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ｍ ａ ｐ ひ と こ と メ モ          ◎ 明治時代以降、風光明媚の豊田は別荘地として利用される。  

日野市の市章     日野市の市章    日野市は東京の中央   日野市の地図(形)       １ 豊田駅  ◎北緯 35 度 40 分 東経 139 度 23 分 北口海抜 100ｍ、南口海抜 92ｍ。 

 

ミ     

炎の如く燃え盛り発展  東京のへそに         犬の横顔です        ◎中央線東京駅から 43.1ｋｍほぼ フルマラソンの距離。                                     

           して行く様を象徴    あたります。                            ◎中央線特快で東京から約 48 分、新 宿から 約 35 分。  

 日野市の花：菊   日野市の木：カシ       日野市の鳥：カワセミ   ◎豊田駅のホームに流れる♪曲♪は 巽聖歌、  ◎ 豊田駅付近の段丘と地層  

                                      シラカシとアラカシ               の作詞『たき火』、巽聖歌は当駅から近い                     

                     葉とドングリ                  旭が丘６丁目に居住していた。 

                                            ◎駅前ロータリーの樹木はヤマモモ、ぐるり   

      日野市の面積：27.53 ㎢   日野市」の人口：約１８万人（2011）        と回ると木の本数が変わるよ。           

       日野市の地名の由来、３説あり。①飛火野説：日野台地にのろし台あり。     ◎北口駅前の案内板を見よう。                                        

②日奉宗頼（ひまつりむねより）の日の宮あり。③日野中納言の来住説。      源平合戦の英雄、平山秀重の道案内板 

豊田の地名の由来：名前の通り湧水を利用した米どころ、豊かな田あり。      がある。            

         は日野市天然記念物。 

        ◎鳥居両脇はケヤキ    

◎段丘崖（高さ 8ｍ）に 建設された珍しい駅、明治 32（1891）年開業 

*1：豊田南地区は区画整理施工中のため Map の道路と異なって 
いる部分があります。Map は施工後の道路です。 

*２：………は遊歩道です。 
*３: 水 50 は市制 50 周年記念事業水辺 50 選で選ばれた場所です。 

 

豊田湧水ミクリの花 

市の鳥カワセミ 

⑭多摩平ふれあい館・・複合施設です。 

①図書館②男女平等推進センター③ファミリーサポ

ートセンター④地域子ども家庭支援センター⑤児童

館⑥交流センター（2018/10改定追加） 

 

ひょうたん池の水は 

ここから出てくる。 
 

http://kurokawa.eco.coocan.jp/


17 多摩平の森  

◎多摩平の森には 26 種 350 本の高木

あり。大正時代、宮内省帝室林野局林

業試験場の時代に植えられた。 とく

にモミの巨木は貴重 

◎ストーン牧師と洞爺丸事故   

カナダ生まれのストーン牧師は             

来日して多摩平のこの地に住む、洞爺

丸に乗船していて遭難死、悲しい物

語。三浦綾子の小説『氷点』にも登場、

多摩平の森にある紙芝居を見よう。                 

◎小説、『荷車の歌』などで 

有名な作家 山代巴も多 

摩平に住んでいた。 

 

 

40 白髯神社と豊田保育園  

◎保育園土手にプラタナスの木 

 

◎北口駅前のマンホール蓋と平山秀重の案内板を見てみよう。                      

 普通のマンホール蓋      カルタマンホール蓋（市制 40 周年記念事業）    

市の鳥カワセミをデザイン    小学生が作成、市内のどこかに１枚だけある。                    

市内に多数利用している。    誰にも聞かずに４５枚みつけたらスゴイ！！                      

            マンホール蓋                                              28 白壁の家と用水。 

                                                                  

                               

                                               

    ２ 清水谷公園 湧水         ３ 山王下公園  解説版あり、                               

    ジュウガツザクラが               北側の林の中に昔の神社への                          

       10～3 月まで咲いている。            石段が見える。草木多種。                                

    ４ 全日本少年剣道練成会館 北側の湧水にクレソンあり。        

          湧水約 1.2～11 ℓ/s。約 16～18℃    ５ ヒマラヤスギ、トウカエデ                                                      

   ６ 環  カワセミハウス     シーダーローズを拾えるかも。 

前環境情報センターと地区センターの複合施設。会議室、環境関連資料、展示コーナー                                                

あり。環境学習や各種市民活動に子供からお年寄りまで参加し利用され 

ています。黒川清流公園散策の折りにはお立ち寄りください。                                       

                                                、 

 ７あずまや池＆ワサビ園 湧水       ８ わきみず池 湧水 カルガモ                         

    ◎水上の休憩場所。ワサビ園を見よう。 

カメ  コイ ワサビ                                                              

                       コイ       ホタル                                          

                          

９ 黒川清流公園 湧水群 水 50                                                                         

◎湧水群は東京の名湧水、手づくり郷土賞、生活の水３０選。                  

◎湧水量 約 23～120ℓ/s 水温 約 15～18℃（H20）                

 ◎子供の水遊びに最適 

 ◎水道、ﾃｰﾌﾞﾙ、ベンチ、トイレあり。                                                                                    

                 キンラン 

                                               

◎水道、テーブルベンチ、トイレあり。                 キンラン                     10 大池 湧水  カルガモ  コイ マガモ カワセミ               

  

