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小金井市緑調査マップ
1～49の赤枠区分を2等分し、それぞれAとＢとし、1-Aから49-Bとした。
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0606a01 貫井北町 3丁目の梨園の花 

小金井市に唯一あるナシ園の花。この辺り

は中央線の北側、小金井街道の西側で市内

唯一の広々として光景が広がっている。近

くにカキ園、キウイ園、ウメ園、クリ園が

ある。 

0606a02 小金井用水暗渠 

歩道の下は小金井用水(分水)の暗渠部。

301970 年頃までは、砂川用水からとうとう

と水が流れていた。現在水は流れていな

い。2006 年４月 17 日撮影。 

  

0606a03 貫井北町 3丁目北西に続く小道 

暗渠部に沿って植え込みがあるが、狭くて

通りにくい。奥にはハナミズキの林が展開

する。この北西に続く道は楽しい。是非小

金井の特別遊歩道として、残したい道だ。 

0606a04 ハナミズキの林床 

貫井北町3丁目の小金井分水に沿って北西

に続く道(昔は遊歩道)脇のハナミズキの

林床には、外来種のヒメオドリコソウが繁

茂している。2006 年 4 月 17 日。このよう

な林床は多い。 

  

0606a05 ハナミズキの林 

桜の季節が終わるとハナミズキの花の季

節となる。この道を少し行くと、視界が開

け、カキ、キウイ、ウメの果樹園が広がる

広い空間。正面には玉川上水の「ケヤキ」

並木が見える。桜並木ではない。 

0606a06 小金井用水分水地点あたり 

砂川用水は枯れている。古老に聞くと、昔

はこのあたりで水浴びを楽しんでいたと

いう。水はとうとうと流れていたようだ。

西側に農家と屋敷林が今でも何軒かなお

こる。貴重な武蔵野の風景が展開する。 

 



  
0606b01 競技場通りにある屋敷林 

競技場通りを玉川上水から南に下ると須川用

水を渡る。その南にある屋敷の屋敷林。土塀

も美しい。写真土塀が終わった右が砂川分

水。水は流れていない。 

 

0606b02 ゆずりは公園 

競技場通りに面してあるゆずりは公園。市営

住宅の東隣。夏に行くと鬱蒼としている。もう

少しまめに刈り込むと美しい公園になるのだ

が、手入れをする予算がないのか、ボランティ

アがいないのか・・・ 

  
0606b03 はなの木通りのハナノキ 

小金井一中北側のはなの木通り。四月初旬

の風景。もう少しではなの木が咲く。 

真っ直ぐな通りで、明るい。中学生には良い

心理効果を与えるだろう。 

0606b04 一中西の農園 

一中横に奇跡的に残っている農園。空が大き

い空間。すがすがしい明るい空間。 

こういった広い空間は、子ども達の深層心理

に良い刺激を与えるだろう。 

  
0606b05 はなの木通りの植木園 

手入れが行き届いた、洋風公園風の植木

園。このような植木屋さんの風景を人々はあ

まり意識しないだろうが、街に緑を供給してく

れている。また貴重な雨水浸透面を残す。 

0606b06 きりの木公園の水路 

きりの木公園を貫く砂川分水。水が流れてい

ないのが、趣ない。三面コンクリート張りも風

情がないが、それでも、貴重な公共空間を与

えてくれる。公園と水路共に大事にしたい。 

 



  

小金井公園の八重桜 0607a1 
撮影したのは 2006 年 4 月 15 日。八重桜
は 7分咲き。荒川の嵐山という山桜系の桜
も咲いていた。ムクドリが多い。 

小金井公園の西南端 0607a2 

小金井公園の西には小金井街道が通ってい

るが、小金井街道に沿って大きな屋敷があ

り、ケヤキ、タケ、アオキなどが鬱そうと生えて

いる。 

  

小金井公園南外側の遊歩道１0607a03 

小金井公園南の塀に沿って遊歩道が展開し

ている。小金井街道近くには、アオキやケヤ

キが植わっている。 

小金井公園南外側の遊歩道 20607a04 

遊歩道の郷土館入り口近くは、お茶の木と桜

が植わっている。 

  
小金井公園南五日市街道 0604a05 

小金井公園の郷土館を南に向かって、五日

市街道を渡る横断歩道。道の向こう側には玉

川上水の遊歩道が続いており、桜の古木がま

だ残っている。 

小金井公園南の交番と酒屋 0604a06 

昔からある郷土館入り口の大黒屋内田酒店。

昔、小金井公園に来る人々はここで飲み物を

買った。交番もある。 

 



  

砂川用水緑町商店街 0607b01 

砂川用水の周りにはまだ緑が残っている。

この辺りは三面コンクリート張りではな

い。 
 

桜町一丁目の新興住宅 0607b02 

この辺りの新興住宅には、ほとんど庭はな

い。しかし、道に面して緑の垣根等の工夫

がある。 

  

桜町一丁目の屋敷林 10607b03 

桜町一丁目の鈴木氏宅の鬱蒼とした屋敷

林。いつまで、この屋敷林が残るだろうか。

少しずつ周りが駐車場になっている。 
 

桜町一丁目の屋敷林２0607b04 

鈴木氏邸の屋敷林を北側から見た写真。 

  

玉川上水脇の遊歩道 0607b05 

玉川上水脇の遊歩道には、桜の木と林床に

は菜の花が植わっていた。 
 

桜町一丁目サワラの大木 0607b06 

一本のサワラの木が街のアクセントとな

っている。 

 



  
平右衛門供養塔 0508a01 

玉川上水に小金井桜を植えたのは武蔵野の

新田を開拓した川崎平右衛門である。海岸

寺には桜の碑があるが真蔵院には供養塔が

ある。史跡を楽しみながら散歩を。 

法政大学ナノテク研究所 0508a04 

浴恩館公園に隣接する桜のきれいな場所だ

ったが、研究所ができるときずいぶん伐採さ

れてしまった。金網が気になるがそれでも春

の桜は十分楽しめる。 

  
浴恩館公園 0508a02 

下村湖人の小説「次郎物語」の舞台であり、

現在は市の文化財センターになっている建

物がある公園だが、ひんやりとして静かで

ある。モミジが多く紅葉も楽しい。 

浴恩館公園 0508a03 

浴恩館の建物の庭園には池があり、中央線

以北では池のある公園はほとんどない。流れ

出す水に桜の花びらが浮かび、散歩の途中

で休憩するのにぴったりの場所だ。 

  
農地と林 0508a05 

下山谷通りに面した大きな農家だ。広々とし

た畑と、その北側にある立派な林は典型的な

武蔵野の農家の姿である。シダレザクラが今

年の農作業の開始を告げる。 

山ノ神 0508a06 

農家は自分の敷地内や数件共同で豊作を祈

って神社を持っている。この神社は住宅地の

間にひっそりと忘れられたように建っているが

左側のモミノキが立派だ。 
 



  

玉川上水0508b02 

上水の南側の歩道は土の裸地で通る人も多

く踏み固められている。所々、近所の人た

ちが草花を植えている。終わりかかったサ

クラの下でチューリップが満開だ。 

ニリンソウ0508b03 

上水の北側、柵の内側にニリンソウの群落

がある。上流から流れてきた種が此処で根

付いたとも言われているが、今や、柵を越

えて歩道まであふれている。 

  

