
■ 田畑

WC

若葉台駅南台駅若
交差点から点から
約50m先を左へへ左へ先を左を

長峰二丁目目長峰二丁峰二丁目長
バス停バス停ス停バスバ
京王バスでで京王 で王バスで王京
稲城駅へ稲 駅へ稲城

の台バス停宮宮の台バの台の台宮のの宮ののの宮 台バ台バ宮のの台の台
小田急バスで小田小田急バ田
稲城駅へ稲稲稲稲城駅稲城総合体育館館合体育館

バス停ス停停バス停
京王バスでババスでバスで
稲城駅へ駅へ駅へへ

葉台公園若葉台公園若葉台公若葉台 園 かさ    や      と

上谷戸親水公園上谷谷戸

園公園園央公園稲城   中央 園稲城   中央央央公園稲城   中央

若葉台駅駅 京王相相模模原原
線

スポポフレス
若葉台若葉若葉台 フレスポフフレスポ

若葉台若若葉台EASTEA

至至橋橋本本

セブンブンブン
イレブンブン

ガストトスト
若葉台台駅南葉葉台若若葉葉台駅南

下村橋下村橋下村橋下

　　三三
　沢沢T
川川川

三三三三
沢沢沢沢沢沢
川川川川川

黒川東川東黒
営農団地団地営営

農村広場

      学
  園    園   園
  通
り

若葉台若若葉
入口入口

鶴鶴川川
街街道道道

若葉台公園入口口園入 若葉台一丁目

もみの木ももみのの木の木も
保育園若葉台保育園 台若葉台園若葉保テテニスニステニテニニニス

コートトココ トトコーコー

管理棟棟棟理棟管理棟理棟

場花花花花花の花ののの段の段の段段段々々々々広々広広場広場広場段花の花 々広場段々々広場
上谷戸川谷戸川川

上谷戸通り

上谷戸大橋上
水車小屋水車水車水車小屋車小屋

上谷戸緑地戸緑戸緑地上 地谷
体験学習館験学習体験学習館体験

茅葺き民家茅葺 民家茅

　　　      鶴   鶴上谷戸川
　　    川   川
　  街  街
道道

            鶴　　　 鶴      川　 川                
　  街街街
道道

関谷不動産谷 動産関谷不動谷不

長峰小学校南峰小長峰小学校南長
長峰小小

総合体育館総合体育館館
ファミリーファミ
マートママートトー

ド総合グラ   ウンドドド
池

サギウサウサギ
屋小屋
ワークワ ククワーーク
マンマンマンンマママンマンンマママ

ニニューニューニュー
ヤマザマザマザキキキ
デイリーー
ストア

薄薄葉
谷戸谷谷戸

旧旧旧旧旧旧旧旧旧 旧旧旧旧旧旧
水水水水水水
路路路路路路路

    京    京　　 京三三三 　王　　　三三三   三三
相相相　 相
模模模模

　原原原原
線線線線線

明大大神神神明明神明大神

めぐめぐみの里の里山山里山
ななぎ里山山（い（いななぎぎ里山山

グリーリーンワーワーク）ク））

南南南山南山南

妙妙見宮見宮

石石石
段段

妙見妙見寺
卍卍

ートーゲーゲゲー
ル場場ルボーボール

武
蔵蔵蔵
武
野
南南
線線線
（（（貨貨貨（（（（
物物物）

城駅城駅駅城駅城駅城城駅城駅城駅城駅城駅駅城駅駅城駅城駅城駅駅駅城城駅城駅城城駅城駅城駅城駅城駅城駅城駅城駅城城駅城城城城駅城駅城駅城駅城駅駅城駅駅城駅駅城駅駅駅駅城駅駅城駅城駅城駅城駅城駅城城駅稲城稲城稲城稲城稲稲城 至調布至調布至調布至調布至調布至調布至調布至調布至調布至調布調布至調布布至調布至調布至調至調至調布至調布至調布調布至調布至調布至調布至調布調布調布調至調布至調布調布布調布布至調布至調布至調布布至調布布至調布布至調布至調布布至調布調布至調布至至調布至調布至調布至調布至調布調布至調布至調布調布調布布布布布調布至調布調布至調布布至至至調布調布布調布至至調布調調布至調布布布布布布布布布調布調布布布至調布至調布調布布布布布至調布調調布至調布布布布布調布布布至調布布布布調調調調調至調調調調調布布調調布調布布調調布布至至調至調至至調至至至至至至調至調至調至至調至至調至調至調至至至調至至至至調至調至至至至調至調至至調至至至調至至調至調至至至至至至至至至至至至至至至至調至至至至至至調調至至調至調至至至至至調至至調至至調至至至至至至至至至至至至至至調調調至至調調調

