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雑木林博物館

（狭山丘陵全域）

保護区域： 原則として立入り禁止（主に水道局用地）

保全区域
保全・活用部分： 雑木林の管理を基本とする（憩いや教育・学習の場）

利用部分： 広場・休憩地など（人とのふれあいの場）

提案（保全・活用構想） Ⅵ章

” 雑木林博物館 ”の概念

保全概念図
　Ａ区域は、狭山湖と多摩湖の開水面とその水源林であり、現在も水道局用地として立入禁止の区域に指定

されている所である。オオタカの生息地である事でもわかるように首都圏としては極めて自然度が高く、学

術的にもまず一番に保護を必要とする場所である。この区域はこれを取り囲むＢ区域およびＣ区域の野生生

物、特に動物の供給地的役割を果たしている。

　Ｂ区域は、Ａ区域を取り囲む形で帯状に存在している樹林帯。外側が市街または農地、内側が自然度の高い

Ａ区域である。特に東京都側は丘陵に多くの人家が押し迫っているものの、比較的まとまった林が連なって

いるため、動・植物の種類も豊富な所である。また、この区域は内側に位置するＡ区域の高い自然度を保つ

ための緩衝地帯の役割を果たしている。保全区域に最もふさわしい所である。

　Ｃ区域は、近年急激に人口が増加し、その代償として緑地が減少した地域である。しかし、まだ緑地が島

状に残されているため、それらを残そうとする地域住民の自然観察会や、保護活動が活発な所である。開発

が著しいため、緑の回復までをも考え、保全策をたてる必要がある。



保全活用のゾーニング

＜保護ゾーン＞

水道局の立ち入り禁止区域である。このゾーンは、周辺

の各ゾーンへの野生生物資源の重要な供給地であるため、

定期的な自然環境の調査を実施し、十分な資源管理をす

る必要がある。

＜体験・学習ゾーン＞

豊かな自然や農村景観を活用し、農作業や自然観察を体

験・学習出来る施設を設置するゾーンである。このゾー

ンに含まれる宮寺・堀之内地区は、狭山丘陵全域の調査

から、最も早急に保全策を立てる必要がある地区として

挙げられた。

＜保全・活用センターゾーン＞

このゾーン内にある旧国民宿舎・湖畔荘を巡って、現在

所沢市住民の間で、跡地の利用が考案されている。湖畔

荘の東側に位置する比較的まとまった緑地と一体に考え、

狭山丘陵全体の保護・保全のセンターとして活用される

地区である。旧湖畔荘は、自然の保護・保全のための研

修宿泊施設として利用するのが望ましい。

＜緑とせせらぎゾーン＞

所沢市山口～久米にかけてのこのゾーンは、現在「緑と

せせらぎの街づくりを進める市民の会」が ”緑とせせら

ぎ構想 ”を検討・推進している。この構想を当会は、狭

山丘陵全体の保全策の一環として位置付け、連帯して考

える。

＜ピクニックゾーン＞

東京都側の瑞穂町～武蔵村山にかけての地区は、起伏に

富み谷戸の湿地もまだ多少ながら残されているため、ピ

クニック的気分が味わえる。現在、瑞穂町には六道山公

園、武蔵村山市には野山北公園があり、両公園共に展望

台が設置され、狭山丘陵周辺の眺望が楽しめる。また、

この地域は、東京都の「緑のフィンガープラン」の対象

地域でもある。

＜狭山丘陵散歩ゾーン＞

鉄道・バス共に交通の便が比較的良く、身近に森林浴が

味わえる地区である。分断された３つの緑地の緑道を整

