植樹会学外研修
国立市の湧水、自然と歴史を訪ねる
−立川崖線と青柳崖線に沿ってー
新型コロナウィルスの感染症が拡⼤の勢いを⾒せ、その先⾏きが懸念されますが、植樹会の学外研修を
⼗分感染予防対策を講じたうえで、福嶋先⽣にご指導いただきながら実施致します。研修では、⽮川緑
地保存地区から⾕保天満宮までの約 6.5 キロメートルの区間を歩きます。直線距離ではもっと短いので
すが、⽴川崖線と⻘柳崖線にそってそこに⾒られる湧⽔や、崖線植⽣、歴史的建造物の観察や⾒学を⾏
いますので、ここのくらいの道程となります。学⽣時代に戻り、国⽴市の⾃然と歴史について学んでみ
たいと思います。
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実施日：
2020 年 12 月 6 日（日）
集合： 南武線矢川駅前
集合時間： 午前 10 時
解散： 南武線谷保駅前

l
l

解散時間： 14 時 30 分〜15 時
行程

武線⽮川駅前（1.1・0:25）⽮川弁財天（0.1・0:05）⽮川緑地保全地域（1.2：0:25）五智如来の祠・甲
州街道（0.2・0:05）滝乃川学園構内・⽮川の⾕（0.8：0:15）ママ下湧⽔（0.4：0:10）⽮川おんだし・
⽮川・清⽔川・⾕保分⽔合流点（0.6：0:15）南養寺（1.0：0:25）国⽴城⼭（0.7：0:20）⾕保天満宮（0.4：
0:10）⾕保駅前 予定歩程：6.5 キロメートル、予定歩⾏時間：2 時間 15 分~2 時間 30 分。
⽮川弁財天：5 分、⽮川緑地保全地域：15 分、滝乃川学園構内・⽮川の⾕：10 分、ママ下湧⽔・⽮川お
んだし：10 分、南養寺：10 分、⾕保城⼭：10 分、⾕保天満宮：30 分；1 時間分〜１時間 30 分
昼⾷：ママ下湧⽔付近：30 分
(⾷事はご持参下さい。⽮川駅近くに「⾁の万世」があり利⽤できるようであれば別途連絡します。）

※ 下見を今月末実施する予定です。下見後に、より具体的な時間の呈示ができると思いますので、
実施日の 4〜5 日前に最終的な連絡を再度致します。
※ 雨が朝の段階で降っていなければ実施いたします。
※ 谷保天満宮の宝物殿を訪れます。
l
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持ち物、装備等：平地歩きですが、歩きやすい服装、靴でおいで下さい。水、状況により雨具、昼
食もご持参下さい。
解散後、新型コロナウィルス感染症拡大の状況を見ての判断となりますが、希望者で軽く打ち上げ
会を行う予定です。参加を希望される皆さんは、別途お知らせください。谷保駅近くのレストランある
いは蕎麦屋で決める予定です。
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資料
1. 国立市の地形と地質
左の地図をご覧下さい。地図は国⼟地理院「デジタル
標⾼地形図⼩平市付近」に⼿を加えたものです。市域
は北から南へと標⾼を落し、北東⽅向には国分寺崖線
が、南には⽴川崖線、⻘柳崖線が⾛っています。⻘柳崖
線は多摩川の沖積地と⻘柳⾯を、⽴川崖線は⻘柳⾯と
⽴川⾯を、国分寺崖線は⽴川⾯と武蔵野⾯を分ける段
丘崖です。
「⾯」とは段丘⾯のことです。各々の段丘⾯
は⻑い年⽉をかけ、多摩川による侵⾷作⽤と隆起によ
って形成され、現在の姿になりました。
各⾯の地質について⾒てみると、それぞれの段丘⾯は表⾯を関東ローム層で覆われ、その下に、多摩川
の河川堆積物である礫層が存在します。⻘柳⾯を覆うローム層は⻘柳ローム層（上部⽴川ローム層）、礫
層は⻘柳礫層、⽴川⾯は⽴川ローム層、礫層は⽴川礫層、また、武蔵野⾯ではその下にもっと古い時期
に形成された武蔵野ローム層が堆積し、その下の礫層は武蔵野礫層と呼ばれています。多摩川の沖積地
には関東ローム層は存在しません。
国⽴市の位置する「⾯」は⽴川⾯、⻘柳⾯、多摩川の沖積地です。市域の南に位置する崖線の下からは
地下⽔が湧き、関東ローム層を浸透した⾬⽔が、⽴川礫層や⻘柳礫層に蓄積され、それが湧き出すこと
によるものです。⼀⽅、市域の北部には湧⽔はなく、⽔に乏しい地域となっています。このため、歴史
的に現在の市域となる「⾕保村」の中⼼となったのは、豊富な湧⽔に恵まれた南の地域でした。北部は
地下⽔位も低く武蔵野の森林や野原が⽀配する地域で、この地域が市域の中⼼となっていくのは⼤正 12
年の国⽴駅開業以降で、東京商科⼤学の移転も昭和 2 年のことでした。

