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1.

また,かつて東京緑地計画協議会で議論されたよう

農林地の環境保全機能

に,都市緑地として認められるためには二つの要件をク

環境情報科学誌で,かつて｢農林業の環境保全機能｣

リアーする必要がある(都市計画東京地方委鼻会,

と題する特集が組まれたことがあった(17巻4号)｡こ

1933)｡第一に,｢土地本来の目的が空地であること｣,第

の特集のねらいは,農林地のもっ非生産的機能を見直

二に,｢その空地が永続性を有していること｣である｡た

し,それに環境保全機能という名を与えて,これからの

とえば,市街化区域内農地は,後継者不足や相続時の農

農林業の存在意義と,あるべき姿をさぐることであっ
た｡私も,その特集のなかで環境保全機能をいかした農

地の売却などによって,確実に減少しており,この事実

林環境システムの再編の必要性を論じ

みなせないという見方も当然なりたっ｡

とくに,都市住

民にとって｢人間性回復の場｣となるような,農村環境
の整備手法について検討した(武内, 1988)0

のみに注目すると,市街化区域内農地は,都市緑地とは
そこで,本論では,都市の側からみて,残されるべき
農林地のありかたを検討し,さらに,都市生態系が農林

林地についても認められる｡この機能のなかには,都市

地をとりこんでどう再編されるべきか,を考えてみた
い｡この問題を考えるにさいして,私は,まず江戸の都

に農林地が残ることの,自然的,社会的,文化的意味が

市構造に注目したいと思う｡

環境保全機能は,もちろん

都市内部や都市近郊の農

ふくまれている｡今日,市街化区域内農地を早急に宅地

化するべきであるという論調が強まっているにもかかわ
らず,都市内に農林地を残すべきだという意見が根強く
残っているのもそのためである(たとえば,原はか,

3.江戸における都市と農村の交流
今日の東京の骨格が江戸時代に形成され,しかも,そ

れが東京の魅力と深くかかわっていることは多数の認め

1991)｡また積極的に｢農のあるまちづくり｣を推進し

ることである(たとえば,横はか, 1980)｡また,江戸

ようとする動きもみられる(たとえば,渡辺はか,

は,同時に,山の手台地の武家屋敷の庭園,下町低地の

1989)0

長屋にところせましとならぶ盆栽,江戸をとりかこむ農

2.都市緑地としての農林地

村との活発な交流など,当時もっとも発達した田園都市
であったと評価されている(川添, 1979)｡さらに,江

しかし,これまでの議論は,おもに農業･農村を守る

戸は,市中深く入りこむ水田や湿地に水鳥が多数生息し

ための論理を構築し,都市内部や都市近郊の農地の存在

ていたことに代表されるように,理想的な生態都市で

を正当化するとともに,国土における農村空間全体の活

あったといえる(武内, 1990)0

性化を意図した,農業側からの提案がひじょうに多かっ
たように思われる｡

今日,地球環境時代を迎えて,資源･物質循環型の都

市の再編が課題となっている｡当時の江戸では,農産物

こうした議論は,都市緑地計画の側からみると,問題

が都市にもちこまれる,都市の尿尿が農村に運ばれて肥

がある｡なぜなら,個々の農家の意向によって残された

料となるなど,資源･物質循環系という視点からみて

農林地を保全する論理を構築するだけでは,都市緑地と

も,都市･農村の交流は循環的であった｡また,江戸の

しての農林地の計画的配置がまったくといっていいはど

町民は都市近郊の農村に,花見など行楽(物見遊山)に

考慮されず,都市構造のなかで農林地がどう位置づけら

でかけ,逆に,都市近郊の植木屋が江戸市中に植木･盆

れるか,不明だからである｡

栽を売りにくるなど,緑をっうじての両者の交流も活発
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であった｡また,そうした循環系と生態系の骨格は,少