611番 0508b06 

玉川上水沿いの小金井桜は市民グループが

保存のための活動をしている。全ての樹に

番号を付けて監視しているが、この６１１

番のサクラの状態は特に痛々しい。 

砂川用水0508b04 

この辺りは砂川用水の跡が残っている。日

陰で単なる窪地だけの所もあるが、日の当

たる場所では春になると緑の帯となりハナ

ナの群落やレンギョウの生垣がきれいだ。 

  

五日市街道沿い0508b01 

関野町には昔ながらの植木屋さんが多い。

小金井公園に東京都の公園や街路樹のため

の苗圃があった関係だが、五日市街道沿い

にも何軒か並んでいる。 

雑木林0508b05 

小金井公園の弓道場の裏を回って東へ延び

る畑の間の小径は武蔵野の面影が残ってい

る場所だ。畑の脇に手入れのされていない

が雑木林が残っている。 

 



  
関野橋東0509a01 

橋の東側である。ケヤキが十分に大きくなりか

つての桜並木を記憶する人はどんどん減って

いく。この姿が美しいと感じる世代が大勢をを占

めていく。 

砂川用水0509a02 

かつての用水の面影が色濃く残っている一帯

である。雑草を刈ったり花を植えたりと用水を残

そうとしている所もあれば隣接する住宅のため

に埋められている所もある。 

  
屋敷林0509a03 

立派な屋敷林がそのままの形で残っていて見

事だ。敷地の中を対角線に砂川用水が走って

いて南側は畑になっている。なんとか残って欲

しい小金井の原風景である。 

緑道0509a04 

築樋の北側にある緑道。ここもかつての用水跡

なのだろうか。東へ行くと武蔵野市の上水南公

園に繋がっている。この斜面の下は仙川であ

る。 

  
梶野通り 0509a05 

マンションや公団などの大規模住宅の道路沿

いに緑地があると通りの舗道が快適な道にな

る。此処はクヌギやコナラが混在していて木漏

れ日が気持ち良い。 

築樋交差点0509a06 

この数 100 メートルの築樋跡の散策を楽しんで
いる人は多い。隣接する住民達も草花を植えた

り遊び場にしている。このコンクリートの橋の下

を仙川が横切っている。 
 



  
0511a01 貫井北町 3 丁目 

ｻﾚｼﾞｵ学園沿いの並木。 

 

0511a02 学芸大学北門前交差点 

小金井市には桜の木が多い。ここは学芸大

学の北門だが学校らしい立派なｿﾒｲﾖｼﾉが数

本ある。 

 

 

0511a03 貫井北町 4 丁目 

北大通、小金井市総合グランド沿いのｿﾒｲﾖｼ

ﾉ桜の並木。小金井市の桜の保存状況やどこ

にどの種類の桜があるか。手入れはどのよう

になされているのか、痛んだ桜をみると気に

なる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



  
0511b01 背の低い街路樹 

新小金井街道、学芸大学角を少し北に進み

東に入った住宅地の街路樹。自動車道と歩

道が低い街路樹（ﾂﾂｼﾞなど）で仕切られてい

る。夏、日陰にはならないが、見通しが良く、

昨今の安全を考えると、これからの並木の良

い例になる。 

0511b02 貫井北町 3 丁目 

公務員住宅と一般住宅の区別のためのﾛ-ﾀﾘ

-なのか。ｿﾒｲﾖｼﾉが 2 本あるのみ。 

  
0511b03 貫井北町 3 丁目 

住宅地の中にある畑。いつまでこのまま残っ

ているのだろうか。 
 

0511 04 仙川沿いの桜並木 

ｿﾒｲﾖｼﾉの見事な並木。古い建物、流れのな

い仙川。そのなかで、けなげにｿﾒｲﾖｼﾉが咲

いている。あまり管理されていないようだが、

保存の価値があるのではないか。 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

0612a01 本町住宅北辺の林 

この写真の奥、斜面の上には小金井用水の

水路がある。現在水は枯れている。斜面林に

は、ネズミモチ、ニッコウヒバ、クヌギ等があ

る。 

0612a02 本町住宅の広場のヒマラヤスギ 

本町住宅には大きな広場が 2 つ有り、ハナミ

ズキ、ケヤキ、ヤマボウシ、サクラなどが植わ

っている。この写真は貯水塔の周りのヒマラヤ

スギ。 

  

0612a03 本町住宅団地の前の花畑 

本町住宅の団地の各棟の南側は、皆様子が

違う。この棟の前では、花木を中心としたガー

デニングが行われている。他の棟では草本を

中心としたモノ、低木を中心としたモノがあ

る。 

0612a04 団地の前のマテバジイなど 

各棟の前の通りの樹木も皆違う。この写真で

は、マテバジイを中心に、スズカケノキ、サク

ラ、イチョウ、ヤマボウシが植えてある。 

  

0612a05 仙川沿いのメタセコイヤ 

本町住宅の南側を流れる枯れた仙川とメタセ

コイヤ。冬には葉が落ち、春にはみずみずし

い葉が萌える。 

0612a06 トチノキ 

この棟の東南の角には、トチノキが植えられ

ていた。他にスモモの木もある。樹種が違うの

が楽しい。 

 



 
 

0612b01 北大通りのユリノキ並木 

北大通り郵便局本局を西から臨む。ユリノキ

の並木道。冬には落葉して道は明るいが、夏

には大きな葉を付ける。ただし、適当に刈り込

みがしてあるので、横にあまり広がらない。  

0612b02 ユニノキの看板 

北大通り郵便局本局近くにあるユリノキの説

明板。 

  
0612b03 北大通りに面して残る栗林 

郵便局本局近くにある、この辺では最後の北

大通りに面した栗林。小金井は昔栗の名所だ

ったが、その貴重な名残か。ただし、栗の木

は若い。 

0612b04 郵便局近くの駐車場 

郵便局本局前にある駐車場に残る、シラカシ

の木。かろうじて駐車場に残っていたのは、

夏に家の前が日陰になるからか。いつまでも

残してもらいたい。 

 
 

0612b05 仙川沿いのイトスギ 

最近イトスギを狭い敷地に植え込むことは多

い。横に広がらず、繊細な葉は、威圧感がな

い。獅子これは外来種。園芸種は美しいが、

武蔵野の植物アイデェンティティは、どこに行

ってしまったのか？ 

0612b06 上水公園南のイチョウ 

上水公園南に樹冠を刈られ、丸坊主になっ

たイチョウ並木。大木になると、落ち葉の処理

が大変なせいか？ しかし、情けない姿だ。

人間様の勝手で、街路樹は奇形に刈られる。 

 



  
0612b07 上水公園北東角の公園 

上水公園は運動場だが、その北西角に植樹

された公園がある。上水公園運動場が臨め、

開かれた空間がうれしい。辺りは桜の名所で

もある。 

0612b08 築樋遊歩道に沿った竹林 

築樋に続く小金井用水は暗渠になっている

が、楽しい遊歩道でもある。竹林を持つ屋敷

林があるが、伸び放題になっているのが、悲

しい。 

  
0612b09 築樋から仙川東側を見る 

昔は築樋から仙川に水を落としていた。水路

の立体交差地点。小金井の文化史跡といっ

て良いところ。梶野町にももう一つ築樋があ

る。 

0612b10 築樋の説明板 

この看板がないと、だれも、ここが江戸時代に

水路が立体交差していた当時の土木技術を

駆使して作られた珍しい場所とは誰も気づか

ないだろう。 

  
0612b11 築樋近くにある家庭菜園 

周りは家ばかりなのだが、奥まったところの傾

斜地に、耕作地を見つけた。傾斜地の耕作

地は、いつも絵になるから不思議だ。このよう

な場所は、是非残したい。 

0612b12 築樋遊歩道 

今は暗渠の遊歩道になってしまった小金井

用水がかつて流れていたところ。70 年代まで

は、水が流れていた。右手の森は本町住宅

(団地)の縁の斜面林。ニッコウヒバやネズミモ

チがある。 

 



