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｢からきだの道｣の昔を学ぶ

落合村の歴史と伝承 (旧石器時代から江戸時代まで)

落合村のまわりの歴史（時代別）

「からきだの道」が1997年にできる100年以上前の江戸時代、乞田川のいちばん上流の山あいの
この一帯は落合村でした。「からきだの道」は落合村のいちばん西にあたる唐木田と中沢に位置

し、中沢から唐木田へ南西に曲がる山すそ斜面に道を通したものです。江戸時代には、谷戸田から
見上げるこの山すそ斜面の上は雑木林の山で、その山の上は村びとが燃料の薪や馬のえさ用の草や
肥やしにする落ち葉まで集める共有林で、落合村のみならず近隣の村々の人たちもこの山に入って
共有資源を活用していました。広く多摩丘陵では北の多摩川ちかくの大栗川･乞田川下流から谷戸

地に田畑を開いていった人々の長い営みがありました。落合村の歴史は、その流れのなかで乞田川
の最上流の地に谷戸田と山で暮らしを立て、村を守り育てた歴史です。

多摩丘陵の地域に最初に現れた人々は32,000年ほど前の後期
旧石器人です。
●氷河期終わりごろの後期旧石器時代に多摩丘陵で人々はナ

ウマンゾウやオオツノジカなど大きな動物を狩りしていまし
た。①

①[東京都埋蔵文化財センター｢丘
陵人の宝もの｣]。小田急唐木田駅

操車場の建設･掘り下げ前の棚原台
地の740号遺跡で後期旧石器時代の
石器が発掘されています[多摩市史
1]。

旧
石
器
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縄文人たちは多摩丘陵に数多くの遺跡を残しました。
●土器を作る縄文人たちが約15,000年前から約１万年にわ

たって多摩丘陵に狩猟･採集生活の跡を残しました。イノシ
シなどの狩りの落とし穴が多く発掘されました(唐木田ちか
くの棚原でも)。①

①[東京都埋蔵文化財センター｢丘
陵人の宝もの｣]。棚原台地(740号)

縄文地層では狩りの落とし穴の跡
が493個も発掘され、からきだの道
の｢百本しだれ｣近く(91号遺跡)で
も縄文土器が出ました[多摩市史 1]。

縄
文
時
代

多摩村のまわりで何が起こったか 解説 ［ ］は参考文献

遺跡番号は「多摩ニュータウン遺跡番号」

稲作･畑作の農業が多摩丘陵でも始まり丘陵の川の上流に
徐々に広がります。

●多摩丘陵の南西の山すそ傾斜地(境川流域)に弥生時代後期
の集落跡があり、稲作が始まったと考えられます。①

●多摩丘陵の北の多摩川水系の側からは、大栗川・乞田川の
下流から中流に谷戸田(やとだ)の開墾が徐々に進みました。
古墳時代(3-7世紀)から使われ始めた鉄の農具も奈良･平安時
代(8-11世紀)を通じて開墾を促進したと考えられています。
②

●馬の牧が営まれた場所もありました。朝廷直轄の勅使牧の
ひとつ｢小野牧｣は大栗川流域(南大沢･柚木)～多摩市一ノ宮～
稲城にかけての一帯にあったと推定されています。③

●国分寺で使われた瓦を焼く窯が多摩丘陵にあり多摩市内に

もありました。平安時代には製鉄・鍛冶が多摩丘陵で始まり
ました。落合にも瓦窯跡と小鍛治跡が見つかっています。
④
●炭焼きも始まって製鉄･鍛冶の燃料とされたと考えられます。
⑤

①弥生時代の集落遺跡は多摩

ニュータウン域には発見されませ
んが、丘陵南西の町田市相原･小山
に弥生終末期からの集落･墳墓が発
掘されています。 [新八王子市史1]

②乞田川沿いの奈良･平安遺跡は

下流域から斜面を上がり乞田谷戸
根(450号遺跡)や落合上之根
(271/452号)に20軒規模の集落跡が
発掘されました。[多摩市史1]

③[新八王子市史2、多摩市史 1、
日野市史1、パルテノン多摩紀要
No.9]

④製鉄や鍛冶のフイゴの羽口､ル

ツボ､鉄滓､鉄鏃などの跡が見られ
る遺跡は、百草(37号遺跡)､乞田・
上之根(450号遺跡)､落合棚原(740号
遺跡)。[多摩市史1]