「若葉台一丁目7」の電柱
手前を左へ入り川岸へ前を

階段を下り段 下りを下り
小川右岸の道へ小川 岸の道へ川右岸の へ

階段階階階段
上る上上上る上

段階段
上る

鶴川街道の手前川街
20mで左の道へ行20m
き、突き当りを左折

手前を左へ畑の手前 へ畑
らに畑の下り、さらにに畑の
進む中の道をを進

急坂をを急坂
上る

❶❶●●●●

❷●●
❸●●

❹❹❹❹❹❹●●●●●●●●●●

❺❺❺❺❺●●●●●●●●●

❻❻❻❻●●●●●●●●
❼❼❼❼❼❼●●●●●●●●●●●●

❽❽❽❽❽❽●●●●●●●●●●●●
❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾●●●●●●●●●●●●●●●●●●

10●●

1111111111●●●●●●●● 121212
小
●●●●
小小

131313131313●●●●●●●●●

1414141414●●●●●●●●●●

1515151515151515151515151515151515●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1616●●●

1717171717●●●●●●●●●●

18181818●●●●●●●19●●

B

C

D

E

F

G

START
A

稲城とナシ稲稲稲稲稲稲 と城城とととととととと城稲城城城城城城城城城 ナ城城 ナ稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲城城とととと城城城城とナナナナシナナナナナシシシシシナナシナシシシシナナシシシシシシ
このコースでは、何度かの スのコのこ コこののココ スス は 何度はははではスで 、でスではは 何何度何ス 度度度度こののの スコこのコ でで 何何はは 度はスでは 何何度度かかかかかかかか
ナシ畑を目にする。をシシナ 畑ナシナ 畑をシ すするにすにすナナナナナナ 畑シシ畑畑をナナナシ畑ををを目シ 目目目にににににに るるるすすすする。に目 するす 稲城稲稲稲稲稲稲稲稲稲城稲稲稲城城城城城城城城城
市では江戸時代からナシ市市市 ははは江江江江江江江江江ででではははは江市市市市市市市で市でで 江はははで 戸時時戸戸 かかかかららららららら代時代代代かか代 ナ代 ら時戸戸時戸時時時時戸時時時代代かかかか代 ナナナナナナナナナシシシシシシシシシ
がつくられ、現在も都内がががが らられららららくつくつつ れくつががががつつつががが くくらられれれ ももももも在在現現在現現 都も在現在、れれれ、現現現在在在ももも都都都都都都都都内内内内内内内

のナシ栽培の約のののののナナナシ の培培培培栽栽栽栽培培シシシ栽シ栽ナシ の培栽シナシナナのナシ 培培培培栽栽シナの ののの約約約約約約約約約の約約の 44444割を占め断トツの第をををを割割割割を割を割ををを割割割 占占占占めめ占 ツツツトトトトツツめめ断断め断 のツ断めめめ占め断断 のツツツト断め占 のののの第第第第第第第第第第
1位である。栽培の中心は稲城駅の東111 るるるるでであああでででで位位位位位 ああ位位位位でああででであるるるる。位 の中中中中心心心培培のの培培培培栽栽栽栽栽 中の培 心の栽栽栽栽培のの培培培の中中中心心心心栽 城駅駅駅駅駅駅の稲稲稲稲はは稲稲は心心心は 駅城は心 の城はは心は稲稲城稲稲は 城城城城城駅駅駅駅心 のののの東のの東東東東東東東東東東
から多摩川にかけてで、京王相模原線かかかかかかかららららららら 川多摩摩川川摩摩多多多摩 に摩摩ら 川らららかかかからら多多多 川川摩摩摩摩川川川川ににに川にににかかかかかかかか でけててててけけけけ で、ててか でかかかにににかかかけけ ででててててででで 京京京京京京京京 模王相相相相相相王王王 模原相相京 模京京京京京京王王王 模模相相相相模模模模原原原模原原原原線線原原原原線線線線線線線線線線線
の車窓にもナシ畑が広がる。ちなみに、ののののの車車車車車車車 にににもももも窓窓窓窓にににににも窓 ナ車の ナのの車車車車車窓窓にもナナナナシシシシ畑シシ ががが広広広広畑畑畑畑ががががが広が がシナ がナシシ畑シシ畑畑が広広がが ががががるるるるるるが ちなななみみちちちちなみち みるが みがるるるるる ちちななみみみににににみににににににに、
稲城市はブドウ栽培でも都内第1位で稲稲稲稲 市城城城城城城稲稲稲稲 ははブブブブブ城 はは市市はは城城稲稲城市市市市城城 はブはブブ 栽ウウウウドドドドド 培培培でででででウ 培培栽栽培培ウウドド 栽栽栽栽ウウ 培で培でで 都都都都都もももももも 第第第第第第第都 第第内内内第都都ももも 内内都都都内 1第1位位位で位位位位位位位ででででででででで
東京のフルーツタウンでもある。東東東東東東京京京京京の ーールルルルルルフフフののフの東京京の京の東京京京東東 のののフフフルルル東 ツツツタタ ででででンンンンウウウタタタウウタツツ ウウツタツツー タタウウウンでででンでももももああああああるるあももあるるああでもで るあるるる。も
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　京王相模原線は、稲城駅から若葉台
駅までの間、北側に広がる向陽台や若
葉台などのニュータウンを見ながら丘陵
の山裾を走ります。線路に沿うように三
沢川が流れ、鶴川街道も並走していま
す。この南と北の丘陵には、畑、谷戸
田や雑木林があちこちに残っています。
南側には昭和50年代前半に整備された
黒川東営農団地、薄葉谷戸、南山西部
の里山と雑木林、北側にはホタルも観
賞できる上谷戸親水公園のせせらぎ、
稲城中央公園の雑木林…。
　このコースは、京王相模原線を縫う
ように南と北の丘陵に残る里地里山の
風景を訪ねます。若葉台駅のホームの
東端に立って南を望むと、丘陵の斜面
に農地が広がっているのを見て取ること
ができます。黒川東営農団地です。ま
ずは、そこを目指します。