  
0613a01 桜町 1丁目にあるわずかな畑 

桜町 1 丁目に残された最後の畑？ 小金井

は、緑が多いと言うが、住宅地域では土面は

ほんのわずか５％程度か？ 樹木は上に樹

冠が広がるので、緑が豊かに見えるだけ。 

0613a02 大尽の坂 

桜町病院の前の道を少し下ると「大尽の坂」

の表示がある。この道は小金井の古道だっ

た。もう少し、道周辺に緑の多い、趣のある道

であったらと思う。歴史的な道は、もっとその

景観を大切にしたい。 

  
0613a03 桜町 1丁目 14 番地のしだれ桜 

あまり目立たないところに咲いている、横町奥

の駐車場から見えるシダレザクラ。目立たな

いところで、堂々と咲いているので、山里風で

趣がある。 

0613a04 桜町 1丁目シラカシの並木 

シラカシの並木道は、むかし市内に割合あっ

たと思うが、最近では珍しい。ドングリが実る

常緑樹は、元気をくれる。リズムがある。道の

脇にあるので、ドライバーには迷惑だが、武

蔵野特有の一つの景観を提供している。 

  
0613a05 本町 4丁目アパートの植栽 

長方形の本町 4丁目アパートの周りには長円

型の遊歩道があり、植木の植栽と共に、ヨーロ

ッパ的な遊び観がある景観を与えている。 

0613a06 本町 4丁目 15 番地の空き地 

数少ない芝の空き地。ここが駐車場になって

いないことは奇跡だ。こんな空き地はもう周り

にない。傾斜地形が、美しさを添えている。 

 



  
0613a01 桜町 1丁目にあるわずかな畑 

桜町 1 丁目に残された最後の畑？ 小金井

は、緑が多いと言うが、住宅地域では土面は

ほんのわずか５％程度か？ 樹木は上に樹

冠が広がるので、緑が豊かに見えるだけ。 

0613a02 大尽の坂 

桜町病院の前の道を少し下ると「大尽の坂」

の表示がある。この道は小金井の古道だっ

た。もう少し、道周辺に緑の多い、趣のある道

であったらと思う。歴史的な道は、もっとその

景観を大切にしたい。 

  
0613a03 桜町 1丁目 14 番地のしだれ桜 

あまり目立たないところに咲いている、横町奥

の駐車場から見えるシダレザクラ。目立たな

いところで、堂々と咲いているので、山里風で

趣がある。 

0613a04 桜町 1丁目シラカシの並木 

シラカシの並木道は、むかし市内に割合あっ

たと思うが、最近では珍しい。ドングリが実る

常緑樹は、元気をくれる。リズムがある。道の

脇にあるので、ドライバーには迷惑だが、武

蔵野特有の一つの景観を提供している。 

  
0613a05 本町 4丁目アパートの植栽 

長方形の本町 4丁目アパートの周りには長円

型の遊歩道があり、植木の植栽と共に、ヨーロ

ッパ的な遊び観がある景観を与えている。 

0613a06 本町 4丁目 15 番地の空き地 

数少ない芝の空き地。ここが駐車場になって

いないことは奇跡だ。こんな空き地はもう周り

にない。傾斜地形が、美しさを添えている。 

 



