
東大二宮果樹園跡地暫定利用計画提案

❤

共感でみんなの力を集めて、
みんなの夢を具現化し、
二宮から「ふるさと文化」を

全国発信しましょう。

様々な体験を通して、
「教育力」を高めしょう。

グループ「愛love 東大二宮果樹園跡地」

弟 橘 媛
オトタチバナヒメ



東大二宮
果樹園跡地

地域の宝!
アクセスしやすい。

広い土地。
様々な資源がある。



企画に当たって
◇東大二宮果樹園跡地の土地そのものが持っている物語性
を伝え、共感をもたらす。

◇二宮町の歴史や生活文化を掘り起こし、それを跡地暫定
利用に生かした企画をする。

◇できるだけ費用をかけず、跡地にあるものを資源(光)
として最大限利用する。

◇不自由なこと、欠点といわれていることを逆手にとって
運営する。

◇町内外の様々な人や団体と連携し、二宮町全体を視野に
いれた共育のまちづくりを具現化する。

◇貸与期間は5年間でもその後の展開(定住促進)につながる
仕掛けをつくる。

暫定利用の基本テーマ「ふれ愛観光」
サブテーマ「つながりの環」「ふるさと文化」「農と食」

「エコ減災」「冒険子育ち」



ここは二宮の宝！他にはない所
ここで楽しみながら実践体験、夢を形に。

ここを交流拠点にして町歩きで地域活性化！

グループ愛love東大二宮果樹園跡地に集まったメンバー
「自らの手で明日の日本を変える! 」金一グループ代表 坪倉良和、
二宮在住郷土史研究者 城所克嘉、
守りたい・子ども未来プロジェクト事務局長(東日本大震災県内避難者支援活動) 梶 雅之、
二宮災害ボランティアネットワーク副会長 杉本和子、炭素循環農法の会「た

んじゅん神奈川」の代表 中村隆一、元二宮小学校校長 橘川卓司、
前開成町長 露木順一、どんぐりアカデミー校長 平賀国男、
どんぐりリパブリック代表 柳川恒、

まちづくり工房「しお風」代表 神保智子
二宮町民を核に 計 10名



協力者・協力団体
1 まちづくり工房「しお風」 2 小さな幸せづくり二宮まち遊び衆(NPO法人設立準備中)

3 蔵まえギャラリー 4 NPO法人樹木・環境ネットワーク協会 二宮竹の里

5 ＡＳＡ二宮 6  ＡＳＡ大磯 7 遊舎 8 東海大学建築科杉本研究室 9 杉本洋文東海

大学建築科教授 10 陶工房一風堂 11柴崎満彦 12 みやじ豚代表取締役・NPO法人

農家のこせがれネットワーク代表宮治勇輔 13 相模湾アカデミー連絡会 14 湘南邸園

文化祭連絡協議会 15羽田耕治横浜商科大学貿易・観光学科教授 16横浜商科大学

佐々研究室 17佐々徹横浜商科大学教授 18本所靖弘明治大学農業部専任講師

19明治大学学生まちなか研究室 20かながわ朝市ネットワーク21ＪＡ横浜アドバイザー

山田良雄 22  ひらつか市民活動センター 23  町内のお店 24  たんじゅん神奈川

25 日本愛妻家協会 26 史遊会の有志 27 よろぎ会の有志 28 読売二宮センター

29 元東大二宮果樹園技官林光夫 30 荏本孝久工学部建築学科教授

31 看護師荒谷真理子 32 山田則子 33 山蔦紀一 34 NPO法人シティー・ウォッチ・

スクエア（CWS)監事、ひらつか防災まちづくりの会、関東学院中学校高等学校講師、専

門は地学教育（地質学・岩石学）相原延光 35 NPO法人ＣＳ21湘南

36 サイト「素晴らしい町二宮」主宰高木信幸

37 ひらつか防災まちづくりの会会長篠原憲一 38  元有機の会代表鳥居久代

39 あおいほし神馬純江 40 山崎俊裕東海大学建築科教授

※緑字は町内で活動している団体・二宮町民



ふれ愛観光とは?