なくとも戦後の高度経済成長期の前までは,基本的には

べきということで,この言葉に決まった｡

しかし,これだけの面積の環状緑地帯を,永続性の高

い空地だけに純化して構築するのは,アジア型都市とし

維持されてきたといえる｡

て,拡散的な発展を本質的な特徴とする東京では,不可

4.幻の東京環状緑地帯

能であった｡その思想は,その後も,戦時中の防空空地

一方,ロンドンに代表されるような,大都市をかこむ

や,戦後の緑地地域制に受けつがれたが,結局,砧緑

縁の帯であるグリーンベルトを検討したときの農林地の

地,神代緑地,水元緑地などいくつかの大規模緑地や,

あっかいは,どうだったのだろう｡東京緑地計画協議会

緑地地域制解除にともなう公園の誕生をみただけで,緑

は, 1939年(昭和14年)に東京緑地計画を策定し,そ

地帯構想そのものは,ついに実現しなかった｡大阪で

のなかで,大東京をかこむ,総延長72km,総面積

も,事情はほぼ同様であった｡

13,600haもの環状緑地帯(グリーンベルト)構想を明
らかにした(図1 :高橋, 1939)0

この環状緑地帯は,市民の保健増進と防空防災に役立

しかし,この環状緑地帯構想や,緑地の定義にはじま

る東京緑地計画協議会の諸論議のなかで,生産緑地を,

都市計画の側も重視していたことは明らかである｡ま

たせるという目的で立案されたが,そこには,公園,運

た,普通緑地には,分区園(アロットメント)がふくま

動場,墓地,練兵場,農林業試験現野外訓練場,分区

れ,当時から都市住民が,農を体験することの重要性を

園,遊園地,ゴルフ場といった普通緑地とともに,磨

認めていたことがわかる｡

莱,林業,牧畜等の生産緑地がふくまれていることは注

目される｡この生産緑地という名称は,当初案では利用
緑地とされていたが,議論のすえ,その性格を明確にす
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図1東京緑地計画における環状緑地帯構想(公園緑地第3巻2 ･ 3合併号, 1939より)
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る｡その結果,東京近郊では,丘陵地などでの計画的市

都市住民に望まれるように農林地を計画的に転換ない

街地開発(ニュータウン開発)が行われるまでは,無秩

し保全するためには,三つの計画手法が考えられる｡第
一は,地権者(おもに農家)の意向をふまえた土地利用

序な市街化が進行し,市街化区域内にも,農林地が随所
に残ることになった｡とくに,鉄道沿線から離れた,く

構想･土地利用計画の策定｡第二は,環境保全に寄与す

さび状の地帯には,一見,くさび状緑地と思える農林地

る新しい都市農業としてのアメニティ農業の振興｡第三

の多数点在するゾーンが残った｡こうした傾向は, 1969

は,農村的環境が保全されている集落の農業公園化の推

年の新都市計画法によって市街化区域(おおむね10年
をめどに市街地に利用転換されるべき区域)が設定され

進である｡

て20年以上を‑た今日でも,明らかに認められる｡

6.農林地をふくむ土地利用秩序形成の手法

現在なお残存する市街化区域内の農林地は,見方をか

農業と農村環境をいかした｢農のあるまちづくり｣を

えれば,身近な都市･農村交流の場が幸いにも残されて

推進しようというのが,伴･大塚地区での計画の大きな

いる状況と評価することができる｡しかし問題は,イン

ねらいであった｡そこで,われわれは,まず,あるべき

フラストラクチュアの整備が著しく遅れた無秩序な市街

土地利用整序の方向をいくつかのタイプとして提示し,

地形成と,永続性が保障されない農地の不規則的な残存

地権者が望む地区の将来像を把握した｡つぎに,それら

が,健全な都市構造の発達を,著しく阻害していること

の意向を集大成して,地区全体の土地利用構想をまとめ

である｡

た｡

こうした問題を解決する手段として,小区画を対象と

土地利用整序の方針は図2のようであった｡農村の環

した縁農地区計画,ないし,緑農住地区計画(石田,

境保全機能をいかした農業･農村環境整備を行う地区と

1990)が,問題解決の出発点となる｡われわれも,広島

しては,農村環境保全地区,農村集落整備地区,農住型

市安佐南区伴･大塚地区を対象にして,大都市近郊にお

整備地区がある｡都市的･農業的土地利用混在をいかし

ける,農住混在を前提とした土地利用秩序と緑地環境保

て市街地整備を行う地区としては,縁農市街地整備地

全の手法について,詳細に検討しているところである

区,生活関連施設整備地区がある｡さらに,平地をかこ

(広島市安佐南区･農村計画学会, 1991 ;武内･和田,

む里山の緑地的機能を保全する里山保全地区や｢水｣空

1991)｡

間整備地区がある｡こうした構想は,さらに具体化さ

図2
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広島市伴･大塚地区土地利用構想イメージ図(広島市安佐両区･農村計画学会, 1991よりJ
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れ,現在,いくつかの集落で,詳細土地利用区分(計画

