184
個々の力に頼るのは限界があると思 うので組織化すべきだと思 う。(上小山田町/男性/40～49歳 /

5年以上 10年未満)

185
これ以上の自然破壊は好ましくないと 田町/男性/60～ 69歳/30年以上)上 小

カヽ ス メ アキアカ
え る

り、 ワ ニ カツ コ ~30
い

186

理想はいろいろありますが、例えばグリーンウォークとかに続く山道もいい意味で里山の山道を

体感できるところもあれば、ゴミ置場化 しているところも多々。やはり、自然もきれい化 してい

ないと人は集まらず…。里山も荒里山では困りもの…。自然ときれいのバランスを、と思います。

(上小山田町/女性/50～ 59歳/10年以上 20年未満)

187

。里山にもつと人が来るためには、周辺道路の整備が必要だと思います。小山田から多摩NT方
面に行く道はいくつかありますが、車道が狭かつたり、歩道がなかつたり、駐車場もあまりない

ので、歩行者が安心して歩けない、遠 くから来たくても車が止められないなどの不便さがありま

す。 ・公共交通機関でのアクセスを便利にする手段として、まずは「小山田」までの小田急線延

伸に期待 したいです。 (上小山田町/男性/40～49歳/10年以上 20年未満 )

188
・市民のいこいの場として、里山の自然を大切にしてほしい。 (上小山田町/男性/80～ 39歳 /30

年以上 )

189

小山田の里山、田畑の自然豊かな風景が大好きでこの地に住んで 30数年となります。 しかし

年々、近所の雑木林が宅地化され、自宅前道路はひつきりなしに車が行き来するようになり歩行

や横断がとてもこわいです。尾根緑道のケヤキ並木もなくなり、本当に残念です。町田に残され

た貴重な里山、自然を大切にし、豊かな自然、農地を市民のいこいの場として活用されます事を

願います。 (上小山田町/女性/60～69歳/30年以上)

190

最近の町田市の自然をこわす行政主体の開発には閉日しています。若者を町田に呼びこむという
名のもとに、あまりにも自然がこわされているように思います。緑地課ではなく開発課に改めた
方がよいくらいです。一度こわされた自然はもどつてきません。人工的につくられた自然ではな

く、もつと里山をいかした老人が憩える場所も残してほしいと思います。 “フットパス"が町田
発祥ということをついこの間知りました。市は、自然を表に出してはいるものの、破壊してばか

りです。 (花 と緑の町田と書いてある車を見るとちがうのに…と思います。)スポーンできる人
とのんびりゆつたり自然を愛する人がいることを忘れないで下さい。 (上小山田町/女性/60年 69

歳/30年以上)

191

子どもが安全に自然に関われる場所を作れると親はつれていき、子どもは記
の子どもをつれていこうと思 う。そういった場所があることはこの地域に住んでいるほこりにな

るなぁと思います。ただ、自然が豊かなのは知つていますが、活用するにはまだ情報が少ないと

思つています。 (上小山田町/女性/30～39歳 /心 年以上 10年未満)

り、あた自分



192

自然や里山環境を守るためには取組む人々の支援や里山環境を残す、しかし住みやすくする都市
基盤の整備なかなか難しいと思います。私の近所の緑道が工事に入つて数か月になりますが長年
育って来た、ケヤキを次々と伐採し道路を整備していますがケヤキが切られ悲しい限りです。道
路の整備の為に生きている物を切るなんて…近所の者は車の通行が激しくなのでそのままで良
かつたのに、木が大きくなるまで私どもは生きていないでしょう。木がなくなると鳥も少なくな
ります。便利を追求
すね。 (上小山田町/

す る一方、自然を残 してというのはムシが良すぎるのでしょうか ?難 しいで
50-59房尭20年以上 30年未満 )

193

仕事の関係で、小山田緑地方面を車で行くと、ブルーシー トがかけられた土手や、鉄骨の置き場
等が目に入 り、 10年前に散歩して歩いた時の様子とはずい分変わっていてがっかりしました。 |

大泉寺を過ぎ、小山田緑地センターまでは昔と変わりないのですが、丘陵病院に抜ける道までの
間が最悪。鶴見川源流から尾根幹に出るあたりも、ジサイクルの置き場とかが多くて汚く感 じら
れ、自然が美 しい里山とはかけ離れていると思 う。小山田桜台から南部病院までのバスが出て便
利になりましたが、土日も運行 してほしい。 (上小山田町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満)

194
りしたりすると良いと思 う。尾根緑道や小山田緑地といったいい所あるの
うにしてほしい。もっといい所となり者Б心からもくると思います。花など

として畑化 し
で他にもたや
も植えた り美

の ど畑 も田ん つ

といいと思 町/女性/60～69歳/30年以

さないよ
しくする

田 の

195
道を整備 し、安全確保の上自然を大切にしてほしい。新駅の問題も早く設置して環境を整えてい
つてほしいです。 (上小山田町/女性/40～49歳/10年以上 20年未満)

196
ホタルのいる川を道路拡張で蓋をする様な事を環境団体の方は知
男性/40～ 49歳/10年以上 20年未満 )

つてるのかなぁ。 (上小山田町/

197

地元の晨地、山林の所有者の高齢化、世代交代のたびに風景が変ってゆきます。どんな街づくり
をするのか個人の思惑でなく、行政の方針に沿つた町づくりをと戦車道路も、もう少し放ってお
かれたら、住宅で埋っていたことでしょう。土地所有者はそれなりに大変ですから、行政が方向
を持たないと、あっという間に丘陵も住宅に占拠されそうです。町田の里山も風前の灯です。管
理、整備されすぎない豊かな里山が残される
れています。小山田緑地の中に残る農家があ
った故郷の原風景です。残 してゆくことと、
とでしょうが、切 り取られた空間を作るので
いますが、地域の雇用創出等、両方を考える
れば結果地域もと、里山の崩壊を防ぎ守るこ
以上/30年以上)

ことを願つてます。季節ごとに里山は美 しさにあふ
ることで、より里山が美 しく、生活の一部としてあ
実際にそこで暮されていくことの共存は難かしいこ
なく共存がいいなと思います。地場野菜もいいと思
と難かしいので、里山の良さを出すことで人が集ま
とがまず 1番と思います。 (上小山田町/女性/70歳

198

公園、道路整備等が積極的におこなわれている印象で、子育てをしながら
として住みやすさを感 じてャヽます。里山環境、自然の豊かさから元々住みやすさ、環境の良さを
実感できる地域であるため(自 然の豊かさを活かした調和のとれた都市環境整備がおこなわれる
ことを強く望みます。 (上小山田町/男性/30～39歳/5年以上 10年未満)

この地域に暮 らす立場

199
男性/60～ 60歳/30年以上)

つ い れていて見にくい。き
上 河

しているとは言 い。 UR
んとやれ !

の

200 町田市北部丘陵地域は交通の便が悪いので、自然環境をうまく残 しつっ、交通網の整備を進めて
欲 しい。 (上小山田町/男性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

201
上小山田に大きな道路を通そうとしているので、里山環境の保全とは矛
と思 う。 (上小山田町/男性/40～49歳/30年以上)

でいる

202

1環境を整える」とは、駐車場、駐輪場を整備 し多くの人が利用できる様にする
(長い距離の散策は、非 日常の世界)した先に手に取れる程に多くのホタルが待ちう

けている。深い森の中で自然で一体になりながら、安全が確保 され幻想的 (多少の演出は、自然
をいかしながら魅力的にする必要がある)である事。 「5感」大自然を活用する際に五つの感覚
で楽しめる様に工夫する。◎草木・森の臭い。◎源流の水を飲む 。さわる。◎野鳥の声を聞く。
◎地場野菜をその場で食べる買 う。◎何百年も生きてきた木木を見る。…などなど環境を整備 し
て、魅力的に体感できるここならではの場所だつたら良いと思います。ここにしかない物の活用

的な見せ方。演出―例えば、ホタルだったら、名所になるぐら
。 (上小山田町/女性/50～59歳/10年以上 20年未満 )

この場所に来たくなる自然の魅力
いホタルを育生し、環境を整える

そ から長い
距離を散策

40～49歳/5年以上 10年未満)

ころの め と

(上小山田町/
るを

204 高齢 となり、車の運転が不可能となった時の移動手段が必要です。免許のない子ども達にとつて
も同様の問題です。利便性 l者田市整備)と 、環境保全を双方から検討 していただきたいです。(上

て し ヤが あ していイこ

30小山田町/女性/50～ 59



保全と活用の両立を目指すならば、それぞれの区域を定める事からすべきと思われます。また、

保全の対象の取 り決め、活用に至ってはどのような分野で収益を上げるかが議論の対象かと考え
205

ます。その為にはバックデータが必要であり、収益をどのように保全費に充当するかのたたき台

となるプランが必要と えま 上小山田町/男性/40～ 49 5 上 10

里山より、 山ヽ田町 40- 0I206

207

田に住居を定めました。田畑で働く人達を見ながら犬

と散歩するのが楽しみの 1つです。 2.里山とは別になりますが、
だと思います。ただ、残念なのは緑道の中に市営のカフェでも有れ

杯のコーヒーや飲み物が欲 しく成 ります。海外の公園には公営のカフェが有り、
となつています。ちなみに府中の公園内には、売店が有 ります。簡単な設備でも

(上小山田町/女性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)思います。是非御一考を。

1.美 しい里山の環境が気に入 り、上小山
尾根緑道も立派な先人の遺産
ば、散歩の途中にちょつと―

市民の憩いの場
利用者は多いと

208

保全の第一は原風景を維持するため、農林業従事者を支援することが大事で、そのために、市が

ボランティアを募集 したり、作業体験 。研修命J度で放棄地を無くしていく力強い後押しが必須だ

と考えます。活用は人を集めてイベン トを開いたり企画する事では無い…自然破壊、里山破壊に
つながるのではないでしょうか。 (上小山田町/男性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

210

209 主体で計画を立て、実行できる様に委員会、説明会等を開催 し進めたら

場所を残 していけると良いと思います。 (子供も参カロできるので)(上小山田町/

マスター ラン。カ で 、

市が 小山田町/良い。

男性/70歳以 30
ム シ でワ 夕、ホ タル のを りし

女性/80～39歳 /

のイ

で

5年以上 10

して

60-69 1 5/211 道路拡幅事業は必要。 |

212
ゴミのポイ捨て等の罰則を強化 した方が、良いと思います。(上小山田町/男性/50～59歳/10年

以上 20年未満)

213
更頁π屡睡琵塚瞬琵下τ巧〒〔τ預て下否あ了了雁再て百るように保全計画を、すすめていただ
くことを希望します。 (上小山田町/女性/40～ 49歳/10年以上 20

214
中心の道路作 りは必要ない。モノレ―ル、電車の延線は必要ない。と強く思います。 (上

町/男性/50～ 59歳/10年以上 20年未満)

車社会
小山田
里山を整備 し、きれいに除草 (原野)等々年に数回実行 して下さい。 (上小山田町/男性/70減以

上/30年以上)

215

216
町田市が、り=ド

して里山環境を守って行つてほしい。 (上小山田町/男性/70歳以上/10年以上

20年未満)

217
環境の保全と広く知つてもらう事とは切 り離 して考える方が良いのではないかと考えます。まず

は現在の状態をできるだけ保全する為の予算を付けるのがよろしいかと思います。 (上小山田町/

男性/60～69歳/30年以上)

218

路を作ることはとてもショックでした。ホタルがいる里

山保全を願います。大きな トラックが往来したり、自転車がかなり走るようになつておちついて

散歩もできない状況です。次世代に継げるよう緑を守れるといいなと思います。 (上小山田町/男

尾根緑道の大木を伐採 したり、大きな道

性/40～ 49歳/80年以上)

219
里山環境の保全に重′煮を置き
展を妨げる恐れがあります。
(上小山田町/男性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

過ぎると、交通の便が悪く、陸の孤島と言われる地域の交通網の進

少子化が進む中、老人ばかりの地域となり過疎化が懸念されます。

220

町田市としてどのような方針・施策があるの

れているかどうかも知らない。かつて、道路
たれた席に出たことがあるが、前者は地価、

か知らない。広報誌は読んでいるつもりだが提示さ

開発の関係で地権者および市役所職員との会合が持

後者は地元のアクセス向上にのみ関心を持っている

ように見受けられた。鶴見川源流の保全について、水性動植物の保護のためだとは理解できるが、

現状は自然保護とは言い難い。見学に訪れた人達も期待はずれに思うことが想定される。 (上小

山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年未満)

221

後も力を入れてやつていただきたいと思いますが、活用に

関しては慎重に進めていただきたいです。多くの方が関わり、里山環境に出入りする機会が増す
ことにより、逆に環境破壊につながらないようにしていただきたいです。自然環境に多くの人が

踏み込む事で荒れてしまう事も多いように感じます。ルールを守れない人達も残念ながらたくさ

んいるのです。今後も地球環境が変化していく中で、人々がより良い環境を守っていく事には限

界もあるかと思います。だからこそ悪化させるような要因を作らないようにお願いしたいです。
よろしくお願い致 します。 (上小山田 50～ 59歳/1年未満)



222

観光部の皆様の活動ありがとうございます。聖書の中に「地を損ならてぃる人々が (神 によつて)

滅ばされる時がある」 (啓 11:18)と 記されています。神の目的は自然を愛されていて、「よ
く潤っている庭園となり、三度と弱り果てることはない」 (エ レミヤ 31:12)と この地球を
守つてくださる事がわかります。これは将来の約束ですが、自然の里山に対 しての活動を神も喜
イ|:li ていると思います。感謝をこめて。 (上小山田町/女性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

223
自然環境の保全と経済活動は反比例 してしまうので、保全活動には補助金が必須になつてしまう
のは否めません。両立できるアイデアがあれば、日本のみでなく海外の成功事例の情報を収集 し
ていただきたい。 (上小山田町/女性/50～ 59歳/20年以上 30年未満 )

224
人 と動物が静かに安心 して生活ができる場所であるように。 (上小山田町/女性/60～ 69歳/30年
以上 )

225 あま り変えてほしくない。 | i上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

226

地域住民や、幼稚園・小 。中・高 。大学の良き学びの場として、もつと活躍させ農業体験や 自然
と触れ合える場になつて欲 しい。温泉設備を完備 したキャンプ場にして日帰 り、立ち寄り温泉や
体験型農業・作物販売なども行なえたらヽ サイクリングコースの休憩所としても活用できコロナ
と共存して行かなくてはならないこれからも、市内での宿泊学習や施設業としても大活躍するの
ではないかと思います。 (上小山田町/女性/50～59歳/5年以上 10年未満 )

227

都市基盤特に道路の整備がおくれている。小山田小学校前都道 (155号)バスのすれちがいも
できない。風水害の時に避難施設に上小山田住民は避難できるのか不安であると里山保全を重視
するあまり地域住民が明るく安生な生活できるような調和のとれた里山作 りにしていただきた
い。 (上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

228 で る け の を してイましヤ 50-59 30

229
里山の植物・生物などを保全することに力を入れてほしい。町田市内の子どもや学生などが自然
と触れ合 う機会を増やすとよいと思つた。市民が保全活動に参加する機会があるとよいと思つ
た。 (上小山田町/女性/18～29歳/20年以上 30年未満 )

230

里山環境の保全と活用は相反する活動となり難しいと思われます。現状鶴見川にはホタルが飛び
かいアブラハヤが住みカワセミが姿を見せます。また、山には金らん銀らんが自生し季節ではき
の子の採取もできます。活用が拡大された時果たして自然の保全は可能なのでしょうか?疑間に
思います。 (上小山田町/男性/70歳以上/10年以上 20年未満)

231
小山田の地域に駅ができると、者ll心から遊びにきやすいと思います。おしゃれな、BBQ場 やキ
ャンプ場を作つたらいいと思います。 (上小山田町/女性/40～49歳/20年以上 30年未満)|

232
里山の保全をボランティアに頼るのでは無く、継続可能な仕組みを構築するがき !(上小山田町/
男性/50～59歳/10年以上 20年未満)

233
・市の職員によるパ トロール、環境整備。 ・自治体に専門家からの保全指導。 (上小山田町/男性
/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

234

里山環境の保全には、環境を守るインフラ整備が必要。多くの市民が散策を楽しむ為歩道の整備、
モノレール等の交通整備が不可欠。自然を楽 しむ子供から高齢者が休息できる施設を期待 しま
す。小山田緑地の観光化 (自 然を守 りながら)に よる市民の行楽の拡大。 (上小山田町/男性/60
～69歳/20年以上 30年未満 )

235

近年、開発が進み交通量が急激に増えたので、町田市からこのようなアンケー トが来たことに、
驚きを感 じました。道路拡張工事や開発等で、どんどん自然が無くなつて行き、田畑も住宅にな
り、どんどんこの地域の良さが失われてしまっているので。最近では、かなりの歴史がある大泉
寺バス停の待合所が、いとも簡単に解体されてしまったので (→東京者Бの管轄なのかもしれませ
んが。)、 開発する側は、邪魔だから壊すとしか考えてないんだなと思いました。小山田の四季
彩の森も、整備が始まらた当初、下草が刈られ、そこに元々生えていた大きな木があらわになり、
つたが下がつていたので、このままだと子供達のとても良い遊び場になるけど、これからどうな

