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千代田区

特別史跡 地図 区部中央部エリア　C−3

1 江戸城跡（皇居外苑）Remains of Edo Castle (Outer Garden of the Imperial Palace) 
現在公園になっている皇居外苑は、皇居前広場を中心とした皇居外苑地区、
森林の中に文化施設が建ち並ぶ北の丸地区、皇居を取り巻く12の濠

ほ り

とで成
り立っています。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　千代田区 皇居外苑・北の丸公園
交　通　皇居外苑：東京メトロ千代田線「二

重橋前」駅下車徒歩5分/北の丸公
園：都営新宿線・東京メトロ東西線
ほか「九段下」駅下車徒歩5分

注意事項等　解説カードは、管理事務所・北の
丸分室（平日8：30 ～ 17：15）にあります。
特別史跡 地図 区部中央部エリア　C−3

2 江戸城跡（皇居東御苑）Remains of Edo Castle (The East Gardens of the Imperial Palace) 
江戸城の本丸跡と二の丸跡を中心とし、天守台や枡

ま す が た も ん

形門、石垣等の当時の
築城技術を示す遺構を見ることができます。
公開日　通年（月曜・金曜（天皇誕生日以外の「国民の祝日等の休日」の場

合は公開）・年末年始（12月28日～ 1月3日）・行事の実施・そ
の他やむを得ない理由のため支障のある日を除く。）

公開時間　9：00 ～ 16：30（閉園時間は、時期により異なる。入園は閉園の
30分前まで）

料　金　なし　　所在地　千代田区千代田1
交　通　東京メトロ東西線・千代田線ほか「大手町」駅（C13出口）又は東

京メトロ東西線「竹橋」駅（1a出口）下車徒歩5分
注意事項等　開園日時等の最新情報は宮内庁のホームページ（http://www.

kunaicho.go.jp）の「皇室関連施設」を御確認ください。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−3

3 旧江戸城外桜田門Outer Sakurada-mon Gate of the Former Edo Castle 
この門の外で大老井伊直弼が暗殺された場所として有名です。現在自由に
出入りできる数少ない門の一つです。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　千代田区 皇居外苑
交　通　東京メトロ有楽町線「桜田門」駅下車徒歩1分/東京メトロ丸ノ内

線・日比谷線ほか「霞ヶ関」駅下車徒歩5分
注意事項等　解説カードは、管理事務所（平日8：30 ～ 17：15）にあります。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−2

4 旧江戸城田安門Tayasu-mon Gate of the Former Edo Castle 
北の丸公園の一番北側にある門です。建立以前この付近が田安台と呼ばれ
ていたことからこの名が付きました。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　千代田区 北の丸公園
交　通　都営新宿線・東京メトロ東西線ほか「九段下」駅下車徒歩3分
注意事項等　解説カードは、皇居外苑北の丸分室（平日8：30～17：15）にあります。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−2

5 旧江戸城清水門Shimizu-mon Gate of the Former Edo Castle 
北の丸公園の東側の門で橋を渡り高麗門を入ると南側が開けた枡形で、渡
櫓
やぐら

門をくぐり城内に入ります。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　千代田区 北の丸公園
交　通　都営新宿線・東京メトロ東西線ほか「九段下」駅下車徒歩3分
注意事項等　解説カードは、皇居外苑北の丸分室（平日8：30 ～ 17：15）にあります。

写真提供：環境省皇居外苑管理事務所

重要文化財（建造物） 地図 東京国立近代美術館工芸館　区部中央部エリア　B−3

6 旧近衛師団司令部庁舎Former Headquarters of the Imperial Guards 
赤レンガ造り、簡素なゴシック様式の近代洋風建築です。館内は日本伝統
工芸から現代工芸までの工芸品を展示する東京国立近代美術館工芸館と
なっています。
公開日　通年（ただし、月曜（祝日の場合は翌日）・展示替期間・年末年始を除く。）
公開時間　10：00 ～ 17：00　
料　金　210円（所蔵作品展一般観覧料）※企画展は別途　　
所在地　千代田区北の丸公園1-1
交　通　東京メトロ東西線・「竹橋」駅（1b出口）下車徒歩8分/都営新宿線・

東京メトロ東西線ほか「九段下」駅（2番出口）下車徒歩12分
注意事項等　所蔵作品展のみ写真撮影可（一部撮影不可の作品あり。）敷地内で

の火気使用は禁止。文化財ウィーク期間中、館内では企画展「革新
の工芸―“伝統と前衛”、そして現代―」（平成28年9月17日（土）
～ 12月4日（日））を開催しています。一般料金550円。

都指定旧跡 地図 区部中央部エリア　C−3

7 将門塚Masakado Mound 
平将門にまつわる伝説の地。遊行二代他阿真教上人が法号を与え、将門を
供養し神田明神に祀ったので、将門はこの地の守護神になったそうです。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　千代田区大手町1-2
交　通　都営三田線・東京メトロ東西線・千代田線・半蔵門線「大手町」駅

下車徒歩2分/JR山手線・中央線ほか「東京」駅下車徒歩10分
注意事項等　解説カードは、神田明神（外神田2-16-2御茶ノ水駅下車徒歩5分）

にあります。
重要文化財（建造物） 地図 明治生命館　区部中央部エリア　C−3

 