⑤[多摩のあゆみ152号(多摩の炭焼
き)]
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東国の大開墾時代―武士団は谷戸地を開墾し支配地獲得を競
いました。

●大栗川流域から八王子市域にかけては横山氏が横山荘(船木
田荘)を領有し､多摩川沿いの関戸郷の一帯は日野氏一族の支
配地となったと見られます。落合の南の尾根むこうでは鶴見

①小山田有重の息子のなかで父有

重以上に「開発領主」として成功
した三郎重成(稲毛三郎重成)は、

自分の領地である稲毛などに加え
て一ノ宮・関戸・連光寺一帯も自
分のものとして所領安堵申請を将
軍頼朝に提出したところ、実の領

平
安
末
・鎌
倉

川上流と境川に挟まれた小山田で谷戸田と牧が営まれました。
秩父から転進してこれを支配して名字とした小山田有重の一
族は、小山田荘をはじめ今の町田市と稲城市･川崎市の一部
などに支配地を広げました。かれらは鎌倉幕府御家人となり
所領を安堵されます。
●しかし有重の息子たちの代に鎌倉幕府内の政争で小山田氏

は滅ぼされ、所領は北条氏直轄や配下御家人などに分けられ
ます。
●大栗･乞田川の上流への谷戸田開拓は続いたとみられますが、

｢開発領主｣たちが競うように拡げた荘郷支配地に落合が組み
入れられていたかどうかは史料に現れません。落合村が農業
の担い手として歴史記録に顔を出すのは次の時代です。①

主に訴えられ幕府に調査されて、
ことが発覚し恐れかしこんで自宅
謹慎したと、鎌倉幕府史書「吾妻
鏡」が記録しています。[多摩市史
1､町田市史(上)､パルテノン多摩紀
要9]

東国荒野の開拓時代を生きた｢つわ
もの｣たちの生き馬の目を抜くよう
な所領ぶんどり競争が目にうかぶ
ようです。かれらの土地支配のね
らい目は年貢が多く取れる良田の
農村郷と交通の要衝だったとみら
れます。
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争乱にもかかわらず、大規模な田畑開墾を進める戦国大名も
出てきて、農地の検地が行われ始めます。

●室町幕府の鎌倉府の東国支配のもと、多摩郡は南の小山田

から北の関戸まで関東管領上杉氏の守護領とされました。し
かし鎌倉府の内紛･争乱で上杉氏は衰退し､守護代大石氏など
が各地を領有、やがて新興勢力の小田原北条氏が相模･武蔵
を制します。
●小田原北条氏4代目氏政の弟､氏照は北条氏に帰属した大石

氏から｢由井領｣を滝山城とともに継承、八王子城も築きます。
由井領には､別所村､堀之内村､小山田村､小野路村なども含ま
れたことが史料で明らかですが、落合村の帰属は不明です。
①
●戦国時代は軍事動員技術による河川の治水灌漑(甲斐の信玄
堤など)で平野の水田開発が本格化した大開墾時代でした。

北条氏は検地で農業生産高を広く把握したことで知られます。
北条氏は落合村も検地したことが伝えられています。②
●豊臣方の小田原攻めには八王子城の北条氏照は農民･職人･

も動員して守りを固めましたが、豊臣の大攻勢に次々に敗
れ､八王子城に続き小田原城も落ちて北条氏は滅びます(1590
年(天正18))。八王子城では農民を含む多数の死者が出ました。
③④

①[新八王子市史2]

②氏照が由井領を継承した後の
1572年(元亀3)に笠原越前守という

人物により落合村の田畑の検地が
行われたとの村の言い伝えが江戸
時代の落合村の文書と徳川幕府編
纂の地誌に記録されています。 [落
合旧記(1763年)、新編武蔵風土記
稿(1830年)]  落合村が検地の対象と

なったことから落合村の農業が発
展したことと由井領に組み込まれ
た可能性とがうかがえます。

③[新八王子市2] ④落合村にも北

条家臣が住んでいたと言い伝えら
れる名前に｢永島八兵衛｣､｢島崎二
郎｣､「中島源右衛門」があり、屋
敷跡伝承が江戸時代に記録されて
います[落合旧記､武蔵景勝図会]。

小田原北条や甲斐の武田の武士に
は主家滅亡のあと関戸･乞田など落
合近隣に住みついて農家になった
人たちもいました。[多摩市史1]
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徳川幕府が全国に展開した新田開発は、江戸後期には開墾
し尽くしの段階に至ります。① 落合村では幕府直轄･旗本
知行のもと、農村の歴史記録が旧家に残されました。

