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《巻頭写真》  

「中央線を跨ぐ青梅短絡線」「中央線を跨ぐ青梅短絡線」「中央線を跨ぐ青梅短絡線」「中央線を跨ぐ青梅短絡線」    

中央線から青梅線に直通する下

り電車は、中央線の南側をしばらく

並走した後、中央線を乗り越して、

西立川駅の手前で青梅線に合流して

います。この路線は五日市鉄道と南

武鉄道によってつくられたもので、

現在では青梅短絡線と呼ばれていま

す。この橋桁は昭和 5 年に立川～拝

島間が開通した時に架けられたもの

で、現在も使われています。(関連２

～７ページ) 
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歴史民俗資料館では、平成 26 年

10 月～12 月に「青鉄と五鉄」展を

開催しました。関連して現地解説「五

鉄跡を歩く」を 12 月 13 日(土)に実

施いたしました。この講座は受付開

始１時間で満員御礼になってしまい

ました。本稿では参加できなかった

方のために資料館だより誌上にて

「五鉄跡を歩く」を掲載します。 

「五鉄」とは五日市鉄道の愛称・

略称です。五日市鉄道は現ＪＲ五日

市線を開業させた会社で、拝島～武

蔵五日市間の他に、立川～拝島間に

も今の青梅線の南側に並行する青梅

線とは別の路線を所有していました。 

大正 14 年(1925)に拝島～五日市

間が開通し、昭和 5 年(1930)7 月に

立川～拝島間が開通しました。立川

まで独自に路線を延長したのは、同

じ浅野セメント系列の南武鉄道 (現

JR 南武線)と直接立川で連絡するた

めでした。立川～拝島間は、非電化

の単線で、武蔵上ノ原、郷地、武蔵

福島、南中神、宮沢、大神、武蔵田

中、南拝島の 8 つの駅がありました。

武蔵上ノ原駅は立川市域に位置して

いましたが、他の駅は現在の昭島市

内にありました。立川～拝島間は

8.1km あり、各駅の距離は、立川

-0.9km-武 蔵 上 ノ 原 -.1.2km-郷 地

-0.7km- 武 蔵 福 島 -0.7km- 南 中 神

-1.0km-宮沢 -0.6km-大神 -0.4km-武

蔵田中 -1.1km-南拝 島 -1.5km-拝島

でした。 

昭和 15 年には南武鉄道と合併し

て、南武鉄道五日市線となりました。

昭和 19 年 4 月には国有化され、半

年後の 10 月には五日市線立川～拝

島間は、不要・不急路線として廃止

されてしまいしまいました。 

現在では廃線跡の多くは道路に

転用されており、その跡を歩くこと

ができます。とりわけ昭島市内では、

五鉄通りとして整備されています。

ただし、駅の痕跡は武蔵上ノ原を除

くと、全く言っていいほど残っては

いません。 

武蔵上ノ原からは五日市鉄道と

は別に西立川駅へ向う南武鉄道の路

線が伸びていました。この路線と立

川～武蔵上ノ原間は廃止されずに、

現在も中央線から青梅線に直通する

電車や貨物列車に使われています。

立川～武蔵上ノ原間は南武鉄道と線

路を共有していました。 

立川駅南口駅舎は昭和 5年に南武

鉄道によってつくられました。明治

22 年の甲武鉄道の開業以来、立川駅

には北口しかなかったのです。五日

市鉄道は南武鉄道とホームを共有し、 
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a.a.a.a.右から中央線上り線右から中央線上り線右から中央線上り線右から中央線上り線・・・・下り線、下り線、下り線、下り線、

青梅短絡線青梅短絡線青梅短絡線青梅短絡線    電車が走っているのが

青梅短絡線です。青梅短絡線は青梅線を

乗り越すために、立川駅を出ると勾配を

登り始める。 

b.b.b.b.武蔵上ノ原駅跡武蔵上ノ原駅跡武蔵上ノ原駅跡武蔵上ノ原駅跡    

土が盛り上がっているところがホームの

痕跡でしょうか。。。。    

ｄｄｄｄ....旧郷地駅付近旧郷地駅付近旧郷地駅付近旧郷地駅付近    

産業サポートセンター交差点の手前に郷

地駅がありました。 

ｃｃｃｃ....旧分岐点付近旧分岐点付近旧分岐点付近旧分岐点付近    

杭は旧国鉄の境界杭で、杭と杭の間が五

鉄跡だとわかる。 

立川南通り 
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国土地理院電子国土地図に加筆 
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北側を五日市鉄道、南側を南武鉄道