8 明治生命館（明治生命保険相互会社　本社本館）Main Building of Meiji Yasuda Life Insurance Company 
昭和9年に完成した「古典主義様式」の
洋風建築です。昭和に建設された建物と
して初めて国の重要文化財の指定を受
けました。激動の昭和を代表する建物で
す。なお、「明治生命保険相互会社　本社
本館」は、国指定文化財としての名称で、
社名は平成16年から明治安田生命保険
相互会社です。
公開日　土・日曜、水～金曜（祝日を除

く。）
公開時間　11：00 ～ 17：00（土・日曜、11月3日）　
 16：30 ～ 19：30（水・木・金曜(祝日を除く。))
料　金　なし　　所在地　千代田区丸の内2-1-1
交　通　東京メトロ千代田線「二重橋前」駅（3番出口）直結/JR中央線・

山手線ほか「東京」駅（丸の内南口）下車徒歩5分
注意事項等　日比谷通り（皇居外苑側）西玄関より御入場ください。お問合せ

03-3283-9252
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−3

9 法務省旧本館Former Main Building of the Ministry of Justice 
「赤れんが棟」として知られるドイツ・ネオバロック様式の建物です。建物
内には法務史料展示室・メッセージギャラリーがあり、公開されています。
公開日　通年（土・日・祝日等を除く。）　　
公開時間　10：00 ～ 18：00（入室は17：30まで）　　
料　金　なし　　所在地　千代田区霞ヶ関1-1-1
交　通　東京メトロ有楽町線「桜田門」駅下車徒歩1分/東京メトロ丸ノ内

線・日比谷線ほか「霞ヶ関」駅下車徒歩3分
注意事項等　外観の見学は、警視庁側から御覧いただくことができ、内部は法務史

料展示室・メッセージギャラリーを御覧いただくことができます。10
名以上での見学の場合は事前に御連絡ください（03-3592-7911）。

写真提供：明治安田生命保険相互会社
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重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−3

13 清洲橋Kiyosu-bashi Bridge 
永代橋と同様に震災復興事業によって建設された橋で、アーチ橋である永
代橋との対比を持たせるために、力学的に対称な吊

つ り

橋となっており、軽や
かで優美な下垂曲線を持つデザインです。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　中央区日本橋中洲～江東区清澄
交　通　東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅下車徒歩9分/都営大江戸線「清

澄白河」駅下車徒歩12分
注意事項等　解説カードは「かちどき橋の資料館」(中央区築地6丁目地先　火・

木・金・土曜9：30 ～ 16：30　TEL03-3543-5672）にあります。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−3

14 永代橋Eitai-bashi Bridge 

清洲橋と同様に震災復興事業として、当時の様々な最先端の技術、工法が
採用された豪壮雄大なアーチ橋で、日本における近代土木工学の基礎とな
る学術的価値を有しています。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　中央区新川～江東区佐賀
交　通　東京メトロ東西線「茅場町」駅下車徒歩12分/都営大江戸線「門

前仲町」駅下車徒歩13分
注意事項等　解説カードは「かちどき橋の資料館」(中央区築地6丁目地先　火・

木・金・土曜9：30 ～ 16：30　TEL03-3543-5672）にあります。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−3

15 勝鬨橋Kachidoki-bashi Bridge 
国内唯一のシカゴ型双葉跳開橋で
あり、国内最大の可動支間を有す
る大規模かつ、技術的完成度の高
い構造物です。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　中央区築地～勝どき
交　通　東京メトロ日比谷線「築

地」駅下車徒歩8分/都営大江戸線「勝どき」駅下車徒歩5分
注意事項等　解説カードは「かちどき橋の資料館」(中央区築地6丁目地先　火・

木・金・土曜9：30 ～ 16：30　TEL03-3543-5672）にあります。
特別名勝及び特別史跡 地図 区部中央部エリア　C−3

16 旧浜離宮庭園Former Hama-rikyu Teien Gardens 
現在、江戸時代から続く庭園では都内唯一、海水を引き入れた潮入の池を持
つ江戸時代の徳川将軍家の庭園です。池中央の中島には御茶屋があり、ここ
から眺める庭園の景観は都心にいることを忘れさせる最高の見所です。
公開日　通年（12月29日～ 1月1日を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00（入園は16：30まで）※イベントなどにより

公開時間が変更になる場合があります。　　
料　金　一般300円・65才以上150円（小学生以下・都内在住又は在学

の中学生は無料）　　
所在地　中央区浜離宮庭園1-1
交　通　大手門口：都営大江戸線･ゆりかもめ「汐留」駅又は都営大江戸線

「築地市場」駅下車徒歩7分/JR山手線･都営浅草線ほか「新橋」駅
下車徒歩12分

 中の御門口：都営大江戸線「汐留」駅（10出口）･ゆりかもめ「汐留」
駅下車徒歩5分/JR山手線･京浜東北線「浜松町」駅下車徒歩15分

 船：浅草･両国･お台場海浜公園から各30分～1時間（入園料別途）
注意事項等　土・日・祝日（11：00 ～・14：00 ～）にボランティアによる庭

園ガイドがあります（8月中は除く。）。御希望の方は大手門サービ
スセンター横に集合してください。また、松の御茶屋・燕の御茶
屋の特別見学会を木曜日13：00から30分ごとに4回（中学生以
上、荒天・雨天中止）行っています。（参加無料・入園料別途）