●落合村の領主は、(1)幕府直轄→(2)土屋但馬守直数(土浦藩
主･幕府老中)→(3)幕府直轄→(4)1698年(元禄11)から落合村を
分けて旗本松平氏(上落合)と旗本曽我氏(下落合)の分割知行
へと変わりました。②
●徳川の江戸入府の直後の慶長検地を含め徳川幕府は江戸時
代初期にかけて関東の検地を徹底し、落合村でも3回検地が
実施されています。③
●幕府の新田開墾施策は玉川用水掘削や利根川の流れを変え

るなど大規模灌漑での広大な平野の新田開発が主眼でした。
しかし江戸末期の落合では旗本松平氏が山あいの農民入会林
に開墾の余地を追求しましたが、農民側の反対に会い開墾で
きませんでした。乞田川の谷戸田開墾は江戸後期には開墾し
尽くしの段階だったようです。④

①戦国から江戸初期は大規模な平

野部の新田開発で日本の耕地面積
が室町時代の3倍に爆発的に伸び、

江戸中期からは伸びは停滞します。
[大石慎三郎｢江戸時代｣]

②[多摩市史1]

③[多摩市史1] 落合村の検地は、
1599年(慶長4)、1650年(慶安3)、
1665年(寛文5)の３回行われました。
1665年の寛文検地は土屋但馬守が

領主のときで、そのころに中沢池
(農業用水の溜め池)が築かれまし
た(いまは中沢池公園)。

④[多摩市史資料編(近世)] 松平氏

の落合村の中沢富士塚、棚原･押沼、
三本松などの入会まぐさ場を開墾
する計画は、入会の村々(落合､小
山田､堀之内､越野塚など) の名主た

ちの反対に会って進みませんでし
た。

江
戸
時
代
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●江戸時代中期から江戸で火鉢･七輪などの新しい生活文化で

木炭需要が高まり､多摩丘陵で炭焼きが盛んになり、これを
背景にコナラ・カシなどの伐採と切り株からの萌芽更新が続
けられることとなって多摩丘陵の里山の形成が始まったと考
えられています。⑤
●大政奉還、江戸城明け渡しのあと、幕府直轄領と旗本領は

いち早く明治新政府の管理に移されました。松平氏･曽我氏
の役人も落合村を引き上げ、明治2年(1869年)には落合村は

幕府｢神奈川奉行所｣を引き継いだ新政府｢神奈川県｣の管轄に
入ります。⑥

江戸中期1689年の記録では、落合
村の村民413人、田畑81町(田27町､
畑54町)、石高412石(元禄2年落合
村名主から代官に提出の村明細帳)。

江戸中期以降、田畑も人口も横ば
いだったようです。

⑤ [多摩のあゆみ152号(多摩の炭
焼き)]]  江戸時代の炭窯は唐木田､
中沢､鶴牧にもありました。

⑥ [多摩市史2]

江
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落合村のまわりの歴史

上図は1889年(明治22年)当時の村落（鉄道と駅は現在のもの）

＜落合村の小字と唐木田･中沢＞

江戸時代には現在の多摩市域に落合村含め
8つの大きな村がありました（図1「多摩市域
の村落」）。この八ヵ村は1889年(明治22)に
いっしょになって「多摩村」となり、落合は村の
大字ととなり「多摩村落合」となりました。

◆落合村には図に見るように多くの小字
(こあざ=小集落などの地名)がありました。

小字唐木田は落合村の南西の村ざかいにあ
り、小字中沢は西の村ざかいにあって、そ
れぞれ戸数が数軒から10軒の小字でした。

人口の少ない集落の生活を支えるために、
村人たちはいくつもの集落をまとめた講中
(こうじゅう=村民扶助組織)を組織し、落合
村全体には5つの講中がありました。小字

唐木田は｢唐木田講中｣に属し、小字中沢は
「中組講中」に属していました。(明治､大

正､昭和にいたり戦後は｢講中｣は｢自治会｣
に改組します。)

図１「明治時代の多摩市域の村落」

「講中」は村民共同扶助組織(江戸時代から)第二次大戦後は「自治会」に改称

1812年(文化9)
14戸

1912年(大正1)
20戸

(約125人)