備し、つなげば、散歩やジョギング、サイクリングなど

も楽しめる。

＜既存レジャー施設＞

現在のユネスコ村や西武系列の野球場、スキー場、ゴル

フ場、西武園などの施設が占める地域である。



宮寺・堀之内地区の保全・
活用について

命題　・自然の価値を最大限に高めること

　　　・地元住民に親しまれること

　　　・地域文化の継承と発展に寄与する事

＜自然観察ゾーン＞

自然と親しみ、 自然観察を趣味とするの高まりに対応して、 自然観察ゾーンを設定する。 この地区最大の大谷戸湿地は、 三ケ島の湿地が早稲

田大学による開発行為により失われつつある現在においては、 狭山丘陵最大のものとなっている。 サシバ、 ウグイス等の野鳥やオオエゾトンボ、 サラ

サヤンマ等のトンボなど生物相は極めて豊富であり、 この環境資源を十分に活用する。 そのために、 大谷戸湿地の北端に土堤を築き、 最大水深

１ｍほどの人造池を作る。 開水面の確保は、 オシドリやカルガモの誘致に大きな効果があり、 カワセミ、 コサギなどもやってこよう。 池の周囲にはヨシ

が生育し、 オオヨシキリやバンなどの野鳥の生息地となり、 また最近激減した止水性のトンボーギンヤンマ、 ウチワヤンマ、 トラフトンボなどの回復が

望めるだろう。 タガメ、 ゲンゴロウ、 ヘイケボタルなどの水生昆虫やミヤコタナゴのような魚を増殖させることも十分可能となる。 これらの生物を観察す

るための施設として、 池畔にネイチャー ・ センターを設置し、 常駐のレンジャーを置く。 ここでは、 来訪者のサービスとこの地区一帯の維持管理を行う。

学校の野外教育の場にもまた社会教育の活動拠点にもなる。 ネイチャー ・ センターの窓からは池の全体が見渡せて、 水鳥や昆虫たちの姿を間近に

観察することができる。 池の南側は湿地のまま保存し、 湿地を好む動植物の生息地として適正な管理を行う。 すなわち、 増え過ぎたヨシを除去し、

解放的な湿原の状態に保つことにより、 カエル類やトンボ類の絶好の繁殖地となることが期待できる。 これらの動物や各種湿生植物を近くで観察でき

るよう、 木道を渡し、 湿原の保護と観察の便を図る。 堀之内の湿地はやや規模が小さくなるが、 湧水状況も良好であり、 湿性植物を積極的にに

復活する。 近くを流れる小川の生き物の観察ができるよう、 ここにも木道をめぐらせたい。 これらの湿地を取り囲む雑木林は、 湿地に流入する清水

の水源として、 大変重要な役割を持っている。 湿地の維持と、 湿地に生息する動物の活動域の確保のため、 現状の自然度を保つようにする。

雑木林には、 貴重な植物の生息地もあり、 季節の移り変わりに応じて、 色とりどりの花を楽しめる。 もちろん、 野鳥、 昆虫などの生息密度も高く、

こうした自然を観察するためのネイチャー ・ トレイルを、 先述のネイチャー ・ センターを起点にして、 適正な規模で設定する。 地質の観察ができる 「切

り通し」 も含まれており、 狭山丘陵の総合的な理解が深められるような様々なルートの設定が可能である。

＜ピクニック ・ ゾーン＞

自然度の高い自然観察ゾーンと既存集落との間に、 開放的なピクニック ・ ゾーンを設定する。 これは、 人口圧の影響から野生生物を守り、 また自

然度の高さがもたらす自然と人間との無用のトラブルを避けるための緩衝地帯でもある。 この雑木林は、 原則として数十年に一度の伐採を行い、 下

