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石神井公園

フィールドミュージアムとは、従 来の
博物館のように建物内に展示物が入って
いるのではなく、その地 域の自然や歴
史、風土、文化、人々の営みそのものを
博物館とみなし、保全・普及という博物
館的活動を通じて、訪れた人々に地域の
価値を発見してもらいその良さを知って
いただこうという構想です。
このフィールドミュージアムガイドでは、
地域とつながりのある特徴的な自然や歴
史資源が豊富な、23区北西部に位置する
石神井公園についてご紹介しています。
石神井公園とその地域の多様な価値を
知って実際に体感していただき、さらな
る新しい魅力を発見してみてください。

三宝寺池

■ 沿革
三宝寺池の周辺は、江戸時代から景
勝地として有名でした。明治時代にな
り、全国に公園がつくられると、石神
井地域の人たちは当時の東京府に三宝
寺池を公園にするよう要望しますが、な
かなか叶えられませんでした。そこで地
元の力で公園化しようと様々な施設を
つくり、大正時代には日本初の100ｍ
プールや、石神井城跡には人工滝がつ
くられました。
昭和5年（1930）に一帯が「風致地
区」の指定を受け、3年後には石神井
風致協会が設立。その頃には地元をは
じめ多くの人々が「石神井公園」と呼
び、昭和8年（1933）には武蔵野鉄道
（現西武池袋線）の駅名も「石神井」か
ら「石神井公園」に変わっています。そ
して、翌9年には三宝寺池からの弁天
川をせき止め、石神井池（ボート池）
が誕生しています。
昭和34年（1959）3月、このような
経緯を経て、それまでの石神井風致協
会の管理から東京都が管理する「都立
石神井公園」としてあらためて開園しま
した。その時の面積はわずか約5.4ha
でしたが、その後徐々に拡大をはかり、
現在は約22.6haに達しています。
● 開園年月日
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●開 園 面 積

昭和34年
（1959）
3月11日
225,650.03 m2

●所

在 地 練馬区石神井台一・二丁目、
石神井町五丁目
● 問 合 先 石神井公園サービスセンター
☎ 03-3996-3950
〒177-0045
練馬区石神井台1-26-1
●交

通 ①西武池袋線「石神井公園」下車
徒歩7分、
②西武新宿線「上井草」
より長久保行
バス
「三宝寺池」
下車または石神井公園駅行バス
「石神井公園前」
下車 Ⓟ 駐車場
（有料24時間）

1 三宝寺池 浮島付近 2 石神井池畔のサクラ
3 おべんと広場 4 紅葉の三宝寺池
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■ 概要

石神井公園

園内マップ

凡例
お手洗い
トイレ
だれでもトイレ
（多機能トイレ）
障害者等用
駐車場区画

水辺観察園付近

西武池
袋線

オストメイト用
水洗器具など

自動体外式
除細動器（AED）

駐車場

売店

案内所

サービスセンター

野外ステージ

ボート場

石神井公園駅

和田堀公園

石神井池

石神井公園

三宝寺池
社
石神井氷川神社

ベビー
チェア

❶
石神井
井●
火車站之碑
站之碑
之碑
碑

道
士街

富
練馬区立
石神井松の風
文化公園

ベビー
ベッド

石神井公園は井草通りをは
さんで、西側の三宝寺池や石
神井城跡、野鳥誘致林など
の三宝寺池地区と、東側の
石神井池、記念庭園、野草
観察園、B地区などの石神井
池地区にわかれた、東西に
長くのびる公園です。
三宝寺池地区は池とそれを
囲む林があいまって、東京23
区の内とは思えない豊かな自
然に包まれ、静かで落ち着い
た雰囲気に満ちています。
一 方、石 神 井 池 地 区 は
ボート遊びなどができる池を
中心に、三宝寺池地区とは
対照的に明るく開放的な景観
が広がっています。

