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《市長挨拶》
　皆さんこんばんは。

　市民フォーラムという形でこのような会合を重

ねてきて、きょうは５回目です。分野的には「環境」
の分野ということで「身近な環境を考える」と題し

て開催します。どのような話になるか楽しみですが、
是非片肘を張らずに気楽に話そうという考えで出

発していますので、そんな形で参加してくだされば

と思っています。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　　開催の趣旨・福生市の概要については、第

　　１回と重複しますので、省略いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　冒頭申し上げましたように、大事なことは数値

云々とかでなく生活実感として我々がこのまちを
どう感じているのか、どう愛しているのかといった

ことが大事な問題となっていくことと思います。

　いずれにいたしましても、こうして皆さんにお出
かけいただいてこういった問題についてのお話を、

現在のトピカルな環境の問題をお話いただくとい
うことでありまして、大変ありがたく思っておりま

す。

　環境問題は、いろんな意味で大きな問題として捉
えられておりますから、これからその辺の話をして

いただきますけれども、きょうはコーディネーター
として田村誠一郎さんにお願いたしました。

　田村さんについてはよく御存知だと思いますが、

嘉泉でおなじみの田村酒造の専務さんで、つまり水
の専門家として、環境の問題に適任であろうとこの

度のコーディネーターをお引き受けいただきまし
た。

　それからもうひと方、長谷川貞夫先生でございま

す。先生は東京学芸大学の教授でいらっしゃいまし
て、非常にお忙しい方なのですが、いろいろな市の

取組みにご協力をいただいております。市の教育委
員さんでもいらっしゃいます。このお二人の方にコ

ーディネーター役をお願いいたしまして、この後の

時間を進めていただきたいと思います。それではよ
ろしくどうぞお願いいたします。

《田村》

　ご紹介いただきました、田村酒造の田村誠一郎で
ございます。本日で第５回目、最終日ということに

なりますが、題材として「身近な環境を考える」と
いうことで、これから約１時間４０分程でしょうか、

お付き合い願いたいと思います。

　何せ不慣れなものですから、お隣に同じくコーデ
ィネーターをお引き受け願いました長谷川先生に

お助けをいただきながら進めてまいりたいと思い
ます。長谷川先生自己紹介をお願いいたします。

《長谷川》

　ご紹介に預かりました東京学芸大学の長谷川貞

夫でございます。専門は化学でありまして、化学的
見地からの環境の問題については、常々関心を持っ

ておりますし、もちろん研究テーマの一部にも採り
入れています。

　そんなわけで、普段はおしゃべりなんですけど、

きょうは隣で黙っていようかな…（笑い）という心
がけをご披露して、自己紹介にしたいと思います。

どうぞ皆さん方からよろしくお願いいたします。

《田村》
　ありがとうございました。長谷川先生は、先程ご

自分でもおっしゃっておりましたが、化学の先生で

いらっしゃりながら、社会の万般に渡りまして非常
の造詣が深く、大変ユニークな大学の先生でござい

ます。
　さて、本日のテーマである環境でございますが、

環境と一口で言っても自然環境に始まりまして、社

会の中にもたくさんの環境があると思います。
　きょうはどの分野ということに限定せず、自由な

分野でお話願えればと思います。
　例えば福生の街の中にはこんなに素晴らしい環

境があるんだよというようなことや、私はここはこ

んな風に思うのだけど、このように変わってもらい
たいのだけどとか、正に忌憚のない自由なご意見を

お願いしたいと思います。また、ご発言いただくと
きには、手を上げて、お名前を言っていただき、着

座のままで結構でございますのでご発言願いたい

と思います。
　本日は、お二人の話題提供者の方をお願いしてお

ります。話の切り出し役としてお願いしているわけ
ですが、こちらが近藤富代子さんです。そして、こ

ちらが宮岡一雄先生です。

　近藤さんは、瑞穂町にお生まれになりましてご結
婚後、旦那さんの仕事の都合上、日本中を転々と移

られ、後に福生に戻られ、公民館の自然観察会に参
加されて市内を中心とした野鳥とか植物に関して

観察を深められました。そして自ら積極的に観察活

動を行い、同じく趣味にされている市民の皆さんと
一緒になって観察を深められた方です。面白い話を



お聞きできると思いますので、よろしくお願いいた

します。

《近藤》

　紹介いただきました近藤と申します。最初、市の

方から電話がありましたときには、わかぎり会館の
小さな部屋でやりますので、お気軽にお引き受けく

ださいと言われて、気軽に返事をしてしまったんで
すが（笑い）、こんなにたくさん集まっていますの

で、ちょっと戸惑っていますが…。

　平凡に暮らしている主婦がこのようなところで
お話する機会を与えていただいたので、せっかくで

すので引き受けて少しお話をしたいと思います。
　「身近な環境を考える」というテーマですが、身

近な環境と言ってもなかなか幅が広いなと思った

のですが、「身近な自然とのかかわり方」と「生活
環境としての福生の環境」という二つの点をお話し

たいと思います。
　最初に「自然とのかかわり方」ということですが、

私はお隣にいる宮岡先生が白梅公民館で今年の春

までとても長いこと野草観察の講座を開いてくだ
さってまして、それから夜は生物全般のお話を、こ

れも長いこと講座をされていたのですが、それに参
加しまして身近な自然の楽しみ方を教えていただ

きまして、講座に集まったグループの野草の好きな

人たち何人かで小さな野草観察グループを作り、月
に１回、福生と福生周辺をじっくりと見て楽しむ会

でしたが、野草に集まってくる昆虫とか蝶々とか野
鳥とかに興味が出てきて、いつのまにか自然観察グ

ループとして福生と福生周辺の自然を丸ごと楽し

むようなグループとしてここ数年楽しんでおりま
す。

　それと、私は犬を飼っていますので、犬と散歩し
ながら、ほとんど福生中を歩き回っていますので、

いくら田村酒造さんの庭が広いといっても（笑い）、

私の場合は福生全体が私の庭状態になっています。
というのは、春にはあそこにキンランが咲くとか、

シュンランが咲くとか、秋にはあそこにオケラが咲
くとか、ほとんど福生中の野草が頭の中に入ってい

て、それらを犬と散歩しながら見ていますので…。

　福生という狭い、静点の中で自然を観察している
と、いろんなことが見えてくるんですね。やっぱり

自然というのは緑が多ければいいというものでは
ないんですね。作られた自然では絶対いけないし、

多種多様な植物が生えてないと、昆虫も来ないし、

蝶々も育たないし、鳥も増えない…。
　少し残念だなと思うことは、そろそろ多摩川の土

手にカンゾウの花が咲く頃かなと犬を連れて散歩
にいきますと、すでに定期的に行う草刈がされてし

まっているんです。

　あと１週間とか１０日待ってくれたら、オレンジ
色の野草で土手がいっぱいになるのにと…、ですか

ら植生に配慮した草刈をしていただけたらなあと
思うことがあります。というのは、今年、東京農工

大の学生が多摩川の対岸の土手で、あきる野市側で

すが、年３回の草刈を年２回にしたらどのような植
生の変化が起きるかという研究をされたそうです。

　そうしましたら、東京都ではもう絶対に見られな
いという絶滅危惧種の植物が群生したりしたそう

です。ですから、ちょっとした配慮で福生の自然を

100％、120％楽しめるのではないかなと思うので、
その辺りを行政側に望みたいなと思うのですけれ

ど…。
　私は野草オタクですが、高尚な野草が好きという