るんだろう.… と半分心配な気持ちで見ていると、その大木は切 り倒され、新たな木々が植えられ
たようですが、こまめに整備 されている様子はなく、一体何をしたかったんだろうと、通るたび
に思います。元々自然に生えていたものを全てなくして新 しく植えるでは里山の保全とは言えな
いのではないのでしょうか。田畑がどんどん無くなつていくのも、農業は重労働なわりに、収入
が見込めないので後糸睦者がいなくなり、土地を放棄・売買してしまうのでしょう。ただ普通に農
作物を作つて直売所を開設 し売るでは、今と変わらないので、例えば、小山田みつばの復活や、
小山田の里芋はおいしいと言われているので、そういつたもののブラン ド化をして、農家の収入
を増や していけたら良いのではないかと思います。そこは町田市が策略を練 り、全面的に農家・

農業とバックアップしてあげて欲 しいです。 (川崎市にある「子ども夢パークはお金のかかつた
立派な施設ではありませんが、大切な事が沢山詰まっている施設です。視察をお勧めします。)

屋号がある地域で、屋号がわかる人々も高齢化 し、少なくなってしまったので、早急に屋号の保
全等の活動もすると良いのではないでしょうか。 (上小山田町/女性/40～49歳/30年以上)



236
図師。小野路保全地域のあり方を支持 しています。人が入 りすぎては逆効果になる場合もある為、

していただきたく思いま 山ヽ田町/女性/60～ 69歳/20年以上 30年未満 )

237

数年前より図師大橋～常盤、南大沢方面、唐木田方面への道路拡張が始まり、これからもまた工

事が始まるようですが、最も里山を大切にしてきた地域を過度の交通・インフラ整備により、里

山と呼べない地域と化 しつつあります。朝・夕の交通量、道路拡張による耕作地の減少、希少生

物の住環境保護等の不足。年々、野生動物の数が減つているのは確かです。交通量増加による死
亡も一因と考えられます。また耕作地が道路となった際、道路際、その周辺が雑草だらけになり、
まったく手つかずになつているのが現状です。特に唐木田方面への道路は見ていられません。や
るのであれば徹底的に管理をしてください。里山とは本来、生物多様性の持続可能な地域であり、
薪炭林等の雑木林を育成 し、更新することで繰 り返し安定して機能する二次林であるはずです。
今は、ただ自然を残 し、そこに都内からの客を招くための環境整備、イベン トづくりをしている
ようにしか見えないです。まずは、野生動物、植物、地域の住民が里山として活用できる里山づ

くりを希望します。 (上小山田町/男性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

語鼻身ミ具密憲秀と留息猿ょ攀含辮 努稚兆滸詭b蹟塊∀摯ず望招ざ準某籍1人 Pミ
集まり、

238

239

近い将来く河ヽ田急多摩線小山田駅ができます。駅を中心とした都市計画の中に、生活道路、河川
などの整備を盛 り込んだものとして欲 しい。里山保全は、山林、小川、そして野道を守ることだ
と思います。昔のままの状態を維持・保全することだと思います。里山保全の手 リアを指定して、
将来に残すことだと思います。 (上小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

240
近くの公園でノカンゾウの球根を植えていました。来年が楽しみです。ボランティアの方々感謝
です。 (上小山田町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満 )

町田市在住 25年 となりますが、バブル崩壊後も開発は続き、緑は減少し続けている感 じがしま

す。利活用という経済面にとらわれることなく、国 。東京都の支援も得て、先ずは 「保全」を第
一優先として進めていただきたい。町田市の自然遺産を将来の子供たちのためにも残 してくださ
い。話は変わりますが、尾根緑道の一部 (種入 リバス停～桜美林グランド間)で工事が進行中で

あることはご承知のことと思います。道路改良工事とのことのようですが、 「緑道」と名のつい

ているように自然環境に十分配慮する必要があると思います。しかしながら、担当部署が管理都

署の公園緑地課ではなく道路整備課であることもあり、利便性優先の考え方で進められていると

感 じています。例えば、道路整備優先のレイアウト、環境整備 として生物多様性を配慮 しない植

栽計画 (計画中とのことで未定)。 工事一期におけるケヤキ大樹 100本以上の~斉
伐採。みど

り回復までの 5年、生物多様性はどうなるのか、近隣生活者、散歩利用者等への影響にたいする

思いや りがみられません。工事の粗さにビックリ。区間を工期に分割 して環境負荷を最小になる
ようつとめるべきでしょう。ちなみに我が家でも、尾根からの吹きおろす風が強くなつたり、風
の日が多くなり、砂が飛来し、洗濯物、ベラングの汚れ、カーポー トが砂の吹き溜まりとなるよ

うになりました。夏も風の温度が上昇した感 じ。復植の樹木が成長するまで 5年間我慢 ?(上小
山田町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満 )

241

242

木が伐採され谷戸の原風景が失われ鳥の声、セミの声が少なくなり、特にキジは居場所が無くな
り、ウロウロしている。その張本人が町田市です !ど こまで開発したら気が済むのか… 1自 然は
未来の人達の物でもあります。自然を知り、愛する人を市の担当にして下さい。唯、祭りの音が
うるさい、除夜の鐘がうるさい、という中ではむずかしいと思いますが。 (上小山田町/女性/60
ん69歳/20年以上 30年未満)

243
問 1年 14ま で私の個人的な意見を書きましたが過度に人工的な物を作 らない。 (道路、トイレ、
駐車場 etcやベンチ、もtc)快適な所にすればするほど人や車が多く来て里山も自然も荒廃
する、と思います。 (上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

244
学校で子供達に教えて欲 しい。自然を残 していけるよう、取組を強化 して欲 しい。ボランティア
の育成。 (上小山田町/男性/30～39歳/10年以上 20年未満)

245

1.市 としての方針を明らかにする。 (1)具体的な事柄 ①どの地域がどの様な形で保全する
べきか又、実施する手順を明確にする。②各地域が、今 どの様な問題点があるのか? 2.こ ち

らに在住 して 25年 (上小山田)になるが、唐木田からの交通手段がない。バスではなく、鉄道

(又 は、モノレール)が小山田地域に通るとの情報もあつたが、立ち消えとなつているのか ?同
地域に、鉄道の駅ができれば非常に良いと思われる。但 し市で住宅、里山 (林畑)等の条件をき
ちんと整備する必要があると思われる。※ボランティア等団体での活動がや りやすくなる。若い

世代の住民がふえる。 (上小山田町/男性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

246

にも参力日してほしいので体憩所のあり、なしトイレの場所などの情報を発信 してほし
い。小山田地区をよくウォーキングしていますが (高齢者のグループ)景色の良い場所で休みた

くてもイスやテーブルが少くゆつくり休めません。今は特に他のグループと一緒にはできませ

ん。 (上小山田町/女性/70歳以上/30年以上)

多 くの女性

247
・来訪者が入ることのできるエ リア。地域の人のみ入るエ リアの整備。 ・小山田地域は、駅はど

うなるんでしょうか。情報がほしいです。 (上小山田町/男性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)



248 防犯をしっかりして下さい。路上駐車はかんべんして下さい。子供達が安心して学校に行けるよ
うに。 (上小山田町/ 40-49 5 上 10年未満 )

249

見てとても悲しくなりました。自然が沢山あつてとてもステキな所ですので環境保全に力を入れ
て頂き、以前から居る生物の命も守っていかなければならないと思います。ただ、近年高齢化に
よつて小山田が交通や働 く場の減少で住む所としての魅力が少なぃのも確かなので、そのあたり

ん い の1こ のして X『 いて か 、 3匹ほど イこひ

だ

た

レ ー ルモ つが し で あ イず つ の の改善も 必要 思と すま れ 然自 守を り 人 も流れ る作れ で ぜ ひ
ヽ ヽセ早 致誘 て頂し き と ヤ ま 3930- 上 5す ′l 山 町田 女性/(上 1 )

、 4

250 ノlヽ 田 てほ し 小山田町/ 40-49 1 5ヽ

251

05年町田市の北部丘陵まちづくり基本構想 「農 とみどりのふるさとづくり」が発表される。緑
の保全エ リア、農の活性エ リア等。2006年 小山田地区まちづくり検討案が出来、説明会開催。
2011年 町田市北部丘陵活性化計画が策定されました。<基本方針>こ の中で里山の件が出て
きました。 2016年 町田市北部丘陵活性計画アクションプラン (事案)が発表されました。 2
017年 町田市北部丘陵活性計画アクションプラン (概要版)が発表されました。 2021年 現
在です、 「北部丘陵まちづくり基本」プランから15年です。遅いです。※北都丘陵でURが所
有 していた土地が多く有、現在は町田市が所有 しています。町田市所有の土地でも(環境整備 し
てお りません。個人所有土地も同じです。プランを決めたら、実行する事を願います。※当地区

2001 UR 2003 区田 区

ン (上河

ヽが者Ь る指定す 急 地 が し セイよ 傾斜 土砂 害警戒災 区域 多 存在 て ます を て プし フ安全対策 慮考
ヽを め進 て ヤさ 山 町田 男 歳性/70 上/3以 0

20

252
い 、 りくんで しい。て イま で

60-69
里 山 なしで、

(上小山田町/ 30年以上)

253
自然豊かな場所ですので、環境保全を取 り組みつつ少 し交通の便が艮 くなるともつと外か らの交
流が増えるのかと思 う。 (上小山田町/男性/80～39歳/5年以上 10年未満 )

254
なく、持続可能な農業サポ‐ 卜が必要でしょう。販売所の整備も、その一つかと思います。地元
に住む立場としては、カジエアル的にやつてきて荒らしてしヽく訪問者は必要ありません。唯―の
こつている原鎌倉街道なども、人が入らないほうが保全されます。アンケー トに人をあつめるこ
とを前提とした誘導が感じられますЬ活用の前に保全を考えて下さい。 (上小山田町/男性/50～

力|、

な機能 だぶ場 た ン

ヽ ヽヤで の のり イま ま ヤ のつ の9 るても 9
ヽの つ べカ ヤカ あ る カ と を と 第 と ま思る学 ま ト でイす 的 農業な 体験 イま

59歳/10年以上 20

255

鎌倉街道の原形をのこしている場所をそのまま保全 して欲 しい。お
つていないので、文化的価値は国宝級だと思 う。そのことに気づいていないのは、歴史のことを
良く知らずに開発優先で物事を進めていったり、文化や地域の特性を知らないままに継承がなさ
れていかなくなってしまう情報の発信力の弱さにも問題がある。ちなみに、活用や開発ありきの
設問が多い、このアンケー トは誘導的な気がしています。 (上小山田町/女性/50～ 59歳/10年以
上 20年未満)

らく、唯 ここにしか残

256
0年以上 30

9ん田 て の しカ カ の の

ヽな で ヤ カ 上 ノ 60-69ら最終的 完成図が理丑角早 なき 人 大 と わ思 るれ 山↓ヽ 町田 /女性/(会話か( )多数

257

互に充分な協議と調査を行い、妥協点を思い出すことが重要と考える。 2.里山環境の保全の必
要性 と希少性に関する有識者による講演や勉強会、実際に里山での説明会の実施などを充実させ
る必要があると考える。 3.幅広くボランティアを募 り、里山環境の保全 (月 ―のゴミ拾い、整
備の実施)を継続的に実施することが重要と考える。 4.啓蒙活動の一環として、里山の自然や
そこに生息する生物や植物等の説明をした立て看板のような物の設置をし、里山の自然に興味を
もつてもらい、保護に役立てるj5.地 域住民との交流イベン トの実施と、それを通して、里山
の魅力を知ってもらい、里山環境の保全の重要性を理解 してもらう。 6.ふる里納税の返礼品と
して里山で収穫 した生産物の送付と里山での活動のピーアール冊子の配布の実施。 7.学校の郊

省デ♂.輸 添 ぅ羅 鈴 異 饂 鶏 こ括紬 こ講 、
(里山の家的な、古風な田舎風の)9.田 畑を区角別に有料で借 し出し、有機農法、無農薬で作

物を育てる施策の実施。 (1年毎に)10.ラ イブカメラを設置 し、二
年を通 して里山の変化を

提3え瘍ビご戸吊み宗fム棄笹写写賛客宮管緊尋喜2笹爾庭写2:)(乙とヽR黒1覧准見縦児F
歳/20年以上 30年未満 )

は 、 る1



258

自然が多くいい環境だと思 うが、活用 していくに当たり、交通アクセス・整備が不充分であると

思 う。散策するにしても町田駅からバス、車で来るにしても駐車場も多くはない。行こう、利用

しようと思つても行きにくいなとい う印象が強いです。住民としても車保有は必須な環境な為、

小田急多摩線の延伸、多摩モノレールの延伸などでアクセス改善により、活用 しやすい環境にな

ると思 うとその上で自然環境が崩れないよう保全もしていけるよう柔軟な施策が必要と感 じま

(上小山田町/ 0-39 0年以上 30

259

市の環境の良い所におせわになりました。越 して来た時は、

多く見られました。年々と、周 りの景色も変 りました。近く

現在見られます。この様な景色が今後共見て過す事を願つてま

す。 (上小山田町/女性/70歳以上/30年以上)

も
都内より30年前に越 して来て町田
近くの畑の中にはキジも来たり鳥
の林のわき水の所には、ホタルも

260
が (時には子づれで)遊びにきてた。たまに来る (23区内の)孫やひま

んでいた。ガラス戸を開けても、タヌキはおどろかず、カフイイ顔を我々

やがてユックリと畑にむかい、となりの竹やぶへかえつて行つた。こんな

ごもこれを見てたのし
に向けるだけだつた。
様子を保全できるなら

イこ ヌ キの目 イこ4～ 5日 イこ

うれしいと思う ! 上 ′lヽ 田町/男性/70歳以上/30年

いた。で25

261
1.ホタルが住む清流の整備。 2.

る里山の整備。 (上小山田町/男性/

子供たちが夏体みに遊がる清流作 りを B.高齢者が散歩でき
60～ 69歳/5年以上 10年未満)

262 と小山田緑地を往復ではなく、周回コースにできないでしょうか ?(上小山田町/

′ しヤヽ田緑地周辺を し

男性/60～ 69歳
十で居ま

/30年以上)

ロ ーイクリン

′Jヽ 上 5
い がせま

田町/女性/60～ 69歳/1
い 、

263

264 の方も来やすいように、駅などの開通、バスの利便性がほしいです。

ま の

10 上 20年未満)

(上小山田町/女性/40～ 49
でいて、も 、 この

265
イこがヽたい。 る の

30年未満)

い の が 。つ

0
り、緑

山田町/男性/60～ 69

266
いイこの

の も

めに、

えて欲 しい。

つ
9

0～59歳/5年以上 10(上小 山田

ていく。

267
産物を購入できる店など。ただの山ではなく、かといらて整備しす
り、キャンプできたり…今の子どもたちが、なかなか体験すること

ぎず、虫や、花を観察できた
がないようなことを体験でき

の フ ェが る ヤ の 囲 に つ

る施 (里山)と なつてほしい 上 小 田町/男性/40～49歳/20 上 30

ヽ
ひ ヤヽ

268
不

よ にしてほしい。 (上小山田町/

るべ

40-49
。でも、

/10年以上 20く自然はこわさな
イよしい 、  バ ス

す。残
金難の

。行政

にイこイこ

た。

たな
田丁/

でしつ るて畑田山里
ヽヽ セヽ セ し れさ て まて て 民 も若 人 ちた も 用活つ しヤ 市く 存在もはそ な 山里 カ田 の様町

ヽ 途 で資中1の 0 で の が わ まれ し年 多 林 失の で イま 宅 カ 進 みな念 カ ら 山里 周辺 住 開発
ヽ つ 土地ヤ もか イ な です競 売の つ セ て まさ しま イま て る 見散 れ す箇所カカヽ 伐採放置為

ヽヽ 上 30 )0 0男性/7 歳 」二/2以ヤ カの ヤ まなイま も と す思で

269

270
い。いつまでも 50-田の る こ ′田 ことって里山

59歳/10年以上 20

271 言つたのにこない、モノレール、地

の こ いヤ｀ い

と思えない所に人はこないと ヤ｀

ヤ所にでてほ し ヽ

たイこ

町 /

ヽヽVミ つ セの の の か て てりヤ す みよ な 目 日IJ 事 イ|:li
03上 未満 )年以060-69ま 山 田 女性/

る

272

バスは、渕野辺からは 1時間に 1本 とかものすご

他の市の友達にどうやつて小野路に行くのかとき

方面に行く道は歩道があり安全な気がするのでも
はとても道がせまく、源流に行くのも大変です。

く少なく、相模原市のような歩道もありません。
かれ返事にこまりました。ただ図師から小山田
っと広めた方がいいと思います。しかしその先

(上小山田町/女性/70歳以上/20年以上 30年未

うイこ り でひカくといつて く、 に

満 )

273

は益々若者は
利便性を高め

活用に取り組
でみたくなる
(上小山田町/

イこ

イこ イこ た

ゝヽ でつ つ の カ 9 のヽ あ るし の 町 イまる イてカ イ
モ レ ー ァレ を 急早 イ進 めの の イ あ る ノ よヽ 急延線田り去 ヒ率が ま局 る み 。 市 計画高齢イ

の々 が りあ ま そ 里 環境 保 全山定 し易 す 必る 要 す の後て 我 住 活動民 が 住
ヽヽ し々 ま た んの り し り るす 人達カ た来ヤ 住我 山里 遊 び 来 た 見学ん しで欲 ヽ

ヽ ヤ まの な とる す思んせ カ 9 りイりま れ は我々 誇9よ な里山を目指そうではあ
0歳以上/20年以上 30



274
・里山に産業廃棄物収集業者を許可しない、ゴミ処理場をつくらない。 ・里山、山林、農地にボ
ランティアを集めて、共に自然を楽 しめるようにする。 (上小山田町/回答 しない/60～ 69歳/30
年以上)

275
しない/60～69歳/80年以上)