2. 矢川緑地保全地域
⽮川駅から 25 分程歩くと狛⽝ならぬ狛蛇が鎮座する⽮川弁財
天で、みのわ通りを挟んで隣に、国⽴市と⽴川市との境に位置
する⽮川緑地保存地域（⽮川緑地）があります。緑地内に⼊ると
⽊道が敷かれた湿地帯です。例年は⽔の少ない湿地帯ですが、
⾬に多かった今年は⽊道の周囲は⽔
を満々と湛えて沼となっているもの
と思われます。そこではボランティア
の⼈達による湿地回復のための活動が⾏われています。しかし、湿地内には
ハンノキの侵⼊も急速に進み、そこの植⽣の遷移が気になるところです。
⽮川緑地には⽮川の清流が流れ、その源頭部は緑地よりさらに⻄の⽴川駅の
南、錦町の⽴川段丘の崖下にあります。湧⽔は暗渠となって東流し、⽮川緑
地でその姿を現わします。⽮川緑地は幅 2 メートルほどの⽮川に沿う約 2.1
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ヘクタールの⼩規模な緑地で、北側にケヤキやコナラ、クヌギなどの樹⽊に代表される武蔵野の森が、
南側には湿地が広がっています。北側は、⽐⾼は殆どありませんが、少し⾼くなっていて⽴川段丘です。
⽴川段丘は⽴川市柴崎町に向かって徐々に⾼さを増し、柴崎体育館の辺りで⻘柳崖線と⼀緒になります。
緑地内には清流に育つナガエミクリやヤナギモなどの⽔⽣植
物やザリガニやタニシ、アメンボなどの⽔⽣⽣物、カルガモや
コサギなどの野⿃が⾒られ、素晴らしい⾃然緑地が形成されて
います。そこでは、近所の幼稚園の⼦ども達が楽しそうに遊ぶ
姿があり、⼦ども達が健やかに育つための緑と⾃然の⼤切さを
あらためて思い知らされました記憶があります。

3. 五智如来の祠
⽮川緑地から⽮川に沿って 20 分余り歩くと、⽮川と甲州街道の交差するところに「五智如来」の祠が
建っています。祠の中には、国⽴市登録有形⽂化財に指定されている五智如来の⽯仏と⽂字塔が収めら
れています。国⽴市教育委員会によれば、この⽯仏は多摩地域では他には
⼋王⼦と町⽥のみに⾒られる稀少なもので、⽂字塔は宝暦 10 年（1760 年）
2 ⽉建⽴とのことです。因みに、五智如来とは密教で⾔う⾦剛界五仏をい
い、⼤⽇如来を中⼼とした東⻄南北の阿閦如来、阿弥陀如来、宝⽣如来、
不空成就如来(または釈迦如来)で、信仰そのものは庶⺠的なもので、例え
ば中⼼となる⼤⽇如来は万物を慈しみ五穀豊穣の功徳を表しているとの
ことです。仏教の教理の理解は難しく、挑戦をしますが、そのためには多
くの時間を要し容易ではありません。皆さんはいかがでしょうか。