9.農林地をとりこんだ生態都市の再生

図)が作成されつつある｡
7.アメニティ農業の振興

っぎに問題なのは,都市型農業のあり方である｡都市

地球環境時代の今日,わが国でも,都市を有機的な生

態系･物質循環系として再生することが重要であるとい
われている｡たとえば,平成元年度環境白書では｢エコ

型農業の方向は,二つに大別される｡一つは,高生産･

ポリス｣という言葉が使われ,省資源･省エネルギー型

高収入を達成し,都市のなかで経済的にも十分対抗でき

の都市への脱皮が提案されている｡

る集約型農業を確立すること｡二つは,農業･農村のも
つ付加価値を最大限高め,都市住民が直接･間接に農業

一つの側面は,､生物空間としての都市生態系の再生であ

エコポリス,エコシティ‑ (生態都市)で重要なもう

とかかわれるような｢アメニティ農業｣を確立すること

る｡緑が多くても,動物がすめなければ,生態都市とは

であーる｡

いえない｡ドイツでは,鳥類,両生類など,動物のすめ

この両方を同時に達成することは,必ずしも容易でな

る小生物空間(ビオトープ)の創出と,それらをっない

い｡伴･大塚地区では,労働力の点からみて,高生産性

で,動物の移動を保障するビオトープ･システムの計画･

農業を振興することはむずかしく,またアンケートの結

建設が,さかんに行われている｡

果,農地の環境保全的機能を維持すべきとの考えが地元

図3には,その代表的な例として,旧西ベルリンのビ

住民から支持されていることから,自家用の米,野菜栽

オトープ地図を示す｡この図からわかるように,都市の

培以外の農地では,アメニティ農業の振興に重点をおく
べきであると判断された｡

農林地は,重要な生物生息空間の役割をはたすと考えら

アメニティ農業を振興する場合には,景観的にすぐ

なって建設されれば,生態都市の再生も十分可能だろ

れ,観光農業を営むうえでも有効な花井･果樹などへの

れている｡こうした空間が,公的･私的空間整備にとも
う｡

転換をはかるべきである｡また,市街化が迫られている

旧西ベルリンの場合,これまでは周囲を東ドイツにか

場合には,良好な地域環境,農業環境を保全していくた

こまれ,都市近郊との都市･農村交流は,まったく不可

めに,圃場整備や区画整理,道路などの公共施設整備を

能であった｡東西ドイツ統一後のビオトープ･システム

進めるさいに,計画的な宅地への農地転用とともに,市

や,旧東ベルリンをふくむ広域的な地域生態系の再編を

民農園,観光農園,また農業公園といった,市街化に対

どう進めていくのか,これからの計画の進展が注目され

応した農地利用,農業経営を積極的に推進する必要があ

るところである｡

ビオトープ建設にさいして重要なのは,動物の多様性

る｡

8.農業公園化の推進
ところで,農業公園というと,柵のなかに施設があっ

を確保するために,地形や植生などの多様性に十分配慮

することである｡たんに自然度の高い植生だけを保護す
るのでは不十分である｡実際,二次林や生垣のほうが,

て農業体験などができるといった,都市公園的色彩の強

実のなる木が多く,鳥相が豊かになるという事実が,各

い農業公園の形態を思い浮かべがちだが,われわれが提

地で報告されている｡

案しているのは,いわば集落全体が公園であるような

最近,わが国でも,市民農園(クラインガルテン)が

オープンな農業公園である｡農村集落のなかに,アメニ

人気を集め,都市住民の農に対するあこがれは,ますま

ティ施設が点在し,訪れた都市住民はそれぞれの施設利

す強まっている｡しかし,市民農園をたんに農業の生産

用に対して費用を負担するのである｡

を体験する場としてだけでとらえてはならない｡農業体

こうした集落全体の農業公園化構想は,たとえば横浜

験は,生態系の基盤である土とのふれあい,土のなかに

市の｢寺家ふるさと村｣のように,大都市に近く,しか

生きるミミズなど土壌動物とのふれあいをもたらし,環

も農村環境がよく保全されている場所で実現可能であ
る｡伝統的な農村景観がよく保全されている集落は伴･

境教育としても重要である｡その意味で,市民農園も,

大塚地区にも存在し,美しい村づくりを実現する可能性
がある｡こうした集落では,集落･圃場の景観･緑地整

都市における重要なビオトープの構成要素である｡

10.都市における緑地整備のありかた

備や建築コントロールで,アメニティ的価値を高め,請

以上のような視点からみると,これまでの施設中心の

りをもって居住でき,都市住民も,その景観と環境に魅

公園の建設,都市緑化の推進には問題があったといわざ

力を感じて訪れるような,快適な農村環境の創出が期待

るをえない｡極論すれば,公園建設は,人が利用するた

される｡

めの,施設中心の公園建設であり,緑化は,たんに1人
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あたり何m2といった緑地率を高めるための事業にすぎ
なかったといえる｡地球環境時代の都市緑地計画でより