ことでなく、道端に生えている、身の回りにある野

草が好きなんです。なぜそんな野草が好きかという
と、身近な野草ほど人間とのかかわりが深いのです

ね。
　例えばシロツメクサなどは、これは「四葉のクロ

ーバー」で知られる、あのクローバーのことなんで

すが、皆さんは、なぜシロツメクサと呼ばれるか御
存知ですか？

　あれはですね、江戸時代にオランダの商人が大切
なガラス器を日本に運ぶのに、割れないようにとク

ローバーを乾燥させて、緩衝材として箱に詰めた草

なんです。だからツメクサと、白い花が咲くのでシ
ロツメクサと呼ばれ、あれはオランダ人が運んでき

た草ということになるんですね。
　ですから名前を知って、背景を知ると歴史が見え

て来たりと…。あとハルジオンといういわゆる「貧

乏草」と呼ばれる草がありますが、鉄道に運ばれて
一緒に増えていったので別名「鉄道草」とも言われ

ていますが、あれは広い庭でないと生えないので、
今は「大尽草」と呼ばれているようです。（笑い）

　一つの野草でもその時代ごとの人とのかかわり

方で随分変わってくる。ですから、野草から歴史と
か文化とか日本人の心とかが見えてくるので、身近

な野草のことを調べると楽しいんですね。
　背景が見えてくると散歩が楽しくなるので、公園

でも体育館でも、どこかの掲示板に今咲いている野

草の花の情報コーナーなどを作ってもらえると、も
っと市民の方が自然と楽しくかかわることができ

ると思います。
　次に「生活環境としての福生」ということを少し

話してみたいと思います。

　先程田村さんからご紹介があったように、私は転
勤族だったものですから結婚してすぐに西宮市に

住みまして、次に江ノ島のある藤沢に５年ほど住み
ました。そして主人が福生の人だったものですから、

福生に家を建てて１年半住んで、またすぐに広島市

に移って５年たって、それから広島から福生へ戻っ



て約１０年になるのですが、この四つの市とあと私

の生まれた瑞穂町を入れて五つのまちでどこが一
番住みやすかったというと、ここに市長さんがいる

のでゴマをするわけではないのですが、福生市が一
番住みやすいです。

　どうしてかというと、広島市と無意識に比較して

しまうところがあるんですが、広島市は旧市街地と
近隣の市町村が合併して政令都市になったわけで

すが、私たちが引っ越してきた頃は、ちょうどアジ
ア大会が開催されときで、その準備で活気付いてい

るときで、立派な競技場や公共施設がどんどんでき

ていた頃なんですが、それが市民にとって使い勝手
が良かったか、還元されていたかというと、良くな

かったんですね。つまりアクセスが悪いので、市民
にとって便利に感じなかったわけです。

　ところが、福生は面積が狭いですから、どこの公

共施設にも歩いて行けたり、自転車で行けたりして
利用できるので、このコンパクトさというのは市民

にとっては、何よりも素晴らしいのではないかと思
います。

　また、公共施設の中で素晴らしいのは図書館です。

私は転勤族ですから本は増やしたくないんですね。
２度３度と読みたい本だけ買うことにしているん

ですが、福生の図書館は蔵書数が多いですし、羽村
や青梅の友人が来たときに福生の図書館に連れて

行くことがあると、「福生は何でこんなに立派な図

書館なの」と言われ、「福生の文化レベルが高いか
らかしら」などとも話しています。また、アメリカ

人の友人を中央図書館に連れて行ったこともある
のですが、彼女も驚いていました。

　それは、あそこに英語の絵本もたくさんあるんで

すが、数のことでなく、絵本の選び方が素晴らしい
と驚いて、どうして日本人なのにこんなにいい絵本

を選べるのかと、それこそ受付カウンターに行って、
そのことを質問したくらいでした。ですから、蔵書

量もさることながら質も高いのではないかと思い

ます。
　もうひとつ素晴らしいと思うのは公民館です。

　先程言ったように私は転勤族ですから、新しい土
地に行きますと、子どもも二人おりますので、子ど

もの関係のＰＴＡ の役員ですとか、スポーツクラ

ブの役員とかを引き受けますが、それ以外に子ども
の母親としてでなく、私自身の生活時間のためとい

うことで引越荷物が片付くと、必ず先ず公民館に行
って自分自身の人間関係を作っていくのですが、福

生ほどこんなに公民館の講座とサークル活動が充

実しているところは今まで見たことがなくて、広島
ではあまり公民館が整ってなくて、カルチャーセン

ターで少し勉強してたりすると、カルチャーセンタ
ーの場合は営利を目的としているので、先生と生徒

がどんなに続けたいと思っても人数が減ってしま

うと、講座がなくなってしまうんです。その点、公
民館でのサークル活動というのはそういう心配は

ありませんし、公民館で知り合ったたくさんの友達
とも、今いい人間関係ができているんですが、福生

の人たちが開放的というか、閉鎖的でないというの

は、この資料での持家率が低いということが逆に影

響しているのかなとも思うのですが、非常に住みや

すいというか、私はとても気に入っているのですが
…。

　きょうは私の好きな福生のことを紹介したので
すが、参加している皆さんにも、私は「福生のここ

が好き」というところを発言していただいて、福生

再発見のフォーラムになればいいなと思っている
のですけど。

《田村》

　どうもありがとうございました。市長さんには大
変耳ざわりの良いお話でした。（笑い）

　先程の草刈を３回から２回にすると絶滅危惧種
が…という話で思い出したのですけど、御存知の方

がいるかも知れませんが、私の家の酒蔵のところに

玉川上水から分水を引いて流れています。そしてさ
らにロケット公園を流れ、それから暗渠になって、

その後多摩川中央公園の池に利用され、そして多摩
川に注いでいるのですが、その分水のロケット公園

に行く前の部分で、何の保存や手を加えていないの

にものすごくホタルが沸くんです。皆さんほとんど
見たことがないと思いますが、６月の後半くらいで

しょうか、よろしかったらご覧いただけたらと思い
ます。

　それでは、続いてお二人目の話題提供者のご紹介

をいたします。
　こちらにお座りの宮岡先生ですが、元明治大学の

教授で、生物学の先生でいらっしゃいます。
　専門が植物の光合成ということで、また福生市と

のかかわりでは、文化財審議会や生涯学習審議会、

公民館運営審議会等の委員、さらに公民館での講師
等、数多くの活動でかかわりを持たれています。

　そして福生市の植物については、市内をくまなく
歩きすべて分かっているという先生で、多くの本も

出されており、またそのお人柄から市民の方に慕わ

れ、多くの方に講演をされているという先生です。
それでは先生よろしくお願いいたします。

《宮岡》

　よろしくお願いいたします。
　紹介のときにあまり持ち上げられると、そのうち

落ちてしまうので、物事は下の方から出発すると話

しやすいのですが、今大夫お誉めいただいたので照
れていますが。（笑い）



　僕は昭和２８年に福生に来たんですね。人間とい

うのは不思議なものでね、生まれ育ったところから
よそへ来るとね、そこで落ち着くものを求めるんで

すね。
　僕は日の出の大久野の生まれなんですが、福生と

いうのは、いかにも「がさつ」なところだなと思い

ました。
　山の中は非常に静かなところなんですね。人の交

流も親密過ぎてかえって足かせになるという社会
の中で生まれて育って来たわけで、そして昭和２８

年に福生に来たわけです。

　そして、このがさつなまちでどうすれば私が住む
場所だということを精神的に把握できるかと思う

ようになったんです。
　そういうことをきちっと整理しないとだめなタ

イプなんです。というのは、僕は特攻隊だったもの

ですから、毎晩酒飲んで暮らしておりまして、兵隊
から帰ってきて２年間「木こり」をやっていたんで

す。
　なぜ木こりをやってたかというと、「天皇陛下万