重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−2

10 日本ハリストス正教会教団復活大聖堂（ニコライ堂） 
聖堂内

Holy Resurrection Cathedral in Tokyo, Orthodox Church in Japan; Nikolai-Do 
ビザンチン様式による日本最大の正教会の聖堂で、中央の丸いドームと内
部のアーチ構造が特徴です。平成4年から10年にわたり大修復工事が行わ
れ、住時の美しい姿を取り戻しました。
公開日　通年　　
公開時間　13：00 ～ 15：30　　
料　金　300円（拝観献金として）　　
所在地　千代田区神田駿河台4-1-3
交　通　JR中央線「御茶ノ水」駅（聖橋口）下車徒歩2分/東京メトロ千代

田線「新御茶ノ水」駅（B1出口）下車徒歩2分
注意事項等　聖堂内部の撮影禁止。境内地及び堂内での飲食や喫煙は御遠慮く

ださい。聖堂への入堂は入口から啓蒙所と呼ばれる空間までとし
て、内部への立入りを制限させていただきます。

重要文化財（考古資料） 地図 明治大学博物館　区部中央部エリア　C−2

11

埼玉県砂川遺跡出土品
Excavated Articles from Sunagawa Remains (Saitama pref.) 

下野出流原遺跡出土品
Excavated Articles from Shimotsuke-Izuruhara Remains 

神奈川県夏島貝塚出土品
Excavated Articles from Natsushima Shell Midden (Kanagawa pref.) 

平成16年にリニューアルした博物館の展示品で重要文化財に指定されて
いる考古資料です。
公開日　通年　　
公開時間　10：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　千代田区神田駿河台1-1明

治大学博物館
交　通　JR中央線･総武線ほか「御

茶ノ水」駅下車徒歩 5 分 /
東京メトロ千代田線「新御
茶ノ水」駅下車徒歩 8 分 /
東京メトロ半蔵門線･都営
三田線ほか「神保町」駅下
車徒歩10分

下野出流原遺跡出土品
（写真提供：明治大学博物館）

中央区

重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−3

12 日本銀行本店本館Bank of Japan Head Office Building 
辰野金吾の代表作で、昭和49年（1974）には国の重要文化財に指定されま
した。正面の巨大柱やドーム屋根が印象的な、バロック様式にルネッサン
ス的意匠を加味した重厚かつ壮麗な建物です。中庭は、明治時代に馬で来
行したお客様が馬から荷物を積み下ろしするスペースとして利用した場所
で、獅子の顔のついた当時の馬の水飲み場が、今でも残っています。
公開日　ホームページにて御確認ください。
公開時間　ホームページにて御確認ください。　　
料　金　なし　　
所在地　中央区日本橋本石町2-1-1
交　通　東京メトロ半蔵門線･銀座線「三越前」駅下車徒歩3分/JR中央線･

山手線ほか「神田」駅（南口）又はJR中央線･山手線ほか「東京」駅
（日本橋口）下車徒歩8分

注意事項等　受付の詳細はホームページで公表（http://www.boj.or.jp/）照会
先：日本銀行情報サービス局（見学受付宛て）（03-3277-2815＜
直通＞）【電話受付時間　月～金曜　9：30 ～ 16：30】対象は小
学5年生以上の方（小学生は保護者の同伴が必要）。
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国登録有形文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−4拡大図【芝公園】

17 妙定院熊野堂・上土蔵Myojo-in Temple Kumano-do Hall, Kami-dozo Hall 
妙定院は、徳川九代将軍家重公の
菩

ぼ

提
だ い

のために創建されました。伝
来の熊野堂・上土蔵は、平成19年

（2007）に解体修理し、江戸期と同
じ伝統工法で再生されています。
公開日　通年　　
公開時間　10：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　
所在地　港区芝公園4-9-8
交　通　都営大江戸線「赤羽橋」駅

下車徒歩1分/都営三田
線「芝公園」駅下車徒歩4
分

注意事項等　外部のみの公開となります。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−4拡大図【芝公園】

18 旧台徳院霊廟惣門Former Main Gate of Taitokuin Mausoleum  
寛永9年（1632）に建てられた徳川二代将軍秀忠の墓所の正門です。現在、
霊廟は残っていませんが、平成18年に修理が完了し、かつての姿が復元さ
れました。
公開日　通年　　公開時間　6：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　所在地　港区芝公園4-8-2
交　通　都営三田線「芝公園」駅下車徒歩3分/都営浅草線・大江戸線「大門」

駅下車徒歩5分/JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅下車徒歩11分
都指定天然記念物 地図 東照宮　区部中央部エリア　B−4拡大図【芝公園】

19 芝東照宮のイチョウGinkgo Tree at Shiba Tosho-gu Shrine 
徳川三代将軍家光が東照宮再建に際して植えたと伝えられ、その姿には威
厳が感じられます。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　所在地　港区芝公園4-8-10東照宮内
交　通　都営三田線「芝公園」駅下車徒歩2分/都営大江戸線「赤羽橋」駅

下車徒歩7分
国指定史跡 地図 区部中央部エリア　C−3

20 旧新橋停車場跡Remains of the Former Shinbashi Station 
旧新橋停車場跡は、日本最初の鉄道駅として明治5年（1872）に開業した
新橋停車場の駅舎跡。駅舎とプラットホームの一部の遺構が保存され、駅
舎の外観は開業当時の建物に可能な限り忠実に再現されています。建物内
には鉄道歴史展示室が造られ、資料が公開されています。
公開日　通年（月曜（祝祭日の場合は翌日）・年末年始・展示替え期間中を