が使用しました。 

巻頭写真の解説に書いたように

五日市線は中央線を乗り越えるとす

ぐに武蔵上ノ原駅跡です。現在の上

野原踏切の東側に当たります。武蔵

上ノ原駅は五日市鉄道(郷地方面)と

南武鉄道(西立川方面)は分岐してい

ました。青梅線の西立川駅に向かう

路線はここから北へ向かっています

が、五日市鉄道は南西方向に向かい、

現在の立川南通りを郷地駅付近まで

走っていました。立川南通りは昭和

40 年に現在の産業サポートセンタ

ー交差点まで開通しています。郷地

駅はこの交差点の手前にありました。 

郷地駅を過ぎると、道路も細くカ

ーブも緩やかなり、いかにも廃線跡

という光景になります。しばらく行

くと北側に昭島市昭和公園が見えて

きます。昭和公園の南側まで廃線跡

は道路として使われていますが、そ

こから先、八清通りの東側までは、

住宅地他になっており歩くことがで

きません。八清通りの東側からは、

廃線跡が五鉄通りとして整備されて

おり、一部を除き拝島駅付近まで歩

くことができます。 

武蔵福島駅は福島通りの東側、南

中神駅は中神停車場通りの東側にあ

りました。南中神駅は計画段階では

武蔵中神駅でしたが、青梅線にも中

神駅があるからでしょうか、南中神

駅となったようです。松中諏訪通り

と交差すると旧宮沢駅跡です。旧宮

沢駅跡を過ぎ、しばらく進むと八高

線と交差します。八高線と交差する

ところは、現在では新しい地下道が

つくられていますが、かつては八高

線が鉄橋で五日市鉄道を跨いでいま

した。鉄橋は平成 13 年～14 年頃ま

で残っていましたが、今では取り外

されています。 

地下道をくぐり昭和通りと交差

すると旧大神駅跡です。旧大神駅に

は復元されたホーム等のモニュメン

トがあり、旧状をしのぶことができ

ます。これらのモニュメントは拝島

駅や奥多摩駅の資材を用いたもので、

五日市鉄道とは関係ありません。実

際の大神駅は掘割のなかにあり、昭

和通りも八高線と同様、橋で五鉄を

跨いでいました。現地表の 2～3ｍ下

に大神駅はあったのです。 

次の武蔵田中駅までは 0.4km と

一番短い区間で、しばらく進むと国

道 16 号線と合流します。この合流

地点付近に武蔵田中駅がありました。

合流地点には転轍機
て ん て つ き

が置かれていま

す。転轍機とは線路のポイントを動

かす装置のことです。武蔵田中駅か

らは多摩川に向かって砂利線が分か

れていたので置かれているのでしょ

う。武蔵田中駅から南拝島駅過ぎま

では、国道 16 号線沿いに線路が走

っていました。 
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ｆｆｆｆ....旧南中神駅付近旧南中神駅付近旧南中神駅付近旧南中神駅付近    

正面に見えるのが、中神停車場通り。南

中神駅は中神停車場通りの東側にあっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｈｈｈｈ....復元された大神駅復元された大神駅復元された大神駅復元された大神駅    

旧大神駅にはモニュメントが置かれてい

る。 

ｅｅｅｅ....郷地～武蔵福島間郷地～武蔵福島間郷地～武蔵福島間郷地～武蔵福島間    

この区間が最も廃線跡らしい雰囲気を残

している。 

ｇｇｇｇ....旧宮沢駅付近旧宮沢駅付近旧宮沢駅付近旧宮沢駅付近    

松中諏訪通りの西側に宮沢駅があった。

正面から奥に続く道が五鉄跡(五鉄通)。 

ｅｅｅｅ

． 

ｆｆｆｆ
ｇｇｇｇ

国土地理院電子国土地図に加筆 
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ｉｉｉｉ....旧旧旧旧武蔵田中駅跡武蔵田中駅跡武蔵田中駅跡武蔵田中駅跡    