地域活動者、農漁業者、商工業者などの様々な分野の連携

もてなし、ふれあい、
自己表現や創造
する楽しさ

町歩き、イベント、菜園・果樹のもぎとり、環境保全、逸品づくり、防災

教育、生涯学習、
人材育成

健康、福祉、
子育て・子
育ち支援

経済行為
の活発化

二宮町に
幸せと笑顔が
いっぱい

住民の力で地域の光を輝かせる=ふるさと文化を育む

体験 参加

来町者

コミュニティを育む観光=ふれ愛観光

まちなかで楽しく活動しながら生活文化を見える化

菜の花の花言葉は
「小さな幸せ」



私は、にのみや町民大学歴史専門講座から
郷土史の調査、町歩きガイドや講師を。



二宮町の中学3年生の学力は全国のトップレベル
二宮町の学力・学習状況調査

中学校で全国平均上回る

掲載号：2014年4月11日号

文部科学省が実施した平成25年度全国学力・学習状

況調査の結果がまとまり、先頃、その二宮町における
概要を同町教育委員会が公表した。

同調査は児童・生徒の学力状況を客観的に把握する
とともに、学力と生活環境との関連性を分析すること
などを目的に平成19年から毎年実施（23年は中止）。
調査の対象は全国の小学６年生と中学３年生で、25
年度の調査は同年４月24日に行われた。

内容は教科に関する調査（「知識（国語Ａ、算数Ａ・数
学Ａ）」「活用（国語Ｂ、算数Ｂ・数学Ｂ）」に関する問題）
と児童・生徒への生活習慣等に関する調査、学校へ
の学習環境等に関する調査となっている。調査結果
によって測定できるのはあくまでも学力の一部分であ
ること、教育活動の一側面に過ぎないことなどを留意
事項としている。

教科別の調査結果

二宮町の小学校は、活用に関する問題である国語Ｂ
の正答率が全国・県の平均を若干上回り、国語Ａと算
数Ａの知識に関する問題では全国・県の平均をやや
下回った。

中学校では国語ＡＢともに全国・県平均を上回り、数
学ＡＢは大幅に全国・県平均の正答率を上回る結果と
なった。

タウンニュース記事



二宮町は教育に熱い町民性!
アカデミックな風土が継承



東大二宮果樹園跡地の特徴

全国でマレなくらい

多くの時代の遺跡が残存
しています。



★諏訪脇横穴墓群 53基が確認

７世紀後半～８世紀後半の約１００年間、有力者の墓

※横須賀自然・人文博物館
に収蔵されている埋蔵品

県でもトップレベルな貴重な遺物が出土

金銅製圭頭柄頭
（直刀の柄の頭部）

大和朝廷の皇族の
下くらいの有力者の
存在を示す金メッキ、
メノウ、イモガイ
の加工品が出土



★元園田幸吉男爵の別荘

4)東京帝国大学時代の建物と果樹園が現存

肥料舎大正10年竣工。
現存する建物で最も古く園田男爵
が建築した唯一の建物。

Ｂｕｔ

池はその当時から残っている庭園かも。
(果樹園で技術職員をしていた和泉さん談)

管理舎

園田男爵別荘時代に建てられた
スリークオーターガラス温室
昭和40年代に撮影



米軍の相模湾本土上陸作戦に対抗する
陸軍の洞窟陣地が現存

相模湾・吾妻山とも
密接に関係



元東大総長内田祥三教授が監修した建物が現存

文化勲章を授与された
日本を代表する建築家

戦中・戦後、陸軍・米軍から
東大校舎を接収から守った
東大総長学生宿舎

1934(昭和9)年3月竣工

生産物加工室
1935(昭和10)年10月竣工

収納舎
1938(昭和13)年1月竣工



東大の農園や図書館に行って調べてみました。

資料や当時の関係者から
東大二宮果樹園跡地が
二宮の宝と実感!

当時の関係者で
協力者もでてきました。



東大二宮果樹園のもの
が展示されていました。



東大二宮果樹園跡地(地域の宝)を
後世に伝えることが私たちの使命

日本の歴史・二宮の歴史・文化を遊び(楽しく体験)ながら
後世に伝えなければならない。

二宮人の総力を結集して取り組みたい。

単なる「広い空地」として使うだけでは

ここでしか出来ない二宮のアカデミックな風土
を伝え残し
教育・文化の発信基地として利用しなければ、
10年後、50年後の二宮人にとって、禍根を残す
結果となるでしょう。