除く。）　　
公開時間　10：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　港区東新橋1-5-3
交　通　都営大江戸線･ゆりか

もめ ｢汐留｣ 駅又は都
営浅草線･東京メトロ
銀座線「新橋」駅下車
徒 歩 3 分 /JR 山 手 線 ･
京浜東北線ほか ｢新橋｣
駅下車徒歩5分

注意事項等　展示室内での写真･ビデオ等の撮影、飲食､ 喫煙などは御遠慮いた
だいております。また、車での御来館は御遠慮ください。

熊野堂

国指定名勝 地図 区部中央部エリア　C−4

21 旧芝離宮恩賜庭園Former Shiba Villa Gardens 

1台

今に残る大名庭園としては最も古いものの一つです。かつては潮入であっ
た池を中心とした回遊式泉水庭園で、西湖堤と石組は秀逸です。
公開日　通年（12月29日～ 1月1日を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00（入園は16：30まで）　　
料　金　一般150円･65歳以上70円　※小学生以下及び都内在住・在学

の中学生は無料　　
所在地　港区海岸1-4-1
交　通　JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅（北口）下車徒歩1分/都営浅

草線･大江戸線「大門」駅下車（B2出口）徒歩5分
都指定天然記念物 地図 港区高輪地区総合支所　区部中央部エリア　B−4

22 旧細川邸のシイCastanopsis at the Former Residence of HOSOKAWA Family 
細川家の下屋敷の敷地内にあったシイの木です。現在は港区高輪地区総合
支所の敷地となっていますが、忠臣蔵の結末を静かに見守っていたことで
しょう。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　港区高輪1-16-25
交　通　東京メトロ南北線･都営三田線「白金高輪」駅（1番出口）下車徒歩

1分
注意事項等　桜田通り方面からは、区民ホール脇階段を上りきると右手すぐに

あります。また、松ヶ丘側に抜ける直通エレベータを御利用いた
だけます。

国指定史跡 地図 区部中央部エリア　C−4

23 品川台場Cannon Batteries Placed on Islands in Shinagawa 
外国艦船の攻撃から江戸を護るために築造された砲台の跡です。六つの台
場が完成しましたが、現存するのは第三・第六台場のみで、公開されてい
るのは台場公園としてある第三台場だけです。
公開日　通年　　公開時間　日の出から日没まで　　
料　金　なし　　所在地　港区台場1-10-1
交　通　新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅下車徒歩12分
注意事項等　撮影禁止（通常利用は可。営業目的等は要申請）
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−3

24 武家屋敷門The Gate of a Samurai Residence 
大名小路（現在の千代田区丸の内、東京中央郵便局）付近にあった、老中職
の役屋敷の長屋門の一部で、幾度かの移築を経て現在地に落ち着きました。
文久2年（1862）の火災後の再建といわれています。簡素ながら、威厳と
豪壮さを持つ武家の建築遺構として貴重なものです。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　港区赤坂4-10-36 
交　通　東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附」駅（出口A）下車徒歩5分、

東京メトロ千代田線「赤坂」駅（出口1）下車徒歩7分、東京メトロ
有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町」駅下車半蔵門線ホーム経
由「赤坂見附」駅（出口A）、都営大江戸線・東京メトロ銀座線・半
蔵門線「青山一丁目」駅（出口4）下車徒歩7分

注意事項等　外観のみの御見学です。敷地内へのお立入は御遠慮ください。
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重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　A−4

28 旧朝倉家住宅Former House of ASAKURA Family 

一部

建築が関東大震災以前に遡り、現在も東京中心部に残る数少ない大正期の
和風住宅として貴重であり、また、都市化が急速に進んだ周縁部に営まれ
た住宅であることが、近代の和風住宅を知る上で重要であるとして、平成
16年（2004）に国の重要文化財に指定されました。大正ロマンの香るノス
タルジックな佇

たたず

まい、四季折々の美しい姿を見せる庭園が、憩いの場となっ
ています。
公開日　通年（月曜（休日の場合はその直後の休日以外の日）及び年末年始

（12月29日～ 1月3日）を除く。）
公開時間　10：00 ～ 18：00（入館は17：30まで）※ただし、11月1日か

ら2月末日までは10：00 ～ 16：30まで（入館は16時まで）
料　金　一般100円　小中学生50円　※団体料金・年間観覧料あり。60

歳以上の方・障害のある方及び付添の方は観覧無料　　
所在地　渋谷区猿楽町29-20
交　通　東急東横線「代官山」駅下車徒歩5分/東急トランセ「ヒルサイド

テラス」下車徒歩3分/ハチ公バス「代官山」駅下車徒歩5分
注意事項等　商目的・三脚・公序良俗に反する撮影は禁止

都指定有形民俗文化財 地図 鳩森八幡神社　区部中央部エリア　A−3

29 千駄ケ谷の富士塚Fujizuka Mound at Sendagaya 
鳩森八幡神社の中にある小さな富士山です。社殿前に立つと全景が見渡せ
ます。頂上までの道は滑りやすいので注意して登りましょう。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　渋谷区千駄ケ谷1-1-24
交　通　JR 総武線「千駄ヶ谷」駅･都営大江戸線「国立競技場」駅（A4出口）