  
浴恩館通り0514a05 

この辺りは南北に延びる通りが 2 本ある。
下山谷通りと浴恩館通りであるがどちらも

生垣が多く、大きなケヤキもあり散歩する

のが楽しい。 

下山谷通り0514a06 

クルマの往来も少なく、散歩に気持ちの良

い道である。道の両側に大きな畑が点在し、

古くからある民家には樹木も多く庭で草花

を楽しんでいる家も多い。 

  
屋敷林0514a03 

古くからある農家の建物の北側には大きな

屋敷林が残っている。カシやシイなどの常

緑樹や竹林が鬱蒼とした林を形成し、裏手

の空き地から眺めると実に立派だ。 

植木の庭0514a04 

手入れの行き届いた庭木が人目を引く。こ

のように丁寧に剪定された植木の庭は数少

なくなってしまったが、散歩の途中、角を

曲がると現れる姿がうれしい。 

  
緑小のビオトープ0514a02 

校舎の裏手の一角に生徒達だけで管理してい

るビオトープがある。やって来る鳥や虫の情報

を壁に貼り、みんなで自然を楽しんでいる。 

仙川添いの緑地0514a01 

水の流れのないコンクリートの溝の脇にある緑

地。フェンスを取り払い、緑地と道を一体化し、

少し努力をすれば気持ちの良い場所になりそ

うだ。 
 



  
ケヤキ 0514b01 

農家の屋敷林はどんどん姿を消していくがこの

庭に残ったケヤキは剪定もされず、立派な枝

振りで遠くからでもよく見える。 
独立したケヤキの大木も小金井の特徴だ。 

亀久保緑地0514b02 

この辺りに唯一残っているコナラなど落葉樹の

雑木林である。しかし、ゴミを捨てたり夜まで騒

ぐ人がいるとかで鍵をかけている。中にはドン

グリが一杯落ちている。 

  
仙川0514b03 

緑を見ながら散策していると、何度もこのような

コンクリートで固められた空堀の仙川を渡る。

なんとか緑の土手に再生できないだろうかと思

わずにはいられない。 

畑の土0514b04 

大きな畑がこれからの野菜栽培に向かって整

地されている。近所が一面畑だった頃、春先の

風で関東ローム層の黄色い砂塵が家の中まで

入ってきたのが懐かしい。 

  
屋敷林051405b 

緑町や梶野町はまだまだ農家が元気で、畑も

多く屋敷林も残っている。ずいぶん宅地化が

進み、戸建てやマンションが増えているが是非

残って欲しい緑だ。 

東大通りのハナミズキ 0514b06 

小金井は様々な種類の街路樹があるが、この

中央線北側のハナミズキはかなり淋しい。美し

い景観を作るわけでもなく日陰を作るでもなく、

排気ガスにあえいでいる。 
 



  
市杵島神社0515a01 

緑町、梶野町のこの地区の鎮守様はこの市杵

島神社である。シラカシが通路に並んでいて

反対側は水源だ。特別立派な森ではないが、

私の初詣はいつも此処だ。 

二本松0515a02 

市杵島神社への参道の入り口に当たる梶野通

りには二本の松が目印となっている。通りの目

印となる独立した松の木は地蔵通りなど他にも

あったが今はほとんどない。 

  
梶野通り 0515a03 

梶野通りの街路樹はムラサキハシドイと月桂樹

が交互に植えられているが東大通りのハナミズ

キ同様景観的に少し淋しい。下のレンギョウの

植え込みはきれいだ。 

植木畑のサクラ 0515a04 

数ある植木畑はいろいろなものが植えられて

いて、季節ごとに多彩な表情を見せる。ここは

桜とドウダンツツジで、春は明るく華やかな感じ

がする。 

  
瀧島家の緑地0515a05 

手前はケヤキが多く奥の方はクヌギ林で春はヒ

メオドリコソウで一杯だ。その奥に大きな桜と桐

の木があり、古い農家の立派な屋敷林が続い

ている。ぜひ残しておきたい。 

果樹園の下草0515a06 

梅や栗など果樹を栽培している方の話を聞く

と、畑の中にゴミを投げ捨てるので困るそうだ。

だが、この栗林は下草にハナナが満開で、そ

んな気にはなれないと思う。 
 



  
梶野町の築樋0515b01 
案内板と大きなケヤキの入り口を入っていくと、

両側は植木畑と竹藪で、そこを過ぎると民家が

隣接しているが畑などもあり、この辺りで代表

的な散策コースである。 

瀧島家の屋敷林0515b02 
実に見事で何としても残したい屋敷林である。

シイやカシの常緑樹、ケヤキ、クヌギなどの落

葉樹、それにモミジ、ホオノキなどもあり季節ご

とにそれぞれ美しい。 

  
長昌寺のメタセコイア 0515b03 
この辺り、神社が市杵島神社ならお寺はここで

ある。境内に入るとアカマツやシダレザクラ、立

派なモミジがあるが、裏手に回ると見事なメタ

セコイアの並木がある。 

遊歩道0515b04 
ここは以前は何だったのだろう、きれいな石畳

とベニカナメの生垣がある。そして舗道の真ん

中に大きなケヤキが何本も並んでいる。一本

は市の保存樹木の札がある。 

  
ユリノキの街路樹0515b05 
駐車場とマンションに続く道の片側に並んでい

るユリノキ。小金井公園の立派なユリノキと比べ

ると、剪定のしすぎであまりにも貧弱で樹がか

わいそうな気分にる。 

ウコン 0515b06 
桜といえば小金井公園と玉川上水、となるが個

人の家の庭にもずいぶんあって、近所を散歩

するだけで十分花見ができる。これはちょっと

異色な緑のウコン。 
 



 

 

くぬぎ橋通りの歩道0516a01 

この通りは武蔵野市であるがこれだけゆったり

した歩道は小金井市では東八道路以外にな

い。桜並木の間にベンチが置かれていて、ゆ

っくりと花見ができる。 

 
 
 
 
 

 

 

仙川水辺公園 0516a02 

桜堤団地内の公園。団地の雨水と玉川上水か

らの誘水で雑木林の雰囲気を作っている。小

金井市の仙川もこんな風に変えられたら素晴

らしいと思う。 

 
 
 
 
 

 

 

桜堤団地中央公園 0516a03 

団地の一角にあるビオトープ公園。これも仙川

を公園にしたものでこの流れは上の写真の仙

川水辺公園へと続いている。水質を調べてみ

たら悪くはなかった。 

 
 
 
 
 

 



  
0518a01 交差点の楢の大樹（１） 

新小金井街道の渋滞ポイント、自動車では一

瞬の風景だが、徒歩で眺めると大樹の緑は迫

力がある。 

 

0518a02 交差点の楢の大樹（２） 

視点を変えて見た交差点脇の大樹風景、 

信号待ちの一時を楽しませてくれる緑の隊列

がある。 

 

 

0518a メタセコイヤ広場 

春のメタセコイアの若葉は特に美しい。 

３本の大樹が中間ゴミ処理場の雰囲気を和ら

げている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
0518b01 生垣と宅地内植込み、 

生垣と植込みが、市内に緑が多いと感じさせ

ている。町の景観の質を高め、緑の香り高い

まちづくりに欠かせない。 

 

0518b02 植込みが美しい町通り 

植込みや、生垣の緑のある住宅地 
 

  
0518b03 東京学芸大学の正門前通り 

桜並木と緑の中央分離帯が道路の緑が心を 

和ませてくれる。新小金井街道の桜並木と。

大学キャンパス内の樹木が、重厚な緑の豊か

さを感じさせる。 

0518b04 大きな宅地林 

大きな農家の宅地林、未だ小金井のあちこち

に残っている豊かな緑の風景の一つ。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

0519a01 貫井北町の畑 

広い畑に冬野菜が少し芽を出していました。 

 

0519a02 中間処理場の前の緑地 

前を通り過ぎるとき、たてものにきづかないほ

どです。緑はよいものだと思います。 

 
 

  

0519a03 西側から小金井駅方面 

駅周辺になるとぐっと緑が少なくなります。今

は高架工事のためもあるのでしょうけれ

ど・・・。 

0519a04 ナンジャモンジャ通り 

北と西との曲がり角から北方向。 

北のほうにナンジャモンジャの樹があります 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
       

0519a05 ナンジャモンジャ通り 

北と西との曲がり角から西方向。 

若い桜の並木です。 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

0519b0１ケヤキの樹列‐１ 

数少なくなった立派なケヤキの縦列です 

0519b02 ケヤキの樹列‐２ 

電柱と電線が景観という目からはのびのびし

ない窮屈さを感じます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 

 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

。 

 

 

 



 

  

0520a01 小金井駅東側の苗木畑 

結構大きい樹が多く、緑を感じさせるところで

す。 

 

 

 

0520a02 エゴノキ緑地 

ビルの隙間の、狭い、暗い緑地でした。 

  

0520a03 無題 

ビルの隙間のなんともいえない空間。 

ひょっとするとこれも「緑地」なのかと思って写

真をとりました。 

 

0520a04 小金井街道 

北側からの駅方面です・・・市内でも有数の緑

の少ない地帯です。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

0520b01 竹の緑の裏通り 

柔らかな緑を感じる道です 

 

 

 

 

0520b02 小公園 

「子供の広場」・・・狭く不思議な空間・・・誰も

遊んでいませんでした。 

 

  

0520b03 もみじ公園 

少し暗い感じの小公園。気づきにくいせい

か、誰もいませんでした。 

0520b04 緑中央通り 

マンションの前に大きな旧家の屋敷林がこん

もりと残っていました。 

 

 

  

0520b05 緑中央通り 

小さな竹やぶとかわいい緑の小径がありまし

た。 

 

 
 

0520b06 ジャルダンデュミリュエール 

ちょっとおしゃれな看板のいかにも小さい公

園でした。 

 

 

 
 