イこヽつ 山
る 田

セい 、

(上小

イこ、

276
とても恐い。自然が多く残つていることは、子どもを育てる上で重要なことと考えているので転
居 してきた。車社会であることに痛感 し、徒歩 (バス)、 自転車利用の人々は利用 しづらい環境
であると思 う。里山環境にたどりつくまでのアクセス整備が整えば保全に力を貸す人も行きやす

い るセ で

くなると思 上川 田 ～59歳/1年以上 5

277

小田急多摩線の延伸にはとても期待しているが、新駅 (小山蘭う
されている。ただ駅を作るだけだと、商店や住宅が廻 りに集中し雑多な環境ができるだけなので
事前の都市計画が重要。里山活用は重要だが、外部からの人の流入を公共交通機関を使える環境
を先に整えないとクルマだらけのエ リアになつてしまう恐れが有ると感 じる。唐木田へ出るミニ
バスも利用者ではあるが、利用が延びない理由は認知不足も有るが、時刻の少なさや、バス停の
配置等改善できそうなところは多いと思 う。 (上小山田町/男性/50～ 59歳/1年以上 5年未満 )

の廻 りにも貴重な環境が多く残

278

が整備 されていなかつたり、その先は道がはっきりわからないところがあったりで
した。やは りこの状態だと、人が,いおきなく立ち入ることは相当な無理があると思いますど又、
今ボランティアをして下さる方の数もそ う多いわけではないです し、その方々の負担もかなり重
いと思います。魅力を伝えるためにまず道路、歩道の整備、そしてボランティアを増やすとりく
みが必要ではないでしょうか。そして、最終的には「この時代」に合わせ、キャンプ、グランピ
ング、ワーケーションが都内でもできる、そんなエリアをつくれば散策サイクルの人々も増々集
まると思います。魅力ある素敵な郊外ができたら、と思います。 (上小山田町/女性/50～59歳/16

日、小山田の里山を い て つていつて下ランティア
くまでも、道

年 以 20

279

住居の近くでたくさんの野鳥やたぬきなどの動物に会える事が
の伐採や施設や道路の建設は動植物の生息する環境を奪 うこと
るようにお願いします。環境の活用で多くの人が出入 りするこ

生きがいです。開発、整備で木々
になるため、くれぐれも慎重にす
とが逆効果にならないようにして

ください。 (上小山田町/女性/60～69歳/80年以上)

280
里山環境の活用と環境の保全とは矛盾があるのではないか。活動は最小限にして、生物の生息や
元の風景の保全を最優先すべきである。人が多数入る事や、整備の手を入れる事で動・植物が失
なわれてしまっては取り返しがつかない。 (上小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

281
畑 したいので、空いている土地とか、市が間に入つて貸 し出しをしてほしい。 (

/40～49歳/5年以上 10年未満 )

山ヽ田町/男性

282
を入れてほしい。子供が家族と、里山に遊びに行きたくなるような
い。 ・仕事をやめたら、近所の友人達となにかお手伝いしたいです。 (上小山田町/女性/70歳以

て

、そんな小山田になってほし

上/30 上

て ていくの い

283

ふくろうが鳴いて、心をなごませてくれていました。最近鳴き声を聞かなくなって、残念におも
ってます。夏にはホタルを見に近くの川にでかけたのですが、外灯がついて、ホタルがとばなく
なりました。多くの親子づれで (静かに)に ぎわつていたのですが、少しずつこういった場所が
なくなっていくのは残念です。一度失つた自然をとりもどすのは大変です。都市化 して、どこも
同じような街をめざすよりも、町田市ならではの、街づくりをめざしてはどうでしょうか。子供
のぜんそくを心配 して、わざわざ越 してくる家族もいます。首都圏に通勤可能で、周囲に自然が
豊かである街 というのは今後魅力的な街として評価されてくるのではないでしょうか。 (上小山

発 が ん 1こ イまつていィ して

田町/女性/50～ 59 5 上 10年未満 )

イこの 工ニ ア つ て

284

が生活のために作られた環境なので、それ以上に手を加えると崩れてしまうバランスの難 しい環
境です。今の時代では無駄と判断されてしまう環境なので、どう活用するかと考えるより、どう
維持するかと考えることが重要です。小山田地区に小田急の駅ができる計画があります。もし駅
ができるのなら、周辺の里山環境の保全との両立は無理です。中途半端に両立を目指すというの
であれば、その方法を本気で考えて欲 しいです。町田市の里山環境は、東京都全体で見ても貴重

離れた維持・保全を目指 した方策をお願いいたします。 (上
10年未満 )

里 山 は 、 、は両 て いし いものと

な環境で
小山田町

す。ぜひ経済的な観点から
男 50～ 59歳/5

こ にブE々

285 しい。学校などを通 して情報を広く発信 してほしい。 (上小山田町/女性/60～ 69歳/20

し どを

年以上 30

山の つ こしてイよ
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小山田小
組みは、
ど)、 近
気が出ると い ま

学校では、健全育成の方々の協力をしていただきながら農業体験ができます。この取り

全国を見てもめずらしい事だと思います。神奈川県の相模原市など (淵野辺や上矢部な
い地域の方にも声をかけて農業体験ができるようしていけば、もう少し人が集まつて活

田町/男性/40～ 49歳/5 上 10

287

里山の保全は大事だが、交通の便の悪さを放置する理由にしてはならない。里山の保全のために、

地域住民に不便なままのくらしを強いるのはやめてほしい。道路の拡幅や延伸などの道路計画や

構想などは遅延なく計画通 り進めていただき、小田急多摩線の延伸も早期に実現させていただ

き、それらを実行 していくことが大前程の上で里山の保全をどうしていくか考えてほしいδ (上

小山田町/男性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)

288 いしたいとは思いますが、子育てが終わつてから ?ですかね。(上小山田町/女性/50～ 59歳/20
て い した。 か おで したり、′ の子 ど

上 80年未満)
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の し

1018-29

み

300

5

上小山田

田 町

山 よ り としては

女性/30～39

山のこ

未満)

てほ しい。290

291
の整備ができない現状で里山等の整備はないと思います。地元の現状をもつと理解し考えていた

だきたい。自然を保全することは、大変な人力が必要ですきこの地から地主として市も税収を上

い も 579 、 155のインフラ の カ

げ ら ることを与えて下さい。 (上小山田町/ 上/30年以上)70

の里 山

292
取り組むべきである。今まで市は、緑は大切だ大切だと言いながら、日先だけで何も
い。市街地に予算を使ってばか りいないで、調整区域にもつと予算を使え。(上小山田町/男性/60

イまら、え のヤヽ 山」 して

やっていな
らで

～69歳/30年以上)

するのではなく、国や都の協力が必要ではないか ?今まで何回も

全く実になつていない。町田市として本碧にこの地区について考えているのか疑間である。小田

急多摩線の延伸や多摩都市モノレールの延伸等、直ぐにもできるような態度 (言動)であるが、

人口が減少し、また現状ではコロナ禍でテレワークが日常化 した場合、乗客の集客は余 り望めな

い。費用対効果、また事業者の収益を考えると、両線 とも実現は難 しいと思われる。 (上小山田

」 セ

計画、構想等を立案しているが

ヽ のけでの して、田

上/30年以上 )

293

294

から里山のことについて考えているわけではないので、意見・要望などはすぐには浮かんできま

せん。すみません。また、今回のアンケー トにおいても、細かい点が気になつてしまってあまり

参考にならない答えが多いかもしれません。というか(答えていない項目もあり、ごめんなさい。

今回のアンケー トに関してですが、町田市は「保全」よりも「活用」に力を入れていきたいんだ

なということはよく伝わってきました。しかしながら、その “圧"が強すぎる気がします。問 7

の選択肢はほば誘導尋問ではないかと思えますし、問9も、参加すべしのような感じがしてなり

ません。もう少し違う内容の選択肢があるなどした方が答えやすかつたかなと思います。熟慮さ

れた上での内容だと思いますが、なんらかの参考にでもなるようでしたら幸いです。よろしくお

が
段

ン

ざた 。

の でしのて ケ トアでの おま
ヽヽヽ しヽ ま す

並
日カ とりあでが しセ 9まき01 を てイラ る とな ど 欠日を る と前 カ年 ら取組 行

50～ 59歳/30年以上)願いいたします。 (上小

いただけると、ありがたいです。又、高齢で手入れのできないお宅など入の支援をしてもらえる

といいと思います。 (上小山田町/女性/40ん49

に つ ていてい いので、山の土地 と っている の
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300

数年前までは、NPOの 団体が、保全活動をしていましたが、現在はほんの一部 (年に数回の道
の草刈 り)のようです。市有地のところが、竹が茂 り、雑木・雑草で荒れ放題です。散策する家
族連れなどの市民の方々も増えてきているのに、がつかりして足が遠のくでしょう。ほんの少し
の補助金でも、整備に力を借 して下さる方々はいますので、せめて市有地の保全はしていかない
と、あと数年で手がつけられなくなってきます。鶴見川上流の住民より。 (上小山田町/女性/79

以上 )

301 民間企業がやるべき。 (上小山田町/男性/50～ 59歳/30年以上)

302 民間企業の確保。 (上小山田町/男性/50～59歳/30年以上)

303

地域の住民以外の人々は里山というが、その地で生活 している者にとつては、材木が大きくなり
かしの木や竹林が増え、環境に多大な被害を与えている (なんでこの様な山地を里山と言 うのだ)

特に畑作地、他の農業施設に日照不足が発生し生育悪く皆無の作物も発生している。 ・人は日向
ばつこできるが (移動)作物は一生その地で生きなければならないでしょう。市有地を2～ 3ヶ
所に集積 し森 として (緑地)整備 し民有地は土地利用できるようすべきではないか。 ・市有財産
を放つて置くことはないでしょう。 (上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

304

都内の里山として貴重な場所 ?ただバブルが弾けて開発できなかつた地域なだけだと思 う。活用
するにも道路の道幅は狭く、歩行者 と車も通れないほどなのに、春になると散策する人が増え、
ひどい時には、集団で散策。住民からすれば迷惑で仕方ない。そもそも、住民が住みやすい環境
が整備 されていないのに、保全・活用の意味が分からない。何十年も整備されずにきたから、周
りは高齢者だらけで、近い将来、空家だらけになつていく事は目に見えているし、木々は成長し
て道路にまで生い茂っている。保全に予算をかけずにきているから荒れている訳で、先ずは、町
田市で所有 している土地を保全管理 して下さい。 (上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

805 多方面から意見を吸収し、取 り入れて行く。 (上小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

306

以前から行傘われている都市丞・盤の整備 (道路、駅など)を進めつっ (現状あきらめている様に
思えるが…)里山を生かした取組を行 う企業家を募集 し地域住民を巻き込んで活動して行くこと
が里山乗境を含め地域活性化の早道ではないでしょうか。町田市の前向きであきらめない対応に
期待 しています。 (上小山田町/男性/50～59歳/30年以上)

307

なかなか進まない者Б市基盤の整備 (道路、駅)を早めに進めて頂き、農産物の直売所やヨンビニ
ができると買い物に来やすくなります。その延長上にレジャーの一つとして里山を活用できれ
ば、遠くまで遊びに行かなくても、近場で休日を家族で過ごせる場として広まり、活性化するの
ではないでしょうか?自然を楽しみながらも食の提供は必要条件かと思われます。(上小山田町/
女性/40～49歳/10年以上 20年未満)

308
里山以外の付近の土地開発で(里山とぴつたり重なる調和 した環境になるよう視野を広げてほし
い。 (上小山田町/男性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)

309

の お り。 里 山 の る 見 1町
エ リアに住んでいない多くの人の意見より、先ず、実際にそこで生活 している人たちの意見や要
望を尊重すべきだと思います。 2 里山を訪れる人たちは、観光目的で気楽であるが、里山地域
に住んでいる人たちは、道路も狭く下水もなく生活が不便で不満を抱えている人達も多い。大規
模開発などは望まないが、生活 していくための基盤整備は市が優先して行ってほしい。 3 市街
地区域は、地権者が収入を得るための土地活用方法はいくらでもあるが、市街化調整区域の里山
の地権者は、規制により収入を得るための土地活用ができないと里山の地権者が、里山として残
すことで何 らかの収入につながる仕組みがないと、里山はさらに荒廃が進むと思います。4 里
山を散策する人の中には、無断で農地・山林 。私道等に侵入 して草花や野菜を盗つたり、個人宅
を無断撮影 したり、ゴミを捨てたりする人たちが一定数いる。ルールを守らない人は、里山に来
るべきではない。何 とかしてほしいと 5 小山田地域は、里山環境の保全どころか、先ずは、生
活していくための都市基盤・生活基盤整備が市内で一番遅れているので、何 とかしてください。
基盤整備ができれば、余裕を持って里山環境の保全も考えられると思います。エ リア内で高齢化
が進めば、里山どころではなく、出かけやすい鉄道や道路の整備がまずは重要だと思います。 6
市有地の里山・農地は、民有地と境界が確定していないものがあり、活用するためにも、早く、
市が境界確定測量を実施すべきだと思います。 7 市有地の山林・農地は、活用するためにも、
早く、地目変更や民有地との土地交換による集約などを実施すべきだと思います。 8 里山の車
道や歩道のわきに家電製品等の不法投棄が多くみられます。市としても、里山が大切 と考えるな
らば、放置するのでなく、積極的に撤去してほしい。 9 小山田小学校裏山は、市民団体が活用
しているが、車両が入れません。活動のための道具を運び込むのに、大変な思卜をしています。
西側から車両通行可能な農道 (市道忠生 661号線)整備をしてください。 10 小山田の西山
中谷戸地区の中心部は、市有地も含めて耕作放棄地 。管理放棄林となつています。このままでは、
大規模山林火災、大規模土砂災害が起きてもおかしくありません。市有地を放っておくことなく、
再生するためにも、車両通行可能な農道 (市道忠生 518号線)整備をしてください。 11 小
山田の田中谷戸北部鶴見川源流域は、下流域の水害防止に資する保水の役割を果たしています。
既に市有地が多くを占めていることから、近隣の民有地も公有地化 して、全体を源流保水公園と

るなどの検討を進めてください 12 小 田エ リアに 「′ょ 里 山 のような



活性化のための拠点施設を設置してください。 13 小山田エリアの里山を活性化するために

は、人を呼び込まなければなりません。小田急多摩線小山田駅や周辺の幹線道路を早期に実現 し

て、里山と利便性の調和した、これからのコロナ後の街づくりを進めてください。 14 小田急

多摩線小山田駅の実現は、小山田地域を含む北都丘陵の活性化に非常に役立つと思います。里山

を含む、丘陵のみどりの近くで都市的生活と自然環境が融合 した 「新 しい暮らし方」ができる街
づくりを早急に して ださい 上小山田町/女性/60～ 69歳/30

セヽ 里 山 2

021,1】 自由記述 (意見 1要望)意見調査そのものについて 1 アンケー ト依頼文に記載さ

れている「都心から一番近い里山」の根拠を具体的に示してほしい。他の里山保全地区などもつ

と近い里山があるのではないか。近い里山ランキング (二番 目、三番 目に近い里山はどこか)を
図表で示すとか。こうした曖味な情緒的な表現では、納得できる市民は皆無だと考える。※連光

寺 ,若葉台里山保全地区 (多摩市・稲城市)、 南町 。南沢緑地保全地区 (東久留米市)、 国分寺

姿見の池緑地保全地区 (国分寺市)他、東京者【環境局HPにある「東京の里山マシプ」などを参

照 2「北部丘陵活性化計画」があるにも関わらず、 「 (仮称)里山環境保全計画」を策定する

ことの意義を前提で説明すべきであると思 う。計画だけ作っても、実現性に乏しければ、策定の

満足だけで終わってしまうのではないか。次期 「北都丘陵活性化計画」に含めれば良いだけのよ

うな気がする。 3 市はこれまでも「北部丘陵まちづくり基本構想 (2005年 )」 の策定時に

地元への意向調査、小野路・小山田ドリームミーティング (2018年 )で市民の意見収集など、

多くの意向調査・意見募集を行つているにも関わらず、地元への施策に活かされていない。これ
までのように、意見だけ聞いて、何も変わらないことだけは避けてもらいたい。4 里山でも公

用地 (市有地等)と 民有地があることを前提で説明すべきであると思 う。さらに、「町田市の里

山」という表現が質問で散見されるため、里山がすべて町田市所有の公用地であると誤解する人

も多く、民有地への配慮が回答に反映されにくいと考える。そもそも、地権者の協力があつて里

山が残つているわけだから、公用地と民有地が共存することは、あらゆる機会に明記 し知らせて

いくべきであらう。 5 こうしたアンケー トは、このエ リアに住んでいる少数住民や地権者の意

見よりも、このエ リアに住んでいない多数住民の意見が数の面から言つても反映されやすい。エ

リア内の住民が不満を抱えたままでは、来訪者であるエリア外の住民と交流することは難 しいと

思 う。先ずは、この手リアに住んでいる住民や地権者の悩みや課題を真摯に受け止めて、市の施

策に反映していただきたい。里山について 1 里山を考える場合、自分が訪れる立場の視点で

考えやすいが、それだけでなく、そこに住んでいる人たちの視点で考えることが非常に重要であ

る。行政は、このことを忘れず、調査結果を施策に反映していただきたい。 2 里山の多くの地

権者は、市が先導とィ々 旧者1市公岡施工の区画整理により、自然を多く残 しながらも土地を提供 し

て、者Ь市基盤整備 (小 田急多摩線延伸、都市計画道路町田 3・ 4・ 40号線のエリア内整備、狭

あい道路拡幅など)に より、生活が向上することを期待 していた。 しかし、区画整理が中止 とな
ったため、やむを得ず里山として残つているだけであり、市街化調整区域のままで活用すること

