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２．周辺環境条件並びに利害関係人の意向の把握 

 

２－１．位置と地勢 

町田市は、都心から 30～40km、横浜中心部から 20～30km 圏内にあり、周囲を東京

都八王子市多摩市、神奈川県川崎市、横浜市、大和市、相模原市に接し、北側には多摩ニュー

タウンと八王子ニュータウン、南側には相模原市の市街地に接している。市域の面積は

71.8km2 で、東西に 22.3km、南北に 13.2km で、東西に伸びた形状をしている。 

市内には、小田急線小田原線をはじめ、JR 横浜線、東急田園都市線、京王相模原線が通り、

東京や横浜と結ばれ、広域的な交通利便性は高く、また、幹線道路として東名高速道路、国

道 16 号線、国道 246 号線が通るなど、交通環境に恵まれている。 

 

 

また、鶴川地域は、町田市の北東部に位置し、そのほとんどが川崎市や横浜市に接してい

る。かつては地域の大部分がみどりで覆われたのどかな田園風景が見られた地域だったが、

1927 年の小田急線鶴川駅の開設を皮切りに、1930 年代から 1950 年代にかけて、大蔵・

綾部地区で耕地整理事業が行われ、1960 年代から鶴川団地の開発や、三輪緑山、金井、能ヶ

谷、真光寺をはじめとした土地区画整理事業などの面的な整備によって、農村から住宅地と

しての変遷を遂げた。 

  

■町田市と鶴川地域、香山緑地の位置 

香山緑地 

鶴川地域 
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２－２．自然的環境 

（１） 地形 

町田市のほぼ全域が多摩丘陵の南斜面にあり、多摩丘陵は関東地方の西部の関東山地か

ら、南東にひろがる丘陵で、その長さ（東西）38km、幅（南北）は西部で 5km、東部で

15km を示している。町田市の地形は、西側の関東山地から丘陵地、台地、低地と段階的

に変化している。その地形は、大きな谷からいくつもの小さな谷に枝分かれをした形になっ

ており、そこに境川、鶴見川、恩田川とその支流川が深く入り込み、集水域には複雑な谷

戸地形が形成されている。海抜最高地点は西北端に位置する草戸山（海抜 364ｍ）で、海

抜最低地点は三輪地域（海抜 27ｍ）となっている。香山緑地は、多摩丘陵の市域最東部に

位置し、標高 37ｍ～51ｍとなっている。 

 

 

  

図 地形区分図 

出典：国土地理院数値情報（流路）

（国土交通省国土計画

局,1978）、数値地図 25000（行

政界・海岸線）（同省国土地理

院,2006） 

香山緑地 
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（２） 河川 

町田市の主な河川には、境川と鶴見川の支流恩田川の 3 河川があり、鶴見川は、水源を

町田市上小山町に発し、多摩丘陵を流下して東京湾へと注ぎ込む幹川流路延長約 43km、

流域面積 235km2 の 1 級河川で、鶴見川は小田急線鶴川駅付近では、電車線路沿いに東

に流れ、市域の東端三輪町で、北西からくる真光寺川を合して横浜市域に入る。香山緑地

は真光寺川の左岸側に位置する。境川は、町田市南大沢から相模原台地を南下し、相模湾

に注ぎ込む幹川流路延長約 52km、流域面積 211km2 の 2 級河川である。 

 

 

  

図 河川図 

出典：町田市共通地形図（町田市都市計画課）、

国土数値情報（流路）（国土交通省国土計

画局,1978）、数値地図 25000（行政界・海

岸線）（同省国土地理院,2006）、土地利用

現況図（東京都,2007） 

香山緑地 
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（３） 生態系ネットワーク 

多摩丘陵は、東京都西部の関東山地から神奈川県南部の三浦丘陵をつなぐ、首都圏の広

域的な緑の拠点とネットワークを形成し、また、鶴見川水系と境川水系、一部の多摩川水

系の源流域があり、豊かな生態系が形成されている。香山緑地は、町田市の多摩丘陵・里

山軸を形成する重要な緑として、この生態系ネットワークの形成を支えるものとなってい

る。 

 

 

 

 

  

図 関東山地から三浦丘陵にかけての緑の
拠点と軸のネットワーク図 

出典：緑被分布図（国

土交通省年・地

域整備局,2007）

図 緑地の保全目標図 

香山緑地 
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２－３．社会的環境 

（１） 人口 

香山緑地を含む周辺地域として、ここでは町田市都市計画マスタープランでの鶴川地域

の人口を把握整理する。 

町丁目としては、大蔵町、金井 2～8 丁目、金井町の一部、鶴川 1～6 丁目、広袴町、

三輪町、三輪緑山 1～4 丁目、広袴 1～4 丁目、能ヶ谷 1～7 丁目で構成されるが、金井

町の人口・世帯数は面積按分（86％）で算出している。 

 

鶴川地域の人口は、1960 年代以降の宅地開発により増加し、近年の微増を続け、世帯

数も一貫して増加を続け約 71,000 人となっている。また、香山緑地の近郊は能ヶ谷 1～

7 丁目であり、人口は約 11,000 人となっている。 

 

■鶴川地域の人口・世帯数等                平成 30年（2018）3月 1日 

町丁名 世帯数 人口 
年少人口 

（0～14 歳） 
と割合 

高齢者人口（65 歳
以上）と割合 

大蔵町 3,971 9,028 1,312 1,771

金井 2～8 丁目 3,842 9,547 1,226 2,246

金井町の一部 3,124 7,033 900 1,931

真光寺 1～3 丁目 2,256 5,471 1,738 3,613

鶴川 1～6 丁目 6,269 12,661 1,212 4,593

能ヶ谷 1～7 丁目 4,723 10,815 1,354 2,221

広袴 1～4 丁目 1,395 3,353 434 775

広袴町 422 966 164 162

三輪町 3,090 6,603 891 1,408

三輪緑山 1～4 丁目 2,227 5,203 1,485 3,423

鶴川地域 計 31,319 70,680 10,716／15.2％ 22,143／31.3％

町田市総数 194,095 428,494 54,732／12.8％ 113,214／26.4％

  

■地域の区分 
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（２） まちづくりの動向 

近年、鶴川駅北口では 1960 年代から行われてきた土地区画整理事業が終了し、駅前の

交通広場や道路などの基盤が整うとともに、中高層建築物が建ち並ぶ新しい街並みが形成

された。平成 24 年（2012）には、地域コミュニティの拠点となる複合型文化施設とし

て和光大学ポプリホール鶴川（鶴川緑の交流館）も完成した。 

住宅地では土地区画整理事業を実施した地域を中心に、地区計画や建築協定、建築協約

が定められ、住民が主体となってまちづくりが進められており、特に、町田市住みよい街

づくり条例に基づいた街づくりとして鶴川平和台地区では、戸建て住宅を主体とした住宅

地の維持やみどり豊かな住環境の保全に向けた取組みを、金井の森の丘地区では、住宅地

の景観を創造・保全する活動を進めている。 

 