いっぱいある東大二宮果樹園跡地の
光、魅力自慢

(1)二宮町の真ん中にある
広大なの土地

(2)二宮駅から北口通り
を通って徒歩約30分

(4)東京帝国大学時代
の歴史的建造物と
果樹園がセット現存

(5)諏訪脇横穴墓群
７世紀後半～８世紀後半
の約１００年間、有力者の
墓苑

(7)様々な木や野草
(8)周辺に見どころや
体験できる場所が存在

(6)池や湧水

(3)元園田幸吉男爵
の別荘と梨園

(6)陸軍の洞窟陣地
が現存



東大二宮
果樹園跡地

(1)二宮町の真ん中にある広大な土地→周辺にアクセスしやすい
(2)二宮駅から北口通りを通って徒歩約30分→落花生や地元の

食材を使ったお店や生業文化が息づく商店街

(7)周辺に見どころや体験で
きる場所が存在
みかん山、二宮竹の里(里山再生活
動)、旧鳥別荘と言われ、花の庭が美
しいＭ邸、鶴巻田横穴墓群、ヴェルジ
苑・二宮ワインカーブ、オリーブ畑、
自然農法(炭素循環農法)の農園、二
宮の地層など



(3)元園田孝吉男爵の別荘と梨園

4)東京帝国大学時代の建物と果樹園が現存
明治後期から大正にわたって名を馳せた実業家（横浜正金銀
行＝現三菱東京ＵＦＪ銀行－1890～97，十五銀行＝三井住友
銀行の前身の頭取－1899～1915 歴任）
大正４年（1914）６７歳の時持病悪化の為十五銀行頭取を辞任、
吾妻村中里に別荘と果樹園を作り療養生活に入った（1915）。
梨の季節には親戚友人らを二宮に招待し、「梨の会」と名付け
年中行事。

Ｂｕｔ
建物の場所はわかりそうです。ひょっとす
ると泉はその当時から残っているものかも。

肥料舎

大正10年竣工。

現存する建物で最も古く園田孝吉
男爵が建築した唯一の建物。



(4)東京帝国大学時代の歴史的建造物と果樹園がセット現存
産学遺跡としての価値が大きい、大正時代歴史的建造物に脚光
梨、柿、キウイ、桃、フェイジョア、グミ、カラタチなどが現存

管理舎
大正15年竣工。
観 音 開 き の
ルーパー付の
建築当時とし
てはモダンな

洋館。

学生宿舎
昭和9年竣工。建築年から当時の営繕
課長であった内田祥三元総長の監修下
で建てられた推定される木造2階建て
の建物。

生産物加工室
昭和10年竣工。建築年から当時の営繕課長であった内田祥
三元総長の監修下で建てられた推定される建物。越屋根付
の2つの切妻がＴの字型に配置された独創的な農場建物。
ここで生産されていたイチジクの缶詰は宮中に献上され、
昭和天皇の好物。

なし
二宮果樹園時代、梨
は県下で逸品。

産地の山梨県の人も
絶賛。



(5)諏訪脇横穴墓群
７世紀後半～８世紀後半の約１００年間、有力者の墓
峰山の雑木林に覆われた南向斜面と西南向き斜面には、
横穴墓53基が確認。
副葬品の武具・装飾品・馬具のうち大和朝廷の工房で作られたとみられる優れ
た遺物。天井や壁にはわずかに朱彩(丹塗り)が残り、大和朝廷と直結する社会
的地位の高い被葬者がいたこと。横穴墓群は様々な地方の様式が見られ、
様々な地方の有力者が集まっていたのではないかということも推測。
金メッキ（金銅製）が施された帯金具、直刀の鍔、装身具の金属環があり、装身
具にも当時、熊本の海に生息していた芋貝を使った帯飾りやガラス製、琥珀製
の細工品など貴重な出土品。全国的に知られる横穴墓。

※横須賀自然・人文博物館
に収蔵されている埋蔵品



(6)陸軍の洞窟陣地が現存
(7)池や湧水
(8)様々な木や野草

二宮果樹園跡地
時代珍しい野草
も自生し、珍しい
木も植栽されて
いた。



ふれ愛観光・体験果樹農園
「まちなか❤遊学文化チャレンジ村」

草刈りワークショップや草刈りイベン
トと絡ませながら、バーベキュー、既
存果樹園を利用した遊学チャレンジ
果樹園
有機農業者から指導を受ける農業体
験・市民農園等を行う遊学チャレンジ
農園