歳」が崩れちゃって…、崩れた事実は認めるのだけ

ど、その転換が自分の気持ちの中でどうしてもでき
なかった。だから、人と関わっていたらこりゃだめ

だなと、俺の心のままに応えてくれるのは植物だな
と思って、それで２年間木こりをしていたんです。

　時というものは恐ろしいものでね、時間が経つと

何とは無しに天皇陛下万歳は間違っていたんだな
ということが、腑に落ちるというか、理屈ではない

んですね、感覚的に落ちてくるんですね。
　それでまた大学に三つくらい行ってね、要するに

風来坊なんです。でも世の中は、風来坊でもね研究

者になって大学の教授だなんて看板がつくと、「あ
あ、あの人は偉いのかな」と思うのですね。ところ

がそうでもないんで、結構ぐうたらです。
　今晩も御依頼を受けて、本当は真面目に事前に勉

強すればいいんですが、ところがなかなかできない

ものだから、ここへ資料をこんなにたくさん持って
来たんです。

　そうすれば、あの先生今晩のために一生懸命やっ
てきたんだなと思ってもらえるでしょ。（笑い）

　そういう風に受けてもらえるとね、同じ話をして

も腑に落ちるでしょう。（笑い）
　物事というのはね、いくら立派な話しを聞いても、

腑に落ちなければだめなんです。
　それで、がさつな福生に来てから、俺が一生住む

まちなんだからと思って…、ところが一生住まなか

ったんですけど、今年の６月に川崎市に移ったから、
約 50 年住んでいたんです。ですから 50 歳以下の

人なら僕と対等なんです。だから、おれは福生の人
間なんだと言って、このフォーラムに顔をだしても

いいのかなと思って、厭々ながら（笑い）、お引き

受けしたわけです。
　僕は光合成といって、太陽のエネルギーを植物が

利用して無機物から高分子に変えて有機物という
ものにしていく、そういう仕事を植物がしているん

です。

　水を酸素と水素に分けることを太陽エネルギー

でやっていて、その分けた水素を電子を使って炭酸

ガスからでんぷんを作ったりと、ちょっと難しい話
になってしまいますけど、要するに我々が食えるも

のを作るわけです。植物はそういう仕事をしている
んですよ。それをミクロの単位で僕は仕事をしてい

たんです。

　そんな関係でね、福生にはどんな草や木があるの
かなということを先ず知って、俺より福生の草や木

のことを知ってる奴はいないんだということ言っ
てみたくなったんです。そうすれば、自分の中で腑

に落ちるだろうと。俺も福生の住人だと言えるだろ

うと。一つそういうものを持っていないと、どうも
落ち着かないんです。それで調べたわけです。

　福生の緑というのは、私が来た昭和２８年当時か
らそうだったですが、大きく分けて三つ…、加美の

団地の裏からから五丁橋を抜けて基地の向こうへ

通じる林の線と、消防署の前の段から長沢の下を通
って熊野橋から熊川の方へ行く拝島段丘、コーディ

ネートをされている嘉泉さんの裏の柳ケ瀬の段丘
とか、その水路の所しか、草や木が生えていないん

ですね。それが帯のようになっている。他にはほと

んどない…。ああ、福生という所はこういう所かと
…、日の出は、どこ行ったって山ばかりだから…。

（笑い）ですから、福生は筋というか帯状のいわゆ
るハケのにしか緑がない。こういう状態だったとき

に、植物を調べたんです。

　木は約５万本。小さい木は除いて、一人前になっ
た木を数えました。種類は約３００種ありました。

庭の木を入れれば３６０種くらいかな、そんなこと
をコチョコチョ調べて、調べ終わったら、地元で１

００年生きた人より、数や種類や位置がわかったぞ

と、俺の右に出るものはいないだろうと思えるよう
になってようやく落ち着いたね。人間て自分より上

の人がいなくなると落ち着くものですね。（笑い）
　まあ、人間は一つのことをずっとやることが大事

だと思うのですね。いろんなことをやると虻蜂採ら

ずになってしまってだめです。
　あと大事なことは、一つのことを突き詰めること

はいいのだけど、周りが見えないと、突き詰めたこ
とが生きないことです。だから家でも大黒柱がしっ

かりしてれば、他の悪い部分にも目が行き届いて、

修理の一つもという気になるけど、大黒柱がしっか
りしてなければ、それどころじゃないでしょ。だか

ら、人生にも大黒柱が必要ですね。
　福生は、先程市長が言ってたように生活基盤の整

備がよく整っている。小さいまちでこんなに整って

いる。
　川崎市は田んぼ道をちょっと広げて自動車通し

ているから道がクネクネですよ。それで道が広がっ
たなと思うとすぐ、昔の農道ですよ。それでまた１

００メートルも行くと広くなる…。これでは道の役

目しないですよ。それから比べたら福生は立派です
よ。

　まちが立派になる、都市化するということは、便
利にはなりますね。ところが人口密度が高くなると、

バッタは密度が高くなると色が変わるというのと

同じで、人間も密度が高くなるとオープンスペース



を求めるようになるんですね。

　よく緑があるところは、健康にいいとか空気がき
れいになるとか言いますでしょ。でも、それは技術

ですよ。生活の上で木が生えてたからといって空気
がきれいになったなんて実感は、山奥にでも行かな

い限りないわけです。理論的は正しいけれど生活感

覚からは実感が沸かない…。
　人間というのは感覚が大事なんです。どんなに物

が立派に整っていても生活感覚として何か不満が
あったらだめなんです。表やグラフにしたら１００

点でも、感覚的に欠けていたらだめだと…。看護婦

さんでもそうでしょう。規則や何やらで決められた
ことを完璧にして看護をしていただいても、その人

の心がこもっていなければ看護の値打ちが半減し
ますね。

　都市の生理というものそういう問題があります。

歴史をずっと辿っていくと、人口密度が高くなり都
市化するほどオープンスペースを求める要望も高

くなってきていることが分かります。これは理屈で
はないのね。

　感覚というものはとても大事なことで行政運営
の上でも同じで、表の上でいくら立派な数字が表れ

ていても、そこに安住していると市民の不満が必ず

生まれる。この感覚というものを大事にしないと。
　人間がどうして他の動物と差がついたかという

と、複雑な感覚を持っていたからです。言い換えれ
ば、人は脳が発達して感情というものを持つように

なったから、それによって努力するとか便利にしよ

うとか、知能を働かせることによって進化してきた
わけです。その中には必ず感覚ということが一部に

含まれているのです。それを近代化とか文明化とか
のときに非常に痛めつけるんです。それをどういう

風に除去するかが、これからの市行政の大きな課題

だと思います。
　箱物行政からソフト行政へなどといわれてから

１０年も経ちますけど、コンピュータと同じで、ハ
ードはどんどん進歩して良くなってもそれを動か

すソフトが充実してなければだめだというのと行

政も同じですよ。
　先程も市長さんもおっしゃってましたけど、そん

な時に独自性とか自立性とかいうものが重要にな
ってくると思うのですね。

　今は、ある特定の人間がある特定の課題に取組む

という時代ではなくなった。シンクタンクの時代で

はなくなったのよ。こういうようなフォーラムのよ

うに場を設けて、シンクのネットを作る必要がある。
インターネットだけでなく、すべての問題がネット

の時代に入ったと思います。
　そういう意味ではこういったフォーラムも大事

になってくるし、このフォーラムを生かすためには

皆さんも私を含めてディベートができなければい
けない。お伺いをたてて、「あの人の話を聞きまし

た。なるほど立派なことを言うなあ。でも俺はこう
思うけどな。」で終わってしまっては意味がないで

す。

　ディベートをして、違いの中で妥協点というか、
それが語弊があれば一致点というか、そういう努力

をすることが自治体の自立ということが可能にな
るわけで、政府がいくら法律を作って地方自治体が