 

 

  

■鶴川地域の主な出来事 

出典：町田市都市計画マスタープラン 

地域別構想編 
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（３） 道路・交通 

鶴川地域は、市の東の玄関口としての機能を果たしている。小田急小田原線の鶴川駅を

中心に、鶴川駅の乗降客数は一日約 6 万 9 千人となっている。また、鶴川駅の乗降客数の

約 3 割が路線バスを利用しており、この路線バスは、鶴川団地や真光寺、広袴方面等との

連絡を中心に、合計で 32 系統 1 日あたり 732 本が運行されている。 

道路・交通としては、鶴見川沿いに東西方向に芝溝街道（町.3・4・18）、真光寺川沿

いには、北西から南東方向に県道 139 号真光寺・長津田線（川 3・4・23）の都市計画

道路が主要道路となっている。芝溝街道（主要地方道第５７号 相模原大蔵町線）や県道

139 号真光寺・長津田線では慢性的な渋滞が発生しており、渋滞緩和の対策が望まれてい

る。また、路線バスで飽和状態のため北口広場等が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路・交通図  

香山緑地 
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（４） 文化・観光施設 

鶴川地域は、鶴川駅周辺を中心として東の玄関口としてにぎわう一方で、多様な水辺や

みどりと歴史資源や文化施設に恵まれた地域となっている。 

地域内には、鶴見川や真光寺川の散策路や、真光寺公園にある湧水を活用した池など、

地域に開かれた多様な水辺空間があり、三輪緑地、真光寺緑地、町田代官屋敷緑地保全地

域などのまとまったみどりや、沢谷戸自然公園をはじめとする自然を活かした公園など、

住宅地の周辺にみどりが充実している。 

また、街道沿いを中心に代官屋敷や香山緑地をはじめとした歴史・文化資源が点在し、

2012 年には、鶴川駅北口にホールや図書館を併設した和光大学ポプリホール鶴川（鶴川

緑の交流館）が完成し、地域の文化・交流の核となっている。また、フットパスコースも

設定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

香山緑地 

図 文化・観光施設位置図 
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２－４．歴史的環境 

香山緑地および鶴川地域周辺の歴史的環境について「鶴川村誌」－鶴川村役場、昭和 33

年（1958）1 月及び「町田市史上巻・下巻」－町田市史編纂委員会、昭和 58 年（1984）

6 月他より抜粋引用する。 

 

（１） 古墳時代の能ヶ谷カゴ山横穴群 

 

昭和 3 年 4 月 24 日鶴川村能ヶ谷神蔵重信氏所有の香久山（かごやま）の東南麓の

土砂が崩れ落ちて、横穴四個が発見された。 

カゴ山横穴群はかなり早くから知られており、鳥居龍蔵らによる調査、昭和 3 年の

上田三平による調査と報告、昭和 36 年には東京都教育委員会による後藤守一・梅沢重

昭らを中心とした調査、さらに昭和 39 年・40 年における鶴川遺跡調査団による調査

などが報告されている。これらのうちで鶴川遺跡調査団によって報告されているもの

がもっとも新しい資料であり、以前のものもほぼ含んでいるので、この報告書の群別、

号名をとって、以下紹介する。 

このカゴ山は、真光寺川の谷が鶴見川の谷に合流する谷にはさまれた丘陵の尖端、

東麓を中心として存在している。今日まで確認された横穴群は合計 19 基、約 200 メー

トル北面のⅡ区に 11 基が分かれて各々小グループを形成していた。これらの横穴は

砂質の凝灰岩に掘り込まれているがかなりはやく壊れている例もある。 

カゴ山横穴群は大略 7 世紀代につくられ、Ⅰ区とⅡ区とでは、Ⅰ区のほうが相対的

には古く、とくにⅠ区のうちでも標高 42 メートルにほかの穴とはやや離れ、もっとも

高い地点に穿たれた２号横穴が、玄室の正方形プランであることから郡中 古の横穴

と考えられている。 
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（２） 中世の鶴川 

 

この時代は、都が奈良から京都にうつり、政権は藤原氏一門の手に帰し、所謂平安

朝文化の華やかな時代からはじまり、はじめは政治の中心は京都であったが、それが、

鎌倉に移り、つづいて、凡そ百年間の戦国時代となり、それをまとめて統一した、信

長、秀吉時代までをさす。この時代には、もう鶴川も大分ひらけて、人口も多くなり、

幸に、当時の第一号国道とも云へる鎌倉街道の道筋に当っていたので、人の行き来も

しげく、従って、今でも色々のものが残っている。 

鎌倉室町の時代には、鶴川一帯は小山田氏の勢力下であった。小山田氏の武士とし

て 初にこの地を領したのは小山田有重であり、有重は先にのべた、小野路城を作っ

たといわれる重義の父にあたるものである。小山田氏は関東の名族で、その遠祖は桓

武平氏より出ていると言う。 

二俣川・奈良より北上して、市内の広袴・能ヶ谷・真光寺を貫き乞田・関戸へ出る

古道にも「早ノ道」の名を伝えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
香山緑地 
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（３） 近世の鶴川 

 

能ヶ谷村は『小田原衆所領役帳
おだわらしゅうしょりょうやくちょう

』1には「直ヶ谷」とあり、当時は 29 貫 853 文で小

山田弥三郎の知行地
ち ぎ ょう ち

2であった。徳川氏の関東入国後、慶長 3 年（1598）に大久保長安

による、いわゆる石見検地が行われた。正保の『武蔵田園簿
む さ し で ん え ん ぼ

』3によると、同村の村高

は 262 石 7 斗 6 升 8 合で、このうち田方は 197 石 8 斗 2 升、畑方は 64 石 9 斗 4 升 8

合とあり、田勝ちの村柄であった。 

 

村名 領主 村高 田方 畑方 その他 

 

野津田村 

 

今井八郎左

衛門代官 

石  合

326.850 

石  合 

208.520 

石  合 

118.330 

 

花厳院領 8石 

小野路町 同上 212.315 97.065 115.250 千手院領 12 石 

真光寺村 飯田次郎右

衛門知行 
169.000 84.843 84.157 万松寺領 7石 

公袴村 今井八郎左

衛門代官 
84.625 52.445 32.180  

能ヶ谷村 今井八郎左

衛門代官 
262.768 

(127.341) 

197.820 

 

64.948  

福井清右衛

門知行 (135.427) 

三輪村 今井八郎左

衛門代官 
355.240 217.760 137.480 高蔵院領 10 石 5 斗 

大蔵村 同上 369.105 274.265 94.840  

金井村 福井清右衛

門知行 
238.309 185.151 53.158  

合計  2018.212 1317.869 700.343  

 