草刈りも毎年実施するなどして、 明るく親しみやすいものとする。 一画には ” おべんとう広場 ” という草地を造り、 家族連れがゆったりとくつろげるスペ

ースとする。 また、 ここにこだかい展望台を設けたい。 遠く秩父や日光の山並が望め、 近くは入間市や所沢市の町並、 狭山湖の湖水までも見渡せ

るだろう。 このゾーンは適度の起伏をそなえているため、 各所で眺望がひらけている。 加えて、 畑あり、 雑木林あり、 八幡神社等の鎮守の森ありと

変化に富み、 ふるさと景観に満ち溢れている。 このような景観は、 今後、 大きな観光資源として脚光を浴びてくることだろう。 この価値を十分に活用

し、 人々の憩いの場となるように土地利用を誘導する必要がある。 現在行われているブドウの観光農園を積極的に振興することはもちろん、 その他の

農産物の観光農園化を推進することも必要となる。 また、 八幡神社のそばの水田を利用して、 子供たちのための ” 泥んこ池 ” を作ることも考えたい。

楽しく遊べるピクニック ・ ゾーンは、 多くの人々を狭山丘陵に引き付け、 地域経済の活性化を促すとともに、 狭山丘陵全体の自然環境の保全にも大

きな役割を果たすことになる。 親しまれ、 愛される狭山丘陵になることが、 何よりも大事な恒久的保全策だからである。

＜歴史ゾーン＞

地域文化の継承と発展に貢献することを狙いとしたゾーンである。 この地区は、 埋蔵文化財包蔵地として知られ、 縄文時代から連綿とつながる歴史

と文化が肌で感じられるところである。 また、 式内社である出雲祝神社、 入間市指定の天然記念物 “ カヤの木 ” の存在など、 先人達の愛情と畏

敬によって残されてきた文化財が豊富に見出せる。 こうした文化財を私たちの時代で喪失したしまってはならない。 神社も ” カヤの木 ” も、 それ単独

で残すべきものではなく、 環境と一体化したところで存在してこそ価値を認められるものである。 従って、 現況の風致を維持することを第一義と考え、

ここには民家園を設置すること、 及び丘陵内の三角点付近に縄文広場を設けることのみにとどめる。 民家園は宮寺 ・堀之内地区の文化を最も生々

と反映すると考えれるカヤぶき民家を移築し、 見学者に開放するものである。 また、 ここは、 民具など生活に密着した文化財の保管陳列の場として

も活用し、 このままでいくと散逸するばかりの伝統的な農機具や台所用具、 あるいは冠婚葬祭用具等の収集整理を行う。 これは、 時間の経過ととも

に困難が増すため、 できる限り速やかに行わなければならない。 民家の移築にしても同様で、 特に維持管理の面における技術の伝承が急がれる。 高

齢化が進む職人等の技術者が健在な間に、 伝承のための場を設定し、 風土に適合した生活技術体系を伝えていく必要がある。 縄文広場とは、 丘

陵内の山林を一部切り開き、 縄文時代の住居を復元して、 歴史学習の一助とするものである。 復元住居を中心とする広場にはベンチ、 トイレなども

提案（保全・活用構想）  Ⅵ章
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と文化が肌で感じられるところである。 また、 式内社である出雲祝神社、 入間市指定の天然記念物 “ カヤの木 ” の存在など、 先人達の愛情と畏