泉や湧水、斜面・樹木を活用したビオ
トープ・水田・果樹併設冒険遊び場
住民や専門家等を講師に迎えたふれ
愛チャレンジ学校の運営

現存する建物や果樹園を見学する
walkwalk(ワクワク)地域探険ツアー
北口通り(「まちなか生業博物館」を
配置した遊学文化回廊)、吾妻山、一

色のみかん山ともつなぎ、二宮の魅
力の情報発進拠点

みかんやどんぐり、地元の食材の商
品開発を地元のお店や企業と行い、
地域ブランドづくりの推進



わたしたちが描く
活動イメージ

草刈り、トイレ・駐車場
がないなど不自由なこ
ともイベントやワーク
ショップ、防災ピクニッ
クとして楽しんでしまう
企画



遊学チャレンジ果樹園
草刈りワークショップや草刈りイベントと絡ませながら、バーベキュー

既存果樹園を利用した現存する果樹等を活用した収穫体験園

二宮には県指定天然記念物梨・桃の原木群あり

跡地の最初の所有者園田男爵は梨園を経営し、「梨の会」
を主宰

春 桃の花見、みかんの花見、梨の花見、イチゴ狩り、みかんの蜂蜜、
梅のもぎ取り、カラタチの花見
夏 フェイョアの花見、みかんの青摘み体験、青摘みかんしぼり、梨の

もぎ取り、梨の果実酢づくり、柿渋づくり、イチゴ狩り、トマトもぎ取り
桃もぎ取り、青摘みかんのそうめん流し、みかんの青皮づくり
秋 みかん狩り、柿のもぎ取り、柿酢づくり、りんご酢づくり、百花蜜

キウイ狩り、栗拾い、イチゴ狩り、トマト狩り、ギンナン拾い、ブドウ狩
り、グミ狩り、フェイジョアのもぎ取り、カラタチの果実酒づくり
冬 みかん狩り、キウイ酢づくり、フェイジョアのもぎ取り、みかんの

陳皮づくり

http://ema-ichigo.com/blog/state/


遊学チャレンジ農園
有機農業者から指導を受ける農業体験・市民農園

炭素循環農法の活用
無肥料・無農薬
土中微生物の力で美味しい
野菜づくり
選定チップ堆積土作り
二宮はごみ処理広域化で
平塚・大磯・二宮の選定枝
処理



ビオトープ・水田・果樹併設冒険遊び場
泉や湧水、斜面・樹木を活用し、子どもがおもいっきり野外で遊べる場
自分の安全は自分が守るルールを身につけ、「生きる力」を養う

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%9b%e3%82%bf%e3%83%ab+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&id=B016C98A7014964BA801BEA00405C635F880CAD2&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%9b%e3%82%bf%e3%83%ab+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&id=B016C98A7014964BA801BEA00405C635F880CAD2&FORM=IQFRBA


ふれ愛チャレンジ学校
住民や専門家を講師に迎え、季節ごとに地元の歴史文化を体験プログラム化

地元学、アート、山野草、薬膳、ツアーコーディネイター・ガイドの養成、農業研究、地域

循環・エコの研究、ジオパーク・減災の研究、共育コミュニティサイトの研究

つる性植物や草木、果実を取って
リースづくりや草木染め、柿渋染
め・藍染め等

みかんの青摘み体験をして
果汁絞り、様々な果実で
果実酢づくり等

農業・収穫体験、草摘み
をして、草もち、だんごづく
り、手前みそづくり、マイ
ビールづくり等

相模湾の成り立ちを
知るミニジオパークの
体験学習会等

みかんの青摘み
体験新聞づくり



ｗａｌｋｗａｌｋ(ワクワク)地域探検ツアー
◆15～20人位の小規模で地域の人たちとふれあう体験型まち歩きツアー

(小規模だからこそ交流や普通では体験できない面白い企画ができる)

◆東大二宮果樹園跡地を二宮の魅力の情報発進拠点として、北口通り(「まちなか生業
博物館」を配置した遊学文化回廊)、吾妻山、一色のみかん山ともつなぎ、現存する
歴史的建造物見学や果樹園での体験を盛り込んで、農家や邸宅、お店などとも連携
し、まちなかで全体でふるさと文化を「見える化」し、物語性を出す演出を行う