能ヶ谷の支配関係についてみると、二代将軍秀忠のとき（年代不詳）村高のうち 135

石余りが福井清右衛門久国の知行地となった。ついで寛文年間（1661～72）には 93 石

余りが細井佐次右衛門勝茂に、さらに元禄 11年（1696）には残りの 39石 9斗余りが

桜井安右衛門に、それぞれ与えられ、以後同村は福井家・細井家・桜井家の三給
さんきゅう

の村

として、しばらくの間つづいた。ところが正徳
しょうとく

5 年（1715）、福井家五代目の清助久

春が後嗣のないまま早世したので、福井家の知行地は収公
しゅうこう

せられ、その知行高一三五

石余りは天領代官支配地となった。それ以後はほかに変化なく、天領・細井家・桜井

家の三給支配は幕末まで続いた。 

能ヶ谷村は江戸日本橋から約九里の距離にあり、村の東から北にかけてほとんど都

筑群と境を接している。村の広さは東西 20町、南北 7 町ほどであり、同村は東西に細

長い地形であった。そして村の北側は平地が多いが、北端には山を負い、東・西・南

                                                
1 戦国大名北条氏康が作らせた，一族、家臣の諸役賦課の基準となる役高を記した帳簿 
2 近世、各藩の藩士に対し年貢の徴収権を認めた土地 
3 慶安 2～3年、幕府が作成した武蔵国の郷帳 
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の三方は開けた土地が多かった。また『新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

』4によると、同村は田が多

く畑が少ない村柄であり、土性は黒土で耕作にはあまり適していなかったようである。

用水は真光寺村から湧出する小川を利用していたが、この小川が非常に細い流れで

あったため常に不足しがちであった。しかも霖雨
り ん う

のときは、この小川がはんらんし、

近傍に住む人はしばしば水害に見舞われた。 

名主は一村一名が普通であったが、幕府の政策として一村でも領主が違う場所があ

る。その場所には一村に名主が 2 人も 3人もいたわけである。又その村に適当な家が

なく村以外から入ってくる入名主もあったが（金井の例）、大体その村の内で家柄の

正しい裕福なものか、開発当初に力のあった人がなり、多くは世襲であった。 

名主は給米を受けるか年貢を免除されるかの恩恵を受けたり名字帯刀
みょうじたいとう

5を許された

りした。名主は百姓であるが、村民に対してもっていた力は幕府の意志を代行するの

で、今の自治体の長とは比較にならない程強かった。 

金井にお代官と呼ばれる旧家がある。当主神蔵寿佐氏は長い間村長の職にあった。

樹令四、五百年といわれる櫟
くぬぎ

・樫
かし

・杉・あすなろの大木に抱かれた屋敷は、二回の火

災に会ってはいるが、先年都の文化財保護委員会から文化財として候補に内定されて

いる。庭園は築補に内定されている。庭園は築山を中心に立派なものである。神蔵寿

佐氏の書によれば「現在の金井は、徳川幕府の初期には金井村と木倉村とに別れ、領

主は旗本福井清右衛門なり、当時金井村と能ヶ谷村とは同じ福井氏の知行の処、金井

には適当な名主たる物なく、為に能ヶ谷村の神蔵太兵衛が能ヶ谷金井両村の名主兼務

を命ぜらせ居りし所、金井村と木倉村との間に争い絶えず、統治が円滑に行われざる

所から、神蔵太兵衛なる者に金井村に移りて名主役を務める様、地頭
じ と う

6より金井所在の

田畑等拾数石の土地を諸役御免にて拝領し、代々金井の名主代官等を務めて明治に至

る。」とある 

 

（４） 近現代の鶴川 

 

１）行政区分の変遷 

多摩群は明治元年品川と韮山の 2 県に分属し、さらに明治 4 年に入間・神奈川の 2

県に所属され、明治 5年に全部が神奈川県に編入された。この時鶴川は、神奈川県第

8 大区（今の町田、忠生、鶴川、多摩、稲城、七生、由木の各町村）に属したのであ

る。明治 11 年、多摩群は、東西南北の四群に分割され、ついで明治 26 年 4 月 1 日、

多摩四群は、東京府の管下に編入された。 

鶴川村は、元小野路村、下小山田村、大蔵村、真光寺村、広袴村、能ヶ谷村、三輪

村の八ヵ村連合区域であったが、明治二十二年、下小山田を忠生村に町田町所管の金

井村を鶴川村に編入、現在の村の姿に統一し、鶴川村と改称し、完全なる自治体を構

成するに至った。 

                                                
4 江戸時代後期を中心とした、武蔵国内 22郡の郡村概況を記した地誌で、村単位で、地形、戸数、人物、自

然、神社、寺院、名所、伝説など多岐に渡って記述され、265 巻で構成されている。 
5 名字を名のり、太刀を帯びること 
6 江戸時代，地方（じかた）知行を与えられた，大名の家臣または幕府の旗本 
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２）戸数と人口 

鶴川村の戸数と人口については、明治時代を見ると命じ 2 年から明治 35 年までの

28 年間は年平均 56人の増加が見られるが、明治 35 年から大正 15 年までの 25 年間に

わずか 7 人の増加しか見られない。これは漸く農業人口が飽和状態に達したことと、

都市に興った機械工業が、農民を吸収した結果と考えられる。 

ついで日華事変となり、大東亜戦争から第二次世界大戦へと発展し、多くの人々が

戦地に駆り出され、或いは徴用されて、村を離れたのである。そして「産めよ、増や

せよ」の国策に沿って行った。戦争も敗戦色濃くなり、敵機が頭上を脅かす頃となる

と、都市からの疎開者が流れ込んで来た、家を焼かれ、或いは強制疎開で家を追われ

た人たちや女子供である。 

戦後、復員、失業、そして恐ろしい食糧不足で帰農する人達が殺到した。昭和 10年

には戸数 898 戸、人口 5,251 である。それが 21年には、1,635 戸、8,412 人と驚異的

な膨張を示し、約 10 年間に 737 戸、3,161 人の増加である。昭和 22 年になると、減

少のきざしを見せて来た。疎開者がもとの居住地へ帰って行くのであろう。そして世

の中が落着くとともに年々村の人口は減っていった。 

 

３）代議機関 

明治 21 年 4 月市町村制が公布され、市町村は自治体となり、22 年 4 月 1 日より実

施されることになった。ついで 初の村会議の選挙が行われ、村議会議員が選ばれて、

鶴川村の代議機関が設立した。 

ここで神蔵家が担った村長、助役、収入役は以下のとおりである。 

 

時代 歴代村長 歴代助役 歴代収入役 

明治 22 年 6 月 12 日～

明治 24 年 5 月 20 日 
 神蔵 喜六  

明治 24 年 5 月 21 日～

明治 25 年 1 日 26 日 
神蔵 喜六   

明治 36 年 2 月 21 日～

明治 42 年 9 月 25 日 
  神蔵 寿佐 

明治 42 年 9 月 25 日～

大正 5年 9月 16 日 
 神蔵 寿佐  

大正 5年 9月 16 日～ 

昭和 5年 5月 1日 
神蔵 寿佐   

昭和 7年 3月７日～ 

昭和 8年 5月 5日 
  神蔵 政博 

昭和 8年 5月 12 日～ 

昭和 10 年 3 月 26 日 
 神蔵 政博  

昭和 14 年 11 月 11 日～

昭和 21 年 1 日 16 日 
  神蔵 重信 
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４）農業 