右奥へ続いているのが五鉄跡(大神方面)。 

国道 16 号線との合流部付近に武蔵田中駅

があった。 

ｊｊｊｊ....砂利線砂利線砂利線砂利線    

武蔵 田中 駅 から は砂 利 線が 分岐 し てい

た。正面、自動車が出てきている道路が

砂利線跡。 

南拝島駅は JA みどり東京拝島支 

店の東側にありました。拝島支店か

ら少し進むと、国道 16 号線から別

れ、拝島駅に向かいます。この区間

も五鉄通りとして昭島市に整備され

ています。拝島駅に向かってしばら

く進み自転車置き場を通り過ぎると、

江戸街道にぶつかります。 

江戸街道にぶつかる直前に細い

路地と交差します。この路地には、

もともと拝島駅へ向かうトロッコ線

が走っており、五鉄とは立体交差し

て小さい鉄橋がトロッコ線を跨いで

いました。現在ではトロッコ線跡は

埋められており、平面交差になって

います。トロッコ線は主に砂利を運

ぶためにつくられたものです。廃線

跡は江戸街道にぶつかり、これ以上

は廃線跡に沿っては歩けなくなりま

す。線路はこのまま真っ直ぐに拝島

駅に向かっていました。 

12 月 13 日の開催当日は、午前 10

時 30 分に立川駅南口集合、昭島市

昭和公園での 30 分の昼食休憩をは

さみ、14 時 30 分過ぎに拝島駅に到

着しました。休憩時間を含み、およ

そ 4 時間かけて、8 ㎞以上を歩いた

ことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

ｋｋｋｋ....旧南拝島駅付近旧南拝島駅付近旧南拝島駅付近旧南拝島駅付近    

南拝島駅は JA みどり東京拝島支店の付近

にあった。 
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ｌｌｌｌ....左左左左がががが 16161616 号号号号線線線線、、、、右右右右が五鉄跡が五鉄跡が五鉄跡が五鉄跡    ((((上上上上))))ｍｍｍｍ....トロッコ線との交差地点トロッコ線との交差地点トロッコ線との交差地点トロッコ線との交差地点    

左奥に向かって緩やかに曲がっているの

が五鉄跡。駐輪場のプレハブ前の小道が、

トロッコ線跡。かつては小鉄橋があった。 

((((左左左左))))ｎｎｎｎ....拝島駅付近拝島駅付近拝島駅付近拝島駅付近    

自動車が走っているのは江戸街道。線路は

真っ直ぐ拝島駅に向かっていた。 

hhhh    ｇｇｇｇ
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国土地理院電子国土地図に加筆 
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平成 26 年度資料館では、企画展

や体験学習などさまざまな催しを行

いました。その中の一部をご紹介い

たします。 

１．ミニ展示１．ミニ展示１．ミニ展示１．ミニ展示    砂川闘争絵画展砂川闘争絵画展砂川闘争絵画展砂川闘争絵画展    

    
  

昭和 30 年（1955）砂川町でおき

た米軍基地拡張反対運動「砂川闘争」。

美術家・新海覚雄は闘争当時、地元

の人々と交流を深め、肖像画を描き

ました。この展示では、肖像画 37

枚（複製含む）を、6 月 3 日から 7

月 13 日までのⅠ期と 9 月 2 日から

10 月 13 日までのⅡ期に分けて開

催・展示しました。 

２．体験事業２．体験事業２．体験事業２．体験事業    繭繭繭繭玉飾りと七草粥作玉飾りと七草粥作玉飾りと七草粥作玉飾りと七草粥作

りりりり    

    

養蚕が盛んな地域で行われてい

た正月の年中行事「繭玉飾り」。立川

の家々でも行われていたこの行事を、

平成 19 年以降久方ぶりに資料館で

開催しました。参加者は、繭に似せ

た団子をつくり、楽しそうにミズナ

ラの木に飾り付けをしていました。

飾り付けの後も、焼き団子と七草粥

を試食しました。 

3333．その他．その他．その他．その他事業事業事業事業    はた織りまつりはた織りまつりはた織りまつりはた織りまつり    

 

 

毎年春と夏の 2 回、とんからりん

機織りクラブのご協力を得て、はた

織りや、繭を使った繭玉工作や真綿

作りなどが体験できる「はた織りま

つり」を開催しています。第 6 回を

迎えた 3 月 22 日（日）のはた織り

まつりでは、ようやく地元の方々に

周知されてきたのか熱心なファンも

多く、開場前から列ができるほどの

盛況ぶりでした。本格的な機織り機

のほか、小学生未満の方でも体験で

きる卓上機織り機など大人から子ど

もまで楽しんでいただけたようです。

展示風景展示風景展示風景展示風景    

繭玉飾り繭玉飾り繭玉飾り繭玉飾り    

はた織りまつり（高機）はた織りまつり（高機）はた織りまつり（高機）はた織りまつり（高機）    
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平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    企画展・ミニ企画展企画展・ミニ企画展企画展・ミニ企画展企画展・ミニ企画展