  
下山谷通り 0521a01 

ツゲやヒイラギなど、生垣があると細い道

は静かで気持ちの良い佇まいとなる。特に

古くからある通りは生垣が多く、垣根越し

の柿やコブシが季節を彩っている。 

トンネル栽培0521a02 

春先、土埃が舞うことはないがトンネル掛けが

してある畑。何を植えているのか、そばまで行

かないとよく判らない。ここの生垣は珍しくコブ

シである。 

  
マンションの緑地0521a03 

表通りに面したマンションの緑地。ここは通行

人のためにベンチが設置されていて今風なの

か植栽もラベンダーやタイムなど、ハーブがメ

インになっている。 

踏切脇のハナモモ 0521a04 

中町の踏切脇は八重のハナモモが満開で実

に華やかだった。通る人は足を止め枝をそっと

持っていった。ある日工事の資材置き場になり

あっという間に消えてしまった。 

  
横町の植裁0521a05 

サクラ、コブシ、サルスベリ、カイドウにヤマブ

キ、ツルバラ等、そして鉢に植えられた様々な

花…。特別な配慮はないがこれだけ揃うと豊か

な気持ちになる横町だ。 

コニファ 0521a06 

最近の流行なのかコニファの植木畑がずいぶ

んと増えてきた。ヒバやカイズカイブキの他に

洋種の園芸用がずいぶんと植えられていてし

ょっちゅう移動がある。 
 



  
眺めの良い畑0521b01 

この辺りは大きな農家が多く春先までの裸地の

畑に青々と野菜が育ち始めると、縞模様の緑

の絨毯が周りの林と調和して豊かな景観に変

わり我々を楽しませてくれる。 

ムクドリの宿0521b02 

緑町の農家の竹藪。秋の夕暮れ時、ムクドリの

大群が空を舞い、大騒ぎをしながらこの竹藪に

帰ってくる。通りがかりの人達は皆、その鳴き声

に驚いて足を止める。 

  
お地蔵さん 0521b03 

地蔵通りに祠が二つ並んである。一つは奥多

摩にある大岳山を奉った大嶽神社。もう一つは

丹沢の大山に詣でる人のための道標の地蔵で

ある。史跡巡りの散歩も楽しい。 

盆栽0521b04 

公園や街路樹、庭木の植木屋が多い中、ここ

は盆栽を専門におこなっている。以前は表通り

まで拡がっていたが、少し奥に引っ込んだ今も

何百と並ぶ鉢は壮観だ。 

  
塀のない庭0521b05 

大通りに面した家は塀や生け垣で囲われてい

る場合が多いが、ここはそれが無く、庭全体を

楽しむことができる。歩行者は絶対にゴミを投

げ込んではいけない。 

唐カエデの生垣0521b06 

大部分の畑は生垣で囲われている。その樹木

の種類は茶やヒイラギ、ドウダンツツジ、ネズミ

モチ等多彩であるが、この畑はトウカエデ。近

くの北大通りの街路樹である。 
 



  
北大通りの唐カエデ 0522a01 

北大通りの唐カエデは、毎年必要以上に刈り

込まれ、お世辞にも立派だとはいえない。しか

し、秋のほんのわずかな間だけは見事な紅葉

で目を楽しませてくれる。 

三小脇のイチョウ 0522a02 

サクラの多い小学校の樹木だが、三小の西側

は立派なイチョウが並んでいる。普段は気にも

とめないが秋の午後、脇の道を歩いていると逆

光でキラキラと輝いて美しい。 

  
植木溜のシダレザクラ 0522a03 

東小金井駅の直ぐ側にあるシダレザクラの苗

圃。いつもゴミが多く汚い感じだったが最近は

掃除されていて、春の花の季節は小さいなが

らも華やかで足を止めたくなる。 

駅前の市民農園0522a04 

ここも東小金井駅の直ぐ側の市民農園。区画

整理の区域内にあり、後数年で消えてしまいそ

うだ。もっと多くの市民農園が有っても良いと思

うのだが。 

  
梶野広場0522a05 

広々とした明るい草地の公園で、周りを立派な

樹が囲んでいる。人も少なく贅沢な自然の空

間だが、駅の構内にある再整備の完成予想図

の看板には考えさせられる。 

ケヤキ通り 0522a06 

かつては至る所細い道にもケヤキの並木があ

った。宅地化が進み、落ち葉の苦情でどんど

ん伐採され残っている所はほんの僅かだ。ここ

も道路拡張の計画がある。 
 



  
花卉栽培0522b01 

園芸用の草花の栽培をしているところは意外と

少ない。園芸専門店もいつの間にか減ってし

まった。緑町、梶野町近辺ではそれぞれ僅か

一軒づつである。 

藪0522b02 

かつては至る所、藪や空き地の原っぱがあり

遊び場に困ることはなかった。この藪のように

何となく残っている空間を見かけると何とか利

用できないものかと思う。 

  
スタジオ・ジブリ 0522b03 

大きなケヤキが建物を覆い屋上は緑化され、

様々な防災の工夫もされている。宮崎駿個人

のアトリエ・ブタヤとともに美しく周囲にとけ込ん

でいる。 

植木畑のトチノキ 0522b04 

植木畑の花の季節はきれいだ。紅葉の美しい

樹木も楽しいし、春の芽吹きの頃は辺り一帯が

明るくなり、季節ごとの景観は付近に住んでい

る人にとって大切な緑だ。 

 

 

オドリコソウ 0522b06 

植物が好きで庭を楽しんでいる家は本当に多

い。生垣の道路側に様々な植物を植え、通り

がかりの人を楽しませてくれる。このお宅は山

野草が好きなようだ。 

 
 
 
 
 

 



 

  

0525a01 クラボネ橋からの野川 

市境の橋から下流・・・緑が定着し、流量も豊

かになったようにも思えます。 
貫井神社から脱走したのか、清流の中に亀

が 2匹泳いでいました。 
 

0525a02 湧水の道 

短いけれど雰囲気のあるかわいい回り道で

す。子供たちがそばの水路で、サリガニをつ

っていました。 

 

 

 

0525a03 貫井神社 

きれいに整備され、緑が豊かです。 

さすがです。 

 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 

         

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



 

  

0525b01 三楽の森のはけの道 

樹木が大きく豊かで、とても静かなみちです。 

車もあまり通りません。 

 

 
 

0525b02 三楽の森緑地 

しっとりと落ち着いた、静けさの空間です。 

 

 
 
 

 

 

0525b03 貫井トンネルと滄浪泉園の森 

園内のたたずまいは、趣があって木々の緑も

立派です。春にはカタクリも見られます。新小

金井街道の車の通行料が多く、エンジン音に

包まれた緑です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 0525b05 坂下橋からの野川 

野川の上流で、緑の広さ、空の広さを感じると

ころです。 

 
 
 

 