4. 滝乃川学園・渋沢栄一翁
五智如来の鎮座する所から甲州街道を渡り、5 分程歩くと滝乃川
学園の⾨の前に出ます。滝乃川学園は、ご存知のように、プロテ
スタント系の社会福祉法⼈です。⽇本最古の知的障害者の養護施
設で、明治 24 年（1891 年）
、⽴教⼥学校教頭の⽯井亮⼀により、
現在の北区滝野川に少⼥の孤児を対象とした保護施設として創
⽴されました。その後、巣鴨に移転した⼤正９年（1920 年）3 ⽉、
園児の⽕遊びによる⽕災で存亡の危機に⽴たされました。しか
し、亮⼀の妻、筆⼦の教え⼦であった貞明皇后を始めとする⽀援者たちの尽⼒により、同年財団法⼈と
しての認可を受け、翌年、渋沢栄⼀が理事⻑に就任し、昭和 3 年（1928 年）には⼤隈重信の別荘予定地
であった現在の地に再移転しました。
⽇本資本主義の⽣みの親とされる渋沢栄⼀翁は社会福祉慈善事業にも深く携わり、
その後亡くなる 1930
年まで理事⻑を務め、学園の運営に⼒を尽くしました。数多くの事業や企業の設⽴に携わり、近代⽇本
の経済発展の基礎を築いたこの偉⼤なる指導者は、それによって⾃らを利することはなく、世の中の動
きに対して常に公平な⽬を持ち、⽇本の社会の発展のために⾝を賭してやみませんでした。⺟校につい
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ても同様で、商法講習所の創⽴から東京商科⼤学への昇格に⾄るまで、その有
意を認め諸々の局⾯で⽀援の⼿を差し伸べ続けました。嘗て、国⽴・国分寺⽀
部の皆さんと翁の⽣地、埼⽟県深⾕市にその⽣家と⾜跡を訪ね、感動しました
が、学園の⾨の前に⽴ち、あらためて翁の⼈となりに思いを馳せてみたいと思
います。
⽮川は滝乃川学園の構内を流れ、⽐⾼は⾼くありませんが、崖線に⼩⾕をきざ
み、そこを流れ下っています。崖線下でこれから訪れるママ下湧⽔からの清⽔
川と並⾏して 100 メートル弱流れ、府中⽤
⽔からの分⽔、⾕保⽤⽔に流れ込んでいます。なお、⾕保⽤⽔とママ
下湧⽔からの清⽔川、⽮川が合流する所を「⽮川おんだし」とよんで
います。⽮川は、⽴川崖線の崖下から湧き出る⽔を集め、⽴川市、国
⽴市、府中市を流れる全⻑約 1.5 キロメートルの⼩さな川であるこ
とがここまでで良くわかります。

5. ママ下湧水
⽮川の⾕を戻り、いずみ⼤通りに出て南に暫く歩くとママ下湧⽔です。
ママとは地元の⾔葉で崖下を意味し、⻘柳段丘の崖下の湧⽔群のこと
です。湧出量も多く、
その周囲には⽔⽥を中⼼に、
⽥園⾵景が広がり、
豊かな緑地が残されています。
ママ下湧⽔は、⽊々がこんもりと繁る崖下にあり、湧き出た⽔は、清
⽔川の清流となって、崖線に沿って東へ流れています。湧⽔の付近にはその⽔を引き込んだ湿地もあり、
こども連れの家族も集う国⽴市⺠憩いの場所となっています。遊歩道を戻り、清⽔川に沿っていずみ⼤
通りの下を通り、湧⽔ポイントを確認しながら進むと、先ほど⾒た
⽮川の⾕に出ます。
⻘柳崖線に⼩⾕を刻み、流れ下って来た⽮川はここで清⽔川と並⾏
し、
「⽮川おんだし」で⼀緒になります。近くの林の中からの豊富な
湧⽔とあいまって、下流から⾒る⽮川の清流とその刻む⾕の景観の
美しさは格別です。

6. 古刹南養寺
ママ下湧⽔、
「⽮川おんだし」と歩き、そこから更に⾕保⽤⽔に沿
って暫く歩くと、南養寺に向けて登っている通りに出ます。南養寺
の坂です。南養寺の建つ段丘⾯には、⻘柳崖線の作る「南養寺の⾕」
が侵⼊し、⾕の周囲にはケヤキなどを中⼼にした素晴らしい崖線
植⽣を⾒ることができます。
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安永 9 年(1780 年)に建築という薬医⾨の⼭⾨を⼊ると、南養寺の
境内には、⽂化元年(1804 年)建築の禅宗の客殿型様式の本堂、享保
3 年(1718 年)建⽴の藤井⼭圓成院の観⾳堂を寛政 5 年(1793 年)に
移築した⼤悲殿、安永 6 年(1777 年)鋳造の梵鐘のある鐘楼などの
江⼾時代の建物を⾒ることができます。本堂の南には、天保年間中
期(1836 年から 1839 年頃)の作庭といわれる 300 坪余りの枯⼭⽔
様式の庭園があり、禅宗の⾃然観を表現するとされるその景観は、
⼀⾒の価値があります。また、境内には享保 5 年建之と記された庚申塔など庶⺠信仰に由来するものも
あり、この寺の古刹たる所以と⼟地の⼈々が寺に寄せてきた信仰の深さを感ずる⼀時です。
因みに、南養寺は臨済宗建⻑寺派、⽴川市の普済寺の末寺で、江⼾
時代には御朱印地 10 ⽯を与えられた由緒ある寺です。14 世紀半ば、
普済寺の開⼭でもある鎌倉から南北朝時代にかけての名僧、建⻑寺
三⼗七世物外可什⼤和尚により開⼭され、開基は、⽴川⽒の⽴川⼊
道宗成と伝えられています。普済寺は多摩地区きっての名刹の⼀つ
で、今の⽴川市柴崎町を本拠にした豪族、⽴川⽒の館跡に建ち、境
内には堀や⼟塁の跡を⾒ることができます。⽴川の普済寺は⼀⾒の
価値のあるお寺です。近くの諏訪神社ともども、皆さんも⼀度訪れて⾒てはいかがでしょうか。