この点で,イタリア･ミラノで建設中の北公園(パル
コ･ノルドParco Nord Mirano)の事例は,たいへん

重要なのは,動植物集団が人間と共存できるような生態

参考になる｡この敷地は,周辺が市街化されるなかで,

都市の再生であり,それに寄与する公園建設･緑化推進

大規模公園が計画され,いわゆる都市公園型の計画図が
完成していた｡それが, 1984年ノストラ協会を中心と

である｡

図3

18

動植物相保護にとって童重な生息空間(西ベルリンのランドスケープ基本構想･種保護基本構想, 1986より)
1.自然および自然に近い,とくに貴重などオト‑プ
2.自然および自然に近い,貴重などオト‑プ
3.耕作や居住によって維持される,とくに貴重などオト‑プ
4.耕作や居住によって維持される,貴重などオト‑プ
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する市民グループの意見をうけいれて, ｢緑の巨大な肺｣

と農地を主体とする古くて新しい公園の試みが,いまイ

を形成するために大規模農林公園に変更されたのであ

タリアではじまっている｡

最近,わが国でも,東京湾野鳥公園,野川公園の‑ケ

る｡

パルコ･ノルドの案内書によると,この公園は,新し

を利用したホタルの里など,都市に生物相を回復させる

い計画図では,図4のように,四つのゾーンに区別され

ためのさまざまな試みが実施されている｡また, 1990

ている｡それらは,大都市公園,都市付属公園,大都市

年の市民農園整備促進法の策定にみられるように,永続

農地公園,記念公園である｡このうち大都市公園は,覗

的な市民農園の建設にも積極的になっている｡先のベル

在飛行場があり,計画実現上問題をかかえているが,い

リン,ミラノなどの事例と比較すると,今後は,そうし

ずれは自然を重視した緑地が形成され,市民のレクリ

た生物空間,農地空間のネットワーク化,大規模化が重

エーションのために利用されることになっている｡一

要になってくると考えられる｡

方,その反対に都市付属公園は,高密度で人工的な公園

であり,市民グループは,こうした公園部分に対して,

いまだに批判的である｡また,記念公園は,伝統的な居
住地(ヴィラ･トレッタ,ヴィラ･マンツオーニ)をふ

ll.新しい都市生態系の再編にむけて
グリーンベルト論にかえて,最近私たちが主張してい
るのが,グリーンゾーン論である(武内はか, 1990)｡

くむもので,歴史的庭園の保護などがこのゾーンではか

これは,グリーンベルト論が,地域剥(ゾーニング)と

られる｡

純化した緑地帯の建設をめざす近代西欧都市計画のパラ

さらに注目されることは,この公園にある大都市農地

ダイムを,そのまま受け売りしたにすぎず,いまわれわ

公園ゾーンである｡この公園は,農地をふくんだ大規模

れが求めているものは,アジア型都市の発展形態をふま

都市公園として,特筆されるべきである｡宮本憲一は,
｢パルコを公園と訳すのは間違いで,パークとは本来こ

えた,新しい都市緑地計画のパラダイムではないかと考
えた結果である｡

ういうものである｣とミラノのパルコを絶賛している

グリーンゾーン論は,市街地と農村地の混在を認める

(全国農協中央会, 1989)｡たしかに,パークは,イギリ

ところから出発する｡しかし,その混在は,縁農地区計

スで,領主が森林や狩猟場をかこいこむ(エンパーク)

画などをつうじた小区画単位の土地利用の秩序化や,農

ことからはじまったものである(佐藤, 1968)｡樹林地

林地の存続が長期にわたって保障されるような,行政側
の対応を前提としている｡この点で,生産緑地法のみな
おしにはおおいに期待したい｡
このようにして,都市の内部には,小さいが動物のす

める生物空間を数多くつくり,それらをネットワーク化
する｡また都市郊外では,都市･農村交流によって,農

の文化を享受できるようなグリーンゾーンの形成をはか
る｡こうした考えにたてば,東京のような巨大都市にお

いても,生態都市の再生は可能であると思う｡いうまで
もなく地方都市では,もっと生態都市化の可能性は高い
だろう｡

都市か農村かの二分法的発想の代表が,線引き制度で

あった｡これは,高度経済成長期のスプロール防止対策
としては,それなりの効果があったかもしれない｡しか
し,これからは,グリーンゾーンをふくむおおさな都市

緑地構造の枠組みを念頭におきながら,個々の地区にお
いて,生物空間化や,縁農地区計画をすすめるべきだろ
うと,私は考えている｡

なお末筆ながら,多くの示唆と資料提供をいただい
た,東京大学農学部長の和田照男氏,地域計画研究所の
図4

農林地を主体としたミラノの北公園(パルコ･ノルド)

井原清明氏,三菱総合研究所の川村雅人氏,イタリア語

の計画図(Parco Nord Miranoの案内書より)

翻訳のお世話になったAUR建築･都市･研究コンサ
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ルタントの西森陸雄氏に対して,深く感謝したい｡

3 (2,3)東京緑地計画特集号, 62‑67.

武内和彦(1988)環境保全機能と農村環境システムの再編.環
境情事朗斗学, 17 (4), 2‑6.
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