1903年(明治36)
25戸

1925年(大正14)
23戸

唐木田、榎戸、李久保、
土橋、棚原の全部、
樋口の大半

中沢、高岸、二反田、

樋口、長坂、大松台、
入乃谷、楢原

唐
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田
講
中

中
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中

小字範囲 戸数

1993年の多摩市町名変更で町名として使われるようになった｢唐木田｣と｢中沢｣は、昔の小字の唐木田
と中沢より広いものになっています[「地番別･町名変更対照表(平成5年)」(多摩市都市計画課)]。これ
らは、昔の唐木田講中(戦後は唐木田自治会)の小字群がおおむね町名｢唐木田｣にあたり、昔の中組講
中(戦後は中組自治会)の小字のうち鶴牧より西の部分がおおむね町名｢中沢｣にあたるようです。

<落合村とまわりの村々の「まぐさ場」>

江戸時代の落合村と近くの村々とは、まぐさ場(秣場)と呼ばれた入会地を共にしていました。
いりあいち

◆村々で共同利用した「まぐさ場」とは: 落合村と近くの村がいっしょに利用した入会地は以下の

ようにいくつかあり、村の境界近くの山あいの雑木林や野原でした。まぐさ場は、柴刈りや薪づくり、
まぐさ(馬のえさ)の草刈り、屋根葺きの萱(かや)の刈り取り、肥やしのための落ち葉掻きなど、暮ら
しを立てる資源を村民が平等に得た雑木林です。
①中沢富士塚のまぐさ場(約1万㎡): 落合村､堀之内村､越野村の人々の入会地。「中沢やま」に
あった富士塚の周辺の一帯。
②棚原･押沼のまぐさ場(約5万㎡):  落合村､上小山田村､下小山田村の入会地。落合村の南端の上小
山田村･下小田山村との村さかいにある棚原から押沼にかけての４箇所。
③三本松のまぐさ場(約5千㎡): 落合村と大塚村の入会地。椚田(くぬぎだ)と大塚村の境界近く。
[「多摩の里山」(パルテノン多摩)、「雑木山の歴史と文化](峰岸松三)

◆まぐさ場開墾反対共同闘争: 江戸の末期になってまぐさ場を田畑に開墾しようと計画した領主に

対し村々団結して反対運動をした記録が残っています。落合村､堀之内村､越野村､小山田村などの名
主たちは、松平氏の計画に対して開墾しにくい山地であり肥料･飼料づくりに必要な山であることを
何度も訴え出て、開墾は行われないまま江戸時代が終わりました。先祖代々谷戸田開墾を進めてやり
尽くした村の状況のもとで、名主たちの村さかいを越えた連帯は強かったようです。
[「多摩の里山」(パルテノン多摩)、多摩市史資料編(近世)] 

<落合村のとなり小山田村の伝承: 小山田一族の伝説と謎>

からきだの道から南に4キロほど歩くと町田市下小田山町の大泉寺があり、その境内は平安末1180年
ころ秩父から進出して来た小山田有重の館(やかた)であると古くから伝承され、「小山田城址」とも
言われます。

◆小山田有重の息子たちの史料記録と伝説:    
平安末に小山田に住み着いて鎌倉初期にかけて約50年間活躍した小山田有重には息子が太郎から五郎
まで5人いたと言われますが、史料により裏付けられるのは三郎、四郎、五郎の３人です。

名前名乗り 同時代史料記録 江戸期伝承記録* 事跡など
父 有重小山田別当有重 保元物語､吾妻鏡 新編武蔵、武蔵名勝 平姓秩父氏の人、小山田に進出､支配に成功
太郎 ？ ？ なし なし 通説は幼くして死亡。少数説に名は有高とも
二郎 義重？ なし 新編武蔵､武蔵名勝 左の伝承は図師村･小野路村の伝承
三郎 重成稲毛三郎重成 吾妻鏡 新編武蔵 1205年畠山重忠の乱で誅殺される
四郎 重朝榛谷四郎重朝 吾妻鏡 新編武蔵 1205年畠山重忠の乱で誅殺される
五郎 行重小山田五郎行重 吾妻鏡 武蔵名勝 1195年以後は活動の史料記録が絶える

*新編武蔵=新編武蔵風土記稿(1830年編纂完成昌平坂学問所)、武蔵名勝=武蔵名勝図会(1823年植田孟晋)