敬によって残されてきた文化財が豊富に見出せる。 こうした文化財を私たちの時代で喪失したしまってはならない。 神社も ” カヤの木 ” も、 それ単独

で残すべきものではなく、 環境と一体化したところで存在してこそ価値を認められるものである。 従って、 現況の風致を維持することを第一義と考え、

ここには民家園を設置すること、 及び丘陵内の三角点付近に縄文広場を設けることのみにとどめる。 民家園は宮寺 ・堀之内地区の文化を最も生々

と反映すると考えれるカヤぶき民家を移築し、 見学者に開放するものである。 また、 ここは、 民具など生活に密着した文化財の保管陳列の場として

も活用し、 このままでいくと散逸するばかりの伝統的な農機具や台所用具、 あるいは冠婚葬祭用具等の収集整理を行う。 これは、 時間の経過ととも

に困難が増すため、 できる限り速やかに行わなければならない。 民家の移築にしても同様で、 特に維持管理の面における技術の伝承が急がれる。 高

齢化が進む職人等の技術者が健在な間に、 伝承のための場を設定し、 風土に適合した生活技術体系を伝えていく必要がある。 縄文広場とは、 丘

陵内の山林を一部切り開き、 縄文時代の住居を復元して、 歴史学習の一助とするものである。 復元住居を中心とする広場にはベンチ、 トイレなども

＜体験 ・学習ゾーン＞

雑木林を中心とした狭山丘陵に係る文化を継承するため、 体験 ・学習ができるゾーンを設定する。 このゾーンは比較的交通の便が良く、 学

校単位、 グループ単位での利用のほか、 家族単位での利用も考慮した。 まず、 雑木林実習林は、 雑木林を雑木林たらしめている日常的

な維持管理作業を体験できる場とする。 20 ～ 30 年サイクルでの伐採、 毎年冬に行われる落ち葉掻きのほか、 その産出物を利用したシイタ

ケ栽培や炭焼き、 あるいは堆肥づくりなどを企画する。 先人の知恵がこもったこれらの労働を体験することは、 地域の文化を理解し、 同時に

雑木林の今日的価値を考えるための糸口となるであろう。 また、 雑木林において展開する新しい活用法の摸索も取り入れたい。 例えば、 天

蚕の飼育とかローカルエネルギーとしてのバイオマスの試みなどが考えられよう。 次に、 西久保田んぼを利用して水田耕作を復活する。 主に小

中学校の実習田として、 近隣の学校単位に区分し、 水稲栽培の学習を行う。 日本における基幹的な食料である米に対する理解を深め、

食糧と労働に対する認識を新たにすることは、 義務教育段階でぜひとも履修する必要があると考えるからである。 収穫した米を使い、 餅つき、

野外炊飯などの行事も計画し、 学校の野外教育の一環に組み入れることも楽しい。 これは、 自然観察ゾーン内に設けられたネイチャー ・ セ

ンターの年間行事にセットされ、 地元の農業団体などの協力を受けて実施されるものである。 総じて、 このゾーンは、 ピクニック ・ ゾーンと同様、

既成集落と狭山丘陵の自然との間に位置し、 親しみやすい自然状態を維持していくことを本旨とするものがある。 景観的特質にも優れ、 心

持よい体験 ・ 学習が十分期待できる。

＜探検ゾーン＞

最も奥まったエリアであり、 深山の趣きが感じられ、 自然観察的要素も含めた探検ゾーンを設定する。 モミやスギの大木があり、 昼なおうす

暗い大きな谷は、 不老川の源流である。 かつてはムジナ山と呼ばれ、 タヌキ、 キツネといった大型動物との遭遇もできるかもしれない。 こう

した原生林的様相を損なわないようにすることが必要であるため、 特別の施設物は設けず、 効果的なネイチャー ・ トレイルのみを設定する。

ネイチャー ・ トレイルには、 随所に、 動植物や地形、 地質などに関する質問を記した看板を作り、 オリエンテーリングのような利用も可能と

なるようにする。 なお、 オリエンテーリングとしては、 ネイチャー ・ センターを起点とした路が、 すべてのゾーンを横縦断してもうけられているため、

変化に富んだ楽しいコースを何本も作成することができよう。 将来的には、 水道局用地も含め、 狭山丘陵全体をカバーするネットワークとし

ての発展も、 十分考えられることである。

設置して、 休憩場所としての機能も備える。 広場の周囲は同心円状に雑木林と照葉樹林を配置し、 景観的にも縄文時代を復元することを

考える。 照葉樹林は、 現在かなりみられるカシ ・ シロダモ等の幼樹をそのまま育成し、 長時間をかけて誘導することとする。



人口集中地区（ＤＩＤ） （
所沢市
入間市
（埼玉計）
東村山市
東大和市
武蔵村山市
瑞穂町
（東京計）
合　計

　人口集中地区（Densely Inhabited District）とは、統計データに基づいて一定の基準により
都市的地域を定めたものである。原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以
上の基本単位区等が市区町村の領域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が国
勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
＊基本単位区は、街区又は道路、河川、水路、鉄道および軌道の線路その他恒久的な施設等に
よって区画した地域であり、基本単位区を単位として調査区が設定されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1996 総務省統計局）

