
タブノキの分布図
「豊橋公園の自然」(恒川敏雄著)

昭和 58年 発行より
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豊橋公園の地は、古くは吉田城 として幾多の武将の住む所であった。

明治になり歩兵第 18連 隊が設置され、軍隊の衛守の森 として保護さ

れた。戦後、多くの公共施設が建設され、博覧会が開かれるなど、豊

橋公園の自然は多くが壊されてしまつた。

しかし、特に樹木については、財務省の管理下で厳 しく管理されて

きたこと、豊橋市も市民の要望を受け、多くの樹木を植栽、・管理して

きたことで、今でも市内に残された貴重な自然を提供する場となって

いる。

恒メ|1氏(「豊橋公園の自然」著者)が 昭和 36年 公園内の豊城神社北

側斜面の植生調査を行つたところ、高木はタブノキ、ヤブニッケイ、
モチノキ、シロダモ等々、低木はヤブツバキ、アオキ、ネズミモチ、

アリドオシ等々からなり、豊橋公園の植生は典型的な豊橋平野のタブ

型森林であることが確認された。このことから恒川氏は豊城神社およ

び本丸あと周辺の植物については学術的価値からみても是非保護すべ

き地域であるとしている。

豊橋公園にわずかに残された自然の姿をとどめた森 として、守 り続

けてゆきたいものである。

20冒 冒年 定例自然観察会
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吉田城の図 :引用 「豊橋公園の自然」恒川敏雄著 p。209
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PO法 人東三河自然観察会
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東三河自然観察会
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2011。  3。 13。
2011年  定例観察会  「都市公園の自然～豊橋公園の30年 」 第一回 参考資料

1。故恒川敏雄氏プロフィール

今年の定例観察会は、NPO法 人東三河自然観察会の創立30周 年記念行事の一環とし
て行います。そこで約30年 前 (1983年 3月)に 出版された 「豊橋公日の自然」に記
された生物記録と現在とを比較することを観察会の一部に取り入れ、豊橋公園の30年 の

変化をみてみたいと思います。
以下「豊橋公園の自然Jの著者である故恒川敏雄氏のプロフィールを簡単に紹介します。

0渥美郡渥美町亀山に生まれる
。豊橋中学校 (現時習館高校)卒
・愛知第一師範学校卒
0豊橋市の小学校在職36年
・藤ノ花高校在職 14年
。元三河生物同好会会長
0豊橋第一回文化奨励賞 (三河生物同好会) 昭3501103
0第 4回 中日教育賞 昭47・ 1001
・豊橋市教育賞 昭55011023
0市勢功労者表彰 昭5801103
0昭60没

2.「 とよはしの巨木・名木」 (平成20年  豊橋市都市計画部公園緑地課発行)よ り抜粋

取 m

配 ヨ。m

地口引用 :

「■lr版とよはしの巨木。名木J

(豊橋市都市計画部公口緑地課)

No.40 イスノキ

幹周 :360cm 高さ:15.8m 枝張り:16mX18m

推定樹齢 :300年 以上 科名 :マンサク科イスノキ属
分布 :本州 (静岡以西)・ 四国。九州・沖縄
豊橋のイスノキの中ではもつとも大きい。根張りが素晴らしい。葉や枝には虫こぶがで

きやすい。別名ヒョンノキ



No。 41 ケヤキ 1

幹周 :400cm 高さ :11。 7m 枝張り
｀
:13m× 12m

推定樹齢 :100年 以上 科名 :ニ レ科ケヤキ属
分布 :本州・四国・九州

主幹が無く空洞だが、豊橋のケヤキの中では太い。野鳥 (アオバズク)が飛来してくる。
ケヤキは別名ツキという。

No。 42 ケヤキ2

幹周 :500cm 高さ :18.5m 枝張 り:13。 6m× 12m
推定樹齢 :300年 以上

落雷で主幹は無いが、豊橋のケヤキの中では太い。なお豊橋公園には約 300本 のケヤ
キがある。土塁周辺に多い。

No。 43 ケヤキ 3

幹周 :530cm 高さ :10。 2m 枝張り:21m× 21m

推定樹齢 :300年 以上

幹は空洞であるが、豊橋のケヤキの中ではもつとも太い。

No.オ ガタマノキ

幹周 :150cm 高さ :13.5m 枝張り:13。 Om× 11。 om
推定樹齢:100年 以上 科名 :モクレン科オガタマノキ属
分布 :本州 (千葉県以西)・ 四国・九州
豊橋では珍しい。神社等に植えられる木で、花は甘い香 りがする。名は招霊 (おきたま)

が転 じたとされる。 (花の見ごろ3月 )

No。 45 アメリカキササゲ

幹周 :275cm 高さ :19.om 枝張り:13。 5m× 13。 5m
推定樹齢 :60年 以上 科名 :ノ ウゼンカズラ科キササゲ属
原産地 :北米

豊橋のアメリカキササゲの中では最も大きく珍しい。本種は明治末に渡来している。枝
に多数花をつける。 (花の見ごろ6月 )

No。 46 クロマツ1

幹周 :340cm 高さ :28。 6m 枝張り:18。 5m× 18m
推定樹齢 :300年 以上 科名 :マツ科マツ属
分布 :本州・四国0九州

豊橋のクロマツの中ではもつとも高い。樹形が美 しく、遠方からでも確認できる。豊橋
公園には約 300本 のクロマツがある。

No。 47ク ロマツ

幹周 :340cm 高さ :21。 lm 枝張り:13m× 16m
推定樹齢 :300年 以上

豊橋のクロマツの中では太く、ケヤキと寄 り添つている。樹皮は黒味を帯び、網 目状に
裂ける。クロマツを雄松、アカマツを雌松という。



調 査:NPO法人 東三河自然観察会


