
Ａ地区

Ｂ地区

サービスセンター

篠
崎
海
道
河川敷

江
    戸
        川

浅間神社
バス停

Ｂ地区事務所

篠崎第二小

柴
　又
　　街
　　　道

虹の家西

     新
  宿
線

篠崎駅

　アジサイは、ユキノシタ科アジサイ
属の落葉低木で、株立ち、樹高は2ｍ
前後になります。アジサイは山野に自
生するガクアジサイの両性花（一つの
花に雄しべと雌しべの両方が備わって
いる花）がすべて装飾花になった品種
で、日本原産です。西洋アジサイは、
これをヨーロッパで品種改良したもの
で、花が大きく土壌の酸性度が高いと
青色、アルカリ性度が高いと赤色にな
る特徴があります。日本原産のアジサ
イ、西洋アジサイを一般にアジサイと
呼んでいます。

　最近よく見
かける品種の一つ

に、カシワバアジサイ
があります。北米原産で、アジサイの
一種とは思えぬような形をしています
が、同じユキノシタ科アジサイ属の落
葉低木です。幹、葉、花に特徴があり、
幹は春先に樹皮を落とし、木肌は茶褐
色で、すべすべ感があります。葉は対
生につき単葉、分裂葉の落葉広葉樹
で、秋には紅葉します。幼木の葉の縁
の形は、波状で柏の葉に似ており、こ

れが名前の由来になっています。若
木、成木になるに従い、葉の形が大
きく成長し切れ目が入ります。装飾花
の白又は淡いピンクの花が集まって円
錐状に咲き、花の長さは30㎝前後、
一重、八重咲きのものがあります。
　都立篠崎公園には、職員が数年前
から丹精を込めて作り上げてきたアジ
サイ園があり、約630株、25種ほどの
品種が植栽されています。カシワバア
ジサイも一重、八重咲きをそれぞれま
とめて植えており、6月中旬から7月中
旬に見頃をむかえます。通常アジサイ
園は踏み荒らされないように閉鎖管理
していますが、皆さんに沢山のアジサ
イを満喫していただけるようこの時期は
園内を特別開放しています。アジサイ
園はサービスセンターの近くにあります
ので、ご家族、ご友人をお誘いあわせ
の上、ぜひ篠崎公園にお越しください。
篠崎公園サービスセンター　村岡 茂治

篠崎公園

カシワバアジサイ
6月5日～ 7月上旬だけ特別開放するアジサイ園。

カシワバピンク カシワバグリーン

所在地 江戸川区上篠崎1-25-1
問合先 篠崎公園サービスセンター
 〔A地区〕☎03-3670-4080
交　通 〔A地区〕 JR総武線「小岩駅」から京成バス72

系統「浅間神社」下車4分／都営地下鉄新宿
線「篠崎駅」下車徒歩16分または京成バス72
系統「浅間神社」下車4分
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東京パークフレンドは、東京の「緑と水」に親しんでいただけるよう、さまざま
な催しや特典を用意しており、本誌「緑と水のひろば」も年に４回お届けします。

特 典
● 「緑と水のひろば」（年４回）
● 花のカレンダー（年１回）
● 都立庭園等の割引入園
● 東京水辺ライン定期便の割引乗船
● BBQ利用割引
　（舎人公園、水元公園、小金井公園）など

催 し 
観察会、見学会等を開催
※「東京パークフレンド」の
　ホームページで活動を紹介
　しています。ご覧ください。

年会費　2,060円

TEL：03-5532-1306　FAX：03-5532-1307

〒100-0012  東京都千代田区日比谷公園 1-5  
東京パークフレンド事務局（緑と水の市民カレッジ内）

検 索東京パークフレンド

お問合せ

http://www.tokyo-
park.or.jp/parkfriend/

※日曜・祝日、年末年始（12/29～1/3）は休館となります。

受付時間
9：00～17：00
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石神井公園の石神井池　撮影：鈴木一正



三宝寺池三宝寺池三宝寺池

石神井川石神井川石神井川

石神井池石神井池石神井池

昭和24年（1949）に空撮された現在の石神井公園付近の石神井川。
直線化される前の蛇行する水路に沿って水田が広がっている。〔国土地理院提供〕

　石神井川は荒川水系のひとつで、江
戸・東京の近郊、武蔵野台地北部の成
増台の谷地を流れる一級河川。この成
増台は多摩川が形成した扇状地の一部
で、約10万年前までにつくられたといわ
れる。多摩川の流路が南に移動したあ
と、水路跡の谷底低地を成増台地の湧
水を水源とした石神井川が蛇行しながら
流れていた。
　現在、石神井川は小金井カントリー倶
楽部付近の湧水を水源として東に流れ
る。かつては、さらに西へさ
かのぼった武蔵野団地（小平
市鈴木町1丁目）付近の窪地
が水源だった。一帯は水田地
帯で「鈴木田圃」と呼ばれてい
た。西東京市に入り、青梅街
道の田無宿の南を流れ、下流
で富士見池（武蔵関公園）や
三宝寺池（石神井公園）などの
水を合わせ、練馬区の中央を
ほぼ東に流れる。板橋区に入
り田柄川を合流し、南部を流

れて北区の滝野川へ。ここから渓谷状の
深い谷をつくり、JR王子駅の下部を流れ
て船堀3丁目で隅田川に注ぐ延長25.2km
の河川である。昔は川の名称も地域に
よって様々で、下流部では滝野川、音無
川と呼ばれていたのはよく知られている。
　谷頭部の鈴木遺跡（先土器時代）をは
じめとして、流域には多くの古代遺跡が
発掘されており、古くから石神井川沿い
で人々が暮していたことが分る。中世に
は豊島氏が下流部付近の西ヶ原（北区）

周辺を拠点に、川に沿って上
流に向かって開発を進めて水
田を開いた。石神井城跡や練
馬城跡がその名残だ。近世に
なると石神井川流域40余村が
灌漑用水として利用し、農耕
が行われていた。下流の滝野
川・王子付近では深い谷に滝
が連なり、金剛寺、正受院、
王子神社などの古社寺もある
景勝地で、紅葉が美しく飛鳥
山の桜と並んで江戸の名所地

として知られていた。近代に入ると流域
には水車が設置され、従来の穀物加工
に加えて火薬製造、製紙工場などの工業
用動力や用水としても利用された。石神
井川の改修や流域の耕地整理は昭和に
入り進められ、とくに戦後は開発も進み、
宅地化が加速度的に進められた結果、
石神井川のもつ機能や役割も大きく変
わった。
　現在は西東京市の東伏見稲荷神社南
の東伏見橋下流からは、遊歩道や川沿
いの道路をたどって散策やウォーキング
が可能となっている。石神井川沿いには
東伏見、小金井、石神井、城北中央の
都立公園や、日本最初の公園のひとつで
ある飛鳥山公園など公園・緑道も多く、
人々にレクリエーションや憩いの場を提
供している。

すがわら けんじ／中央区立京橋図書館地域資料室担
当。1952年北海道生まれ。東洋大学法学部卒業。江
戸・東京の都市史を研究し、著書に『川の地図辞典 江
戸・東京23区編』『川の地図辞典 多摩東部編』『川跡か
らたどる江戸・東京案内』、共著に『比較考証 江戸東
京古地図散歩』『図説 江戸・東京の川と水辺の辞典』
（柏書房）などがある。
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上流端から約4.6km下流、弥生橋付近の石神井川。このあたりは護岸整備を終えたばかりで美しい親水空間となっている。
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東伏見駅
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小金井公園

東伏見公園

石神井川上流端

江戸東京たてもの園

西口

東口

北口

五日市街道小金井橋貫井橋 玉川上水

公園北橋
小平口

嘉悦大花小金井南小

長久保橋

上向台小
田無高 田無市民公園

多摩湖自転車道
石神井川

石神井川

くぬぎ橋

田無特別支援学校

向台小

富士見橋

田無第一中

田無小 みずほ銀行

庚申橋

向台運動場
ぶな橋

西東京市役所

西武新宿線

田無駅

武
  蔵
    境
      通
       り

文化大橋

柳沢児童広場

蓮華橋

青梅街道

西武柳沢駅

東伏見橋

東伏見稲荷神社

東伏見小
弥生橋

下野谷
遺跡公園

下野谷橋

早稲田大学
東伏見運動場

上流端から約2.7km

上流端から
約5.1km

ここから下流は
ほぼ両岸を歩ける

溜渕橋

●❶

●❷
●❸

●❹
●❺

●❻
●❼

●❽
●❾

●10

●11

●12 ●13
昭和14年当時の地図による石神井川の源流部。
小金井カントリー倶楽部の先から流れ出していたことが分る。
〔「明治前期・昭和前期 東京都地図2 東京北部」柏書房より〕

小金井公園（現在）

現在の上流端

❶原っぱが広がるいこいの広場。❷人気のサイクリングコース。❸
春は桜が見事なたてもの園前の広場。正面の建物が旧光華殿。❹東
宮仮御所の歴史を伝える「皇太子殿下御勉学の地」碑。たてもの園入
口右手の柵内にある。❺園内にある江戸東京たてもの園〔開園9：30
～17：30（10～3月16：30まで）、月曜（祝日の場合は翌日）・12月28日
～1月4日休園／入園料400円、65歳以上200円、大学生320円、中高
生200円、都内在住・在学の中学生と小学生無料 ☎042-388-3300〕。●●❶ ●●❷ ●●❸

●●❹

●●❺

❶小金井公園
石神井川と玉川上水の間に広がる約80haの広大な
公園。約1,700本の桜を含め高木15,000本を数える
園内には、広い原っぱのほかサイクリングコースやソ
リゲレンデ、わんぱく広場、バーベキュー広場、テニ
スコートなどがあり、いつも大勢の人々が楽しみ憩う。
●小金井市関野町1-13-1 ● JR中央線「武蔵小金井駅」か
ら西武バスで「小金井公園西口」下車、または関東バスで「江戸東京たてもの園前」
「小金井公園前」「スポーツセンター前」下車、　有料 ☎042-385-5611

13下野谷橋
下流
バックネット（早大
野球場）先の溜渕
橋まできれいな遊
歩道が続く。右岸
は下野谷遺跡公園
から緑の崖になっ
ている。

❷嘉悦大学脇の水路
上流端の少し西側、小金井カント
リー倶楽部のフェンス沿いに石神
井川の水路が見られる。水はなく
空堀のときが多い。

❸上流端（公園北橋）
小金井公園の小平口、公園北橋に「上流端」の表示板が立
ち、ここから石神井川が始まる。やはり空堀のときが多い。

❹多摩湖自転車道
小金井公園を後にした水
路は自転車道をくぐり、
小平市から西東京市に入
る。公園先は川岸に道は
なく、水路も鉄の柵梁で
覆われている。

❺向台運動場
川沿いには増水時に水を
引き入れる調節池が何ヵ
所かあり、普段は運動場
や広場になっている。こ
れは庚申橋そばにある。
●西東京市向台町5-4-44

10東伏見橋下流
この橋から河口まではほ
ぼ両岸が歩ける。とくに
下流の武蔵関公園までは
護岸整備が済んで間もな
く、快適に散策できる。

11弥生橋下流
東伏見橋とこの橋の下流は水際まで下りられ、文字どおり
親水空間となっている。左岸のバックネットは早大運動場。

12下野谷遺跡公園
下野谷橋そばの高台にある。一帯は発掘調査で関
東有数の縄文遺跡群とされ、園内に竪穴住居の骨格
が復元されている。
●西東京市東伏見6-4

❻富士見橋
かつての田無宿
の南に現在は西
武新宿線田無駅
があり、その南
側に架かる。水
路は窮屈そうに
東をめざす。

❼青梅街道
石神井川は西武柳沢駅の
南で青梅街道と交差する。
この付近からは、水路に水
を目にできることが多い。

❽東伏見稲荷神社
京都の伏見
稲荷神社か
ら分霊して
昭和4年に
創建。東伏
見の地名や
駅名はその後につけられたものである。
●西東京市東伏見1-5-38

❾東伏見公園
昨年4月に開園し現在も整備
が進む都立公園。石神井川と
東伏見神社に隣接し、多目的
広場や展望のよいあずまやが
あり、西武電車の走行が間近
に眺められる。
●西東京市東伏見1-9 ●西武新
宿線「西武柳沢駅」「東伏見駅」か
ら徒歩10分☎0422-54-1884（武
蔵野中央公園サービスセンター）