入間市

東大和市武蔵村山市

瑞穂町



資料１

表：各市町村人口増減表（国勢調査より）

図：

狭山丘陵ＤＩＤ変遷（国土数値情報より）

人口
（1980）

人口
（2010）

人口
（2015）

人口増減
（1980～2015）

人口増減
（2010～2015）

世帯数
（2015）

面積(km2)

236476 341,924 335,875 99,399 ▲ 6,049 144,970 72.11
103157 149,872 148,438 45,281 ▲ 1434 58,965 44.69
339,633 491,796 484,313 144,680 ▲ 7483 203,935 117
123794 153,557 150,130 26,336 ▲ 3427 64,578 17.14
69879 83,068 85,167 15,288 2099 35,570 13.42
60930 70,053 71,268 10,338 1215 28,266 15.32
27031 33,497 33,461 6,430 ▲ 36 13,160 16.85

281,634 340,175 340,026 58,392 ▲ 149 141,574 63
621,267 831,971 824,339 203,072 ▲ 7632 345,509 180

所沢市

東村山市

東大和市 凡例
昭和 55年（1980 年）ＤＩＤ

平成 22年（2010 年）ＤＩＤ

昭和 55年・平成 22 年 ＤＩＤ



狭山丘陵 周辺道路

そのほかの主な道路

資料 2

圏央道

国道 16 号線

2016 年 12 月時点

新青梅街道 463 行政道路（東京・所沢線）
463 バイパス

圏央道

雑木林博物館構想

（1986）より

凡例

国道 16号線

国道 16 号線

新青梅街道

新青梅街道

463 行政道路

（東京・所沢線）

463 行政道路

（東京・所沢線）

463 バイパス
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狭山丘陵とその周辺地域の土地利用
＊この図の描画領域は「土地等の取得に関する規程」第２条で定める狭山丘陵及びその周辺地域（トラスト活動対象地域） である
＊参考：環境省「現存植生図（2009 ～ 2003 調査）」、国土地理院航空写真

残堀川

不老川

土地利用の割合

耕作地 14.9%
住宅地ほか

　　　59.9%

林地 16.9%

水系 2.7%
基地等 3.2%

ゴルフ場 2.3%



＊この図の描画領域は「土地等の取得に関する規程」第２条で定める狭山丘陵及びその周辺地域（トラスト活動対象地域） である

空堀川

柳瀬川

東川

砂川

資料４

土地利用 面積（ha） 割合（％）

　　　　　　　　　林地（竹林など含む） 2011.5 16.9

　　　　　　　　　耕作地（田・畑・果樹林） 1769.2 14.9

　　　　　　　　　水系 324.6 2.7

　　　　　　　　　基地・基地跡地 384.1 3.2

　　　　　　　　　ゴルフ場 275.2 2.3

　　　　　　　　　住宅地ほか 7113.8 59.9

計 11878.4 100.0

（ha） (%)

凡例と面積



狭山丘陵とその周辺地域の土地利用　3000ha ver.
＊この図の描画領域は狭山丘陵 3000ha を目安に作成した。背面の緑線は等高線である。
＊参考：環境省「現存植生図（2009 ～ 2003 調査）」、国土地理院航空写真

土地利用の割合

耕作地 6.4%

住宅地ほか

　　　32.7%
林地 48.9%

水系 9.7%

ゴルフ場 2.3%



資料５

凡例と面積

土地利用 面積（ha） 割合（％）

　　　　　　　　　林地（竹林など含む） 1466.2 48.9

　　　　　　　　　耕作地（田・畑・果樹林） 192.9 6.4

　　　　　　　　　水系 290.8 9.7

　　　　　　　　　ゴルフ場 69.4 2.3

　　　　　　　　　住宅地ほか 980.7 32.7

計 3000.0 100.0

（ha） (%)



狭山丘陵の公園・緑地・水道局用地

さいたま緑の森博物館

0
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