昭和 32 年の鶴川村の全戸数は、1,328 戸で、そのうち農家は、895 戸である。即ち

全村の半数以上が農家である。 

水田の割合は、村平均で 15.3％で日本の平均より多く、畑は、全部落とも日本の平

均（19％）をはるかに超す。柿・栗・桑を も多く植えているのは、小野路で、野津

田、能ヶ谷がこれに次いでいる。ことに、柿は至るところに植えられ、村の名産であ

る。特に、小野路に多く、三輪、能ヶ谷、野津田がこれに次ぐ。桑は、やはり小野路

が一番多く植え、少しも植えてないのは、真光寺、能ヶ谷、三輪である。 

鶴川名産禅子丸の原産地は、柿生の王禅寺である。凡そ 700 年前、王禅寺の等海上

人が本堂再建用の用材を選ぶために山に入ったとき、深紅の色に燃えた柿の老木を発

見し、その実をとって味ったところ、実においしいので、早速これを寺内の柿につぎ

木をすると共に、附近の農家にもすすめてつぎ木をさせた。これが段々広まって、こ

の地方一帯が柿の名産地となり、沢山できるようになった。地名をとって、王禅寺丸

と呼ばれていたが、呼びにくいので、王の字をはぶいて、たゞ、禅寺丸と云われるよ

うになった。二代将軍秀忠が鷹狩りにここに来て、この柿を賞味したとも伝えられて

いる。柿生を中心とした近辺が風味がよく、従って鶴川では能ヶ谷、三輪のものが

も良質だとされている。 

 