ができない。者[市基盤整備は市内で最も遅れており、多くの地権者や住民の胸中には無念がある

と思 う。こうした経過から、自然を大切にしながらも、市は実現できていない者Б市基盤整備を最

優先に進める責務があると考える。 3 小山田地域の住民は、市が里山環境の保全ばかりを強調
し、地域の都市基盤整備を遅々として進めてくれないことに一様に怒つている。里山環境の保全

も大切ではあろうが、先ずは、市内で一番遅れている都市基盤整備を真摯に進めていただきたい。

例 :市道忠生 579号線、者呂道 155線、者[市計画道路町田 3・ 4・ 40号線、狭あい道路、小

田急多摩線小山田駅 4 市が所有する里山は、隣接する民有地と境界が確定していないものが

ある。荒廃や隣接地権者世代交代などで、境界画定が困難になることも憂慮される。山林活用の

事業展開で トラブルも予想されるため、順次、市が境界確定測量を実施すべきである。 5 小山

田エ リアの里山には、多くの支所有山林・農地が点在 している。このエ リアで■番の大地主であ

る町田市がこの地域をどうしたいのか。市所有山林・農地をどうしていきたいのかの考えが見え

てこない。市はこうした考えを明らかにする責務があると考える。地目変更や民有地との土ナ也交

換による集約などの大胆な手法を導入 しないと、今後このェ リアの展望は見えてこないと思 う。
6 里山でも集落がある地域 (市街化調整区域)は地域の意見を聴きながら、下水道整備をすべ

農資を覺置乙す爽響寒彼ぞ/全乳察φ多萄産温まZI橙 |こ苓写冗警貢暑鑓ぁ需響房髪鍵客彿辱荘愁
みが必要であるも例えば、下草刈りなど山林管理を希望する市民活動団体などに、市が業者に支

払う草刈委託料相当の金額を支払い、活動資金にあてるなども一方法 (民有地は、市と契約して

管理を依頼など)と 考える。8 里山は、地権者の協力で残つているにも関わらず(不法投葉が

後を絶たない。不法投棄された地権者はネ友害者であるにも関わらず、自分で撤去しなくてはいけ
ないなど、市の対応が冷たいと思う。このエリアだけでも、市が不法投棄を撤去してくれるなど、
救済策があっても良いと思う。監視カメラの設置や車道わき防護柵設置なども積極的に進めてほ
しい。9 里山を歩くと、車道わきに家電製品等の不法投棄が放置されたままの場所がある。環
境からも景観からも好
傍観するのでなく、巡

ましくないことが明らかであり、市としても、里山が大切と考えるならば、
を ヤヽ に 了 を得て 去 してほ しい。 10 里 の (公



道に限る。)は、人があまり歩かなくなると、草木が茂 り通行不能区間が増えていって、ついに
は散策路が消滅 してしまう。そうならないために、市が定期的に草刈 りするなど散策路を管理す
る制度を実施 してほしい。11 散策する来訪者等の一部ではるが、無断で私有地 (農地・山林・
私道等)に侵入、無断写真撮影 (個人宅等)、 ゴミを投棄するなどの事例が後を絶たない。あら
ゆる機会を使つて、行政がマナー指導を行ってほしい。 12 ,小 山田小学校裏山 (市有地・民有
地)は、市民団体が活用 しているが、車両進入路がない。資材搬入の場合等に困難をきたしてい
るので、西側から車両通行可能な農道 (市道忠生 661号線)整備をしてほしい。 13 小山田
の西山中谷戸地区の中心都 (市所有地も含む)は、人家もなく周辺からの車両進入路がないため、
耕作放棄地・管理放棄林となつている。市所有地を含む谷戸を再生するためにも、農業機械を搬
送できる車両通行可能な農道 (市道忠生 518号線等)整備を市が行 うべきであるとこのままで
は、さらに荒廃が進み、大規模山林火災、大規模土砂災害の危険が増大することは確実である。
14 小山田の田中谷戸・野中谷戸北部に、市は一団の広大な農地・山林を所有 しているが、市
は取得してから15年以上放置 したままである。市有財産の有効活用 (市の行政経営方針)観′煮
からも問題があり、活用を早急に検討すべきである。 15 小山田の田中谷戸北部鶴見川源流域
は、既に市有地が多くを占めている。近隣の民有地を公有地化 して、全体を源流公園とするなど
の検討を進めてほしい。 16 小山田エリアには、「小野路宿里山交流館」のような活性化のた
めの拠点施設がない。河ヽ山田エリアにも市の責任で、設置すべきである。 17 小山田エリアの
里山を活性化するためには、エリア外の人を呼び込み活躍・交流してもらうことも重要である。
そのためにも、小田急多摩線小山田駅を早期に実現 し、小山田駅を拠点に小山田エリアで散策・

飲食・様々な体験 (農業・山林 :温泉 ?)な どが楽しめる自然と調和したこれからの街づくりが
できれば、都心からの来訪者が多く見込まれ、全国的にも注目されるエ リアとなることができる
と考える (上小山田町/男性/60～ 69 0

311

直接には関係ないかもしれませんが、里山地区に産廃業者が多い。中にはゴミを燃や している業
者がおり、里山にふさわしくない臭いがする。何とか規制できないものか。それに加えて、古く
からの地元住民にゴミを燃やす人が多い。農家の習慣かもしれないが、それをマネして紙ゴミま
で燃やす人がいる。焚き火は禁止のはずだが、この地域は野放 しである。特に 11月 以後は、毎
日のように焚き火の臭いがする。小野路地区の環境保全の第一歩として、産廃業者の規制と、住
民の焚き火を禁止 して欲 しい。本当に迷わくしてます !ll′ lヽ 野路町/男性/60～ 69歳/30年以上)

312
自宅周辺を多くの方がたびたびおとずれているなと感 じてはおりましたが、このように保全され
た地域ということを知 らずに生活してお りました。もつと多くの方に知つてもらう活動が必要な
のかなと思いました。 1/1ヽ 野路町/女性/18～29歳/1年以上 5年未満 )

313

・調整区域に指定されても木を切つて駐車場、倉庫等を作り、緑地が保全されていないケィスが
散見される。行政が緑地を買取しなければ、どんどん乱開発される危険があります。 ・地球温暖
化を防ぐためにも、緑地保全は重要です。行政が緑を守ることは費用もかかりますが必要。 l′ lヽ

野路町/男性/60～69歳/20年以上 80年未満)

314

町田市の市街化調整区域として緑を残 したはずですが、この20年近くの間に崩れはじめていま
す。法人と証 して市は障害者用建物を許可し山々を無残に切 り開いています。又、資材置場 とし
て市が許可しゴミ溜めになつている所があちこちです。 (そのようなことで火事もおきています)

何とぞこの 2つの件の在 り方を市として厳 しく取 り締まってほしいと思います。それが良き里山
環境保全につながるのではないでしょうか。里山大賛成です。 (小野路町/女性/60～ 69歳/30年
以上)

315

幅広い意見を聞きつつ、地域の活性化を図る施策を検討 して欲 しい。河ヽ野路町という広大な土地
を生かす、行政の力でグラン ド/メ ージを示 してもらいたい。官民の協力が必須であり、今は民
の協力用地買収なども理解が得られ易くなっていると想像するが、どうだろうか。 (小野路町/男
性/50～59歳/30年以上)

316 山の中の道路の整備をやつて、歩きやすくしてほしい。 (小野路町/女性/70歳以上/80年以上)

317
あまり人の手を入れず、今のままで良いのではないか。 (小野路町/男性/60～ 69歳/10年以上 20

年未満 )

318
里山のことを全く知 らなかったので、もう少 し情報を発信 した方が良いと思 う。 l′lヽ 野路町/女性
/50～ 59歳/30年以上)

319
テレビで時々町田を紹介する時、町田には里山の風景をうつし出すが、行ってみたいと思 うほど
の感 じがない。それが保全なのかも知れない ?新 しい事をするには財が必要となってくる。 (小

野路町/女性/70歳以上/30年以上)

320
里山に生息している野生動物等の居場所の確保を 1番にした保全活用を。 (′卜野路町/男性/60～
69歳/30年以上)



321

里山での取組が解かりにくい様な感 じがします。私は、里山は自然が基本と考えています。人が

介在するとやはり自然が壊れる気がします。介在した場合は、市が買い上げて管理する方が良い

と思います。 (公園のように)里山を所有する方が年齢等で難 しくなつたら市の方で手を貸 して

ボランティアなどで管理 して手助けしたらと思います。あと、調整区域等のゴミ袋等の無料化を
しヽま などの処理するためです)以上 l′lヽ 60-69 0

322

昨年の5月 に越してきて 1年半こんなにもまだ自然が残された

地域があることに驚きでした。朝はカジコーや うぐいすの声で起こされキツツキやウズラを見た

リアナグマ、イタチ、タヌキ、ウサギ等の野生動物にそうぐうする事もあり日々感動の連続です。
コロナの自粛期間は妊婦ということもあり仕事を休みにされ毎 日ほぼ引き込もりでしたがす ぐ

裏の野津田公園の山道を歩くことで人との接触もなく身体を適度に動かせられ リフレッシュで

きたことは本当に救いでした。この自然豊かな環境は何十年後もずつと残してほしいと思いま

す。だからこそ野津田公園の競技場拡大によって山をけずつたり、子どものアスレチック広場が

なくなつたり遊び場、遊具が減らされたことは大いに残念でなりません。サッカーで盛 り上がる
のは批判しないが、その一方で自然や遊び場が減らされ悲しんでいる動植物や人々がいることを

意識 して欲 しいところです。 日々環境保全の活動をしている団体、企業、ボランテイア等の方々

には頭が下がり、これからも頑張つて活動 して頂きたいです。(小野路町/女性/30～39歳/1年以

町田市民歴は長いが小野路町に

上 5年未満)

323
小野路に越 して来て町田市の情報が
なければ見る事ができません。多摩

何も入つて来ない場所です。町田市の広報も新聞をとつてい

市では広報はポス トに配布 されていて便利です。小野路はと

り残された地域だと思います。 l′ lヽ野路町/女性/70歳以上/5年以上 10年未満)

324

日本の「ふる里 100選」に入つています。場所が広くないため (地元でも知らない人が多い)

か、もつともつと広報に力を入れるのも手ではないか。ですが何か決めて (人が注目する様な事)

がなければいけない。有名な観光地に行つても、○○体験とかは、人はいない。在宅での仕事も

増えて行く今後、さんぽ、サイクリング等の軽く動ける場所となるのはよいかも。また、入浴施

設があり、入浴後にお茶を景色みながらいただける、とかもよいかと思 う。足湯とか…。収穫体

験、レクリエーションもよいが、もつと目線をかえるのがよいかと思 う。交通の便がよくないの

が、二番の問題かとは思 うが・・・。 (小野路町/女性/40～ 49歳/20年以上 30年未満 )

325

市 は市民にアンケー トetcで意見をきいても、たいてい先ず市の計画ありきで意見を取 り入れ

ないことが多かったと感 じている。それでは形だけのアンケー トで、市は “やつている感"を出

すためにこのようなアンケー トに予算をとつているのかとい うことになる。現場主義をもつと重

要視すべきと思 う。今までに実際に里山保全に力を注いできた人や団体が存在 しているのだから

先ずその人たちの意見を尊重 し夕、計画を立てる段階からその人たちをメンバーの中に含めて進め

て欲 しい。町田市株式会社などといわれないように金儲けのためには絶対にや らないで欲 しい。
(小野路町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満)

ス上/30年以上)車を止める所がないので駐車場を作つてほしいです。 (′Jヽ 野路町/女性/70歳326
ス上/)車を止める所がないので駐車場を作つてほしいです。 (′lヽ 野路町/男性/70寂〕327

328

開発がきびしく制限されていると認識 しているが、引き続きこの方針

は堅持 して欲 しい。 ・所有者が耕作放棄した農地を借 りて農業に従事している事業者 (個人を含
む)について、事業運営内容 (含む収支)を把握 した上で、事業が継続できるような支援策をこ

うじて欲 しい。 ・里山をボランティア学習の場 (農業体験、森林保全等)と して、もつと近隣の

学校 (鶴)|1小 。中、野津田高)が活用するよう指導して欲 しい。 l′lヽ野路町/男性/60～ 69歳/20

年以上 30年未満)

。現在の里山は条例により

329

入つて、交通の不便さを受け入れてここに移 り住んできた。当時、回 りは赤 ト
ンボが群れ飛び、春には冬眠から目覚めた蛇やらひき蛙 と出くわす事が多く、夏にはクフガタや

らかぶと虫やらが飛んできたり、夕暮れにはコウモ リが飛び、本当に不便さを補って余 りある生

活だつた。 しかし、最近回りはアパー トだらけで道路は広がって整備されたせいか、車が増え、

車窓から投げ捨てられるのか、空ペットボ トルやらゴミが道路脇にポイ捨てされているのを目に

する事が多い。カラスばかりが目につき、雀でさえめったに目にしなくなつた。人が入 り込むと、

自然がこわされるのは自明の理。そこのバランスを考えて欲 しい。しかし、里山は人の手が入ら

ないと、荒れてゆくのも事実。難 しいですね。 lノlヽ 野路町/女 歳/20年以上 30年未満)

330
多様な植物が成育する環境を作 りながら、林内を明るく見晴しを良くし、多くの人が安全に散策
できるように整備をしてほしい。 l′l、 野路町/男性/70歳以上/30年以上)

331
帝 プ、デイキヤンプ場としての開発も検討してはいかがですか?l′lヽ野路町/男性/60～69赦

/10年以上 20年未満)

332
キャンプ場としての開発も検討 してみて下さい。そこから各種広がりがでてくるのではないでし

ょうか。 (小野路町/女性/60～ 69歳/10年以上 20年未満 )

333 が 里山のイ メ 59 0く ′



334

町田市北部丘陵担当者は常日頃より尽力され大変ご苦労様です。以前、山田洋二映画監督が選定
委員長 していた「にほんの里 100選」に選ばれた多摩丘陵の歴史環境保全地域とその周辺集落
として「小野路」が選ばれたことを思 うとこれからも是非里山環境を保全する取組によろしくお
いいたします。 lノlヽ 野路町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満)

335
アオバズクの声が聞こえる里山。田舎とバカにされても自然が多く(ずつとくらして行きたい場
所です。利益と関係なく、学び、行動 してくれるような学生ボランテイアヽ大学生などまねくな
ら税金を払うても良い。価値があります。 (小野路町/女性/40～49歳/10年以上 20+年未満)

336

新しい施設を作る事も大事だとは思いますが、道路もせまく歩いたりするのもキケンな箇所が
多々ある為、あまり外から人が入つてくると更に道が渋滞したり、バスも本数が少ないのに混ん
でしまい、まずはそういう面も整備してから色々してもらいたぃと思います。この様な意見を書
ける機会を頂きてとても良い取り組みだと思います。あまり開発をせずできれば今のまま残して
いつてほしいです。宜しくお願い致します。 (小野路町/女性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

337
里山の歴史や生活を知ることで、自然だけでなく文化的価値があることを意識できると思われま
す。 (小野路町/男性/40｀49歳/1年以上 5年未満 )

338

里山とは公害を撒き散らしているのが里山ですか。河ヽ野路の鎌倉街道沿いにある、剪定枝 リサイ
クルセンターでは朝早くからブル ド‐ザーを動かしてコロナを撒き散 らしています。もう10年
近くになります。町田市長さんも見て見ないふ りをして、さぞかしきつい事でしょうね。どうし
て認めてるんですかね。考えられません6他にも上の方で薪を切る音が毎 日うるさく鳴 り響いて
います。以前何回か市の職員と話 し合いをしたんですが、その時だけ頭をうんうんと下げてるだ
けで、何にも聞いてもらえませんでした。そこで業者 との癒着が有るんではないかと思われます。
日では綺麗な事言つても、陰ではろくな事をしてない。現実です。国士舘大の駅伝寮の学生に聞
いてみると、試験勉強の時はうるさすぎて頭に入らないとか言うてました。市長の自宅の前にこ
んなのがあったらどうしますか。笑つてみてますか。恐らく権力を使ってどうにかするでしょう。
市長も人の子だつたら考えて下さい。殺 したくなりますよ。兎に角、音がうるさいし、匂いも腐
った匂いです。お願いします。早急に移転を考えて下さい。里山は破壊されますし、今までよく
来てたウグイスとか他色々な鳥も来なくなりました。タヌキも見ません6住民は非常に迷惑 して
ます。お願いします。移転を考えて下さい。 (小野路町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満)

389

里山と、その保全に関連する処理施設を抱えて、町田市は両方をベス トコンディションにする為
奮闘されていると考えられますが、小野路全体を ドライブして廻つて観ると、それぞれが個々に
存在 していて共生の美しさが全ぐありません。農家、畑、丘はきれいなのに、伐さいした木の処
理場、リサイクルセンタエなどの存在く全くなじんでない !特に 2016年～静音装置や消臭に関
して改善されていなくヽ 窓を開けられない程 うるさいのが現実です。どこを指導されているので
すか ?月 に 1度もチェックに来ない。住民の訴えは全く無視されているのに、何が保全の為のア
ンケー トですか ?!怒 りしかありませんヨ。いい加減にして欲 しい !足元の火を消さないで、フ
ラで何か建物を作ろうとしてもそれはムリというもの。本当に助けてくれる人 (市政)が欲 しい
です !!ll′ lヽ野路町/女性/60～69歳/20年以上 30年未満)

340

まず小さな泉でも、埋めたり上管で水を流すような事をやめる大切にする。昔はホタルがいまし
た。 (小野路)土地改良などと言つて自然をめちゃくちゃにする役所仕事をしない事。里山、谷
戸を保全する係 とか役所に作つて下さい。40年前にはホタル、 トンボ、カエル、どじょう、イ
ナゴなどがいました。今以上宅地やグラン ドを作らない。むしろ自然をふやす気持。里山も谷戸
もなくなつてきた。 (小野路町/男性/70歳以上/30年以上)

341

以前、近所でも歩いていかないような山の中でおまつりを行つていたので行つてみたら、すごく
たくさんの人が訪れていておどろいたことがありましたもそういつたおまつりを行うことで里山
のよさが知られていくのかと感じました。コロナでなければまた行つていたと思うと残念です
が。この地域は自然がとても魅力的な場所です。このまま残つていうてくれるといいと思つてい
ます。 l′lヽ野路町/女性/50～59歳/20年以上 30年未満)     .