❷
●

道場寺
場寺
場寺

❻
●●
❺

●
❸ ❹
●

❼
●

旧早
三宝寺
寺
稲田通り 三宝寺
石神井小

公園周辺の

スポット
N

井草高

禅定院
池
池淵史跡公園

川
石神井

❶ 石神井火車站之碑

❷ 石神井氷川神社

❸ 三宝寺

❹ 道場寺

大正4年の武蔵野鉄道石神井駅の
開業を記念し同9年に造立。

石神井城主の豊島氏によって
城の鎮守として創建された。

室町時代の創建で池の名の由来。徳川家
光が鷹狩りの途中で休憩したこともある。

豊島氏の菩提寺で豊島一族の墓と伝わる
室町時代の石塔3基がある。

❺ 練馬
区立 石神井公園ふるさと文化館

❻

❼ 石神井川（蛍橋下流）

❽ ちひろ美術館

練馬区の歴史や伝統文化、自然などを
展示や体験を通して学べる。

竪穴式住居跡、石仏のほか
内部も見られる茅葺住宅などがある。

護岸整備が進み川岸のほとんどが
快適な散策路となっている。

童画家いわさきちひろの作品と
世界の絵本の原画に会える美術館。

練馬区立
石神井公園
ふるさと文化館

井
草
通
り
ちひろ美術館
ちひろ
ひ

新青梅街道

❽
●
り
川通

千

上井草駅

練馬
区立

池淵史跡公園

西武新宿線
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■ 武蔵野台地と湧水

■ 三宝寺池と石神井川

関東平野の南部を流れる多摩川と荒川は、時代によって様々に流れを変えてきまし
たが、その2本の川にはさまれて、埼玉南部と東京北西部にまたがるように形成された
扇状の台地を武蔵野台地と呼びます。
武蔵野台地では、地表面の大半が関東ローム
武蔵野台地の地層と
湧水の模式図
層、その下が砂礫層、さらにその下には、水を
透しにくい粘土質の地層が重なっています。そ
のため、武蔵野台地に降った雨は、地表か
ら地下へと浸み込んでいき、水を透しにくい
雨水の浸透
粘土質層の手前の砂礫層の中に溜まって
地下水となります。そして、この台地の
関東ローム層
崖面や谷頭などでは、砂礫層が地表に
武蔵野礫層
露出し、そこに含まれた水が湧水となっ
（水を透しやすい砂礫層）
ている地点が多く存在しています。

石神井公園の三宝寺池は、かつては
湧水が豊富で「冬でも凍結しない池」と
して知られ、約200ｍ南を流れる石神井
川の主要な水源となっていました。
石神井川の源流は小平市・小金井市
にありますが、練馬区内に入るまでは水
量が少なく、かつて湧水の豊富な時代
には、三宝寺池など区内の湧水を加え
て急激に水量を増し、やっと川らしい様相になりました。川の名称が「小平川」
「小金
井川」ではなく、
「石神井川」であるのは、このためです。
しかし、昭和30年代後半から徐々に湧水が枯れはじめ、昭和46年（1971）には、
中の島（浮島）まで歩いて渡れるほどになってしまいました。現在の三宝寺池は、当時
新設した190ｍの深井戸によって、ポンプで地下水を汲み上げ池水を満たしています。

地下水

湧水

■ 石神井池は人工池

川や水路に
粘土質の地層（水を透しにくい）

■ 武蔵野三大湧水池
湧水が豊富に噴出すると川の水源になったり、その周囲に池ができたりします。武蔵
野台地の海抜50ｍ付近には、谷頭タイプの湧水によって生まれた池が散在しています。
その中でも、石神井公園の三宝寺池は、井の頭池（三鷹市）
、善福寺池（杉並区）と
ともに、武蔵野三大湧水池と呼ばれてきました。
武蔵野三大湧水池は、昭和30年代から40年代のころに、東京の地下水の急激な
減少で十分な水量を湧出できなくなり、現在では、いずれの池でも地下水をポンプで
汲み上げることで池水を満たしています。
三宝寺池
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石神井川（憩い橋下流）

井の頭池

善福寺池

石神井池は、もともとは三宝寺池から流出した水が流れる弁天川でしたが、昭和9
年（1934）
、公園の東端で川を堰き止めて造成した人工池です。
三宝寺池の湧水が枯渇した後、
こちらは１57ｍの深井戸によって地
石神井池
下水を汲み上げてきました。しかし、
平成25年（2013）以降はアオコ対
策のために井戸を停止しており、
現在は以前のように主に三宝寺池
からの流入水で池を満たしていま
す。また、かつて石神井川の水源
となっていた水路は現在では遮断さ
れ、公園の東端で地下の暗渠に流
れ落ちる構造になっています。

■ 水と緑の公園
三宝寺池は面積23,000m 2、池水量34,000m 3、年間平均水深1.48m。石神井池
は面積36,000m 2、池水量42,000m 3、年間平均水深1.17m。このほか水辺観察園や
記念庭園にも小さな池があり、園内の池面積を足すと約70,000m 2 で、これは面積全
体の約30％に達します。
また、植物について見ると陸地には高木7,500本が生い茂り、低木が占める面積は
32,200m 2 になります。こうして見ると、石神井公園は「水と緑の公園」だといえるで
しょう。特に起伏の激しい三宝寺池地区は、急な崖面がすり鉢状に池の近くまで迫っ
ているため、池畔の木道から眺めると園外の建物がほとんど眼に入らず、外界から閉
ざされた独自の景観を形づくっています。
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■ 三宝寺池沼沢植物群落