◆自然の恵み、生業、生活文化、人等から魅力ある「地域の光」を
探し出し、それを季節ごとにプログラム化
菜の花の時期 1月中旬～2月中旬頃
みかん等の花の時期 5月頃
夏休み・青摘みかんの時期 8月頃
収穫や文化祭の頃 11月中旬～12月頃



湘南みかん風のまち散歩

二宮の魅力を伝える写真展やアート
と合わせたイベントでまち歩き

店が生業博物館や展示会場、そして
町のコンシェルジュに。

会場名 展示内容

和の店
すぎ田

湘南みかん風のまち散歩

無添加パン
むーにゃん

湘南の光と大地の恵み
みかんと落花生

ダイニング
カフェＮＩＮＯ

東大二宮果樹園跡地の
大正・昭和の建物群

中西茶店 郷愁を感じる建物

竹原邸 小学生親子湘南みかん
青摘み体験小学生新聞

パンとケーキ
の店 芦の屋

みかん山などの
自然の恵み

栄屋商店 東大二宮果樹園跡地の
果樹

ラディアン
信号前
しお風案内板

二宮の魅力発見！未来に
伝えたい写真展
湘南みかん風散歩～東大
二宮果樹園と生業の魅力

北山工務店 walkwalkマップvol.5 
湘南みかん風散歩～東大
二宮果樹園周辺

野原の落花
生

大地の恵み落花生 その1

お米の原徳 米の恵みと共にある暮らし

渡邉の落花
生

大地の恵み落花生 その2

煮豆と総菜の
店 越文

湘南の光と大地の恵み
落花生と青摘みかん

茶々○ 湘南みかんのある暮らし

まちなか❤
ほっとスポット

東大二宮果樹園跡地の
再生

※平成25年度実施内容



多目的広場・イベント広場・朝市

野外コンサート・
朝市・フリマー
ケット・展示会い
ろいろ開催。



地域ブランドづくりの推進
みかんやどんぐり、地元の食材のレシピ・商品開発を地元のお店や企業、農家
と連携して実施し、朝市や県内の様々なネットワークを通じてアピール
吾妻山や弟橘媛の伝承、みかん花言葉「花嫁の喜び」を生かした物語性の創出



私たちの夢の段階的な環の広がり
第1の環
2014年度

土壌づくり

第2の環
2015～2016年度

仕組みづくり

第3の環
2017～2018年度

形づくり

実践しながら
環を二宮町内で
拡大・充実

(1)小さな幸せが
実 感 で き る コ
ミュニティづく
り

(2)橘伝承と食を
活かした物語性
の創出

(3)遊学文化回廊
づくりとまちな
かのにぎわいづ
くり

(4)東大二宮果樹
園跡地の光探し
と減災につなげ
る維持管理・整備

実践人材の
把握・人材育
成

みかん・どん
ぐり等テキス
トで逸品づく
り・活用

北口通りで遊学文化回
廊づくり

現地資源調
査・みんなを
巻き込む維
持管理活動

ふれ愛チャレンジ学校の
開講

橘伝承と食を活かした地域ブランド
づくり

年間を通した体験
プログラムづくり

まちなかのにぎわいづくり

2018年11月

まで金・土・
日通年開園

ﾃｰﾏﾊﾟｰｸとして
通年解放

コミュニティ
デザイン

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
(1)～(3)は5年後
以降も継続
(4)は返上、現状

活用なので原状
復帰も

あまり手をかけ
ずに済みます。



原状復帰の方法
5年後の2018年11月

恒例の「野外遊学文化フェスティバル」をさよなら！ふれ愛観光・体験果樹
農園「まちなか❤遊学文化チャレンジ村」と題してチャリティビッグイ
ベント化し、植樹した木や実った果実、ホタルの幼虫、ミツバチ、器材等をチャ
リティして、原状復帰に要する費用以外は、この東大二宮果樹園跡地の将来
構想の実現に寄付を行う。

2019年1～3月
ビオトープ、せせらぎ、農園等をつぶし、元の状態にもどす。

ふれ愛観光・体験果樹農園
「まちなか❤遊学文化
チャレンジ村」は、なくなっ
ても、
活動の環は広がって、二宮
のふるさと文化の素晴らしさ
を多くの人に伝え、ふれ愛観
光の町として全国的に認知
されるようにしたい。