342

都心から少 し離れた地域で貴重な里山の残る小野路地区は私共にとつて、大切に残してゆかなけ
ればならない宝物だと思います。バス停まで 20分歩き、下時間に 1本のバスに乗 り、病院、買
物に出掛ける不便はありますが、住めば都とかと申します。今ではこんな素晴しい住宅地に居住
し50年、大いに満足してお ります。別所のバス停で降り、上宿、中宿から小野路の宿へ向う人
達。別所を東へ浄水場から変電所の脇を通 り、いづみ公園の脇の地蔵さんに手を合わせ幕末の時
代に思いをはせ、黒サ|1方向に布田道を歩く方をよくみかけます。中村のバス停から浄水場に向う
大畑の風景も、大変のどかで人気がある様です。 (町田のチベ ットとか ?)河 さヽな十字路、曲り
角などに小さな案内板などを置いて頂ければ、不案内の人達に大いに役立つのではないでしょう
か。私共の家の前、地図を持つた方達が歩いてます。以上 l′lヽ 野路町/男性/70歳以上/30年以上)

343

何度か里山 トレッキングツアーに参加 した。町田にこんなにたくさんの自然公園があり、里山が
残つている事に感動 した。もつと広く里山の魅力を伝え、それを見て体験 してもらい大切にして
いかないといけない環境を知ってもらう。 うちの裏にもタヌキが出たリイタチがいたり。この自
然は失ってはいけないと思 う。 lノlヽ 野路町/女性/60～69歳/5年以上 10年未満)    :



344

近くに住んでいますが、どのような活動がされているのか、どんな魅力があるのか知 りません。
人を集めるのなら訳からのアクセス、交通整備をしてほしい。農業体験や生きものの生態につい

て、小中学校の教育にとり入れ、子供達の世代にも自然の大切さを学ばせたい。美 しい自然を壊
してまでスポーツ施設を拡張させるべきではない。 l′lヽ 野路町/女性/40～49歳 /5年以上 10年未
満 )

345

野津田公園サッカー場の拡張、リニア開発など、地元のためにならない開発ばかりで子供と散策
できる里山とは逆行 している。サッカーにより休 日公園が使えない、外部からの車で渋滞、せま
い生活道路を抜け道としスピー ドを出すなど、地元にサッカーによる恩恵は何もないも市長がサ

ンカ~好きなだけ。 (小野路町/男性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)

346

里山はすばらしい所ですが、交通の便が悪くてなかなか気楽に行く事ができません。電車やバス

の利用は環境保全の面から考えれば大切な事ですか。例として、小野神社付近に駐車場を整備す
れば、里山をもつと気軽に利用できると思います。高齢者や身体の不自由な方たちにも駐車場を

利用 してもらう事により町田の自然をもつと見に来てもらえればいいと思います。 (小野路町/女

性/60～ 69歳/20年以上 30年未満 )

347
交流館のコロシケをはじめとする食事はとてもおいしいです。野菜の販売回数をもう少 し増や し
て欲 しいです。交流館の活動が広がれば地域の活性化や地域経済の発展にも少なからず貢献する

ものと思います。 (小野路町/男性/50～59歳/20年以上 30年未満)

348
若い住民が増えているので、子供の代まで環境を保全 し後世までのこして行けたら良いと思いま

す。 l′lヽ 野路町/男性/30～ 39歳/10年以上 20年未満)

大型の車特にトラックは用事以外は通らないでほしいです。特に通学時間にはど l′lヽ 野路町/女性
/70歳以上/30年以上)

349

350
小野路周辺の里山環境は今も結構整備されていてどんな方たちがやつて下さつているのかな ?
と感謝しています。東京在住の友だちも散策に来て、町田に住みたいという人も居ます。 l′lヽ 野
路町/女性/70歳以上/80年以上)

351

里山暮らしを望み小野路町に移 り住みましたが、業者資材置き場や違法ゴミ回収業者の仮置き場
等汚い建屋が多く点在 し、更に大規模な残土処分場へは大型 トラックが土埃を上げながら出入 り
しています。 「汚いものは山の中へ、目立たぬように」といつた意図でしょうか ?市街化調整区

域 とは何を目的とした線引きであるのか行政側の対応が問われます。また、赤道の管理ができて

お りません。管理責任はどちらにあるのでしょうか。里山の動脈である赤道の維持管理は里山保
全に重要な事です。 l′lヽ 野路町/男性/60～ 69歳/10年以上 20年未満)

352

観光地になるような計画があるのであれば、歩道の確保、交通渋滞の対策を先ずお願いしたいで
す。イベントは広報等で募集されているのだと思いますが、地元なのに伝わつてこないのは寂し
いなと思います。「ヨリド平」の活動は、チラシをポネ トに入れてくれたり活動がよく伝わらて
います。 l′lヽ 野路町/女性/40～49歳/10年以上 20年未満)      j

353
極力このままで保全 して欲 しい。人工物は作らない。 l′lヽ 野路町/男性/70歳以上/10年以上 20年
未満)

354

①この地区に住んで6年近くなりますが、交通量が多く図師方面と鶴)|1方面から車の混雑でつF気
ガスが気になります。②小野神社 (バス停)か ら浅間下 (バス停)ま での整備は一定進みました
が、自転車のルール制限サイズ以上の大型車の進入等安全面について懸念する状況は悪化したと
見ています。たぬきや猫等野生で生きている生物の保護も含めての環境と考えていくべきです。
イメ■ジとしての田舎という様な里山を残したいのか ?新たな里山の姿として発信する場とし
て、地方に発信できるモデルとしてパーツを作りあげたいのか?生活環境を整えるためか?観光
資源として考えるのか?では全く違つてきます。沢の水はスゴくキレイなので、インバウンドや
外国人を受け入れる事になるなら今のままで十分です。 (イ ンバウンド外国人居住反対)こ の地
域に根づいた人々の生活をベースに整備をと思つています。③鶴川⇔多摩センタ

=間
のバスが 1

H2本ないととても不便。世帯数増と取組みを進めていくためにはアクセスを良くする事 (公共
交通機関)も必要です。そのため、モノレールを鶴チ||ま で引張れると違つてこないかと思います。
鶴川からは鶴見川の上を上手く活用すれば交通環境の整備も進むと思います。④浅間下バス停か
ら上の急坂は整備して欲しい。恐すぎる。 l′lヽ 野路町/男性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)

355

里山で育ち、里山で子供を育て長年ここで暮らしてきました。環境の保全と言いながら、隣はサ

ッカー場の工事。市民全員がサッカーに興味がある訳ではないです。住む人にしか解 らない事も
あります。騒音、ゴミ、路駐、人を集め利益を得る事も解 りますが、その隣は里山です。里山の

魅力は自然環境の中での人の生活なのではと思います。健康な森林、田畑、その環境に住む動物
と昆虫を守る事が大事かと思いますも l′lヽ野路町/男性/40～49歳/30年以上)
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・鶴)|1駅⇔多摩センターのバスにいつも乗 りますが、仕事に行く為に使用しているので、 1時間
に 1本 (ほ ぼ)では不便すぎます。乗る人数でそうなってしまうかもしれませんが、それは市が
補助金を出して頂いて便利にしてほしいです。そうなればこれから里山での取組もしやすくなる
と思います。 ・他県から移って、ここは東京と思えない田舎で、自然がたくさん、山にはたぬき
も庭に来たり、いろいろな生き物がいるのに驚きました。裏山の小さな川の水はとてもキレイで、
これからもずっとそのままで保護されるといいと思います。 。今 日本はインバウンドに土地を買
われてしまって、この先大変なことになると思います。ここは大切にしなくてはいけない場所だ
と思います。 ・ものすごく大きな トラックが通 りますが、バス以外は他の大通 りにまわってほし
いですと坂がのばれないし、小野路の交差点も大渋滞になってしまいます。 1/1ヽ 野路町/女性/50
～59歳/5年以上 10

357
以前、デイサービスの仕事で色々な里山公園など連れて行った事がありますが、どこの場所も良
く整備 されていました。車イス対応のゆるやかなスロープがあれば一番と思います。多摩市、人
王子市に敗けないすばらしい里山を作つて下さい。 (小野路町/男性/70歳以上/30年以上)

358

町田市民ですが隣の多摩市の方が近いので (バスがなければ途中から、あるいは駅から歩いて帰
ることができる。 1時間くらいかか りますが)町田は何 しろ広すぎて車や自転車バイクに乗れな
い (バ スが欲 しくても駅より遠い方は走ってくれない)町田駅に行くのは一苦労です。バスが 1

日6本 (それも 10～ 15時まではない)チイキの小野路ではムリですね。あと、回答は 2人まで
ときめててゆうか世の中夫婦モノつて親子モノつてのペア参加規定ということが多くないです
か ?これから妻や夫を亡くした人が 1人でもくらしていける (実際私のまわりでは未亡人の 1人
ぐらしが多い。未亡人かわからない人もいますが)環境を整えようでいいと思います。孤独死は
いやですからね。里山環境 とは大部はなれてしまってスミマセン。心にゆとりがないとこういう
アンケー トもかけませんからね。なんでもWebア プリばかりの世の中じゃいけませんよ。年よ
りはおいてかれるばかりです。色々いってスミマセン。 (小野路町/女性/50～ 59歳/30年以上)

359
とにかくきたない。産廃業者みたいなのに出ていつてもらうこと。それが第一。 (小野路町/男性
/60～69歳/5年以上 10年未満 )

360

もう少 し広く里山について紹介や活動について発信 した方がよい。地元に住んでいてもあまりそ
の場所とか様子がわからず、たまに市の公報でお知 らせ程度の記事が出るだけで興味を持うこと
はない。ある程度企業も入 り、人がそこに集まって行 くような里山を保全計画 した方がいいと思
う。年間を通 して楽しめる場所にしてほしいな。地元民でも行きたくなるような場所。遊歩道で
ぐるりと楽 しめるとか。 (小野路町/女性/60～ 69歳/30年以上)

861

里山環境の保全、活用には婆然ボランテイアや無償にて行なうことはできず。かと言って税金を
投入するには限界が有るでしょう。やはりそれには自活できる仕組を作る必要があるのでしょ
うな里山環境を生かし、生産性のある事業を営むためにも、民間企業の参入は必要ではないでし
ょうか。町田のこの地に自然を生かしたグレー トパークが出現したら楽しいですね。 (′卜野路町/
男性/70歳以上/30年以上)

362

住居が小野路である為、小野路野津田の里山は身近に感 じられ、癒しの場でもある。広い里山と
言えど土地の所有者がいらっしゃる訳でもあるから、その方々との協力、ご理解は必要な事だと
思 う。この環境―市民の宝である事を理解 して頂き、市よりの補助、人材により環境の整備進め
て頂きたいと思うています。竹林がぼうばうで伸びほうだいになっています。その勢いで紅葉樹
が枯れていっている状態も見受けられます。美しい竹林、そして里山 (人 と自然の共存する場)

の景観を保全すドく、町田市は力をつくして頂きたいと思つております。 (横浜市の故郷村は良
ないでしょうか)1/1ヽ 野路町/女性/60～ 69歳/30年以上)い例なのでは

363

30年前に都心から引つ越 してきた時、周囲の自然の豊かさに感激 しました。その後、公々
木林や竹林は、建設会社の資材置場や、作業所、倉庫などに変わつていき、残る林や竹林も放置
されたままで、荒れた感 じになって行きました。土地所有者の高齢化や税金対策で、安易な土地
利用が為され、荒廃 した景観が生み出されていくのは、寂しい限りです。町田市のみならず、東
京近郊にあって、唯―「日本の里山 100選」に選ばれた小野路地区への自覚は、地域の人々や、
町田市全体の市民からもあまり感 じられません。「日本の里山 100選」に選ばれた意味と意義
を再度、全市民に伝える必要があると思います。コロナ下で、都心から地方へ流出する人の多い
中、都心から1時間足らずで、豊かな自然の残るこの地区は、新 しい 「自然と共生する生き方の
モデル地区」として再生されれば、全国の脚光を浴びる事間違いなしです。今からでも遅くない
ので、土地所有者、企業、地域住民が知恵を出し合つて、豊かな自然と住環境を守って行けたら
と思います。 (小野路町/男性/60～69歳/80年以上)

364

・晨家の方々の高齢化もあるので、管理できない畑などは今ある農業を学ぶ畑 とは別に、自分達
で自由に野菜等を育てる事ができる市民農園として貸出しがあれば是非借 りてみたい。 ・散策を
してみて本当に素晴らしい場所だと思つたので、なるべく今の景色を残しつつ、多くの人が訪れ
て自然に触れる事で、気持もリフレッシュできる様な場所になると良いなと思いました。 l′lヽ野
路町/男性/40～49歳/10年以上 20年未満)



365
・廃棄物保管場所 (業者)が多すぎる。 。里山保全のためにはバス巡回をすると良い。 (小野路

町/男性/60～ 69歳/10 20

親子で参力日できる活動やボランティアがありましたら教えてほしいです !!(小野路町/男性/30

～39歳/5年以上 10年未満)

366

867

(?)が まだいる。ウサギはこの数年は見ていない。ネコがいる。タカなの

かワシなのかわからないカラスくらいの茶色の鳥の姿を最近見られないとカラスだけは毎日のよ

うに見られる。数も多くなったような気がする。 30年前小野路に住み、しよいカゴにもんぺ姿
の農作業に行かれるおばあ様を見かけ、古くからつたわる姿を感 じた。その時、コスプレで、小

野路を訪問された方にしょいカゴとモンペ姿で農作業体験したり、散策できたらおもしろいので

は ?と 思いました。浅間下のバス停の駐車場近くの 1本の大きな桜が大変美 しくて感動します。

ハクビシンやタヌキ

(小野路町/女性/60～ 69歳/20年以上 30年未満 )

く見掛けますが、交通アクセスが悪くバス便も少

ない。もう少し足を運びやすい整備が必 思われます。 l′lヽ野路町/女性/60～69歳/10年以
ハイキングやウォーキン 々を多グ等を楽しむ方

要かと
上 20年未満)

368

869

ごちらの今の地に引つ越し数ヶ月ですが、成瀬は生
活面において住みやすかつたです。ただ今の地はとても自然豊かで、無人販売のお野菜
り、緑が多くこれからの季節がとても楽しみではあります。ただ交通便において不便な

残念でもあります。どうしても鶴)|1駅 より町田駅に出る事が多いので町田駅へのバス便
と思いました。 (′lヽ 野路町/女性/50～ 59歳/20年以上 30年未満 )

があつた
事が少 し
があれば

町田に住み 30年近くになります。成瀬から

370

・適当なコースを散策 しますが、里山地区がどこ～ どこま

した物を見た事が無い。 ・山道を歩く時、日によつては人に会 う事の無いことがある。一人で歩

くので何かあつたらと不安になる事がある。 ,最寄 り駅は多摩センターですが、バスが 50分に

一本と少なく、アクセスが悪い。環境保全とは相反する事かも知れないが、モノレエルを早く整

備 し、アクセスしやすくなる事も必要ではないでしょうか。 (′ 1ヽ野路町/男性/70歳以上/10年以

でか、入口やコースの案内等ちやんと

上 20年未満 )

371

1人住いの為、回答は一名です。横浜から越 して来て 10年近くなります。現在の里山での生活

はとても気に入つています。今後自然があまり破かいされぬ様願つてお ります。 (′卜野路町/女性

/70歳以上/5年以上 10年未満)

30372 来訪 してくる人達の駐車場等。 |

873

近年、都市化に伴い自然が失われていることが急速化 していっている中で、特に私自身の生まれ

育った地域の里山環境が失われたりしてしまうことは本当に悲しいので、地域の人々や協力 して

くださる方と共に保全の強化を協力 して行ない、また多くの自然を失 う可能性があるときは、地

(小野路町/女性/18～ 29歳/20年以上 30年未満)域の多くの人に発信 してほしいです。

374

問 13、 7に ありますが、鶴見川にはこい、カメ、鳥類…様々な生き物が生息しています。川沿
いの遊歩道を歩いていると、ゴミ類、家電等の粗大ゴミから紙くずまで様々なゴミの散乱や放棄、

放置が大変気になります。恩田川で行われているゴミの収集活動が鶴見川でも行われるなら是非

参力日したいです。個人で始めたいと思つても中々難 しいので、市の方で働き掛けていただき、河

川汚染を無くしたいです。水の透き通る水底の見える鶴見川を見たいです。 l′lヽ 野路町/女性/50
～59歳/20年以上 30年未満)