　現在、石神井川の上流端は小金井公園
の小平口に位置し、そこにある公園北橋
に「上流端」の表示板が立っている。小金
井公園は昭和14年（1939）の東京緑地計
画によって計画され、翌年の紀元2600年
記念事業として農地を買収し、小金井大
緑地としたところ。昭和16年には記念式
典に使用した光華殿が移築され、戦後は
東宮仮御所と学習院中等科が置かれてい
た。公園として一般公開されたのは昭和
29年（1954）のことで、光華殿に武蔵野
郷土館が開設された。その光華殿は現在、
平成5年（1993）に開設された江戸東京た
てもの園のビジターセンターとして利用さ
れている。
　公園北橋の上流は暗渠になっているが、
嘉悦大学のフェンス際に水路が顔を出し構
内へ続いている。しかし、ここも上流端か
ら下流も水がなく空堀のときが多い。元々
の水源とされる小金井カントリー倶楽部の
先の武蔵野団地（鈴木新田）は、カントリー
倶楽部西側の道（鈴木中通り）へ行くと坂
を下り、そこが窪地であることが分る。
　公園北橋の下流は東へ流れ、かつての
田無宿の南側を経て青梅街道と交差する。
昔、水源地や流域沿いには水田
や桑畑が点在し、これらの灌
漑用水として利用されてい
た。田無宿は江戸と青梅の
中間にあたる青梅街道の
継立宿だ。江戸初期から
江戸城築城用に用いられ
る石灰を、産地の青梅方
面から江戸に運ぶためにつ
くられた街道の人馬の継立を
行っていた。また、街道の北側
を西に向かう江戸街道や所沢街
道、八王子に向かう街道などが交
差する交通の要地でもあった。

　青梅街道をくぐると間もなく、東伏見稲
荷神社南の東伏見橋に至る。公園北橋か
らこの付近までは、川沿いに住宅が建ち並
び、水路に沿って歩くことはできない。道
路ごとに水路は眺められるが、水路上に鉄
の柵梁が渡され、普段は流れがなく空堀
の状態が多い。青梅街道のあたりになると
ようやく水が流れ、とくに東伏見橋下流は
武蔵関公園手前まで護岸整備が完了した
ばかりで、遊歩道を含め快適な水辺環境
になっている。早大東伏見運動場対岸の
崖上には、下野谷遺跡（縄文時代）が公園
として復元されており、付近に古くから人々
の生活があったことを偲ばせている。

上流端─溜渕橋（約5.1km）
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14西武池袋線鉄橋
長光寺橋で笹目通りを越えると間もな
く西武池袋線と交差し、流れは北上す
る。少し北側に練馬高野台駅がある。

❶武蔵関公園
溜渕橋の北詰からこの公園があり練馬区と
なる。大正時代から地元住民らによる若宮
遊園として親しまれ、昭和13年に東京市
に寄贈されて武蔵関公園となった。面積
の半分近くを占める富士見池（かつての関
の溜井）は、石神井川の水源でもあった。
●練馬区関町北3-45-1 ☎03-3904-7557（練
馬区西部公園管理事務所）
❶富士見池ではボート遊びもできる。❷園内
にはメタセコイア、イチョウ、ケヤキ、シラカシ、
クヌギなどの大木が多い。

❷富士見池の水門
富士見池の東端には石神井川に注ぐ
水を調節する水門があり、弁天橋か
ら眺められる。

❸西武新宿線鉄橋
弁天橋からは西武新宿線沿いを
流れ、武蔵関駅手前で線路をくぐ
る。この間、右岸は桜並木である。

❹本立寺
お会式（12月9日）の万
燈の行列と、江戸中
期に始まった門前の
「関のボロ市」（同9日・
10日）で知られる。
●練馬区関町北4-16-3

❺西豊城橋下流
武蔵関駅北側からは少し岸に道がないので
迂回し、この橋の手前で水路に戻る。ここからは両岸に桜並木が豊城橋まで続く。

❻小ヶ谷戸橋
豊城橋の下流はまたちょっと
岸を歩けないので新青梅街道
を渡り、左岸の高層団地の中
の道を通ってこの橋に戻る。

❼愛宕橋・栄橋間
小ヶ谷戸橋からは少し南側の道を迂回して
愛宕橋下流のここに出る。栄橋上流は今は
工事を終え美しい親水空間となっている。

❽蛍橋下流
この橋から下流
も護岸整備を
終えて日が浅く
快適な遊歩道
になっている。
蛍橋を渡る道を
北へ行くと石神
井公園がある。

❾三宝寺
応永元年（1394）
創建の古刹。豊
島氏も帰依し、
元は現在地周辺
にあったが太田
道灌により現地
に移転。将軍家
光の鷹狩りの休
憩場でもあった。  ●練馬区石神井台1-15-6

10石神井公園ふるさと文化館
練馬区の歴史や伝統文化、自然などについて
展示や体験をとおして学べ、観光情報も発信
する博物館。
●練馬区石神井町5-12-16 ●開館9：00～18：00、
月曜（祝日の場合は翌日）・12月29日～1月3日休館
●無料（特別展は有料）☎03-3996-4060

12坂下橋
この橋の付近左岸は流
れ近くに下りて歩ける。
ひとつ先の山下橋では
石神井池からの地下水
路が口を開けている。

13南田中橋下流
山下橋からこの橋を経て長光寺橋
までは南田中団地の中を流れる。
両岸に桜並木が続き、春には遊
歩道を覆うように咲く。古い写真
は同じ場所の昭和32年の風景で
ある。〔練馬区提供〕

11石神井公園
池畔に石神井城跡が残る三宝寺池と、当池から流
れ出る水をせき止めてつくられた石神井池を中心
に、武蔵野の自然が豊かに広がる。三宝寺池には
文明9年（1477）、太田道灌との戦いに敗れた豊島
泰経が身を沈め、その娘の照姫も後を追ったとい
う「照姫伝説」が残る。公園ではそれにちなみ例年
4月の第4日曜日に「照姫まつり」が行われている。
●練馬区石神井台1-26-1 ●西武池袋線「石神井公園
駅」から徒歩7分、西武新宿線「上石神井駅」からバス
長久保行で「三宝寺池」下車または石神井公園行で「石
神井公園」下車、　有料 ☎03-3996-3950

❶水田跡に昭和9年につく
られた石神井池（ボート池）。
❷三宝寺池畔には野鳥愛
好家や写生を楽しむ人も多
い。❸石神井城跡を背後
に建つ城跡の碑。❹石神
井川の水源でもあった三宝
寺池。厳島神社の後ろの森
に石神井城跡がある。

　東伏見橋から下流の水路は武蔵関公園
の富士見池、石神井公園の三宝寺池と石
神井池の水を合わせて東に向かい、笹目
通りに架かる長光寺橋を抜け西武池袋線と
交差する。かつて蛇行する水路沿いに水田
が開けていたが、昭和29年（1954）から同
41年（1966）にかけての改修工事で、耕地
整理と川底の掘下げ、水路の直線化など
が実施され、富士見池から石神井公園の
南側を経て西武池袋線と交差した先までを
含め、その面影はない。
　水源のひとつである富士見池は、三宝寺
池と同様に湧水による池だった。この公園
は昭和13年（1938）に開園され、区内では
武蔵野の面影を残す歴史の古い公園であ
る。池については『新編武蔵風土記稿』に
「関村溜井」として、「村の西北の方にあり、
広さ六十間もしくは百間程の処あり。上下
石神井、田中、谷原及び当村合五ヶ村組
合で修理を加え用水とす。是を石神井用水
と云、余流下石神井に合す」とある。しかし、
周辺の都市化によって湧水は止まり、現在
は調節池として防災の役割を担っている。

　三宝寺池は井の頭池や善福寺池とと
もに武蔵野三大湧水池のひとつで、天然
記念物の沼沢植物群落があることでも知
られている。『新編武蔵風土記稿』には、
石神井川の「水元は村内三宝寺池より流
出して一條の川となり下石神井に達す」
「池、三宝寺の側にあるをもって三宝寺
池と称す石神井川の水元なり」とあり、池
の水は流域の人々の飲料水、水田の灌
漑用水として村の生活に潤いをもたらし
ていた。また、石神井池は水田跡につく
られた人工の池で、ボート場が設けられ
て「石神井池」と命名されたのは昭和9年
（1934）のこと。開園は昭和34年
（1959）で、園内には石神井城
跡や殿塚・姫塚、周辺には道
場寺、三宝寺など豊島氏ゆか
りの史跡や古寺があり、
中世の石神井川流域の
歴史に思いをはせるこ
とができる。

溜渕橋─西武池袋線鉄橋（約5.5km）

三宝寺池は昔から景勝地
として知られ『江戸名所図
会』にも描かれている〔早
稲田大学図書館所蔵〕
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田柄川と田柄川緑道、桜川緑道
　田柄川は練馬区の光が丘公園付近から東流して城
北中央公園の北で板橋区に入り、桜橋で石神井川に
注ぐ川である。現在は昭和46年（1971）から行われた
下水道工事で暗渠化され、練馬区内では田柄川緑
道、板橋区では桜川緑道となっている。これは田柄
川が板橋区内で桜川と呼ばれたことによる。田柄川
緑道は城北中央公園から光が丘公園近くの秋の陽公
園まで延長約5km。折を見て一度たどってみたい。
　田柄川の上流には田柄用水があり、田柄川に補水
していた。田柄用水は
玉川上水の分水の田無
用水からさらに分水した
用水。明治4年（1871）に
開削され、光が丘公園
付近で田柄川と結ばれ
ていた。田柄用水・田
柄川とも灌漑用水として
田畑を潤すほか、水車
の動力としても利用さ
れていた。

城北中央公園そばの桜川緑道（田柄川緑道）。

光が丘公園

田柄川緑
道

桜川緑道

石神井川
桜橋

環八
通り

東武東上線 東武練馬駅
上坂
橋駅

下赤塚

秋の陽公園

城北中央公園

❶富士見橋下流
西武池袋線を抜けた流れは桜並木の間
を北へ向かい、谷原三之橋で東へ曲が
る。桜は谷原三之橋付近まで続く。

❷目白通り・環八通り
左岸にガスタンクが見えると間もなく目白
通りと練馬中央陸橋の環八通りをくぐる。

❸八幡神社の石造大山不動明王像
環八通りの先、道楽橋北の八幡神社に江戸後期造
立のこの像がある。村人はこれをお参りし、石神
井川で身を清めて大山詣りに出発したのだという。
●練馬区高松1-16-2

❹石川橋上流
石神井川沿いはずっと住宅街でこの橋
の上流も同様だが、かつては一面の水
田だった。古い写真（昭和30年）は同
じ石川橋上流の風景だ。〔練馬区提供〕

❺向山庭園
水路は石川橋の先で「としまえん」に入るの
で、同園の南を迂回するとこの庭園がある。
小ぢんまりした静かで気持ちのよい庭だ。
●練馬区向山3-1-21 ●開園9：00～17：00、12
月29日～1月3日休園　   無料 ☎03-3926-7810

❼練馬総合運動場
としまえんを抜けた流れはこ
の運動場脇を北東へ向かう。
左岸は桜、右岸は見事なイ
チョウ並木である。

❽高稲荷神社
再び東へ向きを変えた先の
高台に建ち、まわりは高稲荷
公園となっている。
●練馬区桜台6-25-7

❾高稲荷橋下流
石神井川の岸にはじつに
桜が多い。この橋付近から
も東京メトロ氷川台駅、城
北中央公園へと桜が続く。

　　　し　け　み

10湿化味橋下流
氷川台駅脇の正久保橋を過
ぎると間もなく北上し、この
橋に至る。左岸はもう城北
中央公園で、流れはこの先
で公園に沿って湾曲する。

11城北中央公園
石神井川沿いの起伏に富んだ緑の中に、400mトラックの陸上競
技場、野球場、テニスコートなどに、児童公園やこども広場も備
えた城北地区最大の運動公園。豊かな緑の中にはジョギング
コースもあり週末には多くのランナーで賑わう。
●練馬区氷川台1-3-1 ●東武東上線
「上板橋駅」から徒歩15分、東京メトロ
副都心線・有楽町線「氷川台駅」から徒
歩22分、　有料 ☎03-3931-3650

12桜橋の田柄川合流口
城北中央公園にぶつかり湾曲し
たところで流れは板橋区に入る。
公園南東端の桜橋に田柄川の
地下水路が口を開けている。

❻としまえん
大正15年に開園し、今も最新の
アミューズメントを備え人気が
高い。石神井川は園内を流
れ、その上をローラーコース
ターが駆け抜けていく。ここ
は豊島氏の城跡でもあり、開
園当初の案内図に「練馬城址

