
全国でマレ
なくらい 

多くの時代
の遺跡が 
残存。 

 



東大二宮 
果樹園跡地 

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 
 

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 
 

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 



★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 

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 



 
 
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 



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 



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 

 



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。 



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。 

 



♥ 
東大二宮果樹園跡地を
拠点にして、まちなかで
楽しく活動しながら生活
文化を見える化する街
整備を考え、できるとこ
ろから少しづつ実践して
います。 
 



東大二宮 
果樹園跡地 

 
 

吾妻山公園 

太平洋自転車道の
延伸 

物語性やアカデミック性そして地の利を生
かして 

東大二宮果樹園跡地を二宮の情報発信・
交流拠点に 
 
東大二宮果樹園跡地を 

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 
 
北口通り（ニノス花通り）を湘南軽便鉄道
の物語性や近代建築の古い建物、まちな
か写真展「湘南みかん風のまち散歩～東
大二宮果樹園跡地と湘南軽便鉄道の浪
漫がつなぐ生業の魅力」を生かして 

「まちなか生業ミュージアム」を配置した
遊学文化回廊 
 
県営住宅や古い建物の空き家を活用して
若手起業者の定住化や開業支援 
 
 
 

ラディアン、 
花の丘公園 

ふるさとの家、 
せせらぎ公園 

県営住宅 

湘南軽便鉄道が走って
いた軌道 



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や様々な人

が交流できるふれ愛チャレンジ広場 
 

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 
 

まちなか写真展「湘南みかん風のまち散歩」を活用し 

まちなか生業ミュージアムを配置した遊学文
化回廊で吾妻山、一色のみかん山ともつなぎ、二
宮の魅力情報発進拠点 
 

みかんや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 

ふれ愛チャレンジ広場 

ミュージアム 



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/


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 
 ミュージアム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 



遊学文化回廊 
 

湘南みかん風のまち散歩 
二宮の魅力を伝える写真展と合わせたイ
ベントでまち歩き 
店がまちなか生業ミュージアム 
そして町のコンシェルジュに。 

※平成26年度まちなか写真展「湘南み
かん風のまち散歩実施内容 

No. 会場名  展示テーマ 

 1 森駐輪場 湘南みかん風のまち散歩 

 2 和の店 すぎ田 相模湾の恵み 背の海の幸 

 3 無添加パン  む～
にゃん  

湘南の光と大地の恵み 長寿の
里にのみやの健やかな美味しさ 

 4 ダ イ ニ ン グ カ フ ェ
NINO  

二宮、秦野間を走った湘南軽便
鉄道 

 5 竹原邸  にのみやラディアン日曜朝市の魅
力 

 6 パンとケーキの店 芦
の屋 

みかんやせせらぎなどの自然の恵
みの美味しさ 

 7 栄屋商店 湘南軽便鉄道と町の繁栄 

 8 ﾗﾃﾞｨｱﾝ信号前 

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～
東大二宮果樹園と湘南軽便鉄
道の浪漫がつなぐ生業の魅力」 

 9 北山工務店 

しお風掲示板 

walkwalkマップvol.6 湘南みかん
風散歩 ～東大二宮果樹園跡
地周辺 

10 野原の落花生 大地の恵み落花生の伝統的な
美味しさを守る職人気質  

11 お米の原徳 米の恵みと共にある暮らし 

12 Boulangerie 
Yamashita 

吾妻山と健やかな暮らしの美味し
さ 

13 渡辺の落花生 落花生の美味しさを生かす手作
りのこだわり 

14 煮豆と総菜の店 越
文 

湘南の光と大地の恵み食の素晴
らしさ 

15 はり灸養生院いのう
え 

長寿の里にのみやの健やかな暮
らし 

16 伊勢治書店二宮店 東大二宮果樹園跡地の大正・
昭和の建物群 

17 喫茶 ・ ラ ン チ の店 
茶々○  

海と密接なつながりを持つ吾妻山 

18 まちなか❤ほっと処 東大二宮果樹園跡地の魅力を
生かす二宮まちづくり物語 