375

内容を拝見して、町田市役所の意識の低さを感じざるを得ませんでし

た。里山を保有 している地域・自治体は町田市だけではなく、活用保全の取 り組みを熱心に行っ

ているところは多くあります。その土地で起こっている問題はご覧になつているのでしょうか。

他の回答でも触れましたが、訪れた方による私有地への立入、自覚のない作物の窃盗行為等は多

くの場所で問題となつていることであり、この地域での問題の一つにもすでになってお ります。

例えば、この問題二つとつてみても、啓蒙活動等取組が遅れている町田市役所が質問の選択肢に

活用のための魅力の宣伝だ情報発信だとばかり書いていることに対 して、本当に先例を踏まえ他
の自治体への質問調査等を行つたうえで(こ のアンケー トを作られたのだろうかと直載に申し上

げれば苛立ちを覚えています。そもそも「生き物の多様性」を保持 した里山で暮 らすということ

は、その多様性とも身近に付き合わなければいけないということでもあり、いわゆる害獣とも付

き合つていく必要があるということです。おおよそ者卜市部では考えられないような生き物によつ

て、今住んでいる住宅でさえ被害を受け得るのが里山です。 (町 田駅前の住宅でキツツキに穴を

あけられるなんてこと起こりますか ?タ ヌキが家に住みますか ?畑 を荒らしますか ?)「多様性

を保持」したが故に、そうした害獣とも付き合わなければならない地域に対 して、市役所として

考えうる支援は現状で十分に整っているとお考えでしょうか。標本のように里山をショーケース

に飾つておきたいのであればまだしも (それが可能なのか、またそ うした際にそれは里山と呼べ

るのかという話もありますが)人が自然と共生している里山を生かしていくというのであれば、

活用のための宣伝だとかを挙げる前に、今住んでいる人もしくは新 しく入つてきた人が住み続け
ではないでしょうか。里山は単なる山畑ではなく、人が住み自
に思います。場所に固執しすぎるあまり、そもそもその場所で
いのではないかと、浅学ながら思 うばかりです。 l′lヽ 野路町/女

られる環境を整えることが先なの

然と共生して初めて存在するよう
暮らす人への意識があまりにも薄

このアンケー ト用紙の質問



性/18～29歳/20年 上 30

376

建築業者の資材置場やゴミ置場が急増 し、失火、不法投棄、地域住民との トラブルが頻発してい
ます。行政は上記事項や当該事業者が調整区域で倉庫などを違法に建築しているのを放置してい
るのが現状です。そのような状況にもかかわらず、アンケー トにあるような綺麗事を並べても、
我々住民は本気に捉えることができません。是非とも里山云々よりも先に行政本来の仕事をして
くださるようお願い申し上げます。 l′lヽ 野路町/男性/40～49歳/20年以上 30年未満)

377

私自身、柿生に笑家があり、常に身近に里山の存在がありました。柿の実幼稚園では裏山 (里山、
畑)があり、自然の中で遊ぶ (木登 り、土いじり等)こ とが当たり前でした。鶴)||に も広い敷地
の幼稚園や保育園があれば、もつと知育・教育に活用されるのではと感 じます。息子は若竹幼稚
園でしたが、小野路の里山地区を知 りません。柿の実幼稚園は地域の祭 り (だ るま市、月続神社)

や農家とのつながりも深く、柿生の歴史や自然の豊富さを教えてくれました。町田は他の地域か
ら移 り住む方が多いのですが、北部丘陵地区の里山の存在を知らない、興味が持たれていないこ
とが残念です。移 り住む理由は自然が多いからにも関わらず。もつと幼少期から里山に関わる取
組をすれば 10年後、20年後に重要さを伝える人が増えていくと思います。(小野路町/男性/50
～59歳/10年以上 20年未満)

378

私は自山・竹林の保全を行つておりますが、一番の悩みは発生材の処分です。それと高齢となつ
た現在、機材があれば楽に作業が進むんだけどといつも思つています。竹をチップ化して肥料に
することもできます。しかし200万 円以上する機材は高価すぎて買えません。又、発生材の処
分は燃や してお りますが、近隣住民の迷惑や消防署、行政のしめつけに大変苦心しております。
(小野路町/女性/60～ 69歳/30年以上)

379

里山が残されているエリアのほとんどは調整区域でしょう。そのためせっかく美 しい山林があつ
たとしても、その周囲には資材置場や残土処理場などの (生活には必要でしょうが)“見た目に
よくない事業所"が点在 し、里山と相入れない風景が広がつてしまっている。これらも里山保全
とともに解決 していかなければいけないのではないでしょうか。 (小野路町/男性/60～ 69歳/30
年以上)

380 これ以上自然を破壊 しないでほしい。 l′lヽ 野路町/女性/70歳以上/20年以上 30年未満 )

381
T群 脇 チま甥 摩 疑線 蔀 :継 比1蔵どず 鶴 畠娯読 篭 蹴 等、弓む 晩
ではなくなってきているのを悲 しく思います。本当の意味での “里山の保全"につながる活動を
期待 します。そこからこの土地の価値が生まれるものだと思います。(小野路町/女性/40～ 49歳 /
5年以上 10年未満)

382

振興課による「活用保全計画」の参考アンケー トということもあるのでしょうが、質問の内容、
選択肢などが狭義の利活用に片寄つている気がします。里山を保全・再生するためには活用だけ
でなく、地元の住民、特にその土地で農業に従事している方々への支援が不可欠でしょう。ボラ
ンティアによる里山管理や地域外からの観光客ゐ増加が、里山再生につながらないことは他地域
の状況から明らかです。豊かな自然 (本来の里山)を残すことを第一とし、そのための地元への
予算処置を希望します。狭義のどこでもやっているような利活用ありきの政策には反対です。(追

伸 :野津田公園のあり方にも、正直失望しています)(小野路町/男性/40～49歳 /)

383
小野路町・横山道・■本杉公園・はるひ町方面よく散策 します。たくさんの山道がありますがわ
かりやすい地図があれば幸いです。 l′lヽ 野路町/男性/60～69歳/5年以上 10年未満 )

384

近くに長年住んでいるが、どこがどう里山地区なのかわからない。看板もなく近くまで行ったが、
迷って帰つてきてしまった。 (こ こかなと思われる所)地場野菜の販売とか看板の設置とかわか
りやす くして欲 しい。すでに行われているようであれば情報発信を考えて欲 しい。 l′lヽ野路町/女
性/50～ 59歳/20年以上 30年未満 )

385
呈山を残すためには、地主の協力も必要と思われるので、地主との話 し合いも必要ではないか。
里山に接近 している空地等に廃棄物業者が入ることは避けるべきである。環境が悪くなる。 (小

野路町/男性/70歳以上/80年以上)

386 看板や木安内板が古く消えている物が多く目につきました。少 し詳 しく説明がされていると良いと
思いました。時折山を歩いて感 じた事です。 l′lヽ野路町/女性/60～ 69歳/10年以上 20年未満)

387
里山と言 うが殆んどが民地。地権者には手厚い保障を行 うべきです。 l′lヽ 野路町/男性/70歳以上
/80年以上)

388

鶴川中学校を移転。自然の中の教育は良いと思 う。 しかし通学路がひどすぎる !大蔵～井の花～
中学校までの道路を整備 し安全な通学路を確保せずに、未来をたくす子供達に自然を語ることは
できないと思 う。自然生不便ですか ?町田市の トップの方は、実際通学路を共に歩いてみてほし
い。 (小野路町/女性/60～ 69歳 /5年以上 10年未満)

389
もう少 しコンパク トにした方が封筒などすみませんね !!lノlヽ 野路町/女性/60～ 69歳/10年以上
20年未満)

390 近くに駐車場ができないかとよく思います。 (′lヽ野路町/女性/70歳以上/30年以上)

391 町田市が町田市の魅力を増加 し、住みたい市にしてゆく。犯罪多発 とい う面で町田市が知 られて



おり、あまり魅力的とは言えない。サッカー観戦者数の増加をしても、会場への行き帰 りに経済
的に町田に益が生じる対策があるように見えない。里山についても、町田市の魅力増大の 1つ と
して取 り組み、いろんな意味で行ってみたい町田市になれるような継続的計画をつくるべきで

す。里山散策の人にとって、ところどころに トイレがあり、茶屋があるなどの備えも必要です。
単なる保全では先行きは い と い ま ′J 町/男性/70 以上/1o年以上 20年未満)

耕作放棄地や雑木林等が増加 している現状を地域住民に活用してもらう様に昔から住民を説得
してもらい各自治会に斡旋 してはどうですか ?昔からの地主さんば貸出をいやがる方もおおい

ので最近放棄地が増えて、危険な場所が多くなつているので安全な面&ゴ ミの事もあるので不法
投棄も無くなるのではと思います。 (小野路町/男性/60～69歳/20年以上 30年未満)

392

893
小野神社と里山交流館からサンシティまでの歩道を早めにつくつてください。児童の通学路です
がせまくて危険です。どうぞよろしくお願いいたします。 l′lヽ 野路町/女性/40～ 49歳/10年以上
20年未満)

394

395

画して取 り組んでいるようですが、 10年近くたつて認知度が低いのであれば、市外・外部の人

間を入れて活動するべきでは ?「里山」にとらわれてか、地主が田畑を手放さない事により道路

拡張できないようで渋滞が発生している所もある。柔軟に考えてもらいたい。町田ゼルビアに」
1に上ってほしいが、その点でどう考えても大渋滞を引き起こすようであれば移転 してほしい。
(小野路町/男性/40～ 49歳/10年以上 20年未満)

0-69 10よくないと 小野 町 /

り でいるの か つ 2011

20の

年未満 )

ヽ」自体を知らなかつたし、町田

396

が出没したり、川の近くなのでカモが庭を通る等田舎感がとても好きです。 10年前にはヘビが

毎年家の近くを通りましたが、ここ数年見かけません。川がきれいに整備されたのは大変嬉しく
思つていますが、その頃から見かけなくなりました。自然を守りながら整備してゆく事は大変な

す。田や畑での米の収穫等は都会の子達にとつてよい経験にもなり、自分たちが口

も農業体験する事で重労であり又食の大切さを感 じられるのではないかと思 う。宿
もあるとよいのではないかと思う。 (小野路町/女性/60～69

は少 し でヽか ヤい カ いタ カフセ ミたまに

ことと感 じま
にする野菜等

30で の

397

報を提供すべきだと思う。興味があるのに一歩進めないのは魅力がない事かもしれない。広く浅
く中途半端にやるのではなく、例えば散策 1つ とっても多種多様なコース、冊子あり、宝さがし、
レースなど (町 田の特産物でのお弁当付き)途中でお茶屋さん (竹林がある所 ?!)あればなお
良し。団子屋さんも。楽しくなるほど浮かんできます。まずは里山を教えて下さい。 (小野路町/

女性/60～69歳/20年以上 30年未満)

々し をら 、里山の ついのカ

398 公共施設を入れるど (小野路町/男性/70歳以上/30年以上)

399
を

0
9よ り く し、

に活用 し、市民へ返
み ヤヽ

未満)

の

」二/20 上 30
し、人 し、

400

小野神社の隣にある里山交流館で行なわれるイベン トやお祭 りが好きで、いつも訪れています。

今年はコロナの影響で全て中止となつてしまい、とても残念です。コロナが終息したらまたいろ
いろとイベン ト等の企画してください。ただ、普段から休憩所として利用できる点や軽食も食べ

られることを知らない人の方が多いと感 じています。もつと利用 していただけるように知らせる
ともつと利用者が増えて、活気が出ると思いますと駐車スペース、駐車スペースが無いのも利用

者が増えない点かな ?と 思います。交流館内で里山を紹介するコーチーや地元のアーティス トさ
んたちの作品等、展示すると良いと思います。 l′lヽ 野路町/女性/40～49歳/5年以上 10年未満 )

401

クセスしやすい場所にあるため企業誘致もしやすいエ リアであると思 う。自然を

活かしたキャンプ、グランピング等を通し、幅広い世代へ里山アピユルをしていくことで長く親
しんでもらえる地域へと発展できるのではないか。その半面駅前や南町田 (グランベ リーパーク

周辺)はションピング等の活気もあり、両面で楽しめる地域づくりはかなり魅力となると思 う。
町の魅力のそこ上げをすることで住民 (市民)も より住みやすい町づくりをおねがいします。l′lヽ

野路町/女性/30～ 39歳/5年以上 10年未満)

町田はとてもア

402 四季の杜みたいな場所が増えると良い。

い 山のイ

5 」±10

イこ る

(小野路町/男性/30～ 39
つ 9。そ び

・キャンプ場つくつてほしい。
で

403 のような環境を保全して持続可能な自然の残る地域にしましよう。(′卜野路町/男性/60～69歳/20
りれている

年以上 30

で も

404 を っかけイこ近くに き小屋があるのを知 りましたも自分で炭を い

~(:

たいと つてい



たので、行ってみようと思いましたが行く先の道がわからず断念 しました。小野路には竹が多く、
整備されていない場所も見受けられます。整備を兼ねて、竹細工・炭など加工することにしてい
けないものか考えていましたので、身近な地道なところから取 り組んではいかがでしょうか。ま
た近くに大学もあるので、大学生に率先 して活動に参力日してもらうなどしてみてはいかがでしょ
うカ (小野路町/女性/50～ 59歳/1年以上 5年未満)

405

ェちらに居住 していると、車での移動が必至となり歩行スペィスなどない狭い道で散策を楽 しま
れている方に申し訳ないが、車で移動するしかないのでもう少 し道路の整備が必要だと思いま
す。住人は低いスピー ドでゆつくり走 りますが、グーグルマンプの抜け道に載ったこともあり、
スピユ ドを出している車が多く、事故にならなければいいと思つてお ります。lノlヽ野路町/女性/50
～59歳/20年以上 30年未満 )

406
里山の多くは市街化調整区域にあり、市街化調整の法律が形骸化 して (強制力が弱い)目 的と異
なる使用方法が多く、コンテナく廃棄置場となつているnl′lヽ 野路町/男性/70歳以上/30年以上)

407
一般市民の土地を活用するには制限が多いが社会福祉法人などは自由に使用 している。福社を理
由にした事業や開発について市役所は慎重にすべきです。特に社会福祉法人共働学舎には注意で
す。 l′lヽ野路町/男性/50～59歳/30年以上)

408

地主は高い税金を払い、立木の処理、下軍刈など経費をかけながら生活 している。無償で各家の
話を聞きサポー トしてくれる人が必要。どのような取組をしても人間は自然には勝てないし必ず
利害関係が生ずる。税金、相続税等がなければ今まで通りの美 しい風景が残る。利益が生まれな
い里山でも歴史を刻んで残うているのは地主が先祖の思いを繁いでいるからである。安易に自然
はいじらない。おわかりですか。 l′lヽ 野路町/女性/70歳以上/30年以上)

409 場所がわか らない人が多い と思います。 lノJヽ 野路町/女性/70歳以上/30年以上 )

410 開発、開発 と言つてるが小野路地区近隣の里山丘陵を残 してください。
残 して下さい)l′ lヽ 野路町/男性/70歳以上/30年以上 )

(生物 と共存できる丘陵

411 川崎市の黒サ|1地区など他の行政区域 との連携。 (′lヽ 野路町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満 )

412

6年程住んでいるが、犬の散歩をするのにとても適 した環境で気
れいに手入れされているし、畑のよこの細い道も四季を感 じながらお散歩することができる。静
かで人口密度の低いこの辺を気に入つているので、あまりにも人が増えるのは正直どうかと思つ
てしまう。静かに散策 してくれる人たちならいいが・…。休 日にイベン トを行ったりするのは良い
のかもしれないも l′lヽ 野路のフー ド、工芸品のイベン トいいですよね)あ と、ゼルビアの試合の
時、道が混む…。のはしょうがないとして、公衆 トイレとコンビニを作つてあげたらもつと便利
になるかな。高齢者になると自然を求める人が増えるイメージで、歩いてる団体も高齢者が多い9

若いうちはやつぱり、町とか騒がしいのに魅力を感 じてしまうけど、子どもを連れた若者たちに
も自然のすばらしさに触れてもらいたい。河ヽさい時に自然に触れておくと、街に出てからある程
度たつと自然に戻 りたくなる。里山なので、タヌキがいるのは仕方ないが、ノラネコとタヌキに
餌付けする人がいて困る。野生動物から移る病気 (ズーノーシス)も あるから、ある程度の距離
を保つのは大事。 (′lヽ野路町/女性/30～39歳/5年以上 10年未満)

つている。公園も多く、き

418 美 しい多摩丘陵の昔ながらの姿を残 して欲 しいです。 (小野路町/女性/60～ 69歳/10年以上 20年
未満)

414

いつの頃からなのか、放つておかれてそのままになっている山が見受けられます。豪雨や地震等
で、土砂崩れがおきない力洵い配です。現に、2019年 頃五反田交差点の辺 りの山が豪雨時に崩
れました。公園を増や して頂きたい思いもありますが、まずは木を切つたり等の山の手入れもし
て頂きたいと思つてお ります。 (小野路町/女性/40～ 49歳/5年以上 10年未満)

415
環境保全を目的とするなら企業誘致は絶対にするべきではないと思います。環境保全を目的とす
るなら、ボランティア等の非営利活動を優先し、市がそれを支援するのが望ましいです。 l′lヽ 野
路町/男性/50～ 59歳 /5年以上 10年未満)

416 自分としては活動に参加する時間がとれませんが、環境が整備 され自然が残ればと思います。1/1ヽ

野路町/男性/50～59歳/10年以上 20年未満)

417
里山野菜や、木材を使用 した民芸品等を手軽に触れたりしながら購入できる場が増えて、場所は
どこなのか分かりやすく市民に知らせて欲 しい。(小野路町ッ/女性/50～59歳/10年以上 20年未満)

418 高齢者の生きがい、楽 しみを作れる場所、地域住民の協力など、誰もが気軽に訪れることができ
る空間を望みます。 (′lヽ 野路町/女性/40～ 49歳/10年以上 雰0年未満 )