豊島園全景」とある。〔豊島園提供〕
●練馬区向山3-25-1 ●営業時間10：00～17：00、
定休日：元日、毎週火・水曜日（祝日・学校休み期
間等は営業）●入園券1000円、子供500円（のり
もの券は別途）☎03-3990-8800

13安養院
鎌倉時代中期、北条時頼によって創建されたと伝わ
る古刹。境内に樹齢300年以上のカヤやケヤキの大
木が立つ。　●板橋区東新町2-30-23

　西武池袋線付近で大きく北に流れを変え
た流れは、目白通りの手前で東に曲折して
目白通り・環八通りと交差する。東流した石
神井川はとしまえん（豊島園）内を流れて城
北中央公園のあたりで湾曲し、板橋区に入
り、桜橋で田柄川を合流して環七通りへ向
かう。かつて蛇行を繰り返していた水路は、
昭和5年（1930）から同17年（1942）にかけ
ての改修工事で、この間も直線的な流れに
なっている。
　としまえんは実業家・藤田好三郎が、
自身の別荘地に大正15年（1926）に開
園。その後、拡張と施設の充実が図
られ、昭和初期にはウォーターシュー
ト、ボート池、小動物園、温室、大
小プールなどを備え、東京近郊の
遊園地として人気を博した。豊島
園線（練馬～豊島園）が開通し
たのは昭和2年（1927）のこと。

ここは矢野山城、豊島城とも呼ばれた練馬
城址でもあり、園内の小高い丘が館跡とさ
れている。築城は鎌倉時代の元弘年間
（1331～34）といわれ、石神井川に向かっ
て突き出た舌状台地を利用して構えられて
いた。
　石神井川左岸の台地上に広がる城北中央
公園は、練馬区と板橋区にまたがる城北地

区最大の運動公園。昭和17年（1942）に空
襲被害の拡大を防ぐ防空緑地として計画さ
れた上板橋緑地を前身として、昭和32年
（1957）に上板橋緑地として開園し、昭和45
年（1970）から現在の名称になった。園内に
は弥生時代後期と奈良・平安時代の住居跡
が発掘された栗原遺跡があり、萱葺き家屋
が復元されている。

西武池袋線鉄橋─桜橋（約6.7km）
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14加賀公園
加賀橋の下流、金沢橋の上流の右岸にあ
り、加賀藩前田家下屋敷跡の碑が建ち、
築山の一部が小高く残る。絵図は「下屋敷
御林大綱之絵図」（文政７年・1824）。〔板
橋区公文書館提供・原本玉川図書館所蔵〕
●板橋区加賀1-8-1 ☎03-3579-2525（板橋区みどりと公園課）

❶台橋下流
城北中央公園を後にした水路はこの橋か
ら定規を引いたように流れ下る。台橋近
辺には古い写真（昭和33年）のように牧場
もあったという。〔板橋区公文書館提供〕

❷川越街道
環七通りを経た流
れは北東へ向きを
変え川越街道をく
ぐる。台橋からこ
の間は桜もなく緑
もほとんどない。

　　　げ  と  う

❸下頭橋の六蔵祠
旧川越街道に架かり寛政
10年（1798）に石橋になっ
た。橋名の由来は、ここ
で頭を下げ喜捨を受けて
いた六蔵の金をもとに架
け替えたからなど諸説あ
るが、祠は六蔵を祀る。

❹向屋敷橋
東武東上線を過ぎたこの橋
から下流は、沿川の中でもと
くに桜名所。橋西方の線路
際に昭和2年開園の遊泉園
プール（写真も同年）があっ
た。〔板橋区公文書館提供〕

❺なかいた商店街
向屋敷橋、久保田橋、
山中橋、新西原橋と、橋
の南には庶民的な中板
橋商店街が続く。

❻新西原橋下流
桜の季節、付近ではどの橋から
見てもこのように見事な花景色
を楽しむことができる。

❼氷川つり堀公園
中山道手前でつり堀に出会う。蛇行してい
た石神井川の旧河道を利用したものだ。
●板橋区氷川町21-15

❽新板橋
つり堀公園の先
で流れは新板
橋をくぐる。中
山道を下流へ
渡るには横断
歩道を求めて
少し迂回する。

❾板橋
旧中山道に架かかり、昭和初期までは文
字どおり“板橋”だった。『江戸名所図会』
にその板橋と石神井川、宿場の賑わい
が見られる。〔早稲田大学図書館所蔵〕

10旧中山道と本陣跡
板橋から南のかつての宿場は活気あふれる仲
宿商店街。本陣跡は碑が建つだけだが、橋か
ら約200ｍのライフ仲宿店の南側にある。

11御成橋下流
この橋の下流は加賀藩下屋
敷があったところ。河道は
直線化されているものの緩
く蛇行し、深く、渓谷の面
影を見せ始める。左岸の建
物は帝京大病院。 

12加賀学園橋
下流
桜並木の遊歩道が
ずっと続く。このあ
たりは加賀藩下屋
敷跡にちなみ加賀、
金沢の地名や名称
が多い。

13圧磨機圧輪記念碑
明治９年、加賀藩下屋敷跡に石神
井川を利用し火薬製造所が起こさ
れた。加賀西公園にその記念碑が
ある。●板橋区加賀1-10-3

15JR埼京線鉄橋
金沢橋を越えると流れは埼
京線鉄橋をくぐり北区へ。
この先、石神井川は滝野川
とも音無川とも呼ばれた。

桜橋─埼京線鉄橋   （約5.2km）

　環七通りの東で北東に流れを変えた石神
井川は、川越街道、東武東上線と交差して
東に向かい、緩やかに蛇行しながら中山道
から埼京線と交差して北区へ入る。東武東
上線付近から下流は、岸沿いに遊歩道が
整備され桜の名所としても知られている。
　旧川越街道に架かる下頭橋は、寛政10
年（1798）に石橋に架け替えられたといい、
橋名にまつわるいくつかの伝説をもつ。こ
の橋の下流、東武東上線を越えた際に昭

和2年（1927）、有料の遊泉園プー
ルがつくられた。石神井川の清流
を利用したプールは大変な賑わい
をみせ、東上線では夏季に臨時
駅（現在の中板橋駅）を設けたほ
どだったが、昭和10年（1935）に
廃止となった。上流に移転してき
た牧場の排水などで水が汚れたの
が原因といわれる。

　中山道最初の宿駅の板橋宿には料理屋
や茶屋、飯盛旅籠も多く集まり、賑わいを
みせていた。この街道に架かるのが板橋
で、「板橋」の地名はこれによる。板橋がコ
ンクリート橋になったのは昭和7年（1932）
のこと。御成橋あたりから下流部にかけて
は、延宝7年（1679）に置かれた加賀藩下
屋敷があった。約21万8千坪の広大な邸
内を石神井川が蛇行しながら流れ、回遊
式庭園も抱えていた屋敷跡は、明治に入り
火薬製造所（のちの東京砲兵工廠板橋火薬
製造所）などに変わり、戦後は学校や病院、
研究施設などになった。付近の金沢橋や加
賀の地名は加賀藩下屋敷に由来している。
　意外なことだが、昭和30年代まで石神
井川沿いに牧場があった。大正3年（1914）
に移転してきた中根橋付近の愛光舎のほ
かに、昭和初期には下頭橋付近に9牧場、
さらに城北中央公園の近くにもあった。な
お、氷川神社下の氷川つり堀公園や板橋
先の石神井川緑道は、かつて蛇行してい
た水路の名残である。

1110



北区中央公園
音無親水公園

飛鳥山公園

東京成徳短大 陸上自衛隊
十条駐屯地

北特別
支援学校

音無
くぬぎ緑地

谷津橋
観音橋

滝野川紅葉中

紅葉小

滝野川橋 音無
もみじ緑地

西福寺

金剛寺

卍

卍

卍

紅葉橋

東京家政大

加賀
公園

金沢橋

J
R
埼
京
線

音無
さくら
緑地

松橋

正受院

北区役所

名主の滝
公園

音無橋

王子
神社

　　　　都
　　　電
　　荒
　川
線

飛鳥山駅

本
　 郷
　 　 通
　 　 　 り

・
　京
　　浜
　　　東
　　　　北
　　　　　線

JR     
　東  
　　北
　　　本
　　　　線

  東     
　　北     
　　　・   　　　　上 
　　　　　越
　　　　　　新
　　　　　　　幹
　　　　　　　　線

王子駅

   北
  本
 通
り

洋紙発祥
の地 東武

ストア

王子桜橋
栄町駅

明治
通り

国立印刷局

溝田橋

北豊島局 あすか
緑地

首
都
高
速

柳田小

豊石橋
新柳橋

新堀橋

石石石石石神神神神神神神井井井井川川川

隅
　  田田

　　　　 川川　　
田

東京都
下水道局
みやぎ水再生
センター

王子北

上流端から
約22.5km

上流端から
約25.2km

●❶

●❷

●❸ ●❹
●❺ ●❻ ●❼

●❽
●❾

●10

●11

●12
●13

石神井川は不忍池から江戸湾へ流れていた？
　石神井川の本来の流れは、現在の飛鳥山西端から東南
に流れ、旧古河庭園から中里、田端を経て谷田川（藍染川）
に続く河流だった。上野台地と本郷台地の間（本郷通り）を
流れて、千駄木から不忍池、湯島、万世橋付近を経て、
神田お玉が池跡を南下し、中央区日本橋小舟町あたりで
海に注いでいた。東京メトロ千代田線千駄木駅の東側、
台東区と文京区の区境にある通称ヘビ道が、本来の石神
井川の流路とも伝わる谷田川跡である。
　このような旧石神井川の流れが、いつどのような理由で
現在の流路になったのか。これには二説がある。自然現
象説は、海側からと石神井川の双方の侵蝕力で、壁状に
なった台地の縁が崩壊して石神井川が海側に流れ出した
とし、人工による河流の変更説では、旧石神井川の洪水
が江戸湊を直撃するのを防ぐために、時期は確定できな
いが中世あるいは江戸の初期に、台地の縁を突き崩して
「瀬替え」したものと考えられる、としている。
クネクネとのびる通称ヘビ道。

。。
初期
れる、
。
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手線 日暮里駅

上野駅

❸音無もみじ緑地
蛇行跡を利用した緑地のひとつ。このあたりは江戸の紅
葉名所で、「東都三十六景 瀧の川紅葉」（歌川広重2代）な
ど錦絵も多い。〔国立国会図書館HPより〕

13新堀橋から河口
あすか緑地下流は岸を歩けないの
で迂回する。石神井川は25.2kmを
流れ、この橋の先で隅田川に注ぐ。

❶観音橋上流
北詰に観音様が座し、子どもの日の
頃には鯉のぼりが泳ぐ。橋の北
300mほどに北区中央公園がある。

❷北区中央公園
約6.4haの正面入口に建つ白亜の
洋風建築は、よくドラマのロケに使
われる。ここは明治以来の軍用地
で、戦後は米軍の王子キャンプ
だったところ。
●北区十条台1-2-1 ☎03-3907-5661
（中央公園文化センター）

❹金剛寺
本尊の不動明王像が弘法大師
自身の作とも伝わる古刹。付
近に将軍吉宗の命でカエデが
植樹され、今も紅葉寺の名で
知られる。 ●北区滝野川3-88-17

❺松橋下流
松橋は音無さくら緑地
付近に架かり、松橋の
地名は『源平盛衰記』
に源頼朝が陣を張った
ところとして登場する。

❼音無橋上流
現在の石神井川はこ
こから飛鳥山の下を
貫流する。音無（川）
は将軍吉宗の出身地
の紀州の川にたとえ
たもの。

❽音無親水公園
音無橋の下に石神井川の
河道を利用してつくられた
公園で、春は桜、夏は水
遊びで賑わう。
●王子本町1-1-1先 ☎03-39
08-9275（ 北区道路公園課）

❾王子神社
創建は不詳だが高い
格式を持ち、徳川将
軍家の祈願所でもあっ
た。境内に幹囲6.5m
の大イチョウがある。
●北区王子本町1-1-12

10飛鳥山公園
日本最初の公園のひとつであり、
今も桜名所として有名な飛鳥山
は将軍吉宗が桜を植えさせ江戸
庶民の行楽に供したのが始まり。
日本近代経済の基礎を築いた渋
沢栄一が別荘（のちに本邸）とし
た旧渋沢庭園もある。
●北区王子1-1-3 ☎03-3908-9275
（北区道路公園課）