    

 平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    体験学習体験学習体験学習体験学習などなどなどなど 

展  示  名 期  間 場  所 

企画展 新収蔵品展 3／15（土）～4／20（日） 資料館 

ミニ企画展 端午の節句 4／8（火）～5／6（祝） 資料館・古民家園 

ミニ企画展 砂川闘争絵画展Ⅰ 6／3（火）～7／13（日） 資料館 

ミニ企画展 七夕飾り 6／28（土）～7／6（日） 資料館・古民家園 

企画展 立川の遺跡 2014 7／23（水）～8／31（日） 資料館 

ミニ企画展 砂川闘争絵画展Ⅱ 9／2（火）～10／13（祝） 資料館 

写真展  立川駅前の移り変わり 9／6（土）～10／5（日） 資料館 

文化財ウィーク特別展示 銅鉦鼓展 10／25（土）～11／30（日） 資料館 

企画展 青鉄と五鉄 10／21（火）～12／14（日） 資料館 

ミニ企画展 ちょっとむかしのくらしと

その道具～台所の風景より～ 

12／20（土）～1／31（土） 資料館 

ミニ企画展 桃の節句 2／3（火）～3／8（日） 資料館・古民家園 

企画展 梅田家と梅田診療所 2／14（土）～3／31（火） 資料館 

場所 講  座  名 実施日 人数 

歴
史
民
俗
資
料
館 

手打ちそば作り 5／17（土） 25 

資料館で落語を楽しみませんか 7／26（土） 15 

夏休み工作体験 竹細工作り 8／16（土） 14 

手打ちうどん作りと十五夜飾り 9／27（土） 21 

正しい拓本の取り方を学びませんか  10／4（日） 6 

手打ちそば作り 11／15（土） 21 

餅つきと鏡餅作り 12／14（日） 13 

繭玉飾りと七草粥作り 1／11（日） 15 

手打ちうどん作り 2／15（日） 36 

草餅作り 3／29（日） 35 

館

外 

多摩川の自然観察 4／27（日） 6 

市内文化財散歩 立川の古村を歩く 11／2（日） 21 

企画展関連現地解説 五鉄跡を歩く 12／13（土） 24 
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古民家古民家古民家古民家園茶点事業園茶点事業園茶点事業園茶点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

講講講講    演演演演    会会会会    

    

出張（共催）事業出張（共催）事業出張（共催）事業出張（共催）事業    そのそのそのその１１１１    

回数 実施日 人数 回数 実施日 人数 

１ 4／17（木） 20 ７ 10／5（日） 5 

２ 4／27（日） 26 ８ 10／28（火） 13 

３ 5／11（日） 23 ９ 11／7（金） 19 

４ 5／27（火） 5 １０ 11／16（日） 9 

５ 9／9（火） 27 １１ 3／8（日） 21 

６ 9／21（日） 44 １２ 3／31（火） 24 

名称 会場 実施日 人数 

東京農林水産フェア関連「農」と「アート」

と「歴史」の散歩道     

講演会 ラオスの布 大地から命を紡ぐ 

歴史民俗資料館 10／25（土） 

10／26（日） 

延べ 59 

講演会 立川の方言 女性総合センター 11／16（日） 48 

企画展関連講演会 青梅鉄道資料と立川 柴崎学習館 11／30（日） 49 

多摩郷土誌フェア関連講演会      

砂川村役場文書からみた地域社会 

女性総合センター 1／18（日） 38 

事  業  名 期  間 場  所 

市民企画講座 とんからりん機織り初級

講座 
4／22（火） 資料館 

出張展示 縄文土器展 5／1（木）～5／30（金） たましん富士見町支店 

共催事業 繭うさぎ作り 6／10（火）・17（火） 西立川保育園 

協働事業 立川周辺の近代化遺産展 6／10（火）～6／30（月） 三井住友信託銀行立川支店 

市民企画講座 意外に面白い立川縄文遺

跡入門 

6／29（日） 資料館 

共催事業 ニホンゴ探検 2014 7／19（土） 国立国語研究所 

共催事業 稲作体験 7／17（木） 富士見児童館 

共催事業 夏休み特別企画 立川のこと

を知ろう！ 

7／29（火）・8／21（木） 市役所 市政情報コーナー 
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出張（共催）事業出張（共催）事業出張（共催）事業出張（共催）事業    そのそのそのその２２２２    