５）町田市誕生と公営住宅の建設 

昭和 32 年 3 月 20 日、安井誠一郎東京都知事は、鶴川村・町田町・忠生村・堺村の

4  町村に対し、新市町村建設促進法に基づく合併勧告を行った。これに答えて町田

市は昭和 33 年（1958）2月 1 日に都下 9番目の都市として誕生した。 

町田市は合併に当たり市づくりのビジョンをおよそつぎのように描いている。 

（１）東京都南部における行政文化の中心都市の建設 

（２）小田急、横浜稜線の沿線および隣接神奈川県相模原市、その他の町村を包

含する広域経済圏を擁する商業都市の建設 

（３）鶴川・忠生・堺の広域な開発による清澄な空気と閑雅な環境を持つ住宅都

市の建設 

（４）大小工業の誘致振興を画することによる市財政の確立と勤労青少年対策の

解決 

（５）忠生・鶴川・境の一部を対象とした緑地帯および農作物供給地の育成と農

産工業の振興 

多摩丘陵の起伏を生かし、都市的機能をもたせた住みよい団地づくりをキャッチフ

レーズにして鶴川地区の開発が日本住宅公団の手によって5  年計画で開始されたの

は昭和 38 年（1963）のことであった。その規模は 121 ヘクタール、計画人口は 2 万

1,000 人であった。この団地の入居は 42 年 12 月から始まっている。 



1-38 

２－５．周辺環境条件のまとめ 

2-1～2-4 をもとに周辺環境条件を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）地形 

町田市のほぼ全域が多摩丘陵の南斜面に

あり、香山緑地は、多摩丘陵の市域 東部

に位置し、標高 37～51m となっている。 

町田市の地形は、西側の関東山地から丘陵

地、台地、低地と段階的に変化し、その地形

は、大きな谷からいくつもの小さな谷に枝分

かれをした形になっており、そこに境川、鶴

見川、恩田川とその支流川が深く入り込み、

集水域には複雑な谷戸地形が形成されてい

る。 

（2）河川 

町田市の主な河川には、境川と鶴見川の支

流恩田川の 3 河川があり、鶴見川は小田急

線鶴川駅付近では、電車線路沿いに東に流

れ、市域の東端三輪町で、北西からくる真

光寺川を合して横浜市域に入る。 

香山緑地は真光寺川の右岸側に位置する。

（3）生態系ネットワーク 

多摩丘陵は、東京都西部の関東山地から神

奈川県南部の三浦丘陵をつなぐ、首都圏の

広域的な緑の拠点とネットワークを形成す

る。 

香山緑地は、町田市の多摩丘陵・里山軸を

形成する重要な緑として、この生態系ネット

ワークの形成を支えるものとなっている。 

自然的環境 

○ 町田市は、都心から 30～40km、横浜中心部から 20～30km 圏内にあり、広域的な交通利便性は高く、交通環境に恵まれている。 

○ 鶴川地域は、町田市の北東部に位置し、昭和 2 年（1927）の小田急線鶴川駅の開設を皮切りに、1930 年代から 1950 年代にかけての耕地整理事業が行

われ、1960 年代から鶴川団地の開発や、土地区画整理事業などの面的な整備によって、農村から住宅地としての変遷を遂げた。 

位置と地勢 

（1）人口 

鶴川地域の人口は、1960 年代以降の宅地開発により増加

し、近年の微増を続け、世帯数も一貫して増加を続け約

71,000 人となっている。 

香山緑地の近郊は能ヶ谷1～7 丁目であり、人口は約11,000

人となっている。 

（2）まちづくりの動向 

鶴川駅北口では 1960 年代から行われてきた土地区画整理

事業が終了し、駅前の交通広場や道路などの基盤が整っ

た。 

平成 24 年（2012）には、地域コミュニティの拠点となる複合型

文化施設が完成した。 

（3）道路・交通 

鶴川駅の乗降客数は一日約 6 万 9 千人となっており、小田

急小田原線の鶴川駅を中心に、市の東の玄関口として約 3

割が路線バスを利用している。 

鶴見川沿いに東西方向に芝溝街道、真光寺川沿いに県道

139 号真光寺・長津田線の都市計画道路が主要道路となっ

ているが、慢性的な渋滞が発生している。 

（4）文化・観光施設 

地域内には、鶴見川や真光寺川の散策路や、多様な水辺空

間があり、自然を活かした公園などみどりが充実している。 

街道沿いを中心に代官屋敷や香山緑地をはじめとした歴

史・文化施設が点在し、和光大学ポプリホール鶴川が地域

の文化・交流の核となっている。また、フットパスコースも設

定されている。 

社会的環境 
（1）古墳時代の能ヶ谷カゴ山横穴群 

昭和 3 年（1928）横穴四個が発見され、昭和 36 年（1961）、39 年（1964）、40 年（1965）の調査で確認された

横穴群は合計 19 基となっている。 

カゴ山横穴群は大略 7 世紀代につくられている。 

（2）中世の鶴川 

鶴川も大分ひらけて、人口も多くなり、幸に、当時の第一号国道とも云へる鎌倉街道の道筋に当っていたの

で、人の行き来もしげく、今でも色々のものが残っている。 

広袴・能ヶ谷・真光寺を貫き乞田・関戸へ出る古道にも「早ノ道」の名を伝えている。 

（3）近世の鶴川 

能ヶ谷村は福井家・細井家・桜井家の三給の村として、しばらくの間つづいたが、福井家の知行地は天領代

官支配地となり、天領・細井家・桜井家の三給支配は幕末まで続いた。 

能ヶ谷村は江戸日本橋から約九里の距離にあり、村の北側は平地が多いが、北端には山を負い、東・西・

南の三方は開けた土地が多く、田が多く畑が少ない村柄であり、土性は黒土で耕作にはあまり適していな

かった。 

（4）近現代の鶴川 

多摩群は明治元年品川と韮山の 2 県、明治 4 年（1872）に入間・神奈川の 2 県に所属され、明治 5 年（1873）

に全部が神奈川県に編入された。明治 11 年（1878）、多摩群は、東西南北の四群に分割され、明治 26 年

多摩四群は、東京府の管下に編入された。 

鶴川村の戸数と人口については、昭和 10 年（1935）には戸数 898 戸、人口 5,251 で、それが 21 年（1946）に

は、1,635 戸、8,412 人と驚異的な膨張を示し、昭和 22 年（1947）になると、減少のきざしを見せて来た。疎開

者がもとの居住地へ帰って行く。 

明治 22 年（1889）より昭和 21 年（1946）まで神蔵家は村長、助役、収入役を担ってきた。 

昭和 32 年（1957）の鶴川村の全戸数は、1,328 戸で、そのうち農家は、895 戸である。水田の割合は、村平

均で 15.3％で日本の平均より多く、柿は至るところに植えられ、村の名産である。 

町田市は昭和 33 年（1958）2 月 1 日に都下 9 番目の都市として誕生した。昭和 38 年（1963）には、鶴川地区

の開発が日本住宅公団の手によって 5 か年計画で開始され、42 年 12 月から団地の入居が始まっている。 

歴史環境 

 

周辺環境条件のまとめ 

□社会的環境 

○ 香山緑地の近郊となる能ヶ谷 1～7 丁目の人口は約 11,000

人で鶴川地域の約 71,000 人の約 15％となっている。 

○ 鶴川駅北口の土地区画整理事業が終了し、平成 24 年

（2012）には複合型文化施設が完成した。 

○ 鶴川駅が一日約 6 万 9 千人の乗降客数となり町田市の東の

玄関口として活躍し、芝溝街道。県道 139 号真光寺・長津田

線の主要道路の交通基盤が整ってきたが、慢性的な渋滞が

発生している。 

○ 鶴見川・真光寺川の散策路などの水辺空間、自然を活かし

た公園、街道沿いの歴史・文化資源に恵まれ和光大学ポプ

リホール鶴川が文化・交流の核となっている。 

□位置と地勢 

○ 町田市は広域的な交通利便性が高く交通環境に恵

まれている。 

○ 鶴川地域は昭和 2 年（1927）の小田急線鶴川駅の開設

を皮切りに、農村から住宅地としての変遷を遂げた。 

□自然的環境 

○ 香山緑地は多摩丘陵の市域南東側に位置し、鶴見

川の支流真光寺川の右岸側に位置し、その集水域

が形成する丘陵、台地、低地の谷戸地形の一部と

なっている。 

○ 香山緑地は、多摩丘陵・里山軸を形成する重要な

緑として、生態系ネットワークの形成を支えている。 

□歴史環境 

○ 7 世紀代につくられた能ヶ谷カゴ山横穴群が発見されている。 

○ 中世の鶴川も真光寺を通り乞田・関戸へ出る古道も鎌倉早ノ道となっており、人の行き来もあった。 

○ 近世の能ヶ谷村は、江戸日本橋から約九里の距離にあり、東・西・南の三方は開けた土地で田が多く

畑が少なかった。 

○ 明治 5 年（1873）に神奈川県に編入、明治 26 年（1893）に東京府の管下に編入された。 

○ 第二次世界大戦時には疎開者が流れ込み人口が昭和 10 年（1935）の 5,251 人から昭和 26 年（1951）

の 8,412 人と増加した。 

○ 明治 22 年（1889）から昭和 21 年（1946）まで神蔵家は村長、助役、収入役を担ってきた。 

○ 昭和 32 年（1957）の鶴川村の半数以上が農家で、水田の割合が日本の平均より多く、柿が村の名産で

あった。 

○ 昭和 33 年（1958）に町田市が誕生し、昭和 38 年（1963）から鶴川地区の団地開発が開始された。 
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２－６．利害関係人の意向の把握 

利害関係人の意向を把握するために聞き取り調査を行った。概要は以下のとおりである。 

 

□聞き取り調査日程 

団体名 日時 主な聞き取り項目 

鶴川地区協議会 
平成 29 年

12 月 4 日 

1. これまでの香山園とのかかわりや情報 

2. これからの香山緑地の保存活用への期待や

意見 

鶴川商店会 
平成 29 年 

12 月 5 日 

1. これまでの香山園とのかかわりや情報 

2. 周辺地域の情報 

3. これからの香山緑地の保存活用への期待や

意見 

一般財団法人 町田市文

化・国際交流財団 

平成 29 年 

12 月 21 日 

1. 施設の運営状況 

2. これまでの香山園とのかかわりや情報 

3. これからの香山緑地の保存活用への期待や

意見 
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□聞き取り調査内容 

団体名 鶴川地区協議会 

１．これまでの香山園とのかかわりや情報 

 香山園は地域とのかかわりは全くなかった。 

 自分が子どもの頃は、香山園には入ってはいけないと言われていた。 

 鶴川地区の住民の多くが、香山園を訪れたことがないと思う。 

 鶴川地区の人は、香山園のことは神蔵家の総本家という認識しかしていなかった。

 昔は「お灸殿」と呼ばれており、お灸の治療を受けに多くの人が訪れていた。小田

急線の特別列車が、お灸殿を訪れる人のために鶴川駅に特別に停車したと聞いてい

る。大人はお灸の治療を受け、子どもはお灸に使うもぐさ集めのバイトをしていた。

 自分の親がお灸を受けに香山園へ行っていた。お灸殿の頃は、香山園へ気軽に立ち

入れた。 

 

２．これからの香山緑地の保存活用への期待や意見 

＜活用に関する事項＞ 

 駅前という立地の良さもあるので、建造物も含めて是非活用したい。 

 試しに 1 週間だけ香山緑地をオープンして、皆で自由に活用してみたい。 

 「まちだ〇ごと大作戦」で香山緑地を活用したいと考えており、ポプリホールとは

違う趣で取組みたい。香山緑地が全体的にオープンする前のプレオープンの段階で

実施したいと思う。香山緑地のプレオープンでは、インバウンドも意識した日本的

なものとして、抹茶と蕎麦の提供をしたいと考えている。 

 香山園を訪れたことがない人が多いと思うので、一度鶴川地区協議会で現地を見学

しておきたい。現地がどのようになっているか知った上で、利活用について議論を

進めることが必要である。 

 香山園は鶴川地区の人にとってシンボリックなものではなかったと思うが、今後は

シンボリックなものに変わっていければ良いと思う。 

 