･東京メトロ副都心線「北参道」駅下車徒歩5分

文京区

重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−2

30 旧磯野家住宅Former Residence of ISONO Family 

一部

実業家の磯野敬が建設した近代和風住宅です。主屋の屋根と外壁に銅板が
張り巡らされている外観から「銅御殿」と呼ばれています。明治末から大正
初期にかけての和風建築の粋を凝らした技術の高い建築作品です。
公開日　平成28年10月14日（金）・15（土）・11月4日（金）・5日（土）・

平成29年3月24日（金）
公開時間　11：00 ～ 11：45/13：00 ～ 13：45　　
料　金　800円　　所在地　文京区小石川5-19-4
交　通　東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅下車徒歩3分
注意事項等　往復はがきに住所・氏名・電話番号・希望日時・人数を記入して

〒114-0024北区西ヶ原1-27-39（公財）大谷美術館【銅御殿】係
までお申し込みください（問合せ先03-3910-8440）。庭からの見
学となり、建物内には入れません。歩きやすい履物でお越しくだ
さい。

新宿区

都指定有形文化財（古文書） 地図 区部中央部エリア　B−3

25 水道碑記Description of Monument in Commemoration of Kanda Josui; Kanda Waterworks, and Tamagawa Josui; Tamagawa Waterworks 
玉川上水開削の由来を記した明治28年（1895）建立の碑です。この碑が建
てられている場所は、羽村堰

せ き

から開削で造られた玉川上水の終点である四
谷大木戸跡で、かつてここに水量を調節した水番屋がありました。ここか
ら江戸へは暗

あ ん き ょ

渠で配水されました。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　新宿区内藤町87
交　通　東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」

駅下車徒歩5分
注意事項等　解説カードは東京都水道局新宿営 

業所（平日 8：30～17：15）及び
東京都水道歴史館（9：30 ～ 17：
00（入館は16：30まで））にあり
ます。

都指定有形文化財（彫刻） 地図 大宗寺　区部中央部エリア　A−3

26 銅造地蔵菩薩坐像（江戸六地蔵の一）Copper Statue of Seated Jizo Bosatsu; One of Edo Six Jizo 
江戸六地蔵は、地蔵坊正元という僧侶が難病治癒を感謝し、造立したとい
われています。江戸時代に流行した六地蔵参りで、太宗寺は六地蔵3番で
した。
公開日　通年　　公開時間　7：00 ～ 18：00　　
料　金　なし　　所在地　新宿区新宿2-9-2
交　通　東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅下車徒歩3分
注意事項等　法事の際は来館は御遠慮ください。また、車での来場は御遠慮く

ださい。

渋谷区

都指定有形文化財（典籍） 地図 公益社団法人温故学会　区部中央部エリア　A−4

27

徒然草板木
Printing Wood Blocks of Tsurezuregusa 

元暦校本万葉集巻一、巻二、巻七、板木
Printing Wood Blocks of Manuscript of Genryaku Man'yoshu vol.1, 2, 7 

重要文化財（歴史資料）

群書類従版木
Gunsho Ruiju (Collection of Old Japanese Books Assembled by HANAWA Hokiichi) Printing Wood Block 

万葉集板木は盲目の国学者、塙
は な わ ほ き い ち

保己一が神戸の俵屋に秘蔵されていた原本
14冊を影写させ、3冊を出版させたものです。徒然草板木はその高弟屋

や し ろ

代
弘
ひ ろ か た

賢が、文化12年に浄書して出版したものです。群書類従版木は、国学者
塙保己一（1746 ～ 1821）が古代から江戸時代初期までの史書や文学作品
など1277種を編纂した『群書類従』の版木17,244枚。山桜材の両面を使
用し、約34,000ページ分が彫刻されています。江戸時代の大規模叢書の版
木がまとまって残る貴重な例です。期間中は塙保己一編纂書を特別展示し
ます。また、希望者には「塙保己一の人と業績」について解説をします。
公開日　通年　　　公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　100円　　所在地　渋谷区東2-9-1
交　通　JR山手線･東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅下車徒歩15分/JR山

手線「渋谷」駅から日赤行きバス「国学院大学前」下車徒歩2分
注意事項等　土・日・祝日に見学を希望される方は、必ず事前予約をしてくだ

さい。見学予約は、温故学会事務室（03-3400-3226）まで。11月
13日（日）13：30 ～「塙保己一先生第195周年記念大会」（無料）
がありますので是非御参加ください。
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都指定史跡 地図 区部中央部エリア　B−1

35 原氏墓所Grave Site HARA Family 
江戸時代中・後期の著名な儒学者原氏一族4代の墓が洞泉寺に建墓当時の
ままに現存しています。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　文京区本駒込3-19-4
交　通　東京メトロ南北線「本駒込」駅（2番出口）下車徒歩5分

都指定旧跡 地図 区部中央部エリア　C−2

36 森鷗外遺跡Site of MORI Ogai 

カフェ

文豪、森鷗外（1862-1922）は津和野に生まれ、明治5年（1872）に上京し、
明治14年（1881）陸軍に入ります。明治25年（1892）にこの地に転居し、
二階から遥かに東京湾が望めたとされ観潮楼と命名されました。昭和12年

（1937）の火災及び昭和20年（1945）の戦災により焼失し、わずかに門の
礎石・敷石、庭石、いちょうが残っています。
公開日　通年（毎月第4火曜・年末年始・展示替期間・燻蒸期間を除く。）
公開時間　10：00 ～ 18：00　　
料　金　なし（展覧会観覧料は有料）　　所在地　文京区千駄木1-23-4
交　通　東京メトロ千代田線「千駄木」駅（1番出口）下車徒歩5分/東京メ