                 

                                                              

 11  ひょうたん池 ◎この池から水 

            は地中に消え      

               ていく。                    
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         は日野市天然記念物。 

        ◎鳥居両脇はケヤキ    

15 多摩平第一公園             

◎広い敷地に森、グラウンド、テニス

コート、野球場、ベンチ、ブランコ、

滑り台、かどで象（狩人の像） 

◎、水道、トイレあり 

 

 

自噴井戸あり、ビオトープあり 

前身は善生寺で開校 

 

 

 

 

 砂岩、泥岩、粘板岩、チャート 

、輝緑凝灰岩、礫岩、石灰岩など 

32  

34 日野豊田小学校 

◎前身は善生寺で開校 

◎自噴井戸、ビオトープあり。 

約 98～169 ℓ/s 約 15～18℃(H20） 

◎高札場があった。(小学校北側) 

◎高札場があった。(小学校北側) 

36 黒板塀の家（H26 年東側黒塀撤去される） 

             豊田ビール発祥地。 

             水 50     

29 東豊田公園と馬頭観音  

◎水道、トイレあり。遊具も多い。 

◎石仏は公園北側縁、小さな馬頭 

観音は道路の北、用水脇。   

12 吹上遺跡 

出土品  

26 日枝神社と 

 上田用水取水口                   

◎樹齢 300 年以上のムク 

ノキは日野市天然記念物。 

◎鳥居両脇はケヤキ。 

54  向川原緑道浅川堤    

◎桜の名所、富士山の眺めが素

晴らしい。 

52 七生中学校 

◎自噴井戸あり。 

◎ビオトープあ

り。 

55 浅川の石 ◎砂岩， 

泥岩、粘板岩、チャート 

輝緑凝灰石、石灰岩、礫岩など。 

16 矢崎橋やすらぎ処湧水 

◎2018 年、はけ下の湧水を利用し

池や休憩所が作られ親水公園がで

きました。 

◎庚申橋（塔）から矢崎橋へ通じる

道を観音堂の坂とよばれた。 

（観音堂があったかは不明） 

の生涯学習の場』として乳幼児か

30 善生寺 湧水池あり 

 ◎日野七福神の大黒天 

をまつっている。 

◎明け六つに鐘が時をつげる。         

◎大仏の基壇から多摩丘陵、 

丹沢山系の眺望がよい。                  

 

13  多摩平第六公園  

◎ユリノキとヒマラヤスギが 

森一番のノッポを争っている。 

◎広場、水道あり 

31 若宮神社  ◎社殿の            

             左の木はクス 

          ノノ ノキ、右はニ

ッケイ   ッケ ッケイ。 

◎子供相撲の屋根つき土俵が

あるのも珍しい。 

☆下記備考欄参照。 

33耕地整理 

記念の碑 

22 遠藤和泉の碑 

 ◎昔、村の境界争いが 

  あった。 

           

      

      

 

  

35 寺坂の地蔵 

江戸時代の石仏） 

37 愛称『タヌキ公園』 

と天神宮跡地（豊田七森） 

◎公園にセンダンの木あり。 

◎詩人、田中冬二がこの付近

に居住。 

38 豊田地蔵尊    39 小便小僧 

（戦没者慰霊）   ◎東京オリン 

          ピック記念碑。 

43 50 豊田用水と分水路ここで見られる生き物たち。 

       

46 蚕影神社 

（Ｎ社敷地内） 

47 中央図書館湧水群東京の名湧水と八幡神社 水 50 

◎湧水量 約 6～32ℓ/s （H20）  

◎水温 約 16～18℃ （H20）  

  
51 平山橋 ◎川底より貝などの海の化石が多数でる。 

 ◎橋の欄干は市の鳥カワセミがデザインされている。 

絵
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19 野鳥の森公園 

◎黒川清流公園でも同じ種 

類の野鳥が見られます。 

ア
オ
ゲ
ラ 

20 梵天山古道  

古の鎌倉道が残っている。  

                昔の旅人に会えるかも。 

23 城のような石垣        24 堀之内緑道  

                  用水と水田風景                 

25 延命寺 ◎日野七福神、老寿尊をまつる。 

◎多摩八番札所     

       

 
◎樹齢百年以上の早咲き梅古木 

27 レンガの橋 

と洗い場 水 50  

41 豊田児童 

グラウンド   

（東京オリンピック記念の碑あり） 

と八幡神社 

 

56 浅川の樹木       ◎オニグルミ、エノキ、クワ、ニセアカシア、 

ヌルデ、コゴメヤナギなどのヤナギ類 

57 まつり塚    ◎ 昔の村境の塚にクロマツが植えられていた。今は 

            Ｆ社の敷地内に子孫の松が植えられている。 

          ◎塚では疫病から逃れる祈願、祈祷が行われていた。 

☆備考 『豊田七森』 ◎若宮神社、三嶋社、白髯（惣身）神社、八幡神社、山

王社、天神社、第六天、の『豊田七森』があった。白髯社、八幡社、山王社、天

神社は若宮神社に合祀されている。 

☆参考資料①日野市ホームページ②日野市郷土館『村絵図を楽しむ４－豊田 

－』③赤松 陽 講座資料。 ☆場所表示だけでメモのない番号もあります。                         

（2011/12 作成）（2018/10 改訂） Ｔ，tanaka 
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