419 安全に暮らす以外興味がないとやりたい人、できる人でやれば良い。(小野路町/男性/40～49歳
/10年以上20年未満)

420 今回のアンケー トでこのような取組をしていることを知りました。今後意識してみていきたいと
思います。 (小野路町/女性/50～ 59歳/1年以上 5年未満)

421
モノレールの町田市原町田への早期乗入れ。乗入れによリハイキングコースなどの環境整備。環
境整備 と共に企業や団体などと自然や農業産物に関わる店舗等の開設など。一般企業 (温泉施設 )

などの誘致など。 (小野路町/男性/50～ 59歳/10年以上 20年未満 )

422 1 いつ ての し のイま イ t て



たことを充分に評価 しその上で更に保全と活用を考えていってlま しい。 2.1の立場に立って長
期的・永続的な基本方針を策定し、ブレない施策を置いてほしい。 l′lヽ 野路町/男性/70歳以上/30

年以上 )

423

この地域に暮 らしている住民にとつて、一番大事なのは生活インフラです。駅から遠 くバスも少
なく夜 10時台で終バスとなる現状では若い住民は離れていきます。また、農家の後継者も減少
し、後継者であつても未婚の方も増えています。言わば地方の過疎化と同じく進んでいるように

思いますb早期のモノレ‐ル延伸を強く願います。 (多摩センタとから途中まででも先行 して事

業化 してもらいたい)l′lヽ 野路町/男性/50～ 59歳/30年以上)

424 0 0′ つ

425
散策する人が増えるのはあまり好ましくない !ゴ ミのポイ捨て、タバコのポイ捨てが増えるか

も?休 日に朝早くから散策する人がいるとおしゃべり話 し声が うるさい !今でも 1活動はいい

けどほどほどにしてほしい。 (小野路町/男性/60～ 69歳/30年以上)

426
散策の方が多いので居住している側 としては、正直落ちつかない気がする事もありますが、自然
が多いのでとても気にいつて住んでいます▲空いている農地 )ヽあ り、もつたいないと思います。
農業に活用できたらいいですね。 l′lヽ 野路町/女性/50～ 59歳/10年以上 20年未満)

427
河)「 |に木や竹などが、切 り捨てられたままになつていたり、これは一個人がどうすることもでき
ないと思います。そ ういう所をきれいにすることから、保全が始まると思います。よろしくお願
いします。 l′lヽ 野路町/女性/60～ 69歳/20年以上 30年未満 )

428

里山環境の保全活動によつて、貴重なタコノアシやツリフネノウの群落が消滅してしまつたとい

う例も有るので、生態系に詳しい指導者が必要だと思います。ゴミを棄てる不心得者がいるので、
その対策をぜひお願いします。すぐ始末する事により、ゴミは減っていくと思います。 (小野路
町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満)

429
ここに引越 してきた当初はキジの鳴き声をよくききましたが、今はほとんどききません。 30年
の間に少 しずつ変化 しているようです。多様な動植物が生息し続けられる環境を残 していつて欲
しいと思いますbl′ lヽ 野路町/女性/60～69歳/30年以上)

扱上 20年未満 )430 小島資料館は必要ない。 lm後 にさがれ。 (小野路町/男性/70歳以上/10年 )

431
(小島資料館)後にさがつてもらいませんか ?何の役にもたつていません。道路もせまく通行人

のめいわくです。 (′卜野路町/女性/70歳以上/10年以上 20年未満 )

432

貴重な里山です。自然は残 しつつも、もう少し整備されたほうがいいと思います。道案内の標識、
散策道の整備、できたら休憩所等。今は迷子になりそうです。外部の方々'が

訪問しやすいように、
主要駅からの交通アクセス、駐車場など必要と思います。どうぞ頑張つて下さい。 l′lヽ 野路町/男

性/70歳以上/30年以上)

433
子供が近よりがたい感 じがする。大人だけの楽しむ場所でかかわっている人だけのたのしみの場
所とのイメージがある。 l′lヽ 野路町/女性/40～ 49歳/30年以上)

434 都市基盤の整備をしないで生活が不便なエ リアのままにしておけば、住人が減 り、放棄地が増え

るのではないか。 (小野路町/男性/50～59歳/30年以上)

435
間伐材を利用して本質バイオマスの発電所を設置する等、環境保全と災害対策が両立するような
仕組みを考えていただきたいと考えています。 l′ lヽ野路町/男性/50～59歳/1年以上 5年未満)

486
散歩の方が庭に勝手に入つて来る。花を切る、野菜を切る、個人のモラルの問題でしょうか ?里
山を守ると言われても、山林の本を切るのも草を刈るのも、高齢者には自力ではできません。市
はどの様に考えているのか知 りたいです。 l′lヽ 野路町/女性/60～69歳/30年以上)

437
人工物を作つたり置いたりではなく、現状を残す工夫をしてもらいたい。 (手入れは専門家を中
心にボランティアの方等)里山列車をいつか走らせる。畑へ。 (′よヽ野路町/男性/60～69歳/30年
以上)

光上 )438 人が手を加 えて整備 された里山にしたい。 l′lヽ 野路町/女性/70歳以上/30年

439

耕作放棄地・管理放棄林の再生事業に町田市が積極的に関わり、就農・援農を活性化 して、併せ

て森林等の保全を行 うことが得策です。少額な補助企助成制度では、土地所有者や志ある活動家
の負担は軽くならないため、町田市自ら、事業主体となつて取組むことが必要と思います。 (小

野路町/男性/70歳以上/30年以上)

440

上経過 していますが、自然が大好きでとても気にいつてお ります。四季
を感 じながら犬と散歩できて幸せに思つています。 70代後半で自分の事で精一杯な生活です
が、ゴミが落ちていれば片付けたり美 しい自然を守 りたい気持ちはあります。l′lヽ 野路町/女性/70

この地に住んで 30

歳以上/30年以上)

441
特にはありませんが学校等の自転車通学、通勤の為の道路が危険だと思 う事が多くなりました。
里山環境を大切にして頂くと共に道路等も改善してほしいと思います。 (小野路町/女性/50～ 59

歳/30年以上)



442 市内各地に残されている里山環境の間を有機的に連携させるような取組が欲 しいblノ lヽ 野路町/
性/70歳以上/20 30

男

443

コロナになり自転車での来訪者が増えたことで、狭い場所でもものすごいスピー ドで走つていま
す。子供を遊ばせていて危険が増えたことがJい配。また、放棄林が住宅地近くにあり、倒木や枝
などがとても危険。ぜひハイキングの方々も増えているので整備 してほしいです。 (小野路町/女
性/40～49歳/10年以上 20年未満)

444

小野路公会堂脇の市有地を観光駐車場にして有効活用を。竹問題が大きな障害でもある
度大きな費用をかけて山々の竹を一掃 してみたらいかがですか ?無理なら、各家庭に竹粉砕機を
提供し、整備に役立ててもらうとか…。とにかく竹を処理する手段がなくて放置につながつてい
ます。 (′卜野路町/男性/40～ 49歳/1年未満)

の で 、一

445 い よ に願 ノlヽ 田丁/ 50-59 10 20

446

里山環境の保全には、個人としての力ではなかなか難 しいことからも、市や都のバックアップは
必要不可欠であると思 う。放棄地や林など、整備 しなければ人は集まることもなく、整理 しすぎ
ると環境破壊になり、一長一短でありますが、他府県の事例などを参考に、良い点を学んでいく
姿勢も必要であると思います。 l′lヽ 野路町/男性/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

447

里山をアピール等々ありますが、入日である小野神社右手から奥まで汚れて、竹林等、倒れてい
る箇所多々あり、地域住民です ら、とても気持ち良く散歩すらできない悪環境です。 (夜はまっ
暗でおそろしい)その様な所に気持ち良く他地方から人を集わせたりできるでしょうか ?町田市
所有の畑がありますが、回りの整備 (道の定期的な清掃)はするべきではないですか ?奥にはス
テキな里山は有り、夏にはホタルもいます。環境保全と道のクリーン化、それが大事だと思いま
す。 l′lヽ 野路町/女性/50～59歳/20年以上 30年未満)

448

正直里山の保全よりも私達の生活をどうにかして欲 しいです。家裏山は低いのですが、いつ崩れ
てもおかしくありません。山の上の木、竹、葉が伸び放題で太陽もす ぐ隠れてしまい、洗濯物も
全然乾かなく困つています。葉は雨どいに溜つて今にも壊れそうです。近くの牧場の方が市へお
願いしても何もしてくれないそ うです。里山の保全よりも私達の生活を宜しくお願いします。l′lヽ

野路町/女性/60～69歳/10年以上 20年未満 )

449 4 の か ?は イま 卜山田町/ 0い

450

今まで里山保全を優先 していたため交通の便は悪く周 りの人王子市、相模原市に大きく後れをと
つていると思います。里山保全も大事ですが、いたずらに開発を Sだき送 りにしていては、若い
人がどんどんこの地を離れ高齢化が止まらないと思います。若いファミリー層に人気のある地を
参考に又、・ 子供の国"の ような里山保全も考えつつ、早急に開発を進めてほしいと思います。
(上小山田町/女性/60～69歳/20年以上 30年未満)

451
|

の で 田町 ^ツ 69 /1 上 5

452

環境保全に対する市のビジヨンが明確でない。公園利用者の為の駐車場の確保 (不足しています)

トイレはかなりの (十分な)レベルで確保されていると思 う。現状にあまり手を加えるべきでは
ない。大地沢の職員は多すぎるのではないか ?*メ ンテナンス業務は委託業者がやっているし、
宿泊棟は殆ど使われていないと思うので、管理業務はもつと効率的にできると思 う。ハイキング
や散歩で訪れる人も多いし、その人たちが事務所内を見た時にそのように思 うのではないか。(上
小 山田町/男性/60～69歳/80年以上)

453 決 路の整備 (農道)(上小山田町/男性/70歳以上/80年以上)

454 道の駅をつくり、地元の農家で作つた野菜を販売できる。道の駅ができることを望む。 (下小山
田町/男性/50～ 59歳/30年以上)

455
小山田小学校裏山の山林及びの内活用の為、西側からの車両 (軽
忠生 661号線)整備し、接道の土地を保全と活用をしてい頂きた
歳/30年以上)

トラ)が通行できるよう (指導
い。 (下小山田町/男性/60～ 69

456 保全・活用にあたっては、居住者の生活実態を尊重 し、侵害 しないことが重要である。 (下小山
田町/男性/60～69歳/30年以上)

457
道路の整備や住宅地域の整備など〈里山の中でくらす住民を増や しながら、里山らしい街づくり
を市として取 り組んで欲 しい。 (下小山田町/男性/50～59歳/30年以上)

458

山風景を写真で SNSにアップし、タイムヅ∵な情報発信で他所の人々に魅力を伝える。上記問 14
にあるポスターやチランを貼るより何倍も視覚的に訴えられる上、労力・費用などコス ト面でも
優位。 (こ れからを支える若者層にアピエルできる。)市が現地でマーケットや音楽、ピクニッ
クなどのイベン トを立ち上げ、来てくれた人に里山保全についての情報公開したり、ボランティ
アを募る。また、自然を妨害するような人工的なものを使わないことも大切。例えば土止めや く
いのプラを他の材料にしたり、電線に配慮したり、ゴミの回収イベン トなど。 (下小山田町/女性

の の の田

/50-59房発/10 」三20

のコロナの 里ている。

459 里 ばか りが前面に出ていて、そこに住んでいる人のことが二の になつていることに が



立つ。大善地区の生活道路などはいつまでたつても広くならず、すれ違 うこともできないような

道で不便をしいられ、救急車も消防自動車もはいつてこれないことへの日々の不安も解消されな
い と

外から訪れる人のことばかりが中心に考えられているように思う。
小山
なり

田地域を里山として残 したいのであれば、希望する住人の土地を買い取
なりに考えて頂きたい。 (下小山田町/女性/30～ 39 0 30

ってもらうことを市
未満)

460

整備も必要であり、大切だと思うが、まずは住んでぃる人の生活環境を改善して欲し
里山保全のため、すでに道路の拡張ができなくなつたりしている。小山田大善地区は

すでに救急車は自宅から lKm離れた所までしか来れないと通知された。当然、緊急の場合は助か

らないと思 う。その道路拡張のお願いも、やつと測量が始まつたばかりだが、実際できるかどう
かは、東京都の公園と、町田市にかかつており、できたとしても 10年以上さきになるようだ。

地域住民の高齢かも進み、出かけるのも不便であり、問題になつている高齢者の運転もしなけれ

ば生活がなりたたない。当然、今の環境では、車なしで日常生活はなりたたない。里山も大切だ

が、まずは、地元住民の生活環境を整えて、住民が安心して老後まで住める場所を作つてほしい。

住居と里山を分離する。住居を一つの所に集める。動物のいた所を公園や里山にする。 (下小山

田町/男性/60～69歳/30年以上)

里山保全、
い。公園や

461

ちのための遊び場 としての里山など興味がないです。住人の生活がまずあつて

の里山でなければならないと考えます。不便な生活の隣で自然が豊かで良いですねと言われても

共感できない。現状、ハイカーに宅地内に侵入され、自転車レーサーに町内をサィキット化され

迷惑でしかない。人が来るには、ある程度のアクセスも必要です。まずは、小山田バス通 りの早

期完成:河 田ヽ急線多摩線の延伸による小山田駅の実現。多摩モノレールの延伸。都道 40号線の

完成。コンビニ、野菜等の販売店、クリニック、生活道路の拡充。過疎化対策としての新規住民
の増加を促す措置等・ … これらの生活整備後の里山であれば望ましく、協力 したいと思います。

住んでいない人た

(下小山田町/男性/60～69歳/30年以上)

462
(下小山田町/女1性/70歳以上/20年

る

30る

いトン イこ ノリン
・ トンボ池の所に を

くならてしま
い る

468 と守つて欲 しいと思います。一方、外来種の動植物も多く、元々あつた環境に近づける様、知恵
々 のし つつ てれてよ以 よ り

を出し合い考えていただ たいと 上い ま 下小山田町/女性/70歳以上/80年

ん

464
里山の保全にあたつては、私達だけでは管理 しきれませんが、多くの方々や、多くの軍の出入 り

には、とても不安があります。 (下小山田町/女性/60～ 69 歳 /30′
=二

以 L)

465 からない、知らない人の数が多い事に少し戸惑つています。 (下小山田町/女性/40～49歳/30年
し たのカて のじのい、見てみたい とい カ こで 、

以上 )

466

清氏)で、多摩丘陵は破壊され、コンクリー トと集合住宅群の高層建物の振興宅地となりました。

それから50年余 り、新住民の 2世ほどの世代の流れで、高齢化や退去が進み、持続可能な街、

夢に描いたニュータウンとは全くかけ離れた現実となつています。
人王子市や多摩市は、根こそぎの開発で、昔の里山の見る影もなくなっています。 (南大沢)が。

幸い町田小野路小山田はある程度残 りました。都立小山田緑地公園の丘陵をありのまま残す在 り

方も賢明で、時のその計画を担われた方は慧眼があったのでしょう。
これからも開発はもう結構ですので(雑木林の手入れや体験農業などで、外部の方と自然の中で、
息を吹き返すことができるような里山であつて欲しいです。(下小山田町/女性/60～69歳/10年

田ユ
~ ま イこン の

以上 20

467 ることも大切ではないでしょうか。里山が荒れないために行政で手を打ち、観光しない
るのも一つの で しょ か 。

ま維持す
ほしい。人が入れば、今以上に はあれていきます (下小山田町/女性/70歳以 0

でランティア い 、このま

468

.里山の原風景をできる限り残 して配置する。

.遊歩道を整備する。所々に体憩場 (ベンチ etc)をつくると

.食堂・休憩所を配置する。

.地場産の野菜などの売店を設ける。

.禁止事項は最小限にして、自然を楽しめるようにする。
i公園遊具をつくり、親子が楽 しめる。
.里山へのアクセスを完備するど
.全体の青写真をつくり⇒そして一つ一つ細部計画をつめることが重要です。

１

２

３

４

５

６

７

８

／

(下小山田町/男性

70歳以上/20年以上 30年未満 )

469 気軽に散策できる状況を作れば良い。大型の公園に準ずる多様式場所を作る。 (下小山田町/男性
。 お に 一 つ つ て

/70歳以 30

WCの 必て 、



470
夏になると、子供が鶴見)|1源流近くで遊びますが、ゴミや不法投棄が目立ちます。ゴミ拾いなど
の活動がもっとあれば子供と一緒に参加 したいです。(下小山田町/女性/30～39歳/1年以上 5年
未満)

471

美しい里山の環境を残しつつ、若者やファミリー層にも人気のキャンプ場やグランピング施設を
作つて欲しいと思います。散策コースはあちこちにあり、比較的高齢な方が楽しんでいる様子を
見かけますが、若い方にも里山の美しさを知ってもらう為には、キャンプ場やバーベキュー場等
もあれば良いと思います。 (下小山田町/回答しない/40～49歳/10年以上 20年未満)

472
里山味坑の保全 しつう、交通機関の充実もお願い したいです。 (下小山田町/女性/40～ 49歳/10
年以上 20年未満 )

473

若い世代が訪れたくなるような整備が必要。今のままでは、訪れるきつかけも、一度来てみても
「また来てみたい」と思わせる観光の要素がない。歩道も汚く、導入部であるエントランスもワ
クフク感がないのが現状。 (整備 と環境保全の成立はバランスが難 しいと思 うが)こ の地の歴史
などを知らない人も「行つてみたい」と思う様な魅力的な場所になつて欲 しい。 l′lヽ 野路町/男性
/50～ 59歳/20年以上 30年未満)