■ 石神井公園の樹木

自然に恵まれた石神井公園を象徴するのが三宝寺池沼沢植物群落です。池の中に
ある中の島（浮島）
を中心に、昭和10年（1935）
に国の天然記念物に指定されています。
氷河期からの残存植物と言われるミツガシワをはじめ、カキツバタ、コウホネ、ハン
ゲショウなど、主に北方系の親水性植物が群落をなしています。ただし、群落の中に
は指定時には存在したジュンサイ、ヒツジグサ（和種スイレン）などのように、環境の
変化で池から姿を消してしまったものも少なくありません。

石神井公園の樹木の特徴はクヌギ、コナラなどの、いわゆる武蔵野の雑木林を構成
する樹木が豊富にあることです。これは、石神井公園がもともとの自然林を基礎として
つくられた公園であることを示しています。
サクラ類では、サービスセンター脇からさくら広場にかけてのソメイヨシノの並木のほ
か、野外ステージ上の飛び地のヤマザクラの巨木、B地区のサトザクラ類なども楽しめ
ます。また、池畔ではアジサイやメタセコイア、ラクウショウなど親水性の樹木群が水
面に写って、美しい景観をなしています。

三宝寺池沼沢植物群落

ミツガシワ
ハンゲショウ
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コウホネ
カキツバタ

クヌギ・コナラ

ソメイヨシノ

ラクウショウ

アジサイ

■ ねりまの名木
練馬区は平成6年（1994）に、一般の住宅、寺社、公園などにある大木や古木の
中から107件を選び、ねりまの名木に指定しました。その時、石神井公園からは15件
が登録されました。所有者1件当たりの登録としては最高件数で、石神井公園の3倍
近い面積をもつ都立光が丘公園の登録件数が5件であったことからも、石神井公園に
残されている自然の豊かさがうかがわれます。
しかし、古木、大木を菌類の侵入などから守って健全に保ち、さらに、台風や雪な
どの被害から逃れるのは至難の業で、指定時から現在までの間に練馬区全体では20
数本の名木が姿を消しています。石神井公園内でも記念庭園のコブシ、野鳥誘致林の
アメリカスズカケとユリノキが失われてしまい、現在は12件が残っています。
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■ 公園の野鳥たち

■ 生物多様性保全への取り組み

石神井公園には様々な野鳥が訪れます。その数は130種類ほどです。
まずは公園で一年中見ることのできる鳥で、このように同じ地域にいる鳥を留鳥とい
います。ただし、留鳥は、品種全体として一年中同じ場所にいるということで、その中
の個体は移動している場合もありますが、それを確かめるのは困難です。代表種には、
カルガモ、カイツブリ、バン、カワウ、ダイサギ、アオサギ、ゴイサギ、コサギ、オオタカ、
ツミ、カワセミ、コゲラ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ヒヨドリ、シジュウカラ、メジロ、
オナガ、ムクドリ、カワラヒワ、キジバトなどがいます。
また、日本よりも南の地域から夏に訪れる鳥を夏鳥といいます。夏鳥の場合は、より
涼しい山岳部を最終目的地として、23区内などでは旅の途中で短期間を過ごすだけの
鳥もいます。石神井公園で見られる代表種には、ツバメ、イワツバメ、カッコウ、オオ
ヨシキリ、コアジサシ、アオバズクなどがいます。日本よりも北の地域から冬に訪れる
鳥を冬鳥といいます。石神井公園で見られる代表種には、マガモ、オナガガモ、ハシ
ビロガモ、コガモ、トモエガモ、ヨシガモ、オカヨシガモ、キンクロハジロ、オオバン、
ハヤブサ、ノスリ、チョウゲンボウ、モズ、キレンジャク、ヒレンジャク、エナガ、アオジ、
ウグイス、ルリビタキ、トラツグミ、ツグミ、などがいます。
これらのほかにも、日本より北の国から南の国への渡りの途中で立ち寄る旅鳥のホト
トギス、ヨシゴイ、ミゾゴイ、ササゴイ、アマゴイなどや、外来種のペットが野生化し
たコジュケイ、ワカケホンセイインコ、ソウシチョウなども園内で観察されています。