   

               

事  業  名 期  間 場  所 

協働事業 はた織り体験（南富士見学童保

育所） 

8／19（火） 資料館 

協働事業 はた織りまつり・夏 8／31（日） 資料館 

出張展示 文化財で振り返る立川の歴史と

第一小学校 

9／1（月）～9／28（日） 柴崎学習館 

市内文化財散歩（ジュニアリーダー研修） 9／6（土） 市内柴崎町周辺 

共催展示 杣から大工へ～道具から仕事を

知る～ 

9／20（土）～10／31（金） 高松学習館 

協働事業 立川村十二景を歩く～立川駅前

編 

9／25（木）～10／31（金） 三井住友信託銀行立川支店 

出張講座 真綿づくり・繭うさぎ作り（特

別支援学級対応） 
10／8（水） 市立第九小学校 

出張事業 脱穀体験 10／24（金） 市立第七小学校 

東京農林水産フェア関連「農」と「アート」

と「歴史」の散歩道 はた織りワークショ

ップ 

10／25（土） 資料館 

出張講座 繭うさぎ作り 11／19（水） 市内第十小学校 

協働写真展示 立川駅前の移り変わり～北

と南のあゆみ～ 
11／21（金）～2／13（金） 高松学習館 

共催事業 繭うさぎ作り 1／9（金） 南富士見学童保育所 

協働事業 はた織り体験（西立川保育園） 1／15（木） 資料館 

出張講座 昔の道具体験 1／16（木） 市立第七小学校 

協働事業 真綿づくり 1／23（金） 市立第二小学校 

出張講座 昔の道具体験 1／27（火） 市立第五小学校 

出張講座 昔の道具体験 1／29（木） 市立けやき台小学校 

出張講座  昔の道具体験 

（市立南砂小学校） 

2／3（火） 古民家園 

出張講座 昔の道具体験 

 

2／4（水） 市立柏小学校 

出張講座 昔の道具体験 2／19（木） 市立第九小学校 

出張講座 昔の道具体験      

（市立若葉小学校） 
2／24（火） 古民家園 

出張展示 立川の中の東京オリンピック  3／5（木）～3／25（水） 市立第六小学校 

協働事業 はた織りまつり・春 3／22（日） 資料館 
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「「「「鈴木平九郎鈴木平九郎鈴木平九郎鈴木平九郎    公私日記公私日記公私日記公私日記」」」」第第第第5555 巻巻巻巻（（（（改訂版改訂版改訂版改訂版））））

「公私日記」改訂版・第 5 巻を刊行いたしまし

た。第 4 巻の続巻で、嘉永 7 年（1854）から安

政 5 年（1858）までを収録しています。今回は、

安政の大地震を体験した柴崎村の名主・鈴木平

九郎が、前年に起きた東海地震との比較を簡潔

且つ正確に表現する様が掲載されています。実

際に経験した者でしかわからない感想で、震災

史にとっても貴重な史料となるでしょう。 

また、天保 8 年（1837）から続いた「公私日

記」は、安政 3 年で終止符を打ち、安政 4・5

年の最後の 2 年間は、家や村内などの身近な事

件や諸外国との事件など、記録すべき事柄がお

きた時に書きつける「公私見聞録」として再出発しています。今回の改訂

版第 5 巻では見聞録も同時収録しており、井伊直弼の大老就任を一行で表

したかと思えば、日米修好通商条約に関することが事細かに記されている

ことなど、幕末の動乱を賑わした事件たちが、名主の目線を通した事実と

して浮かび上がってきます。 

鈴木平九郎は、安政 5 年の実母の逝去をもって日記の記述を終了し、そ

の後元治元年（1864）6 月 13 日に 57 歳で亡くなります。公私見聞録の終

了から 6 年後のことでした。 

平成 23 年から続いたこの改訂版刊行も、今回で終了となります。平成

13 年から始まった校訂作業から数えると足かけ 14 年にもなる改訂版の刊

行は、ひとえに公私日記研究会のご尽力の賜物です。この改訂版全 5 巻が、

地域や研究者のみなさまに愛される資料となることを願っております。                           

○公私日記改訂版・第○公私日記改訂版・第○公私日記改訂版・第○公私日記改訂版・第 5555 巻巻巻巻    B5B5B5B5 判判判判    309309309309 ページページページページ    ￥￥￥￥1,6001,6001,6001,600 
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