474

現状はただ自然があるだけの場所で、全く魅力がないと思います。自粛期間中、近所を散歩しま
したが、途中から歩道がなくなつてしまったり、行った先に何があるかも分からず、雑草だらけ
だうたりと、整備がされていない為あまり楽しめませんでした。薬師寺公園の四季の杜のように
きちんと整備 し、休めるカフエ等あれば、ずいぶん良くなるのではと思います。また(鶴川駅か
ら自転車で行けるサイクリングロー ド、駐車場、バス等、交通の便を良くしないと、人は集まら
ないと思います。 (小野路町/女性/40｀49歳/10年以上 20年未満)

475
環境を優先した上で、域内道路の改善が望ましい。 l′lヽ 野路町/男性/40～ 49歳/10年以上 20年未
満)

476

・よく、ハイキングをしている人が道に迷つているところ、道を聞かれます。里山や細い路地で
迷 う人が多いので、近くに案内板とかがあれば、ハイキングに来ている人が、もつと楽しめると
思いますきまた、「よこやまの道」のハイキングコースなどで飲食の場所を探 している人や、 ト
イレが無くて困つている人も多いです。市のハイキングコースの地図で トイレの場所なども載っ
ていればいいと思います。
・別荘として住んでいる人もいるので、住居としての活用も人気がでるのではないかと思います。
様々な世代の人に住んでもらって活気がでればと思います。
・野津田公園入日から小野路交流館につながる道路が歩行者用道路がとてもせまいので、整備さ
れるといいなと願つています。 (小野路町/女性/40～49歳/10年以上 20年未満)

477
里山は大切に。これ以上、山を切 り開くことがないように切に思 う。山を大切に動物たちを大切
にと思 う。 (小野路町/女性/60～ 69歳/10年以上 20年未満 )

478
里山を大切にのこすことに力を入れ、これ以上山を切 り開かでいで下さい。 (小野路町/女性/40

～49歳/5年以上 10年未満)

479
長野県茅野市で育ちこちらへ来ました
す。このけしきが、ずつと続いたら良
10年未満)

よく似た景観や、鳥の鳴く声等に時々田舎を思い出しま
と思つていますbl′lヽ 野路町/女性/70歳以上/5年以上

480 木を切り、緑を若返らせる。気が大木になりすぎ。(小野路町/男性/70歳以上/80年以上)

481
本の定期伐採はしてほしいが、観光地化はやめてほしい。農地集約。 (小野路町/男性/40～ 49歳
/30年以上)

482

里山を活かした特産品をつくりだし、市内外の活性化を図るとたとえば、そばや米の生産などを
通 して、そば体験や提供、酒造 りや提供など、魅力的な町づくりにつなげていくこと。現在、小
野路宿里山交流館には、魅力がないし、せつかくの施設が生かされていない。里山を中心とした
全体的な構想が期待される。 (小野路町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満)

488

里山をこのまま残 し、人が入 らない森林を残すのがす番です !何故、市が率先 して企業やボラン
ティア等を入れて、変えようとするのですか ?こ のままそっとして、自然を残 しておいて欲しい。
薬師池付近も、 (こ こにいた小動物は追い出されました。)開拓 して、施設を作ったり、駐車場
を作つた りした事、野津田公園内のバラ園をつぶして、テニスコー トに変えた り、それでなくて
も自然がなくなり、宅地等になつていく中、市だけは、自然を守る方に目を向けて下さい。この
ようなアンケー トは不要です !!今ある自然はそのままに !市が率先 して変えようとしないで
下さい !お願いします !(小野路町/女性/70歳以上/1年以上 5年未満)

484
土地保有者 (地主)の代が変わるにつれて山などが荒廃しているのが現状です。それを止めるの
もこのような方策と思います。 (ノ1ヽ 野路町/男性/70歳以上/30年以上)

485
荒れた山々をきれいにしたい。ゴミ捨てが無い様に。 (小野路町/男性/40～ 49歳/20年以上 30年
未満 )



486

渾ロナ予防の為、別荘 (静岡県沼津)に引つ越 していますが、以前から約 4o年程、現在地を利
用しています。お世話になります。尚、田植え、稲刈 り等に参力日させて頂ければ有難いです。(小

野路町/男性/70歳以上/30年以上)

487

・行政として、鶴見川・薬師公園・野津田公園 。図師小野路・鳥獣保護区・及び七国山鳥獣保護
区・小山田緑地公園及び (屋根)横山の道との連携を|お願いしたい。サイクリング・散策・地場
産品直売・ トイレやキャンプ場等々。
・里山の環境保全を壊 したり、里山の環境の光景を害する施設 (資材置き場 。作業場)には、里

山環境保全税を課すとか、指導監督が行える条例をつくる等。
・里山環境を風景を壊 し害する行為を止めさせる。
・耕作放棄地、管理放棄林は、市が調査介入 し、市が無償で (20～ 30年間)借 り上げ、活用者 (団

体・組合 。近隣者)へ無償で貸 し出す。促す。
・地元住民には、農産品等の直売所を貸与し、里山環境保全及び交流に参加を促す。
・東京都自然環境部と連携 し予算を取り、者[の フットパス路の整備
・ トイレの設置。          ヽ

・映画・アニメ等の甲ケ場所に活用参加。呼びかけを行 う。
.l′

lヽ 野路町/男性/70歳以上/30年以

イこ 人を つ り む に里 山 ヽ

488
1休憩施設、山野林などの保全が定期的に管理運営できる事。仕組みがある
2自 家用車だけでなく、公共交通機関で子供同士、家族でも来訪できること

/60～ 69歳/20年以上 30年未満)

陛男
／

／町田山月
と。年

ン
」

¨

489

市が里山を残 したいと考えていることを知 りませんでした。 (20年
近く住んでいるのに 。・・ )

小田急線やモル ールの誘致 (開発)と 里山の保全のバランスはどのように取るのでしょうか ?

住んでいない人の為の里山なのか、住んでいる人の為の里山なのか、もう少 し丁寧な説明が必要
だと思います。 (下小山田町/女性/40年 49歳/10年以上 20年未満)

このアンケー トを見 るまで、

490

意見
山林はかつてのように、人の手が入つていないので、気は伸び放題、竹は山林内に進展 し、竹林
となっているところが多い。           

｀

狭い谷戸にあつた田や畑は耕作しにくく、荒廃 しているとことが散見される。このような場所は

経済価値がないため、誰も利用 したがらない。自然を残 して、活用するためには、抜本的な制度

変更をしなければと考えています。
気象において、恐らく現状では温暖化を止めることは不可能と思わねッます。地球の平均気漏が 1

度 C程度の上昇で、これは温暖化の臨界温度と言われ、その後は加速度的に気温の上昇が予想さ

れます。 日本においては、東京都の沿岸部は水没するでしょうと霞が関あた りも水没するはずで

す。温暖化による水没対策の一つとして、国の機能の移転先を確保する必要があります。北都丘

陵をそのための準備地区に指定するよう、日に提案 したらいかがでしょう。
要望                              ・

小山田地区の里山には、生活道路が狭く、車の通行が困難な場所が多い。拡幅の要望がある狭あ
い道路については、早急に整備を要望する。 (下小山田町/女性/40～49歳 /5年以上 10年未満)

491

小山田の谷戸の美 しい姿にはいつも大変感動 しています。整備が進み過ぎることで今の姿が変わ
ってしまうことは(大変残念です。
維持・管理について問題があるようでしたら、まずは地域に情報を発信 して欲 しいです。お手伝
いしたい方はたくさんいるのではないでしょうか。観光というよりも生活に根ざした場であつて

ほしいと願つています。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以上)

492
高齢になつても、暮 らしていける町と豊かな自然の共存。 (下小山田町/男性/70歳以上/30年以
上)、

493 若い人が住みたくなる町と自然の共存 (下小山田町/女性/60～ 69歳/30年以上)

494

現状のままで良いとは思うてはいません。山林が荒れ、いつ土砂災害が起こつてもおかしく傘い

状況や動植物の状況に変化が起こつている事、気付いております。また、昔の様に人の気配のあ

る地区へと蘇ることを望んでいないわけではありません。ただ、地区によつては、緊急車両す ら

入ることができない地区(有事の際、高齢者はどのようにして避難をしたら良いのかと不安を抱
えるような地区です。まずは、住民が不安なく生活を送れるようにインフラを整えるべきではな
いでしょうか。と思 うところです。  |
―以下不安視されることを記載致します。一

・高齢者の多い地区により判事の被害をさらされやすくなるのではないでしょうか。
・公道、山道、自転車が走 りまわっている事。
山道 :ア ップダウンを楽しまれているようですが、土壌の劣化を招き、土砂災害危惧。
行動 :ス ピー ド走行車態度・マナーの悪さより安全面、対人 トラブルヘの危惧。 ・プライバシー

保護への不安視     
―

目がはつきりしていない為。パカズカと敷地内に入つてくる恐れがあ田舎は私有地・公有地の境



る。
一要望―

一住民として本件現状が知 りたいです。偏った話が知 りたいのでは
不定期でかまわないので、現状を伝えて頂き、話が知 りたいのでは
で しょ 9 ′lヽ 田 40ハV49 年以上 )

′
＼

′
＼

な

な
、現状が知 りたいです。
、文章の送付を頂けない

495

昔ながらの自然豊かな里山はもうない。谷戸と言われた地の真中を唐木田への道路が整備され、
便利にはなったが、失ったものも多い。タヌキやハクビシン、スズメバチの数は増えるばかり。
でも蛇は、1年に 1度見る程度。自然のバランスが崩れていると感 じる。   I
大型 とトラックは入つて来るし、自転車 (ロ ー ドバイク??)は車列をなし、春の山菜の頃は、
タケノコ、ふきなどが荒らされる。庭先に続 く農道をハイキングや自転車が通つて行 く。
防犯の意味でもこわい。
「先祖からの土地」という思いで守っている。
里山の保全、活用と言 うのは簡単だがヽこの地に生活するものにとつては、気持ちがざわつく。
うまく説明できないが、何が良いのかわからない。 (下小山田町/女性/70歳以上/30年以上)

496

平成 17年の「北部丘陵まちづく り基本構想」、平成 23年の 「北部丘陵活性化計画」は、地元の
意見を入れたとはいえ、現状を無視 した構想・計画です。
昭和 45年の線引きにより、良い農地の大部分は市街化区域となり、本来は認められない農業が
生産緑地法等により、線引きの際の国の方針を完全に覆されました。
*一番農業に適さない市街化調整区域で農業で生活をしなさいと言 う。まとはずれな 「構想・計
画」を完全に見直した計画にすべきです。 (下小山田町/男性/70歳以上/80年以上)

497

1全体方針」先ず、基盤整備を優先 し、次に自然環境を守る施策
1.者馬道 155号線 (都計道 3・ 4・ 40～小山田小)を優先整備 させる
(1)町田市長が上小山田町内会長に約束 したことを実行させる。
(2)応急措置として、者卜による現道の整備をさせる。

2.小 山田小学校の建替計画を策定させる。
3.者【計道 3・ 4・ 40号線の整備について
(1)現在工事が決まっている、第 2期工事を早急に完成させる。
(町 田が都から受託 して事業を実施する 。副市長が約束済)

(2)多摩ニュータウン (多摩市)までの道路整備の事業化路線とする。
4.小山田緑地の区域の見直しを早急に。
(1)大泉寺・多摩都市モノレ

=ル
導入路線・小田急多摩線の延伸路線 。生活道路等を区域から

除外 して、その代替区域を早期に決定する。
(2)上記の際、小山田緑地の面積を大幅に拡大する。

5,市道忠生 630号線の沿線の整備方針を検討 し、事業を展開する。
6。 生活道路 (市道忠生 495・ 496号線)整備工事を早く完成させる。 (下小山田町/女性/30～ 39歳
/5年以上 10年未満)

498

「全体方針」先ず、基盤整備を優先 し、次に自然環境を守る施策
1,都道 155号線 (都計道 3・ 4・ 40～小山田小)を優先整備させる
(1)町 田市長が上小山田町内会長に約束したことを実行させる。
(2)応急措置として、都による現道の整備をさせる。

2。 小山田小学校の建替計画を策定させる。
3.者る計道 3・ 4・ 40号線の整備について
(1)現在工事が決まっている、第 2期工事を早急に完成 させる。
(町 田が都から受託 して事業を実施する・副市長が約束済)

(2)多摩ニュータウン (多摩市)ま での道路整備の事業化路線とする。
4.小山田緑地の区域の見直 しを早急に。
(1)大泉寺 。多摩都市モノレール導入路線 。小田急多摩線の延伸路線 。生活道路等を区域から

除外 して、その代替区域を早期に決定する。
(2)上記の際、小山田緑地の面積を大幅に拡大する。

5.市道忠生 630号線の沿線の整備方針を検討 し、事業を展開すると
6.生活道路 (市道忠生 495・ 496号線)整備工事を早く完成させる。 (下小山田町/男性/40～ 49歳
/5年以上 10年未満)                                ′

499

1全体方針」先ず、基‐盤整備を優先 し、次に自然環境を守る施策
1.者卜道 155号線 (者卜計道 3・ 4・ 40～小山田小)を優先整備 させる
(1)町 田市長が上小山田町内会長に約束したことを実行させる。
(2)応急措置として、者|に よる現道の整備をさせる。

2.小 山田小学校の建替計画を策定させる。
3.都計道 3・ 4・ 40号線の整備について
(1)現在工事が決まっている、第 2期工事を早急に完成させる。
(町田が都から受託 して事業を実施する 。副市長が約束済)



(2)多摩ニュータウン (多摩市)までの道路整備の事業化路線とする。
4.小 山田緑地の区域の見直しを早急に。
(1)大泉寺・多摩都市モノレール導入路線・小田急多摩線の延伸路線 。生活道路等を区域から

除外 してヽその代替区域を早期に決定する。
(2)上記の際、小山田緑地の面積を大幅に拡大する。

5。 市道忠生 630号線の沿線の整備方針を検討 し、事業を展開する。
6.生活道路 (市道忠生 4951496号線)整備工事を早く完成させる。 (下小山田町/男性/70歳以上

/30 上 )

500 50年後、100年後もこの風景が続くことを願います。 (下小山口町/女性/50～ 59歳/30年以上)

501

基盤、生活基盤作 りを優先 してほしい。たとえば、小田急多摩線、小山田駅の早

期実現と者Ь市計画道路町田 3,4,40号線の多摩市までの整備をお願いしたい。このことについて

は、積極的に東京都に働きかけ優先道路としてもらいたい。月ヽ山田エ リア内の市条例に基づく地

区街づくり3団体の意見を聴いてほしい。 (下小山田町/女性/60～69歳/30年以上)

502

。町田市は 2005年から北部丘陵を者[市再生機構から取得してきた。この lo年間 1保全と活用」
という形で取 り組んできているが、何も変わつていない。エリア内の人はうんざりしているも「保
全と活用」という名の塩づけはやめて欲 しい。また今さらアンケー トとい うことも理解できない。
・エ リア外の人や団体が中心となる「保全、活用」はダメ。あくまでもエリア内の人と市が中心

になつて進めるべきである。小山田エリア内の市条例に基づく地区街づくり3団体の意見を聞い

て欲 しい。
。自然を活用した観光を目ざし、地域の雇用創出につなげたい。そのためには都市計画道路 3・ 4・

40号線の多摩市までの整備を都に働きかけてもらいたい。また小田急多摩線の小山田駅の実現も

お願いする。 (下小山田町/男性/60～ 69歳/30年以上)

503
田町/男性/70歳以上/20年以上 30年未満)

小 山い 。してに下田 んでい る人のい 。

504
道路は下水などが整っていない為、何かと不便。ここに住む人達が、イ更利で楽しくくらせる場所
にならないと、何の意味もないと思 う。散策の人達が農産物や、くだものなどを取ってしまう為く

歩ける場所を正しく表記 してほしい。 (下小山田町/30～39歳/20年以上 39年未満)

505

~距
ラ師粥莉 先ず、基盤整備を優先 し、次に自然環境を守る施策

1.者田道 155号線 (都計道 3・ 4・ 40～小山田小)を優先整備させる

(1)町田市長が上小山田町内会長に約束したことを実行させる。
(2)応急措置として、都による現道の整備をさせる。

2.小山田小学校の建替計画を策定させる。
3:都計道 3・ 4・ 40号線の整備について

(1)現在工事が決まつている、第 2期工事を早急に完成させる。
(町 田が都から受託 して事業を実施する 。副市長が約束済)

(2)多摩ニュータウン (多摩市)までの道路整備の事業化路線とする。
4.小 山田緑地の区域の見直しを早急に。
(1)大泉寺・多摩者【市モル ール導入路線・小田急多摩線の延伸路線・生活道路等を区域から

除外 して、その代替区域を早期に決定する。
(2)上記の際、小山田緑地の面積を大幅に拡大する。

5.市道忠生 630号線の沿線の整備方針を検討 し、事業を展開する。
6.生活道路 (市道忠生 495・ 496号線)整備工事を早く完成させる。 (下小山田町/男性/70歳以上

/30年以上)
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・保全のみでなく公共バス路線の道願 も5号線の拡幅工事を優先してほしい。 (大泉寺あたりと

小山田小学校の一部狭い場所 )

・里山優先すると開発行為がなく防犯上悪い。
・小山田桜台から唐木田駅経由南部病院行きのバスはなくさない様に。
。小山田緑地の大泉寺を除外して、近隣の希望する土地を小山田緑地編入 して下さい。 (下小山

田町/女性/60～69歳/30年以上)