＜体制づくりに関する事項＞ 

 色々な団体と連携して鶴川地区のまちづくりを進めて、この鶴川地区協議会を法人

化して、香山緑地の運営に携わりたいと考えている。しかし、1.7ha という広大な

敷地の維持管理がやりきれるのか不安がある。まずは我々で運営が可能なのか知る

ためにも、「まちだ○ごと大作戦」で試行してみたい。 

 

＜施設整備に関する事項＞ 

 駅前とはいえ、駐車場の整備も必要となるのではないか。 

 新たな建造物を建てたりすることの可否も利用方法に影響する。厨房やトイレ、バ

リアフリー対応等の検討をする必要がある。 
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 香山緑地での火気使用は可能じゃないと、厨房設備がつくれないので、その辺は考

慮していただきたい。 

 

＜その他＞ 

 市として、香山緑地を市民にどのように利用してもらいたい等の具体的な構想を示

してもらいたい。建物は残すのか、緑地として都市計画決定がされているのであれ

ば利用に制約が出てくるので、活用方法も変わってくると思う。 

 平成 30 年 2 月 4 日に鶴川地区連合会の 37 団体の会長が参加する研修があるの

で、その際に市の香山緑地についての構想を説明してもらえれば、広く地区住民の

意向を把握することができると思う。 

 鶴川地区では団体が沢山あるので、どのようにして香山緑地の利活用について意向

把握を行うのかを考えた方が良い。地区協議会へ香山緑地の活用についての話を流

せば、包括的に話が広がると思う。団体は 49 団体ある。 

 ある程度市で構想を固めた上で、説明会は開催した方が良い。 
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団体名 鶴川商店会 

１．これまでの香山園とのかかわりや情報 

 香山園は、子供の頃遊んだ記憶がある。 

 昭和 40 年前後くらいまで香山園でお灸をやっており、「お灸殿」と呼ばれていた。

 昭和 11 年の小田急の沿線図には、香山園のところに「灸」と記載されている。お

灸のイベントは年に 1 回 6 月 1 日か 2 日にやっていた。 

 お灸の治療は神経痛がメインで、昔の書籍に三代目神林司（かんばやし）という名

で載っている。昔の NHK のお昼前の 5 分の番組で小さなニュースを放映してい

た。（BS のアーカイブで放映していた。）写真は縁台に向かって 3 人くらい並ん

でお灸をしていたシーンだった。 

 当時は宣伝方法が限られており不十分だったので、全国の温泉地へ行って鶴川のお

灸を宣伝してまわっていたそうだ。 

 お灸に訪れた人に必ずうちわを渡して帰していたので、地方でも話が広まったらし

い。 

 膏薬（赤い薬）を貼る。ハマグリの殻を練って伸ばして、膿を出す。何も付いてこ

なくなったら治ったということだった。大変熱かった。 

 岡上に歴史に詳しい人がいて、その方の書いた広報誌に記載していた話で、江戸時

代の神蔵嘉一郎の頃に香山園を寺子屋に利用していたらしい。 

 一代目神蔵太兵衛が引退して、次男の神蔵甚右衛門を連れて代官屋敷に移り、長男

は香山園に残った。太兵衛があみ出したと言われていたのは、八幡神社の獅子舞で

ある。 

 以前、香山園で配布していたパンフレットが建物のことを分かり易く解説してあ

る。文化的伝承で何があるのかは、パンフレットの解説を読めば分かると思う。 

 神蔵ひろし氏の自宅の骨組みは 200 年以上前に建てられたもので、香山園の建物

の隠居部屋だったと思われる。 

 神蔵盛清の時代（元禄）に香山園に建物を建てているが、壊されている。神蔵太兵

衛又は忠助の時代に新たに建物を建てて、明治になってから今の建物が建てられて

おり、少なくとも 3 回は別の建物が建てられているはずだ。 

 香山園と周辺の建物は全て南向きに建てられているのに、蓮清寺は向きが違う。神

蔵盛清の法名が蓮清居士である。蓮清寺から真っ直ぐ線を引いていくと横浜市の

「小机城」にぶつかる。 

 神蔵盛清の時代からの歴史を追っていくと香山園だけではなく、代官屋敷もセット

になると思う。 

 昭和 30 年代の香山園周辺の写真では、既に取り壊された駐在所も確認できる。ま

た、香山園の敷地内には防空壕が残っている。 

 「香山」の由来は、籠のように穴ぼこだらけだったからで、訛って「おりごめ」と

呼ばれたこともある。 
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 神蔵家の調度品は、先日亡くなった当主（兄）とその前の当主（父）が趣味で集め

たものだと聞いている。 

 

２．周辺地域の情報 

＜周辺地域の歴史＞ 

 平安時代の末期、神蔵勘左衛門重信、鈴木四郎左衛門、夏目与三衛門、森半兵衛が

義経に着いて行き、能ヶ谷の土地を拓いた。神蔵、鈴木、夏目、森という苗字は、

現在の能ヶ谷でよく見られる名前でもある。 

 鎌倉時代や室町時代には貫高制が用いられており、鶴川の貫高は 28 貫あった。小

山田小太郎の埋蔵金の話があり、伝承の唄が残っている。20～30 年くらい前に、

道路工事の際に昔のお金が発見された。 

 能ヶ谷神社は東照宮として創建され、後に合祀して能ヶ谷神社となった。 

 十六所神社は、田村医院の上の方にあり、昔は切腹をさせる場所だった。今もあま

り良い感じの場所ではない。 

 周辺地域の歴史は、香山緑地に直接関係する事柄でないかもしれないが、能ヶ谷と

いう土地の歴史的事実である。 

 歴史的背景をつなぎ合わせていかないといけないと思っている。 

 

＜神蔵家と白洲家＞ 

 白洲邸はもともと神蔵たけしさんが所有していた家で、昭和 16 年くらいに譲渡し

たようだ。 

 白洲家と神蔵家の付き合いがあったかどうかは分からないが、石川洋一郎さんが白

洲家のことは詳しいと思う。石川家はいつから鶴川に住んでいるのか不明だが、江

戸中期には名主になっていたので少なくとも戦国時代には鶴川にいたのではない

かと推測している。 

 自宅にある掘抜き井戸は自分たちで掘った。白洲邸の井戸も掘った。 

 

３．これからの香山緑地の保存活用への期待や意見 

＜活用に関する事項＞ 

 イベントをやりたいから香山園を借りたいということでない。香山園をどのように

活用していったら良いのかを考えていく必要がある。商店会として香山園を使わせ

てもらえるのであれば、市で想定している利用計画を教えてもらい、どのようにす

れば商店会でも香山緑地を利用することができるのか考えていきたい。 

 商店会として具体的に何かのイベントで活用したいという話はない。 

 外部から人を呼んでお金を落としてもらう触媒となることが、商店会としてやるべ

きことなのだろう。 

 香山園の車寄せの砂利のところで剣道大会を開催してはどうかと思う。スペース的

に柔道や相撲だと難しいと思うが、剣道であれば対応可能だと思う。砂利のところ



1-44 

に結界を張ってもらい、祝詞をあげて、剣道大会をやる。 

 京都や鶴岡八幡宮等で行っている夜間ライブを香山緑地でも開催してはどうか。香

山緑地の敷地は囲われている場所なので、そのようなイベントで使い易いのではな

いか。 

 昭和 28 年の鶴川駅前を撮影した映画があるので、このシーンの映像を香山緑地の

建物の中等で流すとかはどうか。他にも昭和の頃の香山園や周辺の写真も多数ある

ので展示することもできるのではないか。 

 