  
農工大のイチョウ並木0528a02 

農工大の北側の門を入ると、立派なイチョウ並

木が続いている。秋の金色に輝く季節は近所

の人達で賑やかだ。西門から続くケヤキ並木も

立派でひんやりと気持が良い。 

農工大構内0528a01 

大きな樹が多く自然の豊かな構内である。樹の

種類も多く、学生ではない我々は公園として利

用している。しかし、いつも工事をしていて校

舎がどんどん建っている。 

  
サルノコシカケ 0528a03 

農工大の校内の樹にある大きなサルノコシカ

ケ。その成長を記録して調べているらしく、い

たずらして取らないようにとの札が建っている。 

梅林0528a04 

果樹園は一帯にずいぶんと多く見かけるが、ど

うも熱心に生産しようとしている気配のない所

が多い。ここは毎年しっかりと剪定をして手を

かけているのがよく判る。 

  
緑地0528a05 

ここは植木溜なのだろうか、単なる私有地の大

きな林なのだろうか。どちらともつかない大きな

林が結構多い。とにかく、樹木が多いと心が豊

かになるのは確かだ。 

農工大西側のケヤキ0528a06 

中山谷通りに面した農工大西門近くにある大き

なケヤキ。通りにせり出しているためにクルマ

の通行にジャマになるがこれだけ立派だと切り

倒せという意見は通らない。 
 



  
農工大の南側0528b01 

農工大通りに面した大学の緑である。この通り

は狭い割にクルマの交通量が多く、また自転

車も多く注意して運転しなければならないが新

緑の緑は鮮やかだ。 

東大通り 0528b02 

拡張されて広くなった東大通りに植えられたケ

ヤキであるが、やっとここまで大きくなった。市

内には大きな街路樹が少ないのでちょっと楽し

みである。 

  
マンション脇の緑地0528b03 

緑地という名前が付いているが奥行きもなく、

ただ樹を植えた、という感じであるが、それでも

歩道に沿っていると車道側の街路樹と重なっ

て緑のトンネルになる。 

栗山公園0528b04 

健康運動センターという多目的施設や幼児コ

ーナーがあり、いつも賑やかな公園である。そ

れでも樹木が多いのでのんびりと休んでいる

人達も気持ちよさそうだ。 

  
栗山公園脇の舗道0528b05 

公園の一部でベンチもある。反対側には農工

大の緑があり、静かで夏でもひんやりとした通

りである。中央線の高架化で自動車の交通量

が増えたらどうなるのだろうか。 

芝生畑0528b06 

ずいぶん少なくなってしまった芝生畑。かつて

は人糞を蒔くので紙がひらひらと舞い、きれい

な感じがしなかったが今はそんなこともなく、き

れいに手入れしている。 
 



  
植木屋の敷地0529a01 

ほとんど手入れのしていない林のようだが造園

の看板がある。手入れをしっかりとした植木も

良いが通りがかりの我々はこういう自然のまま

のような林もうれしい。 

歯科大グラウンド 0529a02 

東小金井駅南側にあるグラウンド。夏の盆踊り

を此処でやるがお祭りが少なくなったのでその

時はとても賑やかだ。花火も打ち上げられ、広

いということは魅力だ。 

  
放置された？栗林0529a03 

ここにもよく判らない放置されたような林があ

る。よく見ると栗の木でかつてはしっかりと生産

していたのだろう。これでゴミが少なければな

かなか良い場所なのだが。 

御栗林跡0529a04 

小金井は昔栗の名産地であり幕府に献上して

いたそうだが、今は栗林はあってもどうも活気

がない。この看板がある所も住宅地の一角で

昔の面影はほとんどない。 

 

 

東町シナノキ公園0529a05 

住宅地の公園はそのほとんどが極小で利用し

ている人も少なくその利用価値の無さはちょっ

と問題だが、此処は広々としていてちょっと手

を加えれば良い公園になる。 

 
 
 
 
 

 



  
栗の苗畑0529b01 

この栗林は少し前までは普通の栗林だったが

伐採して幼苗に植え替えた。まだそれほど古

木ではなかったがあっという間に更地にしてあ

と何年かはこのままである。 

植木林0529b02 

大きな造園業の植木溜である。道行く人に配

慮してか、道路側はツツジなど花のきれいな木

を植え目を楽しませてくれる。柵や生垣もなく

おおらかな感じである。 

  
大きな畑0529b03 

大きな畑で、地図を見るとその敷地の形は新

田を造ったときの南北に細長い古い姿そのま

まで、武蔵野の農地の特長を見ることができ

る。 

植木と野菜と花0529b04 

畑の隅にノコンギクなどを見るととても懐かしい

気持になる。ここはちょっと半端な土地にゼニ

アオイが植えられ、後ろの植木と一緒に殺風

景な畑を綺麗にみせている。 

  
橋本造園0529b05 

広大な造園業の植木畑である。植え替えが多

く、大きな樹は少ないが緑が続く沿道は静かで

落ち着いた感じがする。植木屋が多いのは町

にとってうれしいことだ。 

竹林0529b06 

記憶では竹藪はそこいら中にあったと思うが、

意外に少ない。そのうち宅地になる運命なの

だろうか。この竹林は古い竹を整理して綺麗に

保っている。 
 



 

 

幼稚園0530a01 

普通の幼稚園の生垣である。周りの住宅の庭

が狭くて緑がなくコンクリートの塀だったりする

と、この何の特徴もない生垣でも、とても魅力

的で貴重に見えてくる。 

 
 
 
 
 

 

 

造園業0530a03 

西武鉄道多摩川線近くの植木畑。柵や入り口

の門柱もなく自然に公園の中に入っていくよう

な感じがする。このようなちょっとした印象が緑

に対する気持を変えていく。 

 
 
 
 
 

 

 

栗林0530a04 

かつての栗の産地で立派な栗林を捜したがな

かなか見つからない。これはまだ若いが花が

満開でかなり収穫が見込まれそうだ。しかし下

草は全く無く不自然な感じだ。 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

0531b01 夏みかん公園 

西の久保通りから少し入っているので静かで

す。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

0532a01 リンゴ畑 

たぶん小金井市内唯一のリンゴ畑です。 

ネットに囲まれた中、少し色づいた小さなリン

ゴがたくさん実っていました。 

 

 

0532a02 栗林の小道 

緑の中のほっとするような小径です。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

0532b01 墓地のイイギリの大樹 

庚申塚通りのエンマ堂にあります。 

秋から冬には真っ赤なサンゴのような実がい

っぱいに垂れ下がって実に見事です。 

 

0532b02 はなだいこん緑地 

昔の面影はありません。 

小さくさびしくなってしまいました。 

 

  

0532b03 池の上通り 

緑の多い気持ちのよい道です。 

新小金井街道のバイパスとして使われるよう

で、時間帯によっては車がたくさん走ります 

 

0532b04 池の上通り 

大きな木も多く、しっとりした雰囲気がありま

す。それでもだんだん家が多くなってきまし

た。 

 

 

         

0532b05 池の上通の栗畑 

春には一面ハナニラの薄紫の花が咲きます。 

初夏は白い栗の花のにおいに充ち、青いイ

ガグリをいっぱいつけ、秋には茶色のイガが

落ち敷きます。そして冬は落葉の木漏れ日

の、明るい空間になります。 
 

 

 

 



  
0534a 01 野川沿い 

天神橋を過ぎたあたりから小金井新橋の手前

まで、野川の両岸にベニシダレが植えられて

いる。植えられてから 10 年たつ。花の頃は見

事である 

 

0534a 02 野川沿い 

ウコン。世に云う黄色い桜である。天神橋の

下、河川敷の広場に植えられている。ソメイヨ

シノより咲く時期は遅い。咲き始めは淡い黄

色だが、やがて桃色になり散ってしまう。 

  
0534a 03 小金井神社 

シイ、ケヤキ、ヒマラヤスギﾞ、トウカエデ、イヌ

シデ、サワラ、シラカシ、イチョウ、ウメと保存

樹木が多い。夏、神社の脇を通ると涼しい風

が吹いてくる。貴重な場所である。 
 

0534a 04 中町４丁目保存桜 

ヤマザクラ。小金井桜と同じ種類なのではな

いか？花より葉が先に出るが葉の出始めは

日本画のよう。花も多くソメイヨシノとは違う美

しさがある。 

  
0534a 05 中町４丁目個人宅. 