7. 谷保の城山
南養寺の坂を戻り、国⽴郷⼟⽂化館前の通りへと左に折れ、暫く
歩くと⻘柳崖線に沿った遊歩道に出ます。この遊歩道を 10 分程歩
くと、鬱蒼とした森に覆われた「⾕保の城⼭（じょうやま）
」と呼
ばれる城⼭公園です。最初に眼にするのは、移築・復元された、
国⽴市⻘柳にあった江⼾時代後期の建築とされる「旧柳澤住宅」
です。柳澤家は明治期から昭和初期にかけて養蚕とともに漬物業
を営む農家で、昔の⽣活道具、農機具などが保存され、養蚕農家
の名残も残しています。春には、その前の⽥圃の菜の花が辺り⼀⾯を⻩⾊に彩り、⻑閑な春の気分を醸
し出します。
さて、城⼭は⻘柳段丘の南端に位置し、⽐⾼差 8 メートルほどの
段丘崖を利⽤して作られた中世の館（三⽥⽒館）跡で、東京都の
史跡にも指定されています。⼟塁と空堀により⽅形に曲輪（くる
わ：屋敷域）がつくられた「⽅形館」で、⼗四世紀以降の築造と
いわれています。館の主は、現在この地に居住する三⽥⽒所蔵の
古図によると、前述の「津⼾三郎為守」といわれていますが、定
説はありません。⾕保天満宮の宮司は津⼾姓で、菅原道真の⼦孫
として、代々この地域の有⼒者であったと考えられ、津⼾⽒との関係を考えるべきであろうと個⼈的に
は思います。
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歴史的遺産である館跡と⼀体となって、城⼭公園には、春はニリ
ンソウ、夏はキツネノカミソリなどの花々が咲き、また湧⽔によ
る池も整備されていて、⼩規模ですが豊かで美しい環境が維持さ
れています。都会の喧噪とはかけ離れた森閑とした別世界があり、
今年の春も群⽣するニリンソウ、ヤブデマリの美しい⽩い花など
が、芽吹きの季節の公園の美しさを引き⽴てていました。

8. 谷保天満宮
城⼭公園を離れて暫く歩くと、⾕保天満宮です。国⽴駅から⼤
学通りをほぼ真南に 30 分程進み、甲州街道を渡ると建ってい
るのが、鬱蒼とした森に囲まれた、この関東地⽅最古の天満宮、
⾕保天満宮です。この森は⽐⾼差 6 から 7 メートルの⽴川崖線
上に位置し、⿃居をくぐり、崖線を下ると崖下から滾々と⽔が
湧き出ているのを⽬にすることができます。豊富な湧⽔は、境
内から流れ出た後、府中⽤⽔の分⽔である⾕保⽤⽔と⼀緒にな
り、付近の⽔⽥は無論のこと、府中市内の⽔⽥をも潤してきました。天満宮から離れると、昔ながらの
⽥のある⾵景が⽬の前に広がっています。
⾕保天満宮は、延喜 3 年(903 年)、菅原道真の三男、菅原道
武が⽗を祀る廟を創建したことに始まり、その後、道武の末
裔、津⼾三郎為守が養和元年(1181 年)に廟を現在の地に移し
たといわれています。神社の本殿・拝殿は威厳に満ちた江⼾
時代中・後期建築の建物で、国指定重要⽂化財の「⽊造獅⼦
狛⽝」や後宇多天皇勅額「天満宮」
などの宝物が、宝物殿には所蔵され
ています。
その様⼦は、
『江⼾名所図会』にも描かれ、挿絵には「社内に常磐の清⽔と称
する霊⽔あり」と書かれています。当時の境内の様⼦はスギ（⼀部マツ）を主
体とする鬱蒼とした森が広がっていますが、現在は、ご存知のようにケヤキ、
ムクノキ、エノキ、シイなどが優先する森となっています。甲州街道も今と異
なり天満宮の南側を通っていました。
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