[本項以下は「町田市史(上)」に拠る]
◆史料に記録のない太郎と二郎:   長男太郎は史料記録なく江戸時代の
地誌などの伝承記録もありません。幼児死亡が歴史研究者の通説です。
「小山田太郎有高」が唐木田近くの棚原に城を築いて住んだとの物語
(「唐木田物語」(1978年)もありますが、史実に結びつけるには無理が
ありそうです。(棚原にあった武士の居館にはずっと後の戦国末期の
小田原北条氏家臣の屋敷跡が伝えられています。)
二郎義重は同じく史料記録なしですが、図師･小野路には逸話伝承が
残っており父の小山田荘の東部を治めたことが考えられます。ただし
何をした人か､いつ死んだかも不明です。
◆もっとも有名な三郎と四郎:   稲毛三郎重成は、頼朝の重臣として
各地を転戦、北条政子の妹を妻とします。稲毛荘(川崎市多摩区)･
小沢郷(稲城市)を支配して父同様に｢開発領主｣としても成功しました。
隣接する連光寺･関戸･一ノ宮まで頼朝に水増し所領安堵申請して発覚
する不祥事を起こしても失脚を免れます。東国開拓時代を象徴する
｢やり手｣だったのかも知れません。

図２「落合村の小字と講中」

［「多摩市の民俗(社会生活)」<多摩市史叢書1>、
「唐木田物語」1(唐木田の歴史)」］
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榛谷(はんがや)四郎重朝は、榛谷御厨(はんがやのみくりや:横浜市保土ヶ谷)を支配し、弓馬に優れ頼
朝側近の武者として活躍。頼朝の死後、北条氏の専制固めの政争のなか、この兄弟の従兄弟の畠山
重忠が討たれたのに続き、重成･重朝もその息子たちまでも誅殺されてしまいます(1205年)。
◆五郎行重の謎:   小山田五郎行重も兄2人とともに平家追討に転戦し活躍していますが、1195年に頼
朝二度目の上洛に供奉した記録のあと吾妻鏡に現れなくなります。1205年に兄2人が息子たちととも

に誅殺された際に五郎行重に追っ手がかかったという記録もなく、そもそもこのとき生きていたのか
どうかも不明です。しかし不明のゆえに、生きて潜伏して行重またはその子孫が甲斐に落ち延びたと
も想像されています。

◆小山田高家と浄瑠璃姫入水伝説:   130年後の1336年には湊川
の戦い(神戸市)で小山田太郎高家が主君新田義貞の身代わり

で討ち死にしたことが太平記に伝えられます。高家はどこに
いた人かは家系も史料記録もなく不詳ですが、尊皇の忠烈の
士と讃えられるようになり、旧小山田荘では小山田五郎行重
の子孫と考えられるようになります。さらに高家は小山田荘
を本拠とし｢小山田城主｣だったとも考えられるようになりま
す。これを背景に、となりの別所村の長池の入水伝説と落合
村の唐木田影取池に伝わる、村娘が池に吸い込まれる昔話に
「小山田城主奥方入水」の筋書きが重なり、さらには薬師仏
と浄瑠璃姫の説話も加わり「小山田城主奥方浄瑠璃姫入水」
の伝説につながっているようです。(唐木田影取池の昔話は
｢唐木田物語｣(1977年)に複数の筋書きが紹介されています。)

◆戦国時代の甲斐武田の郡内小山田氏:   300年後の戦国時代、武田信玄･勝頼の重臣として活躍した甲
斐の郡内小山田氏(武田24将のひとり小山田信茂など)も五郎行重の子孫であるとも考えられています。
郡内小山田氏の活躍の史料記録が残るのは15世紀末から最後の当主小山田信茂が武田氏滅亡とともに
討たれる1582年までの100年間です。信茂の先代の小山田弥三郎信有は武田氏の重臣格であり甲斐都

留郡に本領を持ちながら、武田氏と同盟した小田原北条氏からも旧小山田荘のうち東部の成瀬､黒川
などを北条家｢他国衆｣として所領あてがいを受けました。武田･北条同盟が続いた10数年間のことと

考えられていますが、これらの村々では小山田姓の領主に親しみが持たれたのか、後の江戸時代には
領主「小山田弥三郎」を懐かしむ伝承となり、江戸期の新編武蔵風土記稿と武蔵名勝図会に採録され
ています。[町田市史(上)]