やりやすくなったって、市民がそういう姿勢で取り

組まなければ絵に描いた餅になってしまいますよ。
話がだんだん逸れてきたけど、僕の話の特徴はいつ

もこうなんだけど。(笑い)
　これから市民の責任は大きくなります。日本の社

会は市民生活として成立して来なかったから、市民

が市民としてどういうことをしなければならない
か、ということを分かってないんですよ。民主主義

だってアメリカさんが持って来たわけだし…。そう
するとやっぱり市民が努力しないと無理なんです

ね、きっと。そういう努力を一生懸命することが大

事ですね。
　自ら考える、自立するということがとても大事で、

権利は与えられたなんてことじゃなくて、権利自体
は絵に描いた餅であって、権利を行使する自分たち

がどうであるかによって権利の意味が生きるわけ

ですから。
　これからの時代を生きて行くには、私と同年代の

人はもうだめで、もっと若い人たちが、福生をこう
しようとか、そういう気持ちで取り組んでいかなく

てはだめなんですね。若い人たちのエネルギーをど

ういう風に集結していくか…、集めただけでなく、
その結合したものを力として変える方向にもって

いけるかということが大事なんですね。
　地域社会の復興というのは、若者がいかにそうい

う方向に志をもっていくかということで、志を持た

ない若者がたくさん増えたって、これはどうしよう
もない。オープンスペースを求めて楽しみを追求す

るだけです。
　楽あれば苦ありで、だいたい今の風潮は、世の中

というものは楽しいものだと思っているけど、逆な

んですよ。
　昔はお祭りの日だけご馳走を食べて普段はそう

じゃなかったでしょ。なのに今は毎日ご馳走を食べ
ている。運が悪い時だけ昼飯が食べられなかったこ

とがあるくらいで…。

　生きるということ自体は苦なんですね。生物は生
きるために進化してきましたけど、生物はみんな苦

労してるのよ。人間だってただ出現したわけではな
いの。環境とのかかわりの中で生きてきたんです。

　私たちは赤外線が見えませんね。でも昆虫は赤外

線が見えるんですよ。あんな虫がみえるなら、高等



な人間だって赤外線が見えればいいなと思うでし

ょ。でも神様はうまくつくるんです。人間は赤外線
が見えないかわりに、色がわかるようにできてる。

虫のような小さい目だからいいけど、人間のような
大きな目で赤外線が見えたら、２０万燭光のような

光が入ってきて、真っ暗になってしまう。

　そういう風に環境に対応して、生き物がいかに生
きていくか、あるいは進化していくかというときに

は、何かを捨てていくんですね。
　ですから、まちを良くするということを考えても、

１００％まちが良くなることなんてあり得ないの

であって、だって、財政的なことを考えてもそうで
しょ。福生なんて貧乏町なんだから、基地が無くな

ったらやっていけないでしょ。僕も審議会委員とし
て少し関わったので、市の内情を知ってますけど…。

　だから、何かを捨てなければならないけど、捨て

ても何かがプラスになれば、とてもいいことなんで
すね。

　話が逸れてたので、また植物の話に戻りますが、
都市化社会では緑というものは欠かせないもので

す。酸素を多く作るから欠かせないのということで

はないんですよ。植物だって自分が生きていくため
に酸素が必要で６０～７０％ぐらいは植物自身が

呼吸するので使ってしまって、まあ２０％ぐらいし
か酸素と作っていることにならない訳ですが…。だ

から１００％プラスにはならないんです。そこから

生きてくために必要なものを使わなければならな
い。

　まちの仕事もそうですよ。市民がまちを良くしよ
うと思うときには、必ず犠牲が伴わなければ絶対に

良くなりませんよ。

　２０年も前に公民館で婦人の人たちに講座を開
いていましたが、公民館の事業だから資料は無料で

たくさんあげていたわけです。
　なぜ無料なのか。「地域の婦人が勉強するのだか

ら無料は当然である。学習する権利があるからだ」

なんて言ってた人がいるけど、権利なんて絵に描い
た餅ですよ。

　権利をもらうためには、権利にふさわしいものを
返さなければならないものでしょう。もちろん全部

でなくていい。すなわち、ご婦人方が無料で勉強し

たなら、その成果を地域社会にプラスになるような
行為でも態度でも何でもいいですけど、返さなけれ

ば無料で使う権利なんてないんですよ。何かを返さ
なければ、犠牲を払わなければいけないんです。で

すからまちのことでも開発するには緑をなくすこ

とも出てくるでしょうし、犠牲を払うものもでてく
る。

　生物の世界は「動的平衡」といって、固定したバ
ランスでは無いんです。常に動きながらバランスを

とっている…。ヤジロベエみたいなものですよ。

　僕は光合成という電子のレベルの仕事をしてき
たんですけど、でも植物を扱うでしょ。つまり周辺

のことを考えるわけです。
　30 歳代の研究者のときと、40代、50代と過ぎて、

72 歳まで研究の仕事をしてきましたけど、だんだ

んと年をとるごとに、その周辺のことがよく見えて

くるんです。そうすると、学問というものは非常に

冷たいものだと思いました。研究というものは狭い
世界ですから。

　でもそれを馬鹿にはできない。物事というものは、
一歩下がって見たり、近づいて見たり、また遠くか

ら見たり、遠近両方で見たときに全体が見えてくる

でしょう。近づきすぎたら、細かいことは見えるけ
ど、全体が何なのか分からないでしょ。だから学者

というのは悲しいものなんですよ。のめり込むとい
っても、客観的にのめり込むのであって、感情的な

ものを捨ててやって行くんです。でも学者だってだ

んだん歳をとると人間臭くなって…、長谷川先生は
今でも十分人間臭いけど（笑い）。そういうものな

んですよ。
　ですから環境というものは大事なもので、植物保

護も大事で、植物保護のグループに入っていたこと

もあったけど、僕は異端者でしたよ。
　僕の兄は日の出町の町長をやっていたんですよ。

あの頃は廃棄物処理場の建設問題の最中でした。反
対派からは役場の前に糞尿を撒かれたり、またそれ

を押し戻したりと、いろいろあったんですけど、そ

のとき僕は自然保護のグループに入っているんだ
から、兄貴と対立ですよ。だけどその時に、僕は、

保護は大事だけれども保護という意味が生きるた
めには全体のバランスというか、それが辻褄が合わ

なければだめだと言っていたんです。

　例えば、処分場をどこも引き受けなければ、今は
車が発達しているから夜のうちにゴミを運んで不

法投棄されて里山はゴミだらけになってしまいま
すよ。そういうことを防ぐためにはゴミ処分場も必

要なんですよ。そういう気概がなければ世の中バラ

ンスがとれていかないですね。
　だから福生の緑も大切で、減っていくスピードを

少しでも遅くしていくことが非常に大事なんです。
高圧的というか、偉そうに今話してしまいましたが、

そういうことを勉強しましたよ。

　植物を見ていくと、競争に強い植物は意外と弱い
んですよ。強い植物は自分の成長や繁殖に一番合っ

た場所を占領するでしょ。それが環境が変わって自
分に合わなくなってしまうと、ペシャンコになって

しまうんですよ。

　それに対して弱い植物というのは繁殖には適し
た所を強い植物にとられて、我慢して生きているも

のだから、環境が変わってもそこで生き残れるので
すよ。

　まちも発展したり生き残るためには、植物と同じ

で弱くてもいいのです。でも弱さを知らないとだめ
です。弱さをちゃんと知ることがとても大事なこと

なんだと思うのです。
　あまり喋りすぎると値打ちが下がるから（笑い）、

３０分話したようなのでこの辺で終わりにします。

《田村》

　ありがとうございました。先生の話の中にあった
ハケの緑については、市が買い取って保存する方向

のようなので、お金もかかることですけれど是非と
も進めていただいて、福生の緑を残していただきた