ベニシダレが 2 本植えられている。個人のお

宅だが花の時期には見事であり通りがかる人

たちを楽しませてくれる。 

いつまでも保存されれば良いが。 
 

0534a 06 野川沿いの道 

レンギョウ。野川の両岸に植えられている。 

ベニシダレ桜の桃色とレンギョウの黄色のｺﾝﾄ

ﾗｽﾄが美しい。この道は犬の散歩、ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞの

人、散歩する人、憩いの小道である。 

 



  
0534ｂ 01 中町 1丁目センダン 

野川沿いの道に沿ったクリ畑の中に１本だけ

センダンがある。「栴檀は双葉より芳し」 のセ

ンダンです。１２月に入り葉はすっかり散って

しまった。黄色い実が特徴である。 

 

0534ｂ 02 中町 1丁目野川沿い 

車の通らない野川沿いの道は気持ちの良い

散歩道。ところどころに道に沿った住宅の方

たちが草花を植えている。これは一般にはエ

ンゼルトランペットと言われているキダチチョウ

センアサガオである。 

  
0534ｂ 03 中町 1丁目クリ畑 

クリの木と野菜がまざって植えられている畑。 

クリの脇に葉の茂ったセンダンが見える。実が

なっていない春から初秋にかけてセンダンは

分かりにくい。 

 

0534ｂ 04 中町 1丁目はけの小路 

はけの小路の脇には中村美術館から湧き水

が流れている。東側はキウイ畑、西側は住宅

である。よく整備されていて真夏でも涼しく感

じられる。 

 

  
0534ｂ 05 小金井新橋から 

水が流れている野川。今年は７月、８月に雨

が多かったため１２月もどうにか水がある。こ

れから水涸れの時期に入る。春先には涸れ

てしまうのではないかと毎年心配である。 

 

0534ｂ 06 武蔵野公園原っぱ 

アカツメクサ。くじら山、手前の原っぱ。 

シロツメクサやヒメジョオン。外来植物である

が、遠くから見ると草原のようでいつまでも残

したい風景である。 

 
 



  
0535a01 山桜 

ケイヨーデイツーの南側、崖線の上に青空高

く聳えたっている。小金井では一番大きな山

桜ではないかと思われる。幹周り３５．５ｍ、高

さ１９ｍ。 
 

0535a02 第一調節池 

第一調節池の東側から見た。左端に小金井

新橋が見える。スポーツ広場として利用され

ているので、踏み固められて第二調節池に較

べて草の種類も少ない。 

  
0535a03 越流堤 

第一調節池からはけの森を見る。正面は越

流堤、左側が野川、右側は第一調節池、そ

の向こうの森は旧前田邸跡地、 
 

0535a04 小金井新橋から下流を見る。 

左側は第二調節池、右側はくじら山下の広

場、雨が降ると野川に水が流れるが、毎年の

ように３月から梅雨に入る６月頃までは水なし

川となる。 
 

  
0535a05 武蔵野公園 

崖線の上の旧小山邸跡地が都有地となり、

武蔵野公園の一部になっている。離れ地に

なっているにで、訪れる人は少ないが、静

かな雰囲気である。 

0535a06 武蔵野公園内 

ケヤキや梅が散在しており、正面は孟宗竹

の竹林で保護されている。 

 



 

 

0535b01 マルメロ公園 

マルメロはカリンに近い種で実もカリンより小さく芳

香があり、生食出来ず、果実酒を造る。この写真の

正面の樹で、１１月に撮ったので葉や実は付いてい

なかった。 

 

  
0535b02 屋敷林 

広い敷地が桜やシイノキやシラカシなどの樹林とな

っていた。最近は屋敷林が伐採されるケースが多

く、これだけの屋敷林を維持している個人宅は少な

く、貴重な存在である。 

0535b03 屋敷林 

連雀通りに面した個人宅の屋敷林で、手入れ

が行き届いており、住んでいる方は濃い緑の

樹に囲まれて豊かな自然を満喫されているこ

とであろう。 

 
 

0535b04 白塀と桜 

崖線の斜面に敷地を持っている大森邸の白塀と

桜の古木がよく調和していて見応えがある。た

だ、古木なので空洞もあり、木肌もかなり痛ん

でいる。 

0535b05 あおぎり公園 

大きなアオギリが育っていた。道を隔てた民

家のモミジが紅葉してアオギリを引き立てて

いた。 

 
 



  
0536a01新小金井駅西口前の公園 駅前

に大きな木のある緑の公園があると、人々に

落ち着きを与える。多摩川線の本数が少な

いのが良い。夏場の日陰はすごく良い。時々

紙屑が散らかっているのが悲しい。 

0536a02 新小金井駅西口ロータリーか

ら北を臨む。道路に沿って細い樹木帯が

ある。これだけでも落ち着くものだ。30 分に

一本、新小金井と武蔵小金井駅南口商店

街を結ぶ CoCo バスが来る。 

  
0536b03東町１丁目35番地 北から南を

臨む。左側に畑。道路左手に栗、桜、サワ

ラが植わっている。この直地帯と左奥の畑

はちょっとした小金井の「田舎」を演出し

ている。これを貴重な風景と誰が明確に認

識していることだろうか。 

0536b04都営小金井東町1丁目アパー

ト 2 号棟集会所前のモモ。果樹に袋が被

さっていた(2005 年 6月 23日撮影)。なぜ、

ここに手入れの行き届いた桃の木が一本あ

るのか？ きれいで美味しいモモができる

のだろう。 

  
0536b05 新小金井駅東側 この辺りは路

上に植木鉢を出している家が多い。新小金

井東口の商店街では、植木鉢や樹脂製のポ

ットに花や植木を競って育てていた。のど

かと言おうか、寂れていく街の「わび」と

でも言おうか？ 

0536b06 東一丁目 15 番地の空き地の

前で。2005 年 6 月 23 日都議会選で菅直

人氏が応援演説していた。12 月 22 日に来

たら、この空き地には家が建っていた。きっ

と管氏は家が建ったことに気づいていな

い。 

 



  

0536b01 東町 2丁目 10 番地 井上農園 

東町でも広々とした農家は数軒しかない。奥

の屋敷近くには植木が植えられている。奥行

きのある風景は、人の心をのびのびさせる。

東町の住民がうらやましい。 

0536b02 東町 2丁目 10 番地 島田農園 

島田農園では植木を中心に生産しているよう

だ。植木林は農家生産の最後の砦か？ 植

木林は、人の眼の関心を引かないが、花の季

節には、みな振り向く。 

  

0536b03 東町 2丁目 12 番地 阪本農園 

橋本農園の畑は全てビニールハウス栽培。投

資が大変だろうが、付加価値の高い作物が

作れるのだろう。個人的には路地野菜の畑や

植木林の方が気持ちが良い。 

0536b04 東町 2丁目 13 番地の農園 

新小金井東口北の三叉路から東を臨む所に

ある貴重な畑。こういう少しでも眺望がある畑

があると、東町の人々の心に大らかな日の光

が当たるのだろう。 

  

0536b05 武蔵野中央病院西の樹木園 

武蔵野中央病院は小金井市内東町にある。

敷地内には大木が茂り、周りには植木林があ

る。入院患者や医師や職員に、癒しの風景を

与えていることだろう。写真は西隣のマンショ

ンの階段の上から撮影した。 

0536b06 東町 2丁目市境の農園 

市境には、農園があった。貴重な農園だ。開

発されないようにと祈った。周りが新興住宅な

ので、ここも数年したら開発されるのではない

かと心配になった。 

 



  

0537a01東町 2丁目にある遊歩道南1号

線 

連雀通りから北を望む。遊歩道の両側に植

栽。遊歩道下はかつての用水路か？ 

0537a02東町 2丁目1番地新小金井通り

から小路を南に臨む。路肩 20cm 程度には

舗装が無く、草が生えている。小金井の小路

にはこのように路肩に雨水が染み込む舗装し

ていない小さな帯状の筋がある所が多い。 

  