❶下村橋先のナシ畑
若葉台駅南の交差点先約50m
を左折し、三沢川を渡ると右手
にナシ畑がある。黒川東営農
団地は左手の竹林の先を上る。

❹学園通り脇の田んぼ
営農団地を下り京王相模原線をくぐると左手に田畑が広が
り、学園通りに出る。このあたりは谷戸地形で水田が続く。

❺若葉台の
ケヤキ並木
若葉台駅の北側には
ニュータウンが広がる。
鶴川街道を渡り、若葉
台公園入口信号までケ
ヤキ並木を行く。

❻若葉台公園
芝生がのびやかに広がり、とくに円形の花
の段々広場は魅力的。その広場の下にこれ
から行く上谷戸がのびる。

❽上谷戸親水公園
せせらぎを中心に心地よい親水
空間が続く。ここでは地元の人々
の手でホタルが飼育され、毎年
6月初旬頃に観賞会が催される。

11稲城中央公園
この公園へは体育館手
前の駐車場から入るとよ
い。高台に体育館とグ
ラウンドがあり、東側の
斜面に雑木林が広がる。

12公園下の棚田
公園の雑木林を下ると東側
に棚田があり一番下の園路
から眺められる。棚田の下
は鶴川街道である。

13三沢川
鶴川街道を右
折して三沢川
を渡る。その
先に京王相模
原線のガード
があり、それ
をくぐると薄
葉谷戸。

14薄葉谷戸
谷戸入口の水田はすぐに途切れるが、道
なりに進むと再び田畑が現れる。今も農
業が営まれ、昔ながらの谷戸風景が残る。

15旧水路脇の道
薄葉谷戸から戻り三沢川の右岸を下る。
旧水路に出会ったら水田との間の道を行
き、京王相模原線をくぐり南山を目指す。

16南山西部の里山
稲城駅の南側に連なる山は南山と呼ばれる丘陵の西
部にあたる。急な坂道を上ると左手に雑木林を背景に
懐かしい里山風景が広がり眺望も素晴らしい。

18妙見宮境内からの眺望
雑木林の道を下ると妙見宮に出る。妙見宮は毎年8月
7日にカヤで100～150mの大蛇をよる「蛇より行事」
で知られる。境内からは新宿副都心が望める。

10長峰小学校南交差点下の畑
上谷戸通りが鶴川街道と交わる手前で左へ道をとり、北へ上る。
右手に畑を見て上り切るとこの光景が広がる。

❷❸黒川東営農団地
昭和50年代前半に完成したこ
の営農団地は約18ha（東京
ドーム4個分）。野菜のほかナ
シやカキ、クリなどもつくられ
ている。眺望が素晴らしく富士
山も望める。
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19妙見寺
妙見宮から石段を下ったところにあ
るのが妙見寺で、今では全国でも
珍しい神仏混淆（しんぶつこんこう）
の寺院。参道から京王相模原線を
くぐり右へ行くと稲城駅である。

17雑木林の道
畑の東側には雑木林が続く。二股道を左
へ上がり雑木林を進み、山中の畑の手前
を左へ下り、さらに畑の中の道を進む。
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❼上谷戸の田んぼ
若葉台公園の下は上谷
戸。中央をせせらぎ（上谷
戸川）が流れ、左岸に田
んぼがある。
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❾水車小屋と上谷戸大橋
上谷戸親水公園の最下流部。このあたり
には小型のハヤブサ類のチョウゲンボウ
が棲み、いつもカメラを携えた愛鳥家の
姿がある。
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