＜体制づくりに関する事項＞ 

 商店会がイベントを主催するためには、地域の関係者を増やしていかないといけな

い。能ヶ谷神社に奉納すれば、神社から運営を手助けする人も出してもらえるかも

しれない。 

 小島資料館や自由民権資料館の尚蔵館も、もとは剣道場で剣道に縁のある場所なの

で、剣道つながりで引っ張っていけるのではないか。新撰組や自由民権もくっつい

てくる。関係者を増やしていかないと、イベントの開催も難しい。 

 商店会としては、運営に携わる関係者を増やしていきたいと思う。 

 

＜地域との連携＞ 

 香山園の中を通り裏の門からライオンズマンションのところを抜けて白洲邸まで

歩く遊歩道を設ければ、良い散策コースになると思う。 

 岡上の歴史的散策のマップはとても良く作られている。鶴川にだって、そういう痕

跡はたくさんあるはずなのだが、整理がされていない。 

 

＜その他＞ 

 香山緑地についても、我々から意見聴取をする機会を設けてもらえるのはありがた

いが、先に市の明確な考えを示してもらった方が、意見が出やすいと思う。 
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団体名 一般財団法人 町田市文化・国際交流財団 

１．施設の運営状況 

＜経緯＞ 

 ポプリホールができるまでは、地域の中で活動をしている人たちが利用できる場が

なかった。このホールは、ワークショップ等で出た地域住民の希望（ホールや図書

館）を集約したものである。敷地面積で建てられる範囲のものとして、演劇なのか、

音楽なのか、講演会なのか、どのような用途のホールがつくれるのかを地域住民と

話し合い決めた。結果として、演劇やバレーの上演は難しいが、クラシックピアノ

やジャズの公演も行える 300 名収容可能なホールが出来上がった。 

 カフェ、会議室や図書館も駅前に欲しいという意見から、施設として整備した。ポ

プリホールでも福祉団体が働く場としてはカフェが良いだろうという話が出てい

た。 

 条例では「町田市鶴川緑の交流館」という名称になっているが、ネーミングライツ

により「和光大学ポプリホール鶴川」（以下、ポプリホール）という施設名称になっ

ている。 

 

＜施設の運営状況＞ 

 自主事業だけでは儲けを出せないので、施設の貸し出しと自主公演で賄っている。

ポプリホールの運営状況は赤字経営ではないと思うし、利用率は高い。施設の貸し

出しは「午前」「午後」「夜間」の大きく分けて 3 つで行っている。 

 ポプリホールの稼働率は年間 90％以上となっている。 

 演者の人にとっては使い易いホールである。落語は 300 席ある B2 のホールで開

催するが、声が届くし、顔が見える距離なので落語家の方にも評判が良い。 

 お客さんは、町田市内だけでなく川崎、新百合ヶ丘、横浜等からもくる。新百合ヶ

丘や東急線沿線で配布されているタウン誌のミスモに広告を掲載しており、市外か

らも人が来るようになっている。駐車場がなく、小田急線しかないので、アクセス

は悪いかもしれないので、立地上の不利はある。 

 寄席、ジャズ、シャンソン等小規模ホールに合った企画を財団が企画している。こ

の良さを武相荘とかと連携してしかけがあれば、財団としても広がりがあると思

う。 

 町田市は市内の大学と協定を結んで連携をしている。例えば、桜美林大学や多摩大

学と親子で楽しむイベントを開催したことがある。施設名称が「和光大学ポプリ

ホール鶴川」となっていることから、和光大学の施設だと思っている人が多い。 

 今までは子育て関連はなかったが、ホールのネーミングライツで和光大学との関係

もできたことから、11 月に親子ふれあいイベントを実施した。和光大学から今後

も親子イベント関連でポプリホールを活用したいという話はいただいている。 

 子供向けの上映会、紙芝居をやったり、怪獣映画のワークショップを開催した。ス
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トリーから小道具、映画を作って、上映会をした。地元の人たちで実行委員会を運

営して、今年 73 作品集まった。 

 町田市在住の映画監督もいたり、映画を作っていても上映する場がない人が多いの

で、そのような場としても活用したい。 

 南町田の映画館もなくなったので、新百合ヶ丘のアートセンターみたいなものがで

きればいいなと思う。 

 文化の発信として、映画、音楽、落語があるが、鶴川落語会という会もあり、毎月

プロの落語家を招いた勉強会もやっている。 

 もともと上映会のような企画は、カフェの集客を増やすために企画した。 

 カフェで水族館と称して四方に映像を上映したが柱が邪魔で、ホールで上映するこ

とになった。 

 月 1 回カフェでピアノを使って 1 時間の無料コンサートを実施しているが、200

人くらい集まる。 

 図書館は高齢者の利用者も多く、認知症カフェを一度やったが、かなり好評だった

のでまた開催する予定である。 

 外向けの企画も結構ある。スタンプラリーは 100 人以上人が来た。ハロウィーン

でもイベントやったり、ホールのイベントスペースを貸して。財団は場所の活用を

提供している。 

 地区協議会は色々な団体が集まっている団体である。毎月第 3 水曜日にポプリホー

ルで「3 水スマイルラウンジ」という地域の人を集めたイベントを実施している。

例えば、小島資料館の館長を招いて土方歳三の歴史ついて講演をしてもらったりし

ている。 

 

＜運営の課題＞ 

 地域に根ざし、地域に求められた施設をつくったが、図書館利用者からカフェから

の匂いやうるさい等の苦情があったりして、カフェと図書館等の兼ね合いが難し

い。交流スペースでは飲食や会話をすることも認められているが、図書館がカフェ

スペースから吹き抜けになって併設されていることや、勉強目的で交流スペースを

利用する人がいることで、飲食や談笑に対して苦情が出ることがある。もともとそ

のような利用を想定した場所なので、ポプリホールのコンセプトを理解してもらい

たいが、理解されていないようだ。 

 鶴川駅周辺にはバリアフリーのカフェがないことから、ホールのカフェにママさん

集まりやすいが、建物が吹き抜けなので、図書館利用者からカフェの子供の声がう

るさいという苦情が多い。 

 