<江戸時代の落合村の経済力>

◆落合村の人口と田畑・農作物:  江戸中期1689年の記録では、落合村民413人、田畑81町(田27町､畑54
町)と記されています。幕府昌平坂学問所が1830年に編纂完了した新編武蔵風土記稿には落合村の戸
数89戸とあり、南多摩郡落合村誌には1870年(明治3)に83戸398人とあります。江戸期後半は谷戸田開

墾はやり尽くして耕地面積は横ばいとなり、肥やしを入れて土の養生をしながら稲作と麦などの二毛
作を工夫し、養蚕､メカイ、炭焼きなどの副業も営んだことが記録されています。[「多摩市の民俗
(社会生活)」、「多摩市の郷土史」]

◆落合村の団体観光旅行
1814年(文化11)の落合村の記録に、小山田村の2人を含む総勢12人の落合村の一団が伊勢参りに出か

け、東海道を歩いて伊勢参拝のあと高野山に参り､奈良､京都､大阪を見物し、中山道を歩いて長野の
善光寺参りをしたうえに日光参りまでしてきたという、健脚の男たちの観光旅行団の経費記録があり
ます。伊勢参りの旅費を積み立てて弥次喜多道中のように旅行に出かけることはめずらしいことでは
なかったようで、江戸後期の落合村には団体旅行を楽しむ経済的余裕をもつ人々が現れたことがうか
がわれます。[多摩市史資料編近世 (小林家文書)]

◆落合村にも年貢を容赦なく取り立てた鬼代官がいたのか？
◆楢原の水牢:   江戸時代の年貢料率5割(五公五民)とされた農村からの年貢取り立ては厳しいものだっ
たとよく言われます。1763年(宝暦13)に書かれた「落合旧記」には、楢原に籠場(ろうば)という場所
があり、昔ここは年貢が払えない者を犯罪人といっしょに寒い時分に入れる水籠(水牢)だったと伝え

られると記してあります。この昔がいつのことか分かりませんが、年貢取り立ては過酷な時代があっ
たのかも知れません。[落合旧記(有山家文書)]

◆抵抗する村びとたち:  しかし江戸末期近くになると、前述の「まぐさ場開墾反対共同闘争」のよう
に、名主たちは代官(知行所役人)たちに対して反対意見を「お恐れながら」と訴え出ることを何度も
繰り返してそれを通してしまう力を持ったようです。
◆失業と就活にとまどう元知行所役人たち:  さらに、江戸から明治への転換期に知行所役人と名主た

ちとの関係の変化を如実に示す史料が残されています。幕府が倒れて落合村を早々に撤収した知行所
役人からの江戸(東京)から落合村の名主にあてた1869年(明治2)の手紙で、内容は、落合村に駐在中の

年来の交誼に篤く感謝の言葉を述べたうえで、旗本の殿様に仕える身分を失って近所の子供たちに読
み書きを教える苦しい近況をつづり、ついては村の有力の面々から支援の金を集めて貸してもらえま
いかと、借金の申し込み相談です。[多摩市史資料編近世(有山家文書)] 武士に頼られる落合村の有

力農民の蓄えを示すとともに、幕府瓦解の激しい社会変革のもとで落合村の人々と旧支配者士族たち
との関係も根底から変わったことがうかがえます。

<元禄の昔の「からきだの道」>
1997年開設の｢からきだの道｣は、府中カントリー･ゴルフ場(中沢１丁目)の南東の境界に沿って境界
東の中沢２丁目から境界南の唐木田１丁目に湾曲した道です。曲がりこんだ境界斜面の上は昔｢中沢
やま」と言われた山林がありました。そこに富士信仰のための富士塚という築山があり、その塚の
まわり約１町(約１万㎡)は｢中沢富士塚のまぐさ場」と呼ばれて、村びとが馬のえさの草刈りや燃料
の柴刈りをした入会地でした。1689年(元禄2)に記された名主から代官あての落合村明細帳に富士塚
がまぐさ場の名として書かれています。今から330年前、5代将軍綱吉の時代、赤穂浪士討ち入りの
13年前です。

そんな時代からあった富士塚まぐさ場の山林を
取り巻く山すその急な傾斜地を歩く「からきだ
の道｣は、村人たちが背負子を負って山仕事に
入った昔のけわしい里山みちを再現しています。
「からきだの道」の「砦山」は富士塚の南に
あって、はるか西に富士山が見えてひと息つけ
る場所です。
[「多摩市史資料編近世」(元禄２年落合村明細帳
(有山家文書))、「多摩丘陵のあけぼの」(横倉舜三)]
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