❶桜は約650本を数える。❷花見と石
神井川による近代工業の発祥を伝える
「古今東京名所 飛鳥山公園地王子製紙
會社」歌川広重3代。〔紙の博物館所蔵〕
❸飛鳥山裾にあった堰。「名所江戸百景
王子音無川堰埭世俗大瀧ト唱」歌川広
重〔国立国会図書館HPより〕。❹園内
に3つの博物館（北区飛鳥山博物館、
渋沢史料館、紙の博物館）がある。

11王子桜橋上流
飛鳥山下をくぐった石神井川は、JR
線・都電荒川線の先で顔を出す。現
在、この下流は整備工事が進む。

12あすか緑地
明治通りの先の左岸に
ある親水公園。最下流
部は工事中の箇所が
多いが、このように生
まれ変わるのだろう。

埼  京線鉄橋─隅田川（約2.7km）

　石神井川は板橋区の東端から渓谷状の深
い谷をつくる。石神井渓谷、滝野川渓谷、音
無渓谷とも呼ばれ、谷は飛鳥山の北端まで続
いている。その先は荒川低地に入り隅田川に
注ぐ。この渓谷は弁天の滝や不動の滝、権現
の滝などのほかに、金剛寺、正受院、王子
神社などもある景勝地で、とくに紅葉が美しく、
飛鳥山の桜と並び名所地として知られていた。
江戸の中頃から明治にかけてのことだ。幕末
から明治にかけて、石神井川や王子まで引か
れた千川上水の分水の流れを利用した産業
が起こり、反射炉（大砲製造所）や製紙工場、
紡績工場、紙幣寮抄紙局工場などが建設さ
れた。さらに、明治8年（1875）の赤羽火薬
庫をはじめ、流域には軍需施設の建設が続々
と進められた。これらの軍需施設は戦後GHQ
に接収された後、国有地となり公共施設に生
まれ変わっている。

　現在は繰り返し行われた改修工事により、
板橋から滝野川まで激しく蛇行していた水路
は直線化されたが、音無くぬぎ緑地、けやき
緑地（稚児ヶ淵跡）、もみじ緑地（松橋弁天洞
窟跡・弁天の滝跡）、さくら緑地（吊橋跡）など
に名残を見ることができる。音無橋の下に音
無親水公園が誕生したのは昭和63年
（1988）で、石神井川の本流は飛鳥山を貫通
する地下水路を流れている。公園が建設され
る前まで西側に石堰があり、石神井川が滝の
ように流れ落ちていた。江戸期には王子大滝
と呼ばれ、広重の錦絵にも描かれている。飛
鳥山が桜の名所として知られるようになった
のは、享保5年（1720）に吉宗が桜の苗木を
植えさせたのが始まり。その後も幕府は桜の
植樹や水茶屋など遊興施設を設けて庶民に
開放し、江戸近郊の一大行楽地として賑わう
ようになった。その様子は数多くの錦絵にも
描かれている。東京府が公園に指定したの
は明治6年（1873）のことである。
　石神井川の本流は飛鳥山の下からJRと都
電荒川線の線路をくぐると顔を出し、現在、
整備工事中の区間から溝田橋を抜け隅田川を
目指す。隅田川との合流点は最後の橋、新
堀橋に立つと眺められる。

●●❶

●●❷

●●❸ ●●❹　　しょう じゅ　 　

❻正受院
松橋の先で遊歩道からこの寺が
見上げられる。ここに歌川広重

が「名所江戸百景 王子不動之瀧」と
して描いた滝が落下していた。〔国立国
会図書館HPより〕　●北区滝野川2-49-5
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浅草のほおずき市。浅草寺の参道・境内に500軒ものホオズキを売る屋台が出る。

浅草寺の四万六千日は大勢の参詣客で賑わい、売り子は鉢をかざして呼びかける。

ホオズキの花（左）。6月頃に咲き、そのあとに六角状の萼（がく）の部分
が発達して実を包み袋状になる。青い袋は夏に赤くなる（右）。

食用ホオズキ。近年日本でも売ら
れ話題を集めている。

関東地方ではお盆にホオズキの赤い実を飾って、先祖供養を行う風習が見られる。
左は狛江市、右は川越市にて。〔写真：筆者〕

袋を裂くと中に同様に
色づいた実がある。

ホオズキを鳴らす
　今のようにおもちゃのなかった時代、子ども
（とくに女の子）はホオズキで人形をつくったり、
実を鳴らして遊んだもの。昔を思い出して、もう
一度ホオズキを鳴らしてみてはいかがでしょう。
　❶まず袋を裂き、実を親指と人差し指で丁
寧にもみます。   ❷ブヨブヨにやわらかくなった
ら、袋と実のつなぎ目を徐々にはがし（破れる
と鳴らないので慎重に）、中身を引き出して水

洗いします。   ❸空っぽの実を膨らませ、穴が
下唇の内側につくように口に入れ、舌と下唇で
つぶすようにすると音が出ます。   ❹空気を吸
い込みながら、また口の中で膨らまし同じよう
につぶして鳴らします。
　中身を取り出すのも、鳴らすのもちょっとコツ
が必要ですが、昔取ったきねづかがあれば大丈
夫。小さな子を感心させられます。

紛冗解』という書物には、「ほおずき問屋、
千住に弐拾軒、神田に四拾軒、芝に弐
軒」と記されていて、当時の江戸市中に
62軒もの専門のほおずき問屋があった
というのだから、相当なブームだったの
だろう。赤い実のホオズキはやがて、ほ
おずき市の主役となっていき、今の浅草
の市の売物を見ても、それ以外はもはや
見られない。現在、タンバホオズキの鉢
植えは、そのほとんどが茨城県古河市三
和地区産であるという。
　関東地方では盂蘭盆の精霊棚に、ホ
オズキの赤い実を飾って先祖供養を行う
風習が広く見られ、それを「仏の提灯」

などと呼ぶ地方もある。ちょうどホオズキ
の実が美しく赤く色づく頃で、盆棚にホ
オズキは欠かせない。東京の盆は新暦
7月盆で、ほおずき市のほぼ1週間後に
あたり、浅草の四万六千日の門前市でホ
オズキを求め、その実をもいで盆棚に飾
るというのが下町の家々のならわしだっ
た。盆の直前にホオズキを買いに行くの
は、ご先祖様の霊を浅草寺から迎えてく
るという感覚だったのかも知れない。

ながさわとしあき／法政大学講師。1954年群馬県生
まれ。東京都国立市在住。著書に『東京の民間信仰』
『江戸東京の庶民信仰』『江戸東京の年中行事』『江戸
東京歳時記』などがある。近年は環境民俗学の立場か
ら都内の動植物に関する民俗を研究中。

浅草のほおずき市と四万六千日
　夏の東京の代表的な縁日市といえば、
何といってもほおずき市と朝顔市だが、
特にほおずき市は人気があって、台東
区の浅草寺や港区の愛宕神社のほか、
文京区の護国寺・伝通院・源覚寺・光源
院、新宿区の神楽坂、調布市の深大寺
などでも行われるようになった。もっとも
有名なのは、もちろん浅草寺のそれで毎
年7月9日～10日に行われ、60万人もの
人出でにぎわう。境内には500軒ものほ
おずき屋が出店し、15万鉢ものホオズ
キの鉢植えが売りさばかれる。

　7月10日は観音の功徳日で、四万六
千日と呼ばれ、この日に浅草観音に参
詣すれば何と46000回分の御利益があ
るといわれる。とはいえ、江戸時代の四
万六千日の縁日で売られていたのは、
雷除けの縁起物である赤トウモロコシ
で、ホオズキを売るようになったのは明
治時代以降のことだ。しかも当時のホオ
ズキは実の青いセンナリホオズキという
品種で、観賞用ではなく薬用植物だっ
た。本家の愛宕神社の千日参りで最初
にこれを売るようになり、浅草寺にそれ
が引き継がれていったのだ。

さまざまなホオズキの品種
　そもそもホオズキ（鬼灯・酸漿）という
植物は世界に100種ほどあり、多くは南
米原産で、英名をground cherryとか
husk tomatoとか呼ぶことからわかるよう
に、たいていは食用種だった。メキシコ
などでは、その甘酸っぱい果実をソース・
ジャム・アイスクリームなどの材料として
いるし、要するに同じナス科の野菜であ
るトマトと同じように食用利用してきた。
近年では日本でも、北米～中米原産の
食用ホオズキが売られるようになり、話
題を集めている。
　東洋では概して観賞用・薬用利用がな
され、わが国では赤い実の美しいタンバ
ホオズキ・サンズンホオズキ（チャボホオ
ズキ）・ヨウラクホオズキなどの観賞種が
生み出されてきた。これらはもともと東ア
ジア原産の東洋種で、わが国にそれが
もたらされたのは、かなり古い時代のこ
とであったらしい。『古事記』を見ると、
出雲の八岐大蛇について「彼の目は赤加
賀智の如くして身一つに八頭八尾有り」
と記しているが、ここにいう加賀智とはホ
オズキのことで、怪物大蛇の目がホオズ
キのように赤く輝いていたというのだ。奈
良時代には、ホオズキをカガチ・赤カガ
チと呼んでいたことがわかる。カガチと
は、赤く輝くという意味である。
　一方、青い小さな実のなるタイプのセ
ンナリホオズキは、中米原産の別系統の
ホオズキで、その実を丸飲みにして薬用
とした。解熱・咳止め・食中毒除け・利尿
などに効能を発揮したという。盛夏の頃
にほおずき市でそれを求めてきて、流行
病に備えたわけなのだ。墨田区押上の
円通寺という寺には脚気地蔵という石地
蔵が祀られているが、別名ほおずき地蔵
とも呼ばれ、ホオズキを供えて脚気の平
癒を祈るまじないがなされてきた。これ
もホオズキの薬効から発した民間信仰
だったのだろう。

盆棚を飾るホオズキ
　江戸時代には、観賞用ホオズキの鉢
植え栽培が非常にさかんで、幕府の取
締の対象になったほどだ。熊本藩主細
川重賢が宝暦～天明の頃に著した『雑事
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ゲンゴロウに会いに行こう！
都内では下記の動物園で飼育展示されてい
ますので、一度会いに出かけてください。
井の頭自然文化園（水生物館）
●武蔵野市御殿山1-17-6 ●JR中央線・京王井の
頭線「吉祥寺駅」から徒歩10分 ●開園9：30～
17：00（入園16：00まで）、月曜（祝日の場合は翌
日）・12月29日～1月1日休園 ●入園料：一般400
円（65歳以上200円）、中学生150円、小学生以
下と都内在住・在学の中学生は無料、無料公開日：
5月4日・5月17日・10月1日 ☎0422-46-1100

多摩動物公園（昆虫館）
●日野市程久保7-1-1 ●京王線・多摩モノレール
「多摩動物公園駅」から徒歩１分 ●開園9：30～
17：00（入園16：00まで）、水曜（祝日の場合は翌
日）・12月29日～1月1日休園 ●入園料：一般600
円（65歳以上300円）、中学生200円、小学生以
下と都内在住・在学の中学生は無料、無料公開日：
5月4日・5月5日・10月1日、60歳以上は敬老週間
（9月15日～21日）中の開館日 ☎042-591-1611

足立区生物園
●足立区保木間2-17-1 元渕公園 ●東武スカイツ
リーライン「竹ノ塚駅」東口から東武バス花畑団地
行（保木間仲通り経由）または綾瀬行で「保木間仲
通り」下車徒歩5分、JR常磐線・東京メトロ千代田
線・東武スカイツリーライン「北千住駅」西口から
都バス竹ノ塚駅前行または足立清掃工場行で「保
木間仲通り」下車徒歩5分 ●開園9：30～17：
00、11月～1月16：30（入園30分前まで）、月曜（祝
日の場合は翌日）・12月29日～1月1日休園 ●入
園料：一般200円、小中学生150円、小学生未満
と70歳以上は無料 ☎03-3884-5577

ゲンゴロウはこのような水草の茂る池沼や水田などに生息する。〔写真：筆者〕

成長した幼虫は水辺の土の中に
潜り込んで蛹になる。
〔写真：桶田太一〕

幼虫は他の生きものを捕まえ消化液を注入し、溶けた中身を吸い取る。
左はメダカを捕食する2令幼虫。〔写真：桶田太一〕   
右はオオルリボシヤンマを捕食する終令幼虫。〔写真：筆者〕