いと思います。

　それでは、そろそろご参加のみなさんからご発言
を願えればとおもいますが。

《男性Ａ》

　熊川在住のＡと申します。シルバーで市民会館の
管理を週に２～３回しております。

　私は小さいときから身体があまり健康でなくて、

体操の時間なんかよく休んだものでしたが、５０代
の頃からでしたか、万歩計を持って歩くことがいい

と聞きまして、方々を歩くことにしました。
　私は心臓が悪かったものですから、以前はギスギ

スの身体だったんですが、歩くようになってから胃

下垂が治ることはないでしょうが、良くなりまして、
今のように太るようになりました。

　横田基地に勤めておりまして、そのとき「横田歩
こう会」というものを作りまして月例会を開催して

あちこち歩いて、６年間会長をやってました。です

からこの辺の山はほとんど歩いているんですが…。
　さて６０歳を過ぎまして心臓が苦しくなってき

て、また幾人かは腰が痛いとか膝が痛いとかいう人
が出てきて、低い山を歩くようになってきたんです。

　実は、先程近藤先生が言われたように、福生はコ

ンパクトで学校も病院も図書館も身近なところに
ある、駅も近い、しかも五つもあると、そういうこ

とで非常に便利な生活しやすいまちだと思います。
ですが、私は市長に福生の欠点というか、こうなっ

たらいいなと思うことをお話したいのです。

　私が歩くことを続けてきて、最近では低地を歩い
ているわけですが、市内には玉川上水が流れていま

す。上水に沿って緑豊かな遊歩道が荻窪あたりまで
続いていますが、そのうち開渠部分でいいところは

羽村から宮本橋まで、それから拝島駅から昭島のゴ

ルフ場があるところまで、あと立川と小平、それか
ら小金井、特に素晴らしいのは西武線の玉川上水駅

から小金井あたりですか、その後は五日市街道にの
っちゃうので車が多くなりますけど、だいたい御茶

ノ水の大学あたりまで、その辺が素晴らしいですね。

　最近は皆さんを誘って上水沿いを歩くんです。実
施して３回になるのですが、小金井公園辺りまで２

４キロぐらいを歩きます。
　さて、その中で福生の宮本橋からみずくらいど公

園までの約２．４キロの間が遊歩道がない。上水沿

いの遊歩道で続いてないのはこの１箇所だけなん
です。

　小金井の方から羽村の取水口まで行きたい人が
拝島、みずくらいど辺りでわからなくなっちゃう…。

どこ行っていいか分からなくなっちゃう、五日市街

道に出てしまう。私も３回も聞かれています。五丁
橋あたりに住んでいる友人も何回か取水口への行

き方を聞かれたというんですね。「どうやったら羽
村へ行けるのでしょうか」と。そうすると「申し訳

ないけど福生には玉川上水の遊歩道がないんです。

こう行って、ああ行って、そして宮本橋の方に上っ
て行ってください」となるべく車の通りが少ない道

を説明するんです。
　玉川上水の上流側にいる私たちは、特に私は拝島

のあたりに住んでいますから、みずくらいど公園に

行けば…、あの公園は市で整備していただいたので
いい公園になりました、下流方向にはずっと遊歩道

で歩いて行ける。羽村の方は宮本橋で切れてしまい
ますけど。でも下流方向から歩いてくる方は福生に

入って、取水口のある羽村まで後少しという、最後

の最後の所で車の通る道に出なくてはならなくな
ってしまう。

　これは何とかしなくてはならないのではないか
と思うんですよね。上水は都の管轄ということは承

知してましたが、遊歩道は市が提供して整備してい

たのかと思ったんです。
　その後いろいろ調べてすべて都のものだと分か

ったんですが、当初は隣接する昭島、立川、小平、
小金井、西東京市など整備されてますので、我々が

行くときに、まあ、他市の遊歩道を歩くのでお客に

なる訳ですが、ベンチがあったりトイレがあったり
とよく整備されていて、気持ち良く景観を楽しめる

わけです。
　ところがあちらから来る方が福生を通るときに

は、それをしてあげられない。初めは申し訳ない気

持ちになりました。また一方で恥だとも感じました。
　それで何とかしなくてはいけないと思ったんで

すが、たまたま３年前に福生市で「まちづくりモニ
ター」制度を始めて、それに応募しました。ところ

が担当の企画調整課ですか、そこが何にもやらない

のですよ、市長の前で恐縮ですけど(笑い)。
　まあ、何もやらなかった訳ではないですけど、ア

ンケートが２回位、今回のように我々画がお互いに
話し合うような形でなく、大学の先生がただ話すだ

けといった講座のような会合が２回位かな…。アン

ケートと言ったって誰でも答えられるようなもの
なんですよ。

　私が願っていたのは、市長から委嘱状をもらって
気概があるわけだから、年に１回か２回、今回のよ

うな会合をやってくれるのかと思っていたんです

よ。それで私の趣旨に賛同してくれる方と動きをし
たいなと思ってた訳です。ところが、全体会も分科

会もやらない…。
　それで１年を経過したので翌年また申込みまし

た。その時に、少しがっかりしているので全体会で

もやってくれませんかと言いました。たまたま私は
今管理で市民会館にいますけど、市民会館の職員は

よくやっていますよ。職員がいろいろ考えて講座を
作ってくれています。その中で市民がいろいろ学び、

宮岡先生がさっき言ってたように、その後グループ

を作って残っているんです。演劇講座でも、ダンス
もそうだし、あれもこれもと…。つまり、職員がや

っているのは、あくまできっかけづくりで後は市民
がやっていく…。

　そういうことを目の前で見ていたので、企画調整

課の方に提案したんです。あなたがた忙しいのなら
我々市民がやりますから、一回チャンスを与えてく

ださいよと、全体会を開いてくださいと言ったのに
開いてくれなかった。

　それで３年目になって、今度市長をよんでやりま

すよと言ってくれた。ところが何のことはない、企



画調整課がそれを企画したのではなく、今の市長が、

新しく市長になったので、いろいろな分野の人たち
の話を聞きたいと提案されたものだった。私たちは

そのグループのうちの一つだっただけです。それで、
それは市長自らが、市長の熱心さでやったことで、

企画調整課が努力して市長を呼んだわけではない

のですよ。モニターの委嘱状だって遅れている…。
　だから私が担当に言いたいのは、一回全体会をや

って、後は市民にまかせてもらって…。

《長谷川》
　Ａさん、お話の途中で申し訳ありません。最初に

お断りをしなければいけなかったのですが、私ども

コーディネーターとしましては市に対する直接の
要望については、きょうお配りしてありますアンケ

ート用紙の裏に書けるように用意してありますの
で、是非お書きください。

　私どもが責任を持って議長、市長などに責任をも

ってお渡ししますので。そのプレッシャー役も兼ね
ておりますので。（笑い）

《男性Ａ》

　はい、わかりました。

《長谷川》
　おっしゃることはよくわかります。先程宮岡先生

や近藤さんが話された、「共生」ですよね、市長の

言葉では「協働」ですよね。
　私もかつて生涯学習審議会の委員でいたときに、

役所と市民は対峙する関係ではないという形で答
申を出したんです。市民のアイデアがどうしたら、

うまく市に届くのかなと。

　そもそも私どももシンポジウムとフォーラムの
区別がよく分からないですが、前回コーディネータ

ーをしてくださった小林さんという方が明快に解
説してくれて、このように車座になって皆さんと話

し合う場なのだと…。

　私どもは資料がある都合上、机の前に座っていま
すが、ともかく、ご趣旨はよくわかりました。市と

市民との協働が必要だということ。そしてその要望
ということ、ただそれを主とせず従として本日は進

めて行きたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。
　私の発言がこれで終わってしまうと、単にＡさん

