請願第 9号
「鶴川きつね くば緑地」 を従前のとお り地域住民 と協働 して
管理 口運営す る ことを求める請願
【
請願趣 旨】
能 ヶ谷緑地 (愛 称 :鶴 川きつね くば緑地。ゼ ンリン地図にも記載有)は 、鶴川地域 で当時暴走
族のたま り場な どと して社会問題 になつていた通称オバ ケマンシヨン跡地 および周辺斜面林 を
るさとの
市が 買収 した緑地 です。1996年 に市条例 にもとづ く「 緑地保全の森」 (2012年 に 『心、
′
森」に変更)に 指定 され、自然保全型の緑地 と して整備 されてきま した。
開設 に先立 ち、近隣住民より市 と協働で緑地管理を行 うことが提案 され、1996年 に近隣住民、
小中学校関係者、市公園緑地課を変 えて整備の基本方針、今後 のスケジュールなどが協議 され、
準備会組織 による予備的な活動を経て、1997年 に管理運営組織「きつね くば緑地愛護会」が発足
しま した。当時〜市民協働 による緑地管理の方法が模索され る中Ⅲ愛護会は市 の支援を受 けて町
田市内では 3番 目の協働型組織 として今 日まで継続 しています。
愛護会では協議にもとづ き 3つ の活動方針「里山の再生 と雑木林の維持管理」「小学校の自然
学習の指導 と協力J「 地域の人たちとの交流」を掲げ、様 々な市民組織や会員の協力を得なが ら
行政だけでは難 しい多摩丘陵の貴重な自然の保全再生 (雑 木林 の十刈 りや原 つばの草刈 り、野草
国の整備な ど)、 小学校や子 ども会の教育的利用、市民大学 や社会福祉協議会の研修 フィール ド
としての利用、地域の住民向けの各種イベ ン トなどを行 い、地域 に根差 した活動を展開 してきま
した。 こ うした緑地の活動は今 日まで 15年 以上にわた つて続 けられ、その結果、希少な植物が
再生 し、きめ細かい管理によ り里山な らではの美 しい景観が生まれるとともに、様 々なイベ ン ト
が地域の行事 として定着 し、地域の コ ミュニテ ィを育む上で大きな役割 を果た してきた といえま
す。
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しか し、 ラ ンティアに頼 つて きた ことによ る愛護会活動の限界もあ り、緑地の一般開放は愛
護会活動 日の毎月第一 B第 二土曜 日に限 られて いるため、常時一般開放の要望が以前 か ら行政に
寄せ られていま した。これを受けて、市は現在 の市条例 にもとづ く緑地か ら都市公国法 にもとづ
く都市公園 (都 市緑地)と して整備する方針を決定 し、準備が進め られて います。2010年 6月 の
都市計画審議会の議事録 によると、「 (公 園緑地課長)近 隣に お住まいの方 々や保全活動を行 つて
いる市民団体の方 々の意見を反映 しなが ら進めてまい ります (P7)」 「浅沼幹事・ E● 自然と触
れ合 う、民間又は市役所 ということで 、一緒 に共 同 して緑を守 つてい くとい うことで・ 色● (P8)
(活 動市民)団 体 は 1団 体で ございます。 (P9)」

又、同審議会 8月 においても「 (課 長)今 後

の詳細な計画の実施 につきま しては,近 隣 にお住まいの方 々や保全活動 を行 つている市民団体の
方か らの意見を反映 しなが ら進めてま い ります (P5)」 と答弁 されてお り、当然の ごとく、同地
で 15年 以上活動 してきた市民団体である愛護会が市 と協働 して今後も管理 してい くものと考えR
楽 しみに してお りま した。
そんな中、昨年 (2012年 )7月 に、市 は突如 として態度を―転 し、愛護会活動の休止、緑地の
愛称「鶴川きつね くぼ緑地」の撤回、看板類の撤去な どを通告 してきま した。同様の通告は、市
内 19カ 所で活動す る緑地管理組織 にも出され ています。
この ことは、緑地管理 に関わる これまでの長年 にわたる市民による愛護会活動の実績、これま
で築いてきた行政 と市民の信頼関係 にもとづ く協働活動、緑地 が果た してきた地域 コ ミュニティ
形成の場 としての機能をないが しろにするものであ り、とうてい受け入れ られ るものではありま
せん。市は常時開放 に向けた工事 が完了後、改 めて協議するとしていますが、この ままではこれ
までのよ うな活動は期待できな いのではないか と危惧を抱 いてお ります。そ こで、以下の請願を
致 します。

【
請願項目】

1.能 ヶ谷緑地の都市公園

(都 市緑地 )へ の移行 にあた つて、地域の住民に長年親 しまれも地図

にも記載されてきた「鶴川きつね くば緑地」の名称を廃上 しないでください。

2.緑 地の管理 B運 営方法については、2010年 の都市計画審議会議事ての答弁の通 り「近隣住民
や保全活動を行 っている市民団体からの意見を反映 しながら進め」,「 共同して緑を守 つて
いって」 ください。