水田のゲンゴロウ。東京でもかつてはごく身近な生き
ものだった。〔写真：筆者〕

ゲンゴロウの成虫は体長35～40mm。
国内では最大級の水生甲虫である。〔写真：桶田太一〕

残っていましたが、それらの地域でも
1970年代に入る頃には記録がほぼ途絶
えてしまいました。
　2010年に公表された、東京都の保護
上重要な野生生物種リスト（レッドリスト）
の本土部改訂作業に併せ、生息可能性
のある地域の現地調査を行いました。し
かし、水辺環境の破壊改変は著しく、一
見良好な場所でも多数のアメリカザリガ
ニが生息していたり、と、すでに生息す
る環境すら失われていたことから「絶滅
種」と判定せざるを得ませんでした。
　人口の集中する東京では、先に述べ
た影響が複合的により早く広域に及んだ
ことが、本種を絶滅にまで追い込んだも
のと考えられます。どこかにひっそりと生
息していることを願うばかりですが、神奈
川や千葉など隣接県でも絶滅種となって
いることから、その可能性もほとんどない
でしょう。過ぎたことは教訓として、これ
からこのような種を増やさないよう、自然
や生きものに対して接することがこれから
の私たちには必要ではないでしょうか。

参考文献：「水生昆虫大百科」神奈川県立生命の星・地
球博物館2011年度特別展展示解説書

すだ しんいち／1968年東京都生まれ。東京大学大学
院農学生命科学研究科生圏システム学専攻保全生態
学研究室特任研究員。専門は昆虫学、保全生態学。
「東京都の保護上重要な野生生物の種に関する検討
会」昆虫類部会委員。

国内最大級の水生甲虫
　ゲンゴロウ科は水生甲虫の一群で、
国内からは133種記録されていますが、
その多くは体長数ミリ程度の小型種で占
められています。今回取り上げるゲンゴ
ロウはその中の最大種で、成虫の体長
は35～40mm程もあります。「ゲンゴロ
ウ」という名称は、科や総称として使う場
合もあって紛らわしいため、研究者や愛
好家の間では、本種のことを指す場合、
｢ナミゲン｣などと呼ぶのが一般的となっ
ています。本種に「ゲンゴロウ」という代
表的な和名が与えられたのは、身近な
普通種であったことも理由のひとつでは
ないかと思われます。
　国内では北海道から九州に至る平地
から山地にかけての水草の茂る池沼に

かつては「身近な生きもの」
　子供の頃、ゲンゴロウを捕まえたり、
飼ってみた経験をお持ちの方も多いと思
います。長野県や東北地方の内陸部な
ど蛋白源の乏しい地域では、過去、食
用として利用されていたことも知られてい
ます。
　それほど沢山いたゲンゴロウですが、
今では全国的に激減してしまい、もはや
「身近な生きもの」とはいえない状況で
す。その原因としては、農薬の使用が普
及したことや、圃場整備による乾田化や
ため池の改修・放棄、都市や生活圏の
拡大による埋立てや水質汚染などの影響
が指摘されています。さらに最近では侵
略的外来水生生物による影響が深刻化
しています。オオクチバスやウシガエル
の胃内容物からは本種が見出されてお
り、これらの捕食圧を実際に受けている
ことが示されています。

アメリカザリガニの脅威
　しかし、最も大きな負の影響を与えて
いるのはアメリカザリガニです。直接的
な捕食に加え、産卵対象や生息環境を
形作るうえで重要な水草まで食べつくし
てしまいます。繁殖力も旺盛で僅かな数
から爆発的に増殖して、その場所の生態
系そのものまで改変してしまうことも知ら
れています。陸上を歩いて移動すること
もでき、水がなくなっても体が湿ってい
れば生き残れるため、いったん棲みつい
てしまうと排除することは極めて困難で
す。実際にアメリカザリガニの侵入によっ
て、本種や他のゲンゴロウ類の生息地が
短期間で消滅した事例が各地で報告さ
れています。その多くは人によるアメリカ
ザリガニの放流が原因となっています。
飼っていたり、採ってきたものを近くの水
辺に放すことは絶対にやめてください。

東京都レッドリストで「絶滅種」
　東京にもかつて各地にゲンゴロウが生
息していました。1940～50年代頃まで
は区部や北多摩の平野部でも記録され
ています。当時は吉祥寺駅に程近い井
の頭池にも生息していました。その後も
多摩地区の丘陵地や水田地帯には生き

生息しており、周辺の水田などでもみら
れます。成虫で越冬し、初夏から夏にか
けて繁殖します。卵は水草の茎の中に産
み付けられ、ふ化した幼虫は大あごを
使って他の生きものを捕まえ、消化液を
注入して体外消化を行い、溶けた中身
を吸って成長します。十分に成長した幼
虫は水辺の土の中に潜り込み蛹となりま
す。羽化した成虫は水中に戻り、他の生
きものを捕食しますが、幼虫と異なりそ
のままむしゃむしゃと食べてしまいます。
呼吸は水面に腹端を出して行います。成
虫では翅の下に空気を溜め込み、アクア
ラングのようにして長時間水中で活動す
ることができます。さらに成虫は飛ぶこと
ができ、夜間、水辺近くの灯りに飛んで
くることもあります。
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❺ タニウツギ類の虫こぶ（ウツギメタマフシ）

❶ 落下したイスノキの虫こぶ。
大型のもので直径3.5～4cmほど。

❷ シリアゲアリ類の巣となったイスノキの虫こぶ。

❸ イスノキの虫こぶの内部を食べる蛾の幼虫。

❹ 落葉せず枝に残るムクノキトガリキジラミの虫こぶ。

❻ アサガオ類シロサビ菌によるゴール
（宿主はマメアサガオ）。〔写真❶～❻：筆者〕

虫こぶの名前は、基本的に「寄生植物名＋形成の位置＋形態的特徴＋フシ」を並べて命名されている。フシは虫こぶのこと。
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イスノキ（イスノキエダチャイロオオタマフシ） イスノキ（イスノキハコタマフシ） イヌツゲ（イヌツゲメタマフシ）

ナラ（ナラハヒラタマルタマフシ） ヌルデ（ヌルデミミフシ） ハルニレ(ハルニレハフクロフシ)

ブナ（ブナハタマフシ） ヤマブドウ（ヤマブドウハトックリフシ） ヨモギ（ヨモギクキワタフシ）

●イスノキの虫こぶ
　近年、本来関東以北には少なかった
イスノキが公園や学校などに植えられ、
イスノキにつくられるアブラムシによる
虫こぶが東京でも観察できるようになっ
た。アブラムシの種が異なると虫こぶの
形や色が異なって興味深い。イスノキ
エダチャイロオオタマフシなどでは、成
熟すると円型に成虫の脱出孔が開く。こ
こにうまく空気を吹き込むとヒョウヒョウ
と音が出る。イスノキの別名、「ひょん
の木」の由来である。虫こぶ内には鱗翅
目の幼虫が見られる場合もあり、おそら
く虫こぶの内壁を食べているのであろう。
また、開口後の虫こぶをシリアゲアリ類
が巣をつくるのに利用することもある。
→❶❷❸
●ムクノキの虫こぶ
　ムクノキの葉の2本の側脈のまわりの
葉肉が細長くふくらんだ虫こぶは、多数
のムクノキトガリキジラミがつくったも
の。春に産卵され孵化した幼虫は、な
かなか成虫にならない。そして、他の虫
こぶのない葉が落葉しても、虫こぶのあ
る葉は落葉が遅れる傾向がある。これ
はキジラミの何らかの働きかけによるの
ではないかと想像しているのだが、どう
だろうか。→❹
●タニウツギの虫こぶ
　タニウツギ類の芽が球状になるウツギ
メタマバエの虫こぶがある。この虫こぶ
から羽化したタマバエはノブドウの若実
に産卵するというので、それを集めてお
いたところ、キアシクロハネオレバエが
出てきた。前述したが、このように虫こ
ぶからは本来の形成者やそれの寄生者
だけでなく、虫こぶを食べる昆虫などが
出てくることもある。→❺
●外来アサガオのゴール
　道端や公園のまわりの金網などに外
来のアサガオが増えており、秋になると
シロサビ病菌のゴールを見つけることが
ある。葉に病変を見つけたら、何度も訪
れて観察を続けるとよい。秋遅くなると
種子がじゃまになって見つけにくくなる。
→❻
うすば しげし／元都立両国高校教諭、元東京環境工
科専門学校校長。1931年栃木県生まれ。東京教育大
学理学部生物学科卒業。現在は（公財）科学教育研究
会などで植物観察会の講師として活躍。著書に『虫こ
ぶ入門―虫えい・菌えいの見かた・楽しみかた』『虫こぶ
ハンドブック』などがある。

昆虫などの寄生によって形成
　公園の植物や街路樹などを観察して
みると、葉や芽などに奇妙なこぶがつい
ているのを見つけることができる。ひと
口にこぶといっても、丸いものからとげと
げのもの、葉の縁がふくらんだようなも
のなど、形も色も様々だ。これが「虫こぶ」
である。
　虫こぶは虫えいやフシ（付子）ともいわ
れ、生物の寄生により植物体の成長や
増殖に異常を生じ、小型化または大型
化、変形化した器官や組織と定義され
る。多くは昆虫の寄生によってつくられる
が、ダニ類や線虫類、菌類に原因するこ
ぶもこれに含むことが多い。このような
広義の虫こぶを英語では「Gall（ゴール）」

と呼び、日本でも形成者の判然としな
いこぶを便宜的にゴールとする場合も
ある。
　虫こぶ内部には虫こぶ形成者が産み
つけた卵やその幼虫が生活し、内部組
織を食べたり、吸汁して成長し、やが
て孔を開けて出てくる。形成者にとって
虫こぶは食糧でもあり、住まいでもあ
る。虫こぶを分析すると、多種の植物
ホルモンやタンニン類が認められること
が多い。こうしたことを含め、植物体に
虫こぶの形成者がつくと両者の間に何
らかの相互作用が生じ、こぶが形成さ
れると考えられる。しかし、虫こぶ形成
のしくみはまだ十分に明らかになってい
るとはいえない。

　もっとも、虫こぶを利用するのは昆虫
ばかりではなく、人間も古くから利用して
きた。なかでも多量のタンニンを含有す
る「没食子」（ブナ科の植物の虫こぶ）や
「五倍子」（ヌルデの虫こぶ）は、医薬品
（止血・下痢止め）、染色、皮なめし、イ
ンクの材料などに使われてきた。かつて
既婚者の女性が用いたお歯黒も、五倍
子の粉末を利用したものだ。それを外国
の人に話してびっくりされたことがあった。

公園などで観察できる虫こぶ
　虫こぶは身近な植物にも見ることが
できるので、以下に公園などで観察し
やすい虫こぶをいくつかあげておくこと
にする。

他の昆虫も人間も虫こぶを利用
　虫こぶは形成者の種類によって形や色
が異なり、日本で発見されている虫こぶ
は1,400種類以上にのぼる。一番数が多
いのはタマバエというハエの仲間で、次
にタマバチというハチの仲間、フシダニ、
アブラムシ、キジラミの仲間がそれに続
く。1種の植物にだけつくる昆虫と何種か
につくる昆虫がおり、つくられる植物は日
本では550種以上が知られる。
　虫こぶ形成者は成長すると虫こぶから
出てくると前述したが、必ずしも出てきた
昆虫が形成者とは限らない。というのは、
虫こぶを食べたり、形成者に寄生したり、
空洞になったものに住み着くなど、それ
を利用する昆虫類などがいるからだ。
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東京都公園協会インフォメーション

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス http://tokyo-park.or.jp/college/archives/

「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」は、緑と水の市民カレッジ 2Ｆ（P29参照）です。資料の検索は館内の検索パソコン、またはインターネットから。

❸井下の描いた
正門意匠略図天然石造(部分)

❹現在の園名碑

　みなさんは井下清という人をご存
知でしょうか。東京の公園緑地の歴
史に欠くことのできない人物です。
井下の業績は数々ありますが、ちょう
ど平成26年は井下清生誕130周年
です。これを記念し、少し井下の業
績について所蔵資料をみながら紹介
します。
　都内でも有名な公園のひとつとし
て、井の頭恩賜公園が知られていま
す。井の頭公園は平成29年に開園
100周年を迎えますが、その100年
前、大正6（1917）年に誕生しました。
写真が残っていますので当時の様子
を知ることができます（❶❷）。
　この誕生にはエピソードがありま
す。まだ東京市役所で若手として勤
務していた井下が、財界の重鎮渋沢
栄一に井の頭の地へ呼び出されまし
た。当時この地は宮内省に土地を借
りた養育院井の頭学校でしたが、こ
こに庭をつくりたいという相談でし
た。これを聞いた若き井下は重鎮に
公園とすることを提案し、渋沢も即
断して宮内省に掛け合います。井下
の公園への熱い思いが受け入れられ