２．これまでの香山園とのかかわりや情報 

 今まで、香山園とは係わりがあまりなかった。中に立ち入ったこともない。 

 もともと香山園とは係わりはなかったが、香山園は庭園も含めて見学したことはあ

る。 
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 香山園は地域とあまり付き合いがなかった。 

 香山緑地の用地取得については、地域の中では知らない人が多いのではないか。 

 鶴川地区の人にとっては、香山緑地は町田市として鶴川の価値観を上げてあげる材

料なんだという出し方をしないと、地域的に愛着のある人も多いと思う。 

 鶴川地区にも複数の神蔵家があるが、皆が親戚関係にあるわけではない。 

 雑誌等の特集で鶴川を取り上げても、新百合ヶ丘として情報を載せていることが

あったり、新百合ヶ丘特集に鶴川が混ぜられていることが多々ある。鶴川単体では

発信力がまだ弱いのかもしれない。 

 

３．これからの香山緑地の保存活用への期待や意見 

＜活用に関する事項＞ 

 都市計画上の範囲でできることに限りがあるとは思うが、指定管理として活用させ

てもらえるということであれば、提案もできるし、やっていきたいと思う。 

 これからは、財団として管理で係われるのであれば、おもてなしの場として活用し

たい。日本庭園はお茶会イベントで使えると思う。都市計画上できる範囲があると

は思うので、活用できることについては提案していきたい。鶴川地区は、町田市の

東の玄関口であるし、香山緑地自体駅に近く、あれだけまとまった土地と緑がある

施設というのはなかなかないので活用したい。 

 公園利用の範囲内での結婚式の披露宴、写真撮影、ケータリング等については、指

定管理を受けた事業者が手配をすれば良いので取り組みとしては可能だと思う。 

 結婚式の披露宴での活用や、商店会でケータリング形式での飲食提供は可能だと思

う。 

 地域の結婚式は流行ってる。色々な人が協力してやってると思う。 

 お灸殿だったという話をよく聞くので、何かその名残が感じられるようなものを何

か見せたり、感じられたりすれば良いのにと思う。 

 お灸殿が休止してから、長い間活用されていなかったから、地域の人の中で存在感

が薄くなったんだと思う。継続的に人を呼び込もうとするならば、緑をうまく活用

して人を呼び込むようにする。 

 例えば、落語の勉強会を有料でお茶付き等にして、香山緑地で開催することもでき

るのではないか。 

 お化け屋敷やお月見もできるのではないか。また、盆踊りの開催も可能かもしれな

い。能ヶ谷の町内会に舞踊部があり、部員の方々が地域の盆踊りをまわって踊って

いる。お返しに他の地区の方々が能ヶ谷の盆踊りに訪れてもくれて、輪ができると

いう仕組みである。ただ、今までの鶴川の盆踊りは通りがかりの人が立ち寄ること

が多かったので、香山緑地で開催することになると、ぶらちと立ち寄っていた人の

参加が減るかもしれない。 

 ピアノを持ち込むのは難しいかもしれないが、エレクトーン程度ならば可能だと思

う。 
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 発電機を使用すれば可能かもしれない。365 日毎日色々なことを対応できるのか

といわれると無理だと思うが、季節毎のイベントは開催可能だろう。 

 

＜施設整備に関する事項＞ 

 あんみつ、お汁粉、カキ氷等を提供したいので、厨房設備は必要である。 

 香山緑地の入口周辺の住宅への対応や都道から敷地へのアクセス道路の対応を

しっかりと検討する必要がある。 

 

＜体制づくりに関する事項＞ 

 香山緑地は市の施設になるので、財団が指定管理者をとして携わるのであれば、ポ

プリホールとは違う形で運営ができればと思う。ポプリホールを 5 年間運営してき

た事業実績があるので、イベントプロデュースの専門家と組んでやれば色々とでき

るかもしれない。 

 市内にも楽器の演奏をする演奏家の方がいるが、演奏をする場がないという話も聞

いているので、そのような方々にも活用してもらえるのではないか。また、イベン

トプロデュースの方にも一度香山緑地を視察してもらい、具体的にどのような活用

ができるか提案してもらいたい。 

 財団としては、地域の自治会等との連携は全く問題ない。財団は箱物として管理を

しながら地域と連携をして、ソフトの部分であるおもてなしを一緒に取り組むこと

ができるのではないか。例えば、食事やお茶の提供を行う場合は、食品衛生法等が

あるので地域の事業者に入ってもらって飲食を提供するとか。地域が係わることで

愛着を持ってもらえると思う。 

 大手等の外部資本を入れてほしくないという意見も分かるが、地域内から積極的に

係っていかない気もする。 

 日本庭園の管理については、素人が手を出せるものではないので、地元の造園業者

に委託をするしかないと思う。公園管理を行うというよりは、建物を管理しながら、

香山緑地で何ができるのかを考えて、収益事業を行っていくことになるのではない

か。例えば、おもてなしのカフェを運営するならば、財団だけではできないので、

齋藤さん等地域の方々と協力をしながらやっていくであれば可能だと思う。 

 色々と情報を発信し、訪れてもらうようなしかけをしていかないといけないだろ

う。 

 鶴川地区でも農家はいるが、安定的な供給ができないということで、商店街と協働

での取り組みは行っていない。しかし、ブルベリーを栽培して外国人の摘み取り体

験を行っている農家は地区内にいる。町田市の農家の方々は個々夫々で活動してい

て、横のつながりはあまりない。 

 町田の農家の規模では安定供給が難しいようで、学校の地産地消で野菜の供給をし

ているようだが、それ以外で活用はされていないようだ。 

 町田市産の野菜は、量と値段が安定していないようだ。以前、「いこい祭り」やも

ちつきをやる際に、大根を農家の方が提供してくれたことはあった。声をかけてそ
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の時に提供できる野菜があれば提供してもらうという感じだろう。小野路と同じよ

うな取り組みは難しいだろう。 

 鶴川地区に郷土料理はない。昔はイベント時まんじゅうとかを婦人会で作って売っ

ていた。 

 鶴川の地区協議会は、市内でも一番活動が盛んで、充実していると思う。積極的に

動いている人が多い。 

 

＜地域との連携に関する事項＞ 

 それなりの建物がないとおもてなしをすることも難しいだろう。緑があり、小路が

あり、四阿がありとなっていても、人が来るような場所ではない。訪れてもらうな

らば、散策の途中で武相荘に行く前に立ち寄ってもらうような、香山緑地と武相荘

の２つを上手く使って、更には小野路の方までという里山構想ができるのではない

か。 

 武相荘と同じことをやってもしょうがないので、武相荘とは違った使い方を検討す

る必要があるだろう。 

 武相荘はモダンで白洲次郎が中心なので、それとは違う路線が必要なのではない

か。 

 武相荘から程近くにある石川洋一郎さんのところの古民家は、時間貸しをしてお

り、コスプレの撮影等で利用する人が多い。 

 

＜その他＞ 

 香山緑地の事業については、土地取得から整備にお金がかかっているため、失敗は

できないし、色々と難しいだろう。収益のための民間活力の活用は厳しいだろう。

香山緑地の地域の核としての位置付けを考えていかないといけない。ポプリホール

とうまく連携していってほしい。 
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