の発言を止めてしまっただけと思われてしまうの
で、話を続けますと…。

《男性Ａ》

　皆さんに話を止められたという感覚を持ってい

ただかないために、あと少し話させてください。
　もし、作れればですが…、立川の遊歩道で随分よ

く見ているのですが、私より若い人たちが杖をつい
たり車椅子でも、車や信号を全然気にせず、あそこ

でできるわけです。

　若い人たちもこれから必ず私たちの仲間入りす
るわけですから、その時にそういうものができてい

れば、健康増進やリハビリの運動などの場として役

に立つと思います。ただ花や木や美しい景観がある

というだけでなく…。ですから私は、遊歩道を作る
運動を進めていますということを市長に、耳の片方

だけでいいですから聞いておいていただきたいと
思うのです。

《長谷川》

　ありがとうございました。市長は両方耳があるよ

うですから大丈夫でしょう。（笑い）
　「進化とは何かを捨てて何かを得ていくものだ」

という言葉がありますが、学問的な見地を分かりや
すく言われた言葉だと思います。

　私も大気中のＮＯ２（エヌオーツー）を何とかし

て酸素と窒素にして…、そうすれば元の空気に戻る
わけです、それを有効に作るにはどうしたらいいか。

そんな研究をしていますが、でもそれを作るにはた
くさんのエネルギーが必要なんです。そしてそのエ

ネルギーを作るには、またＮＯ２を出してしまう…。

　ＮＡＳＡ、米国航空宇宙局ですね。ＮＡＳＡは１
９７０年にＮＡＳＡレポートというものを出した

んです。
　第一次石油ショックの前ですが、１９８５年には

アメリカはエネルギー独立をするとか、たくさんの

レポートの中から、宮岡先生の研究された光合成で
使われるクロロフィル膜という、クロロフィル、葉

緑素ですね、それを膜にしてこうしてこちらに薬品
を入れておいて光をあてるんです。そうすると電気

が採れるんですね。そのような研究もあるんですね。

　もともと自然科学的な研究というのは、人間性の
追及のためにやっているんですが、研究している最

中は非人間的な、大学での研究時間、生活が長くて、
いつうちの娘が二人生まれたのか、ほとんどもわか

らないくらい家にも帰らず、たまに家に帰ったこと

も覚えていない…、あっ、それは酒飲んでて帰らな
かったせいか、（笑い）ということもありますけど。

　一方では大腸菌がいやだから、どうしたら大腸菌
を殺せるかということで、菌を殺せば死骸が出るわ

けで、殺すには薬剤がごく普通のものであるように

とか、まだ私はできないですが、ＣＯ２からいきな
り高分子、先程言われたシーワンケミストリー、さ

らに公害をなるべく少なくするためにグリーンケ
ミストリー、グリーンサイエンスというのは今の流

行りなんですね。そういうような視点も一方ではあ

るのかなあと…。
　でも、きょう話題提供者の言われた草刈と自然の

話は、結局はどうやって自然と共生していくかとい
ったことだと思うし、遊歩道の話もそうだと思うん

ですね、遊歩道をとれる場所ととれない場所がある。

とれない場合はどうしたら遊歩道を作るかという
ことを、これは運動ではなく具体の話を、今度飲み

ながら話しませんか。（笑い）
　そうすれば「こんなこともあるよ」とかいろいろ

意見が出て、どことなくそれを皆に知らしめれば、

こんなことでできるのかとか、遊歩道のそこは限ら
れた場所のことですよね、ですから皆で片肘はらず、

柔らかく考えていくと、きっと解決するのではない
かと思うんです。



　私が喋りすぎちゃったから、今度はメインコーデ

ィネーターの田村さんに水の話をしてもらいまし
ょう。（笑い）

《田村》

　先生が水という話をされましたので、商売が酒造
りなものですから、水の話をします。

　酒はアルコールなんですが、もとは水なんですね。

水をアルコールに換えているだけなんです。その水
を地下水に頼っています。

　水は水道の栓をひねれば市の水が出てきますが、
最近ではペットボトルの高い水を買ったりする方

もいて、つまり、最近ではそういうものに頼らない

と安全な水がだんだん確保できない時代に入って
きているんですね。

　先週でしたか、隣の昭島市で環境の審議会ができ
たそうですが、昭島市の水道水は、現在１００％地

下水ではないそうで、これをもう一度１００％まで

戻していこうという決議がなされたと新聞にでて
いました。

　この話は、私のとっては非常にうらやましい話で、
福生は水の自給率が高い方ですけど、福生もできる

だけ１００％に近づけて、おいしい水の確保、私に

関して言えば地下水の確保に努力いただけたらと
思います。

《男性Ｂ》

　牛浜に住んでいるＢです。
　先程の遊歩道の件について私の意見を言わせて

いただきます。

　結論から言って福生では無理じゃないかと思い
ます。あれは、そもそも東京都のものですし、それ

よりも福生でもったいないことをしていると思う
のは、きれいな小川が流れている所を暗渠にしてい

ることです。

　福東地区にも遊歩道がありますけど、あの下も玉
川上水の分水が流れているんですよね。せっかく水

に親しむ環境をつくれるのに、まあ飛行機の騒音で
うるさいかもしれませんけど、蓋を掛けてしまって

もったいないと思いますし、お金もそんなにかから

ないと思うのですけど。買収をする必要もないし、
むしろ、分水を生かしたほうがいいのではないかと

思います。
　仕事の関係で足立や葛飾の方へよく行きますけ

ど、下町の方が親水公園が多くあって、それも最近

作ったようではなく随分前からあるようです。
　子どもたちもジャブジャブやってたり、大人も周

りでジョギングしてたり、楽しそうにやっています。
だから福生も親水公園をもっと作ってほしいし、で

きることからやった方がいいと思います。

　宮岡先生が先程、初めて福生へ来たとき、なんて
がさつな町だと感じたということでは、私もまさし

くそう思います。
　まあ、私も変な人間で、ひとり者ですし、「男や

もめにうじがわく」を地でいってまして（笑い）、

ゴミの中で暮らしてますが、ゴキブリはいるし、最
近はネズミも出るしでひどいところに住んでいま

す。うちの猫はネズミを怖がってどうしようもない

ですけど(笑い)。
　まあそんなひどい所に住んでいますが、誰も来る

わけでないし、うちの猫に迷惑がかかるだけなので
いいのですが、外が汚れているのだけは我慢できな

いんです。

　青梅線沿線で、福生駅、牛浜駅ほど構内にゴミが
落ちている駅はないですね。この前、立川駅のお客

様カウンターに行って、南武線の車掌はポイ捨てす
るなという車内放送をしているのに何で青梅線は

しないのかと言ってきたんですが、近藤先生が先程

話された野草を楽しむ前提として、身近なゴミや立
て看板、違法張り紙を撤去してからでないと、野草

を楽しむといった気持ちのならないと思うんです
よね。

　この前、杉並区の広報紙をチラッと見たんですけ

ど「環境先進都市杉並を目指して」なんて見出しが
でてまして、世田谷でもそうですけど、行政が主導

して、音頭をとって、身近なゴミ、ポイ捨て禁止に
取り組んでいるわけですよ。そういうことが必要だ

と思うんですよ。

　福生なんてこんな小さなコンパクトなまちなん
だから、そこが好きなんですけど、コンパクト以外

にいい所ないんだから、やれるはずだと思うんです。
　この前もバイクに乗って市内を一回りしてきて、