たのでしょう。渋沢の大物ぶりも見
事です。熱い思いは井下の設計にも
表れており、自ら園名碑の設計図も
描いています（❸❹）。
　井下はさらに、武蔵野の郷土を語
る動物園をつくりたいという願望を叶
え、昭和9（1934）年に中之島動物園
が開園します（❺）。中之島は井の頭
池に突き出た半島で現在の水生物
園のところですが、開園日には2万
人の来園者で賑わったそうです。中
之島動物園は好評で、区域の拡大

が計画されました。  ❻はこのときのイ
メージのひとつです。戦時下というこ
ともあり計画はやや下方修正されます
が、昭和17（1942）年に井の頭自然
文化園が開園します。  ❼からは武蔵
野の風景にとけ込む様子が見られま
す。動物園ではなく「自然文化園」と
名付けたのは自然のままの生態を研
究、観察するためだったとされます
が、現代の動物園が目指す姿勢と一
致しているところに先見性を感じさせ
ます。　　　　　　　（文責：浦﨑真一）

井下清と
井の頭恩賜公園

所蔵資料より

❷弁天池での開園記念式典(大正6年5月1日)

❺中の島動物園開園式 ❻中の島動物園区域拡大設備計画図

❼御殿山本園

❶開園当時の御殿山入口

　企業が花や緑で社会貢献している例
をあちこちでみかけるようになりました
が、広島の安芸高田市に、計画から、
施工まで、全て社員手作りで作り、無
料開放されている庭園があると聞き、そ
んな例もあるのかと、興味が湧いて、
行ってきました。
　そこは、湧永満之記念庭園という、製
薬会社の庭で、45000坪、約15万m2

という広い庭園。故郷にお返しがしたい
という創業者の思いがあり、何も娯楽の
ない故郷に、地域の人が楽しみ、健康
にも貢献するところを作ろうと考えられ
たものだそうです。牧場跡地だったとこ
ろに、海外で見た素晴らしい庭園や公
園をイメージして、当時の社長が頭の
中の図面にそって、白線をひき、その指
示に従って、社員が作業するというやり
かたで、10年をかけて作り上げたとか。

　実は、今の社長の父親にあ
たる、当時の社長は、学生時
代にハンドボールの選手とし
て活躍されたかたで、その会社
はハンドボール部が強いことで知ら
れています。そのハンドボールで使って
いたラインカーを使って、地面に線をひ
き、その線に沿って池を造り、木を植え、
道を作っていったとか。水道もない場
所で、池を造り雨水をためて使い、そ
れでも足りず井戸を掘るなど、大変な
作業だったそうです。特に、地盤が悪く、
すり鉢状の庭を作る際には、何度やっ
ても盛り土が崩れてしまって、試行錯誤
の連続だったそうです。土木工事も専
門家なしで？と不思議に思ってお聞き

すると、まずはユンボ等、機械操作の
資格を取る等、学ぶところから始まった
ということでした。仲間で汗を流し、思
いを込めて作っていったので、できた時
の喜びは格別のものがあったと感慨深
そうに話す笑顔に納得したものです。
　そうしてできた庭園は、その後の管
理も社員の手で行っています。花や緑
には無縁の社員が多く、最初戸惑った
ようですが、「元々身体が弱かったので
すが、庭園で仕事をするようになって、
身体の調子がよくなりました。」「必要に
迫られて学んでいるうちに園芸が大好き
になりました！」と語るなど、この庭園は、
社員のためにもなっているようでした。
　広大な敷地には、花や木を眺めつつ
散策するところや、500種約5000
株のバラ園、せせらぎの音を
聞きながら歩く直径100メー
トルを超す、すり鉢状の庭、
そして薬用植物園などあり、
無料開放されていることもあり、

地域の方はじめ、近郊のかたがた
が、散策したり、絵を描いたり、思い思
いに活用されています。我が家の近くに
も、こんなところが欲しい！と羨ましかっ
たのですが、それ以上に、自力で、学
び、工夫してつくるという庭造りの理念
が、その企業のすべてに通じる基本理
念だとお聞きし、グローバル化、効率
化が叫ばれる時代にあっても時代に迎
合しない誇り高い生き方を守り、成功し
ている、企業のありかたに
感動しました。

企
業
が
手
作
り
し
、

地
域
に
無
料
開
放
し
て
い
る

4
5
0
0
0
坪
の
庭
園

須磨 佳津江の

38
No

入り口の緑の並木（上）と、すり鉢状の第二庭園（左）、大池とフヨウ（右）。

遊歩道のある第一庭園（左）、薬用植物園（右）、そして毎年多くの人が訪れるバラ園（下）。
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佃大橋築地駅東京メトロ
日比谷線

築地本願寺
卍晴

　 海
　 　 通
　 　 　 り

かちどき橋の資料館

勝鬨橋

勝どき駅

　　　　　都
　　　　営
　　　大
　　江
　戸
線

築地永谷
コーポラス

銀座クレストン
ホテル

区立福祉
センター

東京水辺ライン
明石町・聖路加
ガーデン前
発着場

聖路加ガーデン

聖路加
国際病院

川田
隅

隅田川右岸テラス
勝鬨橋～聖路加ガーデン前
●中央区築地6丁目～明石町
●東京メトロ日比谷線「築地駅」から徒歩8分、
　都営大江戸線「勝どき駅」から徒歩8分

さつき会が管理する花壇と右岸テラ
ス（勝鬨橋上流）の風景。下はその
花壇に立つ看板。

勝鬨橋を背景に花壇を手入れする会員の方々。この三日月型の大きな花壇は3基ある。

水やりをする花壇の上に、さつき会が働きかけて実現した
緩やかなスロープが見える。

❶壁面花壇での花がら摘み。❷道具倉庫はテラスに3つある。❸管理する花壇は三日月
型花壇やこの壁面花壇など計8基。❹車いす用花壇も日常の手入れを会で手伝う。

●●❶ ●●❷

●●❸ ●●❹

昨年の「第6回リバーサイドオータム
フェスタ」と、その案内チラシ。

濱崎会長（前列中央）、古澤副会長（前列左）と取材時に活動されていた会員の方々。

町会などの有志が立ち上がって
　隅田川の両岸に続く隅田川テラス、そ
の最下流部の右岸、勝鬨橋上流から聖
路加ガーデン前にかけてのテラスを花壇
が彩っています。隅田川花守さん「さつ
き会」は、この花壇の花植えや手入れ、
テラスの清掃を行っているボランティアグ
ループです。
　結成は平成17年。そもそもは、テラス
に隣接する町会婦人部の方々が、当時、
花壇はあったものの利用者のマナーの悪
さで、あまりきれいな状態ではなかった
テラスを何とかしたいと立ち上がったの
がきっかけ。「上流の箱崎付近で、地域
の人たちが花壇づくりを中心にきれいな
テラスを実現していると聞き、じゃ私たち
に花壇をやらせてください申し入れたん
です」と会長の濱崎寿美代さん。そこで、
管轄・管理する東京都第一建設事務所、
東京都公園協会、中央区、そして築地6
丁目および7丁目町会、明石町町会、岸
辺のマンション住民が話し合いを行い、
町会とマンション住民有志が「さつき会」
として活動を開始。

毎日5～6袋拾ったゴミが1袋に
　以来、この夏で丸10年。会は具体的に
は各町会とマンション住民の4つの班か
らなり、春・秋の花植えは全班で行い、
水やりや除草、花がら摘みなどの普段の
手入れやゴミ拾いは築地6丁目・7丁目・
明石町町会とマンション住民の4班が1週
間交代で行っています。6丁目は朝、他
の3班は午後3時頃から、月曜～土曜の
毎日1時間程度。とくに夏のテラスは暑く、
水やりは毎日やってもやり切れないほどで
大変とのこと。「でも、初めはゴミが45ℓ
袋で毎日5個も6個も出たのが、今はほぼ
1個。それが私たちの活動の成果だと思う
と、胸を張れます」と古澤副会長。会長も
「私たちが活動することで、みなさんのマ
ナーが向上し、気持ちよく憩っていただけ
るようになった。それが嬉しいですね」。

子どもたちの花壇やスロープも実現
　テラスの環境をよくするために会では
日常の活動だけでなく、これまで様々な
提案や働きかけを行ってきました。例え
ばテラスには地元の保育園や幼稚園、
小学校の花壇もあります。これは「自分た
ちの花壇があれば、子どもたちもテラス
を身近に感じ、きれいにしようと思ってく
れるでしょう。そんな思いから提案しまし
た」と会長。また、車いすで作業ができ
る花壇もありますが、これは福祉センター
の障害者の方が花壇づくりを楽しめるよ
うにと提案したもの。この花壇も会が日
常の管理を手伝っています。

　さらに、勝鬨橋からテラスに下りられる
スロープや街灯も会が働きかけたもの。
副会長は「スロープは長い間の願いだっ
たんです。これをつくっていただいたお
かげで、乳母車や車いすの人が、勝鬨
橋側からも上り下りできるようになり、と
ても喜ばれています」。

オリンピックに向けもっときれいに
　このように花壇管理を中心に積極的な
活動を進める「さつき会」は、平成20年
の東京都建設局表彰に続いて、今年「み
どりの愛護」国土交通大臣表彰を受賞し
ています。「テラスの環境を少しでもよく
し、地域の人々や訪れる人々が快適に憩
える場所にしたい」、会長・副会長が口を
揃えるように、活動に対する熱意を支え
ているのは地域に対する愛情です。
　そのため、会では水辺の賑わいと地
域交流を目的に、活動エリアのテラスで
毎年秋に開催される「リバーサイドオータ
ムフェスタ」（東京都公園協会主催）の運
営にも、模擬店の出店や会のPRを含め
積極的に関わっ
ています。
　会員数は現在
27名（うち男性
3～4名）、平均
年齢は70歳くら
い。会長・副会
長は「もっかの
課題は、若い人
を含めもっと多

くの地域の方に参加してもらい、いかに
上手に次の世代にバトンタッチしていく
かです」といい、これからの目標につい
て次のように語ります。「勝鬨橋は2020
年東京オリンピックの会場へのメインスト
リートです。そのときは、大勢の海外か
らの方にこのテラスに立ち寄っていただ
けると思います。そのためにも、もっとき
れいな花壇と素晴らしいテラスにして、
喜んでいただけるようにしたい
ですね」。それは会員全員の
願いでもあるとのことです。

地
域
に
対
す
る
愛
情
が

花
の
あ
る
美
し
い
テ
ラ
ス
を
つ
く
り

利
用
者
の
マ
ナ
ー
も
向
上

隅田川花守さん「さつき会」

●活動内容  花壇への花植え、水やり、除草、
花がら取り、清掃等

●活動場所  勝鬨橋から聖路加ガーデンにか
けての隅田川テラス上の花壇

●活  動  日 定期：各班が1週間（月～土）交
代で毎日1時間程度

 花植え：春・秋の2回
●会  員  数 27名（平成26年度）
●募  　  集 随時
●問  合  先 東京都公園協会水辺事業部
 調整課水辺公益係
　 ☎03-3553-7240