トロ南北線「本駒込」駅（1番出口）下車徒歩10分/都バス（草63
系統）「千駄木一丁目」下車徒歩1分/都バス（上58系統）「団子坂
下」下車徒歩5分

都指定名勝 地図 区部中央部エリア　C−1

37 旧安田楠雄邸庭園Former YASUDA Kusuo Residence and Gardens 

パンフレット（英）

藤田好三郎氏の住宅として大正 8 年（1919）に建設され、大正 12 年
（1923）から旧安田財閥の安田善四郎氏とその長男楠雄氏等の住まいとし
て受け継がれ、今日までその姿を伝えています。
公開日　水曜・土曜（イベント時連続公開あり）　　
公開時間　10：30 ～ 16：00（入館は15：00まで）　　
料　金　500円　　所在地　文京区千駄木5-20-18
交　通　東京メトロ千代田線「千駄木」駅（1番出口）下車徒歩約7分
注意事項等　建物保護のため、靴下の着用と大きな荷物のお預かりをお願いし

ています。御理解、御協力をお願いいたします。

都指定有形文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−2

38 求道会館Kyudo Kaikan Hall 
建築家武田五一が設計し、大正4年（1915）に竣工しました。大正時代に
建築されたヨーロッパの教会と日本の寺社建築の様式が融合した建物で、
近年修理が完了しました。
公開日　第4土曜　　公開時間　13：00 ～ 14：30　　
料　金　なし　　　　所在地　文京区本郷6-20-5
交　通　東京メトロ南北線「東大前」駅下車徒歩7分/都営三田線・大江戸

線「春日」駅下車徒歩10分/東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅
下車徒歩15分

国指定史跡 地図 区部中央部エリア　C−2

39 湯島聖堂Yushimaseido Temple 
儒教の祖孔子を祀った廟で、黒塗りの中国風建築です。土・日・祝日のみ
大成殿の内部を公開します。
公開日　通年（大成殿内は土・日・祝日公開）　　
公開時間　9：30 ～ 16：00（大成殿内土・日・祝日公開10：00 ～ 16：00）　　
料　金　200円（大成殿内のみ）　　所在地　文京区湯島1-4-25
交　通　JR中央線･東京メトロ丸ノ内線ほか「御茶ノ水」駅又は東京メト

ロ千代田線「新御茶ノ水」駅下車徒歩3分
注意事項等　駐車場はありません。

特別史跡及び特別名勝 地図 区部中央部エリア　B−2

31
小石川後楽園
Koishikawa Korakuen Gardens 

一部

都指定旧跡

藤田東湖護母致命の処
Monument for FUJITA Toko 

水戸光圀が完成させた海・山・川・
田園などの自然景観が巧みに表現
された美しい庭園です。また、安政
の大地震で母をかばって圧死した
藤田東湖の碑が、奥の梅林の脇に
ひっそりとあります。
公開日　通年（12 月 29 日～ 1 月

1日を除く。）
公開時間　9：00 ～ 17：00
 （入園は、16：30まで）
料　金　一般 300 円・65 歳以上

150円　　
所在地　文京区後楽1-6-6
交　通　都営大江戸線「飯田橋」駅下車徒歩3分/JR中央線･東京メトロ有

楽町線ほか「飯田橋」駅又は東京メトロ丸ノ内線･南北線「後楽園」
駅下車徒歩8分

注意事項等　車椅子の御利用は一部のみとなります。
重要文化財（歴史資料） 地図 印刷博物館　区部中央部エリア　B−2

32 駿河版活字Type of Suruga Version 
徳川家康が閑

か ん し つ げ ん き つ

室元佶、林羅山と金
こ ん ち い ん す う で ん

地院崇伝に命じて造らせた国内最初の銅
活字で、慶長11年（1606）から元和2年（1616）にかけて鋳造されたもの
です。
公開日　通年（休館日は除く。）　　
公開時間　10：00 ～ 18：00　　
料　金　一般300円・学生200円・中高生100円　※企画展開催中は入

場料金が変わります。
所在地　文京区水道1-3-3　トッパン小石川ビル
交　通　東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅下車徒歩約8分/JR総武線・東

京メトロ有楽町線ほか「飯田橋」駅下車徒歩約13分
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−2

33 護国寺本堂Main Hall of Gokoku-ji Temple 

堂内のみ
パンフレット

のみ
一部喫
煙所有

徳川5代将軍綱吉の生母桂昌院の発願により元和元年（1681）創建されま
した。重要文化財の石段を登った正面の大伽藍が元禄十年（1697）建立の
江戸時代元禄文化を代表する寺院建築重要文化財の観音堂（本堂）です。
公開日　通年（本堂内において特別行事がある場合を除く。）毎月18日本

尊開帳　　
公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　
所在地　文京区大塚5-40-1
交　通　東京メトロ有楽町線「護国寺」駅下車徒歩1分

特別名勝 地図 区部中央部エリア　B−1

34 六義園Rikugien Gardens 
和歌に詠まれた名勝を映し出す「回遊式築山泉水」の大名庭園です。繊細で
温和な景観として知られ、四季折々彩られる景色を楽しむことができます。
公開日　通年（12月29日～ 1月1日を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00（入園は16：30まで）
料　金　一般300円・65歳以上150円　　
所在地　文京区本駒込6-16-3
交　通　JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」駅下車徒歩7分/都営三田