街路灯の切れてる場所をチェックして市に報告し

たりしてますけど、この程度の大きさですから一人
でできるんですよね。市民一人の力でもある程度の

改善ができるんですよ。
　福生駅の西口も東口もバス乗り場の場所が非常

にきたないので、１００円ショップで買ったゴミ捨

て禁止のプレートを貼ったのですけど、多少改善さ
れたかなという感じですけど…。

　ともかく身近なポイ捨てが非常に気になるので、
その辺を改善していただきたい…というのもおか

しいですが、自分たちで改善していかなくてはいけ

ないと思うのですけど。
　ですから、いくら遊歩道を整備して自然を楽しみ

ましょうといっても、足元がゴミだらけではそんな
気持になれないわけです。そこから始めましょうと

いうことです。

《長谷川》

　どうしたらいいのでしょうね…。
　いや、とても大切なことだと思います。本質的な

ことで。
　私は環境という言葉と雰囲気という言葉を並列

して使うときがあります。例えば「ゴミを捨てられ

ない雰囲気の場所」というのがありますよね。私は
煙草吸いですが、退屈な会議のとき煙草を吸ってい

いよと言われたら、２時間で２０本吸ってしまうん
です。

　ところが、今日のような会議では１０時間続こう

が吸わないでいられるんです。これは雰囲気ですよ
ね。

　だから多分、市も禁止の張り紙を貼っていると思
うんですよ。でも貼りすぎると汚くなりますよね。



（笑い）なんか方法はないですかね。

《男性Ｂ》

　簡単なことなんですよ。第３回の都市景観のとき
でも話したんですけど、電柱の違法張紙を気がつい

たとき私は剥がしているんです。貼ったってすぐ剥
がされてしまえば、貼った人も貼らなくなると思う

んですよ。

　だからゴミだって同じことですよ。ゴミが全く落
ちてない所に捨てるのは非常に勇気が要ることで

すよ。それがいくつも捨ててあれば、平気で捨てて
しまうんですよ。「赤信号皆で渡れば怖くない」と

同じで、皆がやってればやってしまうんですよ。人

間てそんなものだと思います。
　大きな市や区だと難しいと思いますけど、福生の

ような猫の額のような小さいまちでは皆でやれば、
２～３日で出来ちゃうと思うんですね。

　宮岡先生が福生に来られてから５０年経ったそ

うですけど。５０年もがさつなまちのままで進歩が
ないのはおかしいと思うので。（笑い）

《男性Ｃ》

　熊川のＣと申します。
　公民館で環境の講座を持たせてもらって、地球環

境とか、そちらの方をやっているのですが、まあそ

れは置いときまして、どうしたらゴミ捨てを無くせ
るか、つまり、どうしたら皆が環境を大切にするよ

うになるか…、実は大変なことだと思うんですが。
　例えば福生市民が福生を愛して、福生は環境がい

いまちだと、私たちのまちは環境を大切にするまち

なんだというイメージを一人ひとりが持てるよう
な、誇りを持てるようにすることが必要で、例えば

このような場もその一つですけど、行政と市民のい
ろいろな会と企業の集まりの商工会のようなとこ

ろと一緒に、三位一体というか、その中で雰囲気づ

くりをどうしたらいいかということをやっていく
ことじゃないでしょうか。

　ある意味でキャンペーンということになります
か。これは誰も反対する内容ではないんですね。

　先程南武線の放送や世田谷の話がでましたけど、

世田谷は環境を大事にしているという雰囲気づく
りをしていて、区民もそう思っているんですね。自

分はそう思わなくても、周囲が皆そう思っているよ
うだという雰囲気づくりが出来ている。

　どうしたらそのようなムード、雰囲気を作ってい

くか…、今よく言われているエコタウン、私はエコ
シティと呼んでいますが、エコシティ福生のイメー

ジを皆がどうして作っていけるか…。
　市が張り紙をするかどうかということではなく

て、広報も必要でしょうし、環境の講座やいろんな

会を設けたり、商工業者の方も積極的に話題にした
りしてやっていくことが必要だと思います。最近の

世の中の流れでは出来ると思うんです。
　それが出来れば、先程水の問題、植物の問題が出

ましたが、これらは全く別の問題ではなくて同じ問

題なんですよね。
　水を大事にするには洗剤や殺虫剤に気をつけな

くてはいけないし、植物を保護するといっても水が

よくなくてはいけないこともあるし、大気をきれい
にといっても空気清浄機をつけるわけにはいかな

いし…、結局は一人ひとりが今の環境を壊している
わけですから、一人ひとりが、些細なことからでも

環境をよくするというムードづくりと、今している

ことがいかに環境に悪いことをしているという意
識をする動機付けをするというか、そうすれば福生

ってとても環境にやさしい町なんだってねという
ムードがコンパクトな町だけにつくりやすいので

はないかと思うんですね。

　ですから「環境にやさしいまち、福生」を売り出
したいというのが私の提案なのですが。

《男性Ｄ》

　熊川のＤといいます。両側の方から発言があった
ので、私も何か言わなきゃいけないような感じにな

ってしまって…（笑い）。
　今までの話と関連することなのですが、従来の行

政の在り方というものは、何かの施策を行う場合、

大体の案を行政側で作成してから市民にどうです
かと聞いてくる。

　しかし、その方法では、行政のプロである職員が
作った案にどうですか、ご意見をと聞かれても、私

たち市民は何も言えない。ですから、民主主義は非

常に時間がかかるものですけど、ゼロから出発する
という方向で進んだほうがよいのではないかと思

います。
　市では情報を多く持っていますし、それを解説し

て、そして市が今抱えている問題点はこういうこと

があるんですよ、それに対する意見がある方、ある
いはもっと詳しく知りたい方は集まってください

と呼びかければいいと思うんです。
　そして集まった人が全部出来るとは限りません

が、その人たちを委員にして分科会にでも分けて、

そしてそこに職員が入って調査をしたりして、ある
程度期間をかけて検討したものを、市の方に出して、

そこから正式な行政内部の委員会のようなもので
検討してもらえればと思うんです。

　つまり市民が参加する、参画するその過程が大切

なのだと思うんです。参画するということで自分に
責任を持つことにつながるわけですから。

　ですから市の基本計画を作る場合でもそんな形
でやっていただきたいと思うんです。そして議会に



あげて正式に決定していただければと思います。ま

たそれから、市民に戻して、今度はそれを実行する
ための実行委員会のようなものをつくって、その中

で市民ができることと市でなければできないこと
とに区別して実行計画を作成して運動を進めてい

けばいいと思います。

　先程上水の遊歩道の問題やさまざまな問題が出
されましたけど、市民からいろんな意見を出しても

らって、それを吸い上げて集約していくという、そ
ういう形をとっていけばと思うのですが、非常に時

間がかかり大変な方法ですが、その過程を経るべき

だというのが僕の考えです。

《田村》
　ありがとうございました。現在も積み上げていく

方法で行っていますが、一旦白紙の戻して、一から
やっていくという市民参加型のご発言でした。

　先程宮岡先生から若い方の意識の話がありまし

たが、若い方から何かご意見ありませんか。

《男性Ｅ》
　加美平に住んでいるＥと申します。第４回目も参