隅
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善福寺川緑地

和田堀公園

蚕糸の森公園

五日市街道

五日市街道五日 街道五日市街五
営業所営

なかよし橋

西田橋

せきれい橋

屋倉橋
児童橋

   善
     福
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川 

      善
    福
  寺
川

天王橋

杉並校

相生橋

東田中

善福寺川善福寺川善 寺川川川
緑地公園前緑緑地公園前緑 公園前

尾崎橋
杉並第二小

成田上橋

成田下橋

善福寺川緑地
サービス
センター

杉並児童
交通公園

成園橋

白山前橋

成宗白山
神社

大成橋

ケヤキ
広場 釣り堀

松ノ木中

松ノ木
遺跡

松ノ木小

御供米橋

高千穂大
和田堀池 競技場

八幡橋

大宮八幡宮

宮下橋

野球場
宿山橋

大宮橋

杉並区立
郷土博物館

東高円寺駅

大宮
　八幡前

方南通り

西田端橋

シャレール
荻窪入口荻

ファミリー
マート

天神橋公園

カリン広場 田端神社

神通橋

センター
広場

尾崎熊野
神社

寶昌寺卍

卍

卍

卍

ヒコーキ
広場

都立
和田堀
公園

宮木橋
観察の森

大宮中

東京立正
短大

夕陽ヶ丘
広場

大松橋
二枚橋

済美山
自然林 済美公園

済美橋
谷中公園

妙法寺

宗延寺

環
 七
  通
   り

真盛寺
梅里公園
歩道橋

杉並第十小

高南中

青梅街道
東京メトロ丸ノ内線

●❷

●❸

●❹

●❺●❻

●❼

●❽

●❾

●11

●12

●13

●14

●15

●16

●17

●18

●10

●❶

　善福寺池を源流として杉並区内
を流れ、中野区で神田川に合流す
る善福寺川は、五日市街道付近か
ら蛇行を繰り返す。その蛇行を縁
どって続く緑の帯が、善福寺川緑地
と和田堀公園で、二つの公園は全
長4.2kmにわたる。
　園内には桜並木や雑木林に、い
くつもの広場やカワセミが訪れる
池、野球場、テニスコートなどがあ
り、周囲には大宮八幡宮をはじめと
する社寺や遺跡、博物館が点在す
る。さらに和田堀公園の北東には、
“堀之内のおそっさま”と呼ばれ、江
戸庶民に親しまれた妙法寺もある。
　岸辺の遊歩道の散策を楽しみな
がら、周囲の社寺などに寄り道し、
“おそっさま”へ足をのばすのもよい
だろう。紹介コースのように田端神
社から歩き始める際は、荻窪駅南
口から関東バス（シャレール荻窪
行）で「シャレール荻窪入口」下車
が便利。そこから東高円寺
駅までの全行程は
約8kmである。

蚕糸の森公園18
梅里公園を過ぎ、歩道橋で環七通りを渡った先にある。蚕糸試験場跡
地の公園で緑陰に滝が落ちせせらぎが流れ、東高円寺駅に隣接する。

田端神社❶
天神橋公園先の
高台にある。15世
紀初め頃の創建と
伝わり、腰痛・足
痛に霊験があると
かつては参詣者を
集めた。

神通橋❷
善福寺川に架かるこ
の橋は善福寺公園の
西端に位置する。橋
の名は田端神社に通
じていることからつけ
られたといわれる。

尾崎熊野神社❸
屋倉橋付近の東側高台にあ
り、鎌倉時代末期に移住して
きた武士が勧請したという。
境内に樹齢約400年のク
ロマツがそびえる。

天王橋下流❹
遊歩道を覆い流れに枝をのば
すのはサクラ。善福寺川緑地は
桜名所として知られ、とりわけこ
の橋から尾崎橋までは美しい。

尾崎橋とその下流❺
昔の江戸道（五日市街道）が通る
尾崎橋は江戸時代から架かる。
付近は「七曲り」と呼ばれ、その
風景は江戸の文人にも愛された。

寶昌寺❻
江戸時代には村人の信仰
の拠りどころだったとい
い、境内には明治末年の
一帯の飢饉の折に祀った
豊川稲荷社もある。

杉並児童交通公園❼
園内にめぐらされた道には信号や
横断歩道があり、公園常備の自転
車と足踏式ゴーカートに乗って楽し
みながら交通ルールが学べる。
●開園8：30～17：00、年末年始休園

白山前橋下流❽
この橋を境に東側が和田堀公
園。遊歩道はずっと続き、とり
わけ週末はジョギングを楽しむ
人が多い。

宮木橋上流15
このあたりは園内では
新しい部分で、左岸
（写真右手）には原っ
ぱもあり開放的な空
間が広がっている。

済美山自然林16
和田堀公園の東端にあたり、クヌギやコナラの雑木林はバードサン
クチュアリでもある。済美橋からは約550m北東の妙法寺をめざす。

成宗白山神社❾
白山前橋の北方にあり、創建
は不詳だが大宮八幡宮とほぼ
同時代に開かれたとも伝わる。

ケヤキ広場10
園内にはケヤキが
多いが、このあた
りはとくに大きな木
が繁る。近くに釣
り堀（民間）がある。

松ノ木遺跡11
和田堀池北
側の台地に
竪穴式住居
が復元され
ている。

和田堀池12
この池は昭和30年代半
ばの河川改修の際に掘ら
れた。池を含む周辺環
境が採餌や営巣に適し、
いち早くカワセミが戻っ
てきたところでもある。

大宮八幡宮13
奥州平定をはたした源
頼義が、平安時代末の
1063年に源氏の氏神を
祀って創建。巨樹・古木
が茂る境内林は都の天
然記念物。『江戸名所
図会』には善福寺川とと
もに描かれている。〔早
稲田大学図書館所蔵〕

杉並区立郷土博物館14
杉並区を中心に、古代から現代ま
での武蔵野台地と人々の生活にふ
れることができる。
●開館9：00～17：00、月曜および第3
木曜（祝日の場合は翌日）・年末年始休
館 ●観覧料100円、中学生以下無料

和田堀公園
白山前橋から下流の済美橋付
近までが和田堀公園。競技場・
野球場を挟み、西側は和田堀
池を中心に大宮八幡宮と一体
となって森をつくり、北東側は
開放的な空間となっている。
●杉並区大宮1・2丁目、成田東
1・2丁目、成田西1丁目、堀之内・
2丁目、松ノ木1丁目 ●京王井の
頭線「西永福駅」から徒歩15分、
京王バス・関東バス（高円寺駅～
永福町駅）で「都立和田堀公園」
下車、　有料 ☎03-3313-4247
（善福寺川緑地サービスセンター）

善福寺川緑地
神通橋から下流、蛇行する流れの両岸に
沿って白山前橋までが善福寺川緑地。武蔵
野の面影を残す木立と広場が交互に配さ
れ、快適な遊歩道でつながれている。
●杉並区成田東2・3・4丁目、成田西1・3・4丁目、
荻窪1丁目 ●京王井の頭線「西永福駅」「浜田山
駅」から徒歩15分、東京メトロ丸ノ内線「南阿
佐ヶ谷駅」から徒歩10分、関東バス（中野駅～吉
祥寺駅行または五日市街道営業所行）で「善福
寺川緑地公園前」「五日市街道営業所」下車、関
東バス（荻窪駅～シャレール荻窪行）で「シャレー
ル荻窪入口」下車徒歩5分 ☎03-3313-4247

妙法寺17
江戸初期創建の日蓮宗の寺院。「やくよけ祖師」
として親しみを込めて“堀之内のおそっさま”と呼
ばれ、粗忽者の熊五郎が願かけに出かける落語
でも知られる。錦絵は「江戸名勝図会 堀之内妙
法寺」歌川広重2代。〔国立国会図書館HPより〕

善
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川
緑
地
か
ら
和
田
堀
公
園
を
へ
て

堀
之
内
の
”お
そ
っ
さ
ま  

へ

”

2524



ごぞんじですか？

東京都公園協会インフォメーション

土砂災害の現状（平成22年8月20日八王子市初沢の土石流）

住民説明会の様子住民説明会会場入口の様子

現場調査の様子

防災船着場一覧
名称
越中島防災船着場
桜橋防災船着場
明石町防災船着場
羽田空港天空橋船着場
おしなり公園船着場
吾妻橋船着場
黒船橋船着場
番所橋船着場
亀戸船着場
亀戸中央公園船着場
クローバー橋船着場
高橋船着場

所管
東京都建設局
東京都建設局
東京都建設局
大田区
墨田区
墨田区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区

河川
隅田川
隅田川
隅田川
海老取川
北十間川
隅田川
大横川
旧中川
横十間川
旧中川
小名木川
小名木川

利用船舶
一般開放・水上バス
一般開放・水上バス
一般開放・水上バス
一般開放
一般開放
一般開放・水上バス
一般開放
一般開放
一般開放
一般開放
一般開放
一般開放

桟橋形式
浮桟橋
浮桟橋
浮桟橋
浮桟橋
接岸式
浮桟橋
浮桟橋
接岸式
接岸式
接岸式
接岸式
浮桟橋

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11
12

東京湾

東東東京京京東京東

羽田空港田空

隅
田
川川 横

 十十
  間間
   川

北十間川

小名木川

荒
川

旧旧
中
川川川川

❶❶❶❶❶❶●●●●●●●●●❶

❷❷❷❷❷●●●●●●●❷
❻❻❻❻❻●●●●●●●●●●●❻ ❺❺

北
●●●●●●●●❺

101010●●●●●●●●●●●●●●●10
❾❾❾❾❾❾❾❾●●●●●●●●●●●●●●●●●●❾

121212121212●●●●●●●●12 11111111111111●●●●●●●●●●●●●11 ❽❽❽❽❽❽●●●●●●●●●❽

❼❼❼❼❼❼❼●●●●●●●●●●●●❼
❸❸❸❸❸❸●●●●●●●●●❸

❹❹❹❹❹❹❹●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❹❹
❻ 吾妻橋船着場（浮桟橋）

❶ 越中島防災船着場（浮桟橋）

❼ 黒船橋船着場（浮桟橋） ❽ 番所橋船着場（接岸式）

❺ おしなり公園船着場（接岸式）

　現在、公園協会では隅田川を中心に12
か所の防災船着場の管理運営を行ってい
ます。防災船着場とは、災害時に陸上の
交通網が寸断された場合に備え、住民の
避難や復旧に必要な資機材および救援物
資の積み下ろし、帰宅困難者や急病人の
搬送にも水路を利用し迅速に対応するた
めに、隅田川と荒川および江東内部河川
に設置されています。
　隅田川では、水上バスや屋形船などの
船による観光が盛んになっているため、
これらの船舶に対して平常時に防災船着
場を一般開放しています。また、江東内
部河川においても、江東区と墨田区が設
置している防災船着場を一般開放してい
ます。
　隅田川には、東京都建設局で設置した
明石町・越中島・桜橋と、墨田区が設置し
た吾妻橋の防災船着場が一般開放されて
います。特に越中島は屋形船の利用が非
常に多く、ピーク時には30～ 40件の利
用があり、お台場や東京スカイツリーを
巡るコースが人気で、一度に100名以上
乗船できる屋形船もあり、日本全国から
観光客が訪れます。
　また、一昨年開業した東京スカイツ
リーは、江東内部河川の北十間川に面し
ており、墨田区が防災船着場を整備し

一般開放していて、江東区が設置してい
る6か所の船着場と併せて、民間企業が
東京スカイツリーと江東内部河川を巡る
コースを企画し、多くの観光客を乗せ連
日賑わいを見せています。
　この他に、大田区が設置した羽田空港
天空橋防災船着場も管理運営しており、
建設局の3か所、墨田区の2か所、江東区
の6か所と合わせて計12か所となります。

　隅田川は潮の満ち引きによって2ｍ近く
水面が上下しますが、江東内部河川は閘
門などで仕切られているのでほとんど変
動しません。このため船着場の構造も浮
き桟橋と岸型の2種類あります。
　夏には水上観光が盛んとなり、多くの
民間ツアーが企画されますので、みなさ
まも隅田川と江東内部河川を巡る小さな
船の旅に参加してみてはいかがですか。

平常時は防災船着場を一般開放しています
防災船着場の活用

土砂災害から都民のいのちを守る
土砂災害対策等支援

　公園協会の河川事業支援課で
は、河川行政のベテラン職員をそ
ろえて、東京都が行う土砂災害防
止や河川工事監督の仕事をお手
伝いしています。今回は土砂災害
係の仕事を紹介します。
　今年も梅雨本番を迎えておりま
すが、毎年大雨に伴い発生する
土石流や崖崩れで命を落とされる
方が後を絶ちません。こうした土
砂災害を防ぐには、砂防ダムや急
斜面の防護などの対策に加えて、
地域にお住いの方々が、どのようなとき
に、どこで土砂災害が起こるのかを、あら
かじめ知ったうえで、日頃より土砂災害に
備えることが重要です。
　このうち、どこで土砂災害が起こるかを
明確に示すことを都道府県に義務付ける
法律があります。「土砂災害防止法」です。
　この法律は、都道府県が土石流や崖崩
れなどが起こる危険性のある区域を指定
し、それを受け市町村は安全に避難行動
がとれる防災計画を策定するほか、建築
物の構造規制や特定の開発行為の許可制
など、安全な建築や宅地開発等を誘導す
ることを目的にしています。
　この法律に従って、各都道府県では土
砂災害の危険性がある区域を「土砂災害
警戒区域」、その中でも生命身体に著しい
影響が及ぶ危険性のある区域を「土砂災
害特別警戒区域」として指定する作業を
行っています。
　東京都でも平成17年度よりこの区域指
定を開始しています。都内では土砂災害
の恐れのある箇所が約15,000箇所あると
いわれておりますが、これまでに、そのう