線「千石」駅下車徒歩10分

蓬萊（ほうらい）島
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都指定有形文化財（建造物） 地図 旧マッケーレブ邸　区部中央部エリア　B−2

44 旧マッケーレブ邸（雑司が谷旧宣教師館）McCaleb old Missionary House 
明治40年（1907）にアメリカ人宣教師Ｊ・Ｍ・マッケーレブが住宅とし
て建てたものです。マッケーレブは、昭和16年（1941）に帰国するまで、
雑司が谷の地で過ごし、キリスト教の布教と教育に努めました。木造２階
建、和小屋組の寄棟造りで、外観は19世紀以降にアメリカで用いられた、
装飾性のあるカーペンターゴシック様式を示しています。また、2階天井に
は割竹が使用されるなど、和洋折衷の要素も見られます。19世紀末のアメ
リカ郊外住宅の特色を有する質素な外国人住宅で、豊島区内に現存する最
も古い近代洋風木造建築であり、都内でも数少ない明治期の宣教師館とし
て大変貴重です。
公開日　通年（月曜・第3日曜・国民の祝日の翌日・年末年始を除く。）
公開時間　9：00 ～ 16：30　　
料　金　なし　　所在地　豊島区雑司が谷1-25-5
交　通　東京メトロ有楽町線「東池袋」駅下車徒歩10分/東京メトロ副都

心線「雑司が谷」駅下車徒歩10分/都電荒川線「雑司が谷」駅下車
徒歩7分

注意事項等　駐車場はありません。

北区

都指定有形文化財（考古資料） 地図 北区飛鳥山博物館　区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

45
中里遺跡出土丸木舟
Dugout Canoe from Nakazato Remains 

都指定有形文化財（考古資料）

田端不動坂遺跡　第17地点8号土坑出土遺物
Relics from Tabata Fudozaka Remains No17 

中里遺跡は、JR上中里駅東側低地に広がる遺跡で、丸木舟は東北新幹線に
伴う発掘調査の際砂浜より発見されました。樹種は落葉高木ニレ科ムクノ
キで、全長約5.8mです。田端不動坂遺跡の古墳時代前期の土坑からは銅製
の小型珠文鏡を含む玉類・土器などの遺物が出土しました。
公開日　通年（博物館の休館日を除く）　　公開時間　10：00 ～ 17：00
料　金　一般300円　65歳以上150円　小中学生100円
所在地　北区王子1-1-3　北区飛鳥山博物館　常設展示室内
交　通　JR京浜東北線「王子」駅（南口）下車徒歩5分/東京メトロ南北線「西ヶ

原」駅下車徒歩7分/都電荒川線「飛鳥山停留所」下車徒歩4分
注意事項等　飛鳥山博物館の有料ゾーンに常設展示のため、見学には観覧料が

必要です。他館等へ資料貸出しの間は見学できません。
都指定有形文化財（古文書） 地図 飛鳥山公園　区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

46 飛鳥山碑Monument of Mt.Asukayama 
北区立飛鳥山公園内にあります。飛鳥山は桜の名所として有名で、江戸の
浮世絵にも数多く描かれている桜とともに、シンボル的な存在です。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　北区王子1-1
交　通　JR京浜東北線「王子」

駅下車徒歩5分
注意事項等　解説カードは、北区飛

鳥山博物館、北区立中
央図書館にあります。

都指定有形文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　C−2

40 湯島天満宮表鳥居Front Shrine Gate of Yushima-tenman-gu Shrine 
学問の神様菅原道真公を祀った湯島天神の参道の入り口にある銅造りの鳥
居です。都内にある鋳造の鳥居としては時代も古く優秀なものです。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　文京区湯島3-30-1
交　通　東京メトロ千代田線「湯島」駅（3番出口）下車徒歩3分
注意事項等　11月1日から菊まつりが開催されます。

豊島区

重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　A−1

41 自由学園明日館Jiyu Gakuen Myonichi kan 
近代建築の巨匠、フランク･ロイド･ライト設計の美しいプレイリースタイル
の建物は、平成13年（2001）に保存修理が完成し建築当時の姿を取り戻しま
した。使いながら保存する（動態保存）スタイルを取り、結婚式やコンサート
の会場として多くの人が集う場となっています（http://www.jiyu.jp）。
公開日　通年（月曜（祝日・休日の場合は翌日）を除く。）　　
公開時間　10：00 ～ 16：00　　
料　金　400円　　所在地　豊島区西池袋2-31-3
交　通　JR 山手線 ･ 埼京線ほか「池袋」

駅（西口）下車徒歩 5 分 /JR 山
手線「目白」駅下車徒歩7分

注意事項等　土日祝日は建物内で結婚式があ
るため、外観のみの見学になる
場合があります。見学可能日に
ついてはお問い合わせください

（電話：03-3971-7535）。見学
可能日には14:00からのガイド
ツアーがあります（自由参加）。
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−2