石神井公園での生物多様性の保全への取り組みでは、池の水質の浄化、固有植物
の保全、固有動物の保全を一体的に進めています。
池の水質の浄化については、三宝寺池と石神井池を中心に、水質調査、地下水の
揚水量調査、池の水位等の調査を継続して行い、池水の状態を常に把握して、今後
への対策を進めています。
固有植物の保全については、三宝寺池の沼沢植物群落を中心に、学識経験者など
の意見を参考にしながら、現存の固有植物を保全、増殖させています。それと同時に、
外来種であるキショウブや外来スイレンなど外来種を除去することで固有の生態系を
守っています。
外来生物駆除
固有動物の保全につい
ては、日常的な草刈りや
樹木の剪定などでも、植
物を棲家として生きる昆虫
類などの動物にできるかぎ
り配慮しながら、作業を
進めています。それと同時
に、ブルーギル、オオグチ
バス、カミツキガメ、ミシ
シッピアカミミガメ、アメリ
カザリガニなど外来種を駆
除することで、固有の生
態系を守っています。

アオサギ

一日水族館（外来生物を知る）

カルガモ
ハクセキレイ

エナガ
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カワセミ

モズ
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■ 姫塚と殿塚
三宝寺池北側の崖上には、
姫塚と殿塚が並んでいます。
姫塚は江戸時代の切絵図に
は照日塚として載っています。
三宝寺の住職で照日上人と呼
ばれた僧の墓だったという、今
とは別の伝承もあったようです。
明治時代の遅塚麗水（ちづ
姫塚
殿塚
か れいすい）という作家が書
いた歴史小説『照日松』
（てる
ひのまつ）の中に、石神井城主・豊島泰経の娘の照日姫という架空の姫君が登場する
ところから、照日塚は、太田道灌に敗れた豊島一族の悲劇の姫君を祀る塚だという新
しい伝承が生まれ、いつしか姫塚と呼ばれるようになりました。
殿塚は以前にはもっと北側にあった無縁の塚が、石神井城の落城と運命をともにし
た城主・豊島泰経を祀る塚という新しい伝承となって、現在地に移動されたものです
（史実では、城主・豊島勘解由左衛門尉は石神井城から脱出しています）
。

石神井城跡の土塁と空堀

■ 石神井城跡
三宝寺池東南の崖上には、東京都
の史跡に指定されている石神井城の
主郭跡があり、通常は遺構の保護の
ためにフェンスで閉鎖されていますが、
石神井城址の碑
フェンス外からでも土塁と空堀の段差
がはっきりと確認できます。
また、三宝寺池の西端から南の石神井川に向けて60mほどの直線的な道路と宅地
が伸びています。ここが城の西端だったところで、昭和28年（1953年）に平坦に改修
されるまでは、こちらにも土塁と空堀の段差が残っていたそうです。
石神井城は中世城郭と呼ばれる小規模な城の一つで、築城は鎌倉時代後期から室
町時代中期にかけての頃だとされています。室町時代の文明9年（1477年）に太田道
灌に攻められて落城し、その後に破却されたと伝えられています。

■ 城主豊島氏
石神井城の城主は桓武平氏の流れをくむ豊島氏で、もともとは武蔵国豊島郡の東端
（現在の北区）のあたりに拠点をもったところから、豊島の名字を名乗るようになりまし
た。それが豊島郡の西端である現在の練馬区一帯にまで関わりをもつようになったの
は、鎌倉時代後期の頃のようです。
太田道灌との戦いに敗れ、石神井城を失った最後の城主は、史料の上では豊島勘
解由左衛門尉（かげゆざえもんのじょう）という官職名だけが残されていますが、通称
では豊島泰経（やすつね）と呼ばれています。
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■ 厳島神社・穴弁天・水神社
三宝寺池の南側池畔には、厳島神社、穴弁天、水神社が並んでいて、池の景観に
風趣を添えています。公園の一部のように見えますが、実際には隣接する氷川神社の
敷地で、公園とは別の管理になっています。
厳島神社は江戸時代には弁天堂として切絵図や紀行文に載っており、三宝寺池から
流出していた弁天川の名の由来になっていました。それが、明治以降になって厳島神
社に変わったものです。つまり、弁財天という仏教系の神から、日本固有の神道系の
神を祀る社（やしろ）に変わったわけです。
穴弁天には宇賀神という神が祀られています。宇賀神というのは、顔が老人で体は
トグロを巻いた蛇の姿をしている民俗的な神です。
厳島神社、弁財天、宇
賀神、水神のいずれもが、
厳島神社
そして、それらの敷地所
有者である氷川神社も、
すべて水に関わりの深い
神たちです。つまり、三
宝寺池が灌漑や生活用水
の源であった時代に、池
水を大切にする地元民の
心情がもととなって、これ
らの神々を祀るようになっ
たのだといえましょう。
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