加させていただきましたが、今日は環境ということ
で、私は仕事が不動産業で環境を破壊することが多

いこともあるんですが（笑い）。

　先程福生の駅が汚いという話がありました。西口
がきれいになって、しかし違法駐車の問題があった

りして商店主の方が悩んでいるという話がありま
したが、東口に目を向けてみると、前回では話が出

ませんでしたが、マクドナルドの前は専用駐車場の

ように違法駐車がされていますし、汚いということ
では、ロータリーの中のベンチのあるところに鳩の

糞がすごいんです。
　本当は憩いの場所になるはずなんでしょうが、糞

でとても汚い。避けたいほどなので、正直言って私

は通りません。
　どうしてそうなったのかと、観察していたら、お

ばさんが鳩に餌をやっているんです。一人でやって
いるかどうかわかりませんが、ああいうことから、

やめていかなくてはいけないと思うんです。

　公の場所を堂々と汚していると思うんですよ。
鳥の保護とかいう問題もあるでしょうけど、餌も汚

していることになりますし、ともかく糞がとても汚
い。そんなところから一つひとつやっていかないと、

福生の駅もきれいにならないなと感じました。

《男性Ｆ》

　熊川に住んでいます。青年会議所に入っていて、
何がまちづくりなのかなと考えながら、この町に住

み、ワイワイやっています。
　昨年、七夕のときに市役所の前庭をお借りして青

年会議所として牛乳パックでタワーを作りました。

一万個の空きパックは３週間で集まったんですが、
片付けに３ヶ月かかりました。

　その時に感じたのは、ゴミという問題でした。あ
れだけのことをやらしてもらったので、何か落とし

前をしなくてはいけないということで、牛乳パック

で紙漉（かみすき）をしたんです。

　非常に面白いと思ったのは、我々はいい情報だけ
を選んでいるということでした。物事のプロセスを

省いて、いい情報だけを得ることだけに毒されてい
ると思います。

　世の中ＩＴで、情報戦争だと言われて、子どもた

ちもコンピュータを使っていますが、いかに速く情
報を得ることを重要視してプロセスに対して疎く

なっている感覚があると思いました。
　空きパックの紙漉について、近辺を調べてみたら

立川市で「里がえり」という名のパックから再生す

るトイレットペーパー事業があることがわかりま
した。

　立川のリサイクルプラザが五日市街道沿いにあ
りますが、福生のリサイクルプラザと比べて活気が

あるんですね。

　私なりに理由を考えたのですが、町を挙げてパッ
クから再生するトイレットペーパー事業を立ち上

げていて、市のトイレットペーパーはすべてそれで
賄っているらしく、また、事業として成り立ってい

て市民の人も買っているんですよね。すべてを存じ

上げないので何なんですけど、その辺の活気という
のは市民の力で成し遂げたということかなと…。

　職員の方も言っておられたのですが、公民館の講
座や事業は興味のある方だけが参加するけど、ゴミ

の問題はすべての人に関わるから面白いと、職員と

して何十年やってきたけど、清掃の仕事が一番面白
いと言ってたことが印象的でした。

　何か一つでいいから、これは福生市の意識だとい
った、何か形になるようなものを、立川の真似でも

いいと思うんです、そういうことを行えば町の象徴

となりますよね、そういった物があれば、先程エコ
シティとおっしゃいましたけど、象徴になりますよ

ね。
　ですから若い世代も協力し、親も一生懸命やり、

集めたものがトイレットペーパーになって戻って

くる…、七夕で使った竹は、竹炭になって産業際で
配られるとか、またそれで箸ができれば、いつも親

たちがそれを懐から出してそばを食べるとか、何で
もいいですけど、象徴となるアクションが一つでも

出来ると盛り上がってくるかなと感じます。

　去年、おととしとやってきて、いろいろ考えて、
福生はまだやっていないから、逆に何でもできるの

かなという素晴らしさがありますので、環境課の職
員がいきいきととして、町の中を環境のために怒鳴

り歩いているという、そんな町になって、それで象

徴ができれば素晴らしいなと思います。
　先程町がコンパクトということを伺って、コンパ

クトゆえに象徴ができればいいなと感じました。

《田村》
　女性の方から何か…。

《女性Ｇ》

　町で気になることなんですが、垣根から道に植木

が出ていると、車がよけて通るので、きれいなんで
すけど、そこは道が狭くなって危ない…。



　それから公園で犬を放す人がいて、また糞がすご

いんですね。以前に飼い主に言ったことがあるんで
す。「この糞はどうするんですか、飼い主が取るの

が当たり前でしょ」って。
　それとこの前走っていて犬に飛びつかれたこと

があったんです。ですから、「犬をつないでくださ

い」と言ったら、「走るのが悪いんだ」と言われた
んです。（笑い）その程度ですかね。

《田村》

　まだまだお話を伺いたいのですが、時間が迫って
まいりました。話題提供者の方から始まり、いろい

ろなご意見をいただきました。

　後世のためにどういう風に環境を整えていくか、
潤いのある豊かな環境を整えていくかということ

に、皆さん真剣に取り組んでいるんだなという感想
を持ちました。

　市長はじめ、市の職員の方が参加されていますが、

このフォーラムがきっかけとなって、市民一人ひと
りが責任ある発言で、いかに市に提言するかという

ことが始まっていければ大成功かなと思いました。

《市長》
　どうもありがとうございました。

　黙っているということも大変つらいところがあ

りまして（笑い）、そちらにも職員が大夫おります
が、恐らくそう感じていると思います。

　しかし実はこれが大切なことでして、市民の皆さ
んとお話をする場合に、情報をどれだけ出している

か、もっとわかりやすい情報をどれだけ出している

かということなんです。
　本当は面と向かってもっともっとお話をしなけ

ればいけないのですが、それはこれからということ
にさせていただきまして、ただ一つだけお知らせが

あります。

　環境基本条例と環境基本計画についてですが、４
月より生活環境部が出来まして、そこでがんばって

取り組み始めております。
　１２月頃には条例の案について皆様にご意見を

伺うことになっています。それから来年の４月以降

は、ワーキンググループをたくさん作りたいという
話があって、その中で環境基本計画を作っていく予

定です。
　そしてその過程に皆さんがどんどん参加してい

ただき、同時に自分たちがどういうことができるか

という問題をお互いに考えていただく作業が非常
に重要ですから、そこの部分にも皆さんに関わって

きていただきたいと思っております。
　今後いろんな形で情報を出していきますので、そ

ういうものに是非ご参画いただき、一緒にすばらし

いまちづくりができるよう、今日はその第一歩とし
て、大変お忙しい中にもかかわらず、田村誠一郎さ

ん、長谷川貞夫先生、お二人にコーディネートの役
を務めていただきました。また話題提供者として、

福生の住民以上に福生に詳しい宮岡先生と近藤さ

んにもいろいろお話をしていただきました。
　最後に、この４人の皆さんに拍手をして、今日は

おしまいにしたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。（拍手）