42

雑司ヶ谷 子母神堂
Kishimojin-do Hall, in Zoshigaya 

都指定有形文化財（絵画）

板絵着色大森彦七図
Image of OMORI Hikoshichi,Board Shaped into Roof Colored on Wood

板絵着色三人静白拍子
Image of San-nin Shizuka Shirabyoshi,Square Signbord Colored on Wood 

都指定天然記念物

雑司が谷 子母神のイチョウ
Ginkgo Tree at Kishimojin in Zoshigaya 

都指定天然記念物 地図 区部中央部エリア　B−2

43 子母神大門ケヤキ並木
Avenue of Japanese Zelkova at Kishimojin Daimon 

「子授け」「安産」の御利益があるといわれる 子母神です。江戸時代から庶
民の信仰の対象で、周辺の茶店も大変な賑

に ぎ

わいでした。参道に連なるケヤ
キ並木、境内の「子授けのイチョウ」 子母神堂など今も江戸の町を偲

し の

ばせ
ています。
公開日　通年　　
公開時間　8：00 ～ 17：00（雑司ケ谷 子母神堂・板絵着色大森彦七図・

板絵着色三人静白拍子図）/終日（雑司が谷 子母神のイチョウ・
子母神大門ケヤキ並木）　　

料　金　なし　　
所在地　豊島区雑司が谷3-15-20
交　通　都電荒川線「鬼子母神前」又は東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅（1

番出口）下車徒歩3分/JR山手線･埼京線ほか「池袋」駅（東口）又
はJR山手線「目白」駅下車徒歩15分
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国指定名勝 地図 区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

51 旧古河氏庭園Former Gardens of the FURUKAWA Family 
北側斜面は洋風、南側の低地は日本庭園という和洋併置の庭園です。洋風
庭園と洋館はコンドル博士の設計によるものです。テラス式庭園のバラが
見事です。日本庭園は京都の庭師・植治が手がけました。
公開日　通年（年末年始を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　入園料150円　
所在地　北区西ヶ原1-27-39
交　通　東京メトロ南北線「西ヶ原」駅又はJR京浜東北線「上中里」駅下車

徒歩7分/JR山手線「駒込」駅下車徒歩12分
注意事項等　庭園では、土・日・祝日の11：00 ～と14：00 ～ボランティア

によるガイド（各60分）を行います。駐車場はありません。また、
庭園入園料と洋館入館料とは別料金です。洋館内部の見学、喫茶
及び庭園茶室御利用等の詳細については、（公財）大谷美術館まで
お問い合わせください。（03-3910-8440）

都指定史跡 地図 区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

52 西ケ原貝塚Nishigahara Shell Mounds 
西ヶ原貝塚は、北区西ヶ原に所在する貝塚です。明治11年（1878）頃に
発見され、旧谷田川の低地へ向かい開口する埋没谷を巻くように東西約
150m、南北約180mの馬蹄形の貝塚が形成されています。貝塚西側に当
たる飛鳥中学校校庭の一部と東側の集合住宅の緑地部分が保存されていま
す。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　北区西ヶ原1-31　西ヶ原貝塚追加指定地
交　通　東京メトロ南北線「西ヶ原」駅下車徒歩5分
注意事項等　貝塚は地中に保存されているため、現地でその様子を観察するこ

とはできません。

都指定史跡 地図 城官寺　区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

47 多紀家墓所　附　金保氏墓五基Graveyard of TAKI Family 
多紀家墓所は、幕府の奥医師を歴任した多紀氏の墓所です。多紀氏は法印
や法眼に叙せられ、医官最高位である奥医師として徳川吉宗らの医事を務
めました。城官寺には本家の向柳原多紀家と分家の矢の倉多紀家の墓域が
形成されています。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　北区上中里1-42-8　城官寺墓域内
交　通　JR京浜東北線「上中里」駅下車徒歩3分/東京メトロ南北線「西ヶ

原」駅下車徒歩5分
都指定天然記念物 地図 区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

48 王子神社のイチョウGinkgo Tree at Oji-jinja Shrine 
高さ24m幹周5ｍを超える自然樹形を保った巨樹で、高台にあるため、か
なり遠方からでも見ることができます。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし　　所在地　北区王子本町1-1-12
交　通　JR京浜東北線「王子」駅下車（北口）徒歩2分
重要文化財（建造物） 地図 区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

49 旧渋沢家飛鳥山邸　晩香廬　青淵文庫Kyu Shibusawa-ke Asukayama-tei Bankoro Seien Bunko 
かつて曖依村荘と呼ばれた渋沢栄一の邸内に建てられた記念建造物。晩香
廬は談話室のある小亭、青淵文庫は小図書館で、ともに大正期を代表する
建築家田辺淳吉による設計です。
公開日　渋沢史料館開館日　　公開時間　10：00 ～ 15：45
料　金　一般300円　小・中・高100円　　
所在地　北区西ヶ原2-16-1
交　通　JR京浜東北線「王子」駅（南口）下車徒歩5分/東京メトロ南北線

「西ヶ原」駅下車徒歩7分
注意事項等　団体（20名以上）で見学を御希望の場合は、事前に渋沢史料館

（03-3910-0005）までお申し込みください。
国指定史跡 地図 区部中央部エリア　B−1拡大図【王子・上中里】

50 西ヶ原一里塚Milepost at Nishigahara 
一里塚とは、江戸幕府が諸街道整備のために一里ごとに築いた目印のよう
なもので、23区内に18か所あったといいます。西ヶ原のものは、当時の位
置に保存されています。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　北区西ヶ原2-13-4
交　通　東京メトロ南北線「西ヶ原」駅下車徒歩4分/JR京浜東北線「王子」

駅（南口）下車徒歩8分
注意事項等　片側の塚は交通量の多い道路の中央にあるので、見学は歩道側か

らお願いします。解説カードは、北区飛鳥山博物館・北区立中央
図書館にあります。
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