0537a03 東町 2 丁目 1番地の 12 月の状

況 

一つ前の写真と同じ場所。 

路肩の草は枯れている。 

0537a04東町2丁目1番地橋本秀男農園 

無人の野菜販売所がある。新小金井駅から

東に延びる新小金井通りと連雀通りの間に

は、南北に伸びる短冊形の農地が 5軒ある。 

  

0537a05 東町 2丁目橋本農園 

ハナミズキの木と畑。 

0537a06 三鷹市井口 5 丁目の島田七郎

氏宅にある富士山。 

小金井市東町 2 丁目の市境の道路東側にあ

る隣市の農家宅北側にある小さな富士山。江

戸時代の富士講の名残か？ 

 



 

 

 

0538b01 苗木畑の間の道 

舗装道路でないので、水溜りもよくできます

が、それもなんだか懐かしい、緑間の道で

す。 
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539a01 袋小路の小公園 

長い袋小路の最奥の小さな三角公園。 

いつも人気がありません。 

 

 
 

0539a02 貫井団地中央公園 

アクセスが安全な、のびのびした公園です。 

お母さんと幼児・保育園児たち・小学生・そし

て老人と、時間差でいつもにぎわっていま

す。 

 

 

0539a03 池ノ上通り沿いの農地 

広々とのどかです。野菜の庭先販売や、春に

は露地のイチゴ摘みもできます。 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

         

  

 

 

 

 

 
 



 

  

0539b01 東八道路沿いの農地 

道路沿いの数少ない農地。 

野菜たちがそれでも懸命にそだっています 

 

 

 

0359b02 東八道路 

ケヤキとクスノキそしてイチョウの大樹が多く、

分離帯のツツジの植え込みも立派です。 

車は多く通るようになりました。 

 

 

 

0539b03 分譲住宅地の小公園 

個人住宅に囲まれ、車もほとんど通らない静

かでこぎれいな公園です。 

近所の子供たちがよく遊んでいます。 
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0540ａ 01 前原町５丁目苗木畑 

前原町には植木の畑が多い。ここもその一

つ。調査時は木々の芽吹きが見られたが、大

分紅葉し散ったものが多い。 

 

0540ａ 02 垣根と屋敷林 

小金井街道沿いの垣根と屋敷林。マンション

や戸建の住宅が多くなっている中での貴重な

緑である。東八道路沿いのロイヤルホ‐スト

手前まで続く。 

  
0540ａ 03 クスノキ・イチョウ並木  

東八道路の並木。クスノキの濃い緑とイチョウ

の黄色く黄葉した珍しい並木。春から夏にか

けては気をつけて見ないとこのコントラストは

見落としてしまう。 

 

0540ａ 04 東八道路沿苗木畑 

東八道路と小金井街道に面したところにある

植木の畑。ほとんどの木々は葉を落としハナ

ミズキの赤い実が美しい。 

  
0540ａ 05 前原交番前交差点  

大きなヒマラヤスギとヤブ。ヒマラヤスギは交

番の角にシンボル的に立っている。その脇に

ヤブがある。 

 

 

0540ａ 06 前原４丁目イチョウ公園  

イチョウ公園。イチョウ、ユリノキ、カエデなど

が植えられている。写真を撮ったときは黄葉

の真最中。府中市と小金井市にはさまれた場

所。 

 

 

 



  
0540b 01 前原町５丁目丸山台公園 

丸山台公園。フジ棚とサクラ。ブランコなど少

し遊具がある。調査時と違い遊んでいる子供

もいなく冬支度。 

 

0540b 02 前原遊歩道. 

湧水路の跡に出来た遊歩道。中町や前原町

には遊歩道が多い。ここもその一つ。ところど

ころに雨水のしみこむ桝がある。サザンカが

ひと際きれい。 

 

  
0540b 03 前原町 1丁目ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ公園 

マンションの向いにある公園。メグスリノキ公

園と名付けられている。木々は少ない。すべ

り台がある児童公園。 

 

0540b 04 前原町 1丁目苗木畑 

前原町には植木の畑が多い。この苗木畑の

隣は、調査時は畑だったが今回写真を撮りに

訪れると、戸建ての住宅建築中。 

 

  
0540b 05 多磨墓地の外周道路 

小金井市と府中市にまたがる多磨墓地は、サ

クラの種類も多く、人工ではあるが自然が残

っている。巨木も多い。 

 
 
 

0540b 06 東八道路ｲﾁｮｳ並木 

東八道路の前原歩道橋からｲﾁｮｳ並木を見た

ところ。ｸｽﾉｷとｲﾁｮｳが交互になっている並木

から続いている。ﾏﾝｼｮﾝや新しい住宅が多く

並木の緑は貴重である。 

 
 

 



  
シラカシ公園 0541a01 

公園か通路なのか不明な場所。右手奥には

用水路の後のようなものも伺えるが詳細は不

明。 

前原柳公園」0541a02 

この近辺では一番大きな公園。遊具もあり、

時折子ども達がにぎやかな声を上げていた。 

  
前原 1丁目遊歩道 0541a03 

 
ハナミズキの庭 0541a04 

ついつい見逃してしまうほどの小さな緑地。遊

歩道沿いにある。 

 

 

前原 1丁目遊歩道 0541a05 

 

 

 



  
七軒屋通り 0541b01 

夏のむせかえるような暑さの中でも道行く人

に涼やかな木陰を提供してくれている。 

生産緑地 0541b02 

果樹が植わっている。写真奥の大きな梅の木

は春先になると素晴らしいピンクの花を見せ

てくれる。 

  
運転免許試験場西側 0541b03 

武蔵野公園と多磨霊園の緑をつなげるような

形で南北にのびている。一部に竹の群生が

見られるところも。 

運転免許試験場中 0541b04 

 

 



  
0542a01 くじらやま 

最初に造られたくじらやまは画面の右側で、

左側のは第二のくじらやま、手前のはらっぱ

ではわんぱく夏祭り、はらっぱ祭り等のイベン

トが行われている。 

0542a02 どじょう池 

第一調節池内に造られたどじょう池、平成１２

年に民間の自然保護団体で池が掘られ、平

成１３年に完成した。土日は網を持った子供

達で賑わっている。 

  
0542a03 はけの道 

崖線はアカマツ、コブシ、サクラ、モミジ

等の常緑樹、落葉樹が生えており、図のは

けの道を歩く人は自然の落ちつきを感じ

ることであろう。 

0542a04 西武線と ICU の間の遊歩道 

左側はサクラの並木でベンチがあるので、老

人達がよく一休みをしている。 

 

 

0542a05 はけの道 

正面に宅地造成をしたときに市に寄付さ

れた緑地がある。狭い面積でフェンスで囲

まれている。 
 

 

 



  
0546ａ 01 前原町 4丁目モッコク公園 

戸建住宅地の中にあるモッコク公園。この公

園に接して府中市の浅間町３丁目公園があ

る。前原 4丁目当たりは、新しい住宅が多く 

木々は少ない。 

 

0546ａ 02 前原町 4丁目児童遊園 

多磨墓地西門前にある前原４丁目児童遊

園。浅間山通り沿いにあり府中市との境。 

道路を隔てて多磨墓地がある。 
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