ち約7,000箇所を土砂災害警戒区域等に
指定しています。
　私たちは、区域指定の候補地について
現地調査を含めて照査するとともに、区
域指定に先立ち開催する住民説明会の準
備運営など、東京都が行う土砂災害警戒
区域等の指定を補助する業務を行ってい
ます。
　平成25年度は27回の住民説明会の開
催と、約1,400箇所の区域指定を行いまし
た。今後とも、土砂災害係一同、培った
技術や経験を十分活用し、都民のいのち
を守る土砂災害防止の業務に全力を挙げ
てまいります。
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東京パークフレンドでは、催しや東京の緑と水に関する情報の提供を行っています。お問い合わせ、入会方法などは本誌裏表紙の下段をご覧ください。 

東京都公園協会インフォメーション

緑と水の市民カレッジ東京パークフレンド http://www.tokyo-park.or.jp/parkfriend/ http://www.tokyo-park.or.jp/college/

■ 東京都立都市公園開園2,000ha記念展■ 「公園に変わったあの地この地」■ 8月2日（土）～11月1日（土）
　東京都立都市公園の開園面積が2,000ha
に達しました。これを記念し、みどりのⓘプ
ラザでは、開園2,000haに至る変遷や、公
園ができる前と現在の比較など、東京の公園
がどのように増えてきたかを学べる展示を開
催します。
　本展示では、パネル展示の他、普段見るこ
とができない
みどりの図書
館東京グリー
ンアーカイブ
ス所蔵資料を
特別公開いた
します。
　皆様のご来
場お待ちして
おります。
● 場所：緑と水の
　市民カレッジ 3F
　（日比谷公園内）
● 入館料：無料　
● 開館：
　9：00～17：00
● 休館：日・祝日

前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示
■ 都市部の公園の生きものたちの営み（全1回）■ 7月26日（土）10時～12時
　都市においても、生きもの
たちはその環境に適応して生
きています。都市公園が生き
ものたちにとってどのような環
境なのかとともに、それらの
生きざまについて紹介します。
● 講師：吉田 智弘 氏（東京農工大学助教）　● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室
● 受講料：1,550円（一般）、1,030円（大学生）、520円（中高生）　● 定員：40名

■ みんなで育む公園づくり（全1回）   8月23日（土）10時～ 12時
　多くの人が集い、楽しむ、
市民の宝である公園。今や
公園は人々の暮らしを彩り、
感性を育み、そして質の高
い生活を営むための共有
の場になっています。公園

というフィールドを活かすための方法や、今後の管理の展望など公
園管理と運営の方向性についてお話しします。
● 講師：阿部 伸太 氏（東京農業大学准教授）　● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室　
● 受講料：1,550円（一般）、1,030円（大学生）、520円（中高生）　● 定員：40名

■ サプライズな野菜学（全1回）　9月6日（土）13時～15時
　人間にとって身近な存在である野菜。どんな方でも野菜を摂ら
ない日はないでしょう。そんな野菜に関する面白い話、ためにな
る話から、もっと楽しく野菜について学
びましょう。講師はNHK「やさいの時間」
などで人気の藤田智先生です。
● 講師：藤田 智 氏（恵泉女学園大学教授）
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室
● 受講料：1,550円　● 定員：30名

● 場所：千代田区日比谷公園1-5  
● 開館時間：9：00～17：00   
● 休館日：日曜・祝日、年末年始は
　12/28～1/4が休館となります。
● 駐車場：日比谷公園
　地下公共駐車場（有料）
● 問合先：緑と水の
　市民カレッジ事務局

TEL 03-5532-1306
FAX 03-5532-1307
http://www.tokyo-park.or.jp/college/

緑と水の市民カレッジ

/co
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霞ケ関駅

公会堂
図書館

千代田線線線線
野外音楽堂外外外外音

緑と水の
市民カレッッジレッ

日比谷公園

入館料
無 料

各講座のお申し込み方法   
上記の電話、FAX、ホームページ、事務局窓口のいずれかの方法でお申込みください。
各講座とも先着順で定員になり次第締め切りとさせていただきます。お申し込みの際は、  
❶希望の講座名、  ❷氏名、❸住所、  ❹電話番号をお知らせください。

「緑と水の市民カレッジ」は　公園や庭園、緑地の歴史や自然環境等に関わる展示、東京都立公園の
情報、またそこで活動するボランティアの情報を発信する「みどりのⓘプラザ」、公園緑地や環境に関
する図書をはじめとする資料を収蔵・公開する「みどりの図書館東京グリーンアーカイブス」、東京の緑
と水について幅広く学べる「緑と水の市民カレッジ講座」を実施する緑と水に関する総合的な施設です。

3月12日（水）  10：00～12：00 　晴れ　参加者：22人

　去る、3月12日、神代植物公園に
て、早春の神代植物公園～花さんぽ
～を実施いたしました。当日は前職
場が神代植物公園であり、神代の事
を隅々まで知っている神代マスター
の緑と水の市民カレッジの高橋事務
局長より早春の見どころポイントを解
説頂きました。四季折々の植物が見
られる神代植物公園は「単なる植物
園でも単なる公園でもなく、社会教
育と野外レクリエーションという、双
方の機能を併せ持っているのであり、
それゆえ植物公園と称しているので
ある。そこで楽しみながら知らず知ら
ずのうちに植物の知識を深めていた
だこう」という理由で植物公園という
名称を持つ、唯一の施設です。

　当日はまだ寒さが残
る日でしたが、オオカ
ンザクラの開花や梅林
で香るウメが春を感じ
させてくれました。うめ
園には72種類214本が
植栽されており、早生
から晩生まで様々な種
類のウメを楽しむこと
ができます。また、国
指定天然記念物に指定
されている、世にも珍
しい宮崎県高岡の月知
梅、同じく宮崎県新富町の湯ノ宮座
論梅を見ることができ、参加者も珍
品を前に満足そうでした。園内の大
温室では鮮やかな黄色のモクセン
ナ、勾玉のような形でエメラルドグ
リーンを帯びる花が魅力的なヒスイ
カズラ、色とりどりのベコニア類、
様々な種類のランが咲き、一時、南
国の雰囲気を醸し出してくれました。
　神代といえばバラ園が有名です。
美しい花はまだ見ることはできませ

んでしたが、春を待つ力強い芽が私
達を迎えてくれました。このバラ園、
2009年のカナダバンクーバーで開催
された第15回世界バラ会議において
「世界バラ連合優秀庭園賞」を受賞し
た名園であります。整形式に整備さ
れたバラ園は海外のバラ園も髣髴と
させる雰囲気です。
　どんな時に行っても季節の花を楽
しめる見どころ満載の花の王国‘神代’
を満喫した一日でした。

国指定天然記念物の湯ノ宮の座論梅。

大温室のベコニアが色とりどりに咲き誇る。

緑と水の市民カレッジ事務局長の高橋講師による解説。

早春の神代植物公園～花さんぽ～
東京パークフレンド向けイベント
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東京都公園協会インフォメーション

東京都都市緑化基金 http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/

本誌に関するご意見、ご感想は
ＦＡＸ、郵便またはホームページ
「お問い合わせ」よりお送りください。

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町
2-44-1 ハイジア10階 

FAX ： 03-3232-3069

公益財団法人
東京都公園協会 
｢緑と水のひろば」担当

検 索公園へ行こう！

特集

東京の自然図鑑
ホオズキと四万六千日
東京の自然図鑑
東京から消えたゲンゴロウ
地球に生きる
虫こぶ
―昆虫と植物の
奇妙な関係
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
企業が手作りし、
地域に無料開放している
45000坪の庭園

東京パークスNOW 
みどりの図書館
井下清と
井の頭恩賜公園
みんなでいっしょに
隅田川花守さん
「さつき会」
公園より道まわり道
善福寺川緑地から
和田堀公園をへて
堀之内の  おそっさま”へ
ごぞんじですか
防災船着場の活用／
土砂災害対策等支援
東京パークフレンド
早春の神代植物公園
～花さんぽ～
緑と水の市民カレッジ
後期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
1. 街かど緑化支援事業
2. 花壇・庭づくり
　活動支援事業

裏表紙  樹

篠崎公園
カシワバアジサイ
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寄付・募金のお願い
東京都都市緑化基金は、皆さまからの寄
付・募金をもとに基金を運用し、その果
実でご紹介した事業を実施しています。
当基金の趣旨をご理解いただき、ご寄
付・募金のご協力をお願いいたします。
●寄付申込書と専用振込用紙（手数料無
料）をお送りします。下記「緑の基金担
当」までご連絡ください。

●都立公園、庭園、霊園の管理所などの
募金箱からもご寄付いただけます。

みずほ銀行  東京都庁出張所　
普通   1 0 4 8 8 7 5
公益財団法人  
東京都公園協会緑化基金

ご
寄
付

振
込
先
口
座

TEL.03-3232-3099
公益財団法人東京都公園協会「緑の基金担当」

当基金についての詳細はホームページでもご覧いただけます。

各事業・寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

ご寄付をありがとうございました

泉陽興業 株式会社
一般社団法人 東京都造園緑化業協会
田んぼ友の会
水元グリーンプラザ 友の会
公益社団法人 ゴルフ緑化促進会
川崎信用金庫
東京緑化推進委員会
練馬光が丘地域

●
●
●
●
●
●
●
●

2014（平成26）年1月～3月の間に次の方々
からご寄付をいただきました。 （順不同・敬称略）

このほかにも、都立公園・霊園
などの募金箱へ、多くの方々からご協力を
いただきました。ありがとうございました。

ふたばちゃん

このお金は、東京の緑をふやすために使われます。

●2014（平成26）年1月、2月、3月に集まったお金

4,575,679円
●2013（平成25）年度に集まったお金

19,568,332円

寄付・募金金額

　平成25年度、東京都都市緑化基金に対し、
水元グリーンプラザ友の会様より　56万3,781
円（平成20年度から平成24年度までの累計）、
株式会社 鈴木酒販様より50万円、有限会社 
東京エイドセンター様より50万円のご寄付を
いただきました。
　このご厚意に対し、東京都公園協会 理事
長の飯尾より感謝状を贈呈いたしました。

寄付・募金にご協力いただいた方には、育て
やすい『花のタネ』などを差し上げています。
都立公園・庭園・霊園・イベントなどで募金箱を
見かけたときは、ぜひご協力をお願いします。

平成25年度  寄付者への
感謝状贈呈の報告
●水元グリーンプラザ友の会
●株式会社 鈴木酒販
●有限会社 東京エイドセンター

緑の普及啓発活動・募金活動

株式会社 鈴木酒販様

有限会社 東京エイドセンター様

「東京都都市緑化基金」とは　緑豊かなまちづくりをめざし、都内の民有地の緑
を増やすために、1985（昭和60）年に東京都公園協会内に創設されました。以
来、民間施設の緑化工事やボランティア団体による緑化活動への助成のほか、
都市緑化への理解を広げる普及啓発活動を続け、緑化推進に取り組んでいます。

東京の緑を増やすために取り組んでいる事業

東京を緑でいっぱいに！

街かど緑化支援事業1

平成26年度
2つの事業申請
を募集します
❶街かど緑化支援事業
❷花壇・庭づくり活動支援事業

申請
受付中

●募集期間 7月１日（火）から
●締　　切 第1回 8月29日（金）
 第2回 12月19日（金）

各事業の応募条件ほか詳細は、ホームページを
ご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

検 索東京都都市緑化基金

※申請書はホームページからダウンロードできます。
※助成先・助成金額は審査のうえ決定します。

“街かど”の名に象徴されるとおり、地域
の緑化と景観の向上を目的に、多くの方
が緑を享受できるような公共性の高い接
道部分や公開空地（オープンスペース）、
壁面などに、新しい緑をつくる緑化工事
費の一部を助成する事業です。
※助成対象は施設を所有・管理する企業、法
人、団体などです（個人は対象外となります）。

花壇・庭づくり活動支援事業2東京都内の公共的な場所における緑化活動（花壇や
庭づくり等）に対して、活動費を合計20万円（初年度 
10万円、2、3年目 各5万円）助成する事業です。

病院、幼稚園など7件の緑化事業に
助成を行いました。

69件の小中学校や
団体に助成を行い
ました。

回向院念仏堂　二階部の人工地盤に竹を配した斬新なデザイン。

左：東調布中学校
「花と緑の校庭づくり」
下：経堂小学校
「花いっぱい活動」

nonowa武蔵境　
鉄道の高架下に新たなスペースを壁面緑化で演出。

平成25年度実績

平成25年度実績
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