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都指定史跡 地図 区部南部エリア　A−3

115 野毛大塚古墳Noge Otsuka Tomb Mound 
保存整備の調査で新たに発見された埋葬施設から、大量の副葬品が出土し
ました。帆立貝形墳丘を取り巻いて復元された円筒埴輪列や葺石から、往
時の景観をしのぶことができます。
公開日　通年　　
公開時間　終日　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区野毛1-25-1（玉川野毛町公園内）
交　通　東急大井町線「等々力」駅下車徒歩10分

都指定天然記念物 地図 区部南部エリア　A−3

116 善養寺のカヤTorreya Nucifera at Zen’yo-ji Temple 
本堂の前に立っています。高さ約16.5m、幹周約6mあり、下半部の枝が
しだれ、特に根張りの豊かさは見ごたえがあります。
公開日　通年（月曜を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区野毛2-7-11
交　通　東急大井町線「等々力」駅下車徒歩15分/ 東急田園都市線・大井

町線「二子玉川」駅からバス（多摩川園行）「野毛2丁目」下車徒歩
2分

注意事項等　堂内のガンダーラ出土石彫も併せて御覧になれます。見学希望者
は、事前に連絡してください。また、大書院で食事（弁当持参）を
したい場合は、事前に御相談ください（03-3704-0643）。

重要文化財（歴史資料） 地図 東京都公文書館　区部南部エリア　A−3

117 東京府・東京市行政文書Historical Archives of Tokyo-fu (Tokyo Prefecture) and Tokyo-shi (Tokyo-City) 
慶応4年（1868）から昭和18年（1943）に至る、東京府と東京市の行政に
関する3万3千点余りの膨大な資料群です。
公開日　通年（土・日・祝日を除く。）　　
公開時間　9：00 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　世田谷区玉川1-20-1
交　通　東急大井町線「上野毛」駅下車徒歩約10分/東急田園都市線・大

井町線「二子玉川」駅（東口）下車徒歩約15分/東急大井町線「上
野毛」駅から東急バス（黒02系統）「玉川高校前」下車すぐ

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。

中野区

都指定名勝 地図 区部西部エリア　C−3

118 哲学堂公園Tetsugakudo Park 
哲学堂公園は東洋大学の創始者である哲学者井上円了が一堂を建立したこ
とに始まります。全体を哲学空間の概念を体現する場として構成されてい
ます。
公開日　毎月第1日曜　※変更する場合有り。　　
公開時間　10：00 ～ 15：00　　
料　金　なし　　
所在地　中野区松が丘1-34-28
交　通　西武新宿線「新井薬師前」駅下車徒歩約12分/JR中央線･総武線

ほか「中野」駅からバスで約10分
注意事項等　土日祝祭日は、駐車場の利用ができません。一部、内部に入れない

建物がございます。
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都指定史跡 地図 区立春日小学校 区部西部エリア　B−2

123 尾崎遺跡Osaki Remains 
区立春日小学校内にある旧石器時代から江戸時代までの遺跡です。出土し
た土器や石器が小学校の資料室に展示されています。平成28年10月8日

（土）から11月27日（日）までは、通常展示以外に、区内の他の遺跡から出
土した中世の遺物も特別に展示しています。
公開日　土・日・祝日（年末年始を除く。）　　
公開時間　10：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　練馬区春日町5-12-1
交　通　都営大江戸線「練馬春日町」駅下車徒歩8分
注意事項等　展示等施設を見学するときは、事前に電話（03-3926-7102）で予

約し、当日学校受付に申し出てください。

板橋区

都指定史跡・板橋区登録記念物 地図 区部西部エリア　C−2

124 茂呂遺跡Moro Remains 
昭和26年（1951）に一中学生がローム層中から石器を発見し、明治大学等
により発掘調査が行われました。南関東地方で初めて確認された旧石器時
代の遺跡として考古学史上貴重な遺跡です。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　板橋区小茂根5-17
交　通　東武東上線「上板橋」駅下車徒歩25分
注意事項等　内部は年に数回公開します。

国指定史跡 地図 区部西部エリア　D−1

125 志村一里塚Milepost at Shimura 
中山道において日本橋から三里目に所在する一里塚です。東京都内におい
ても街道の両側に現存しているのはこの志村と北区の西ヶ原の2か所のみ
です。いずれも国指定史跡となっています。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　板橋区志村1-12・板橋区小豆沢2-16
交　通　都営三田線「志村坂上」駅下車徒歩1分

都指定有形文化財（考古資料） 地図 板橋区立郷土資料館　区部西部エリア　B−1

126 稲荷台遺跡出土品Excavated Articles from Inaridai Remains 
稲荷台遺跡出土品は、戦前の発掘当時は縄文時代の最古の土器とされた貴
重な資料です。現在でも関東地方の縄文時代早期「稲荷台式土器」の標識土
器となっています。
公開日　通年（年末年始・月曜（休日の場合は翌日）を除く。）　　
公開時間　9：30 ～ 17：00　　
料　金　なし　　
所在地　板橋区赤塚5-35-25　板橋区立郷土資料館内
交　通　都営三田線「西高島平」駅下車徒歩13分

杉並区

重要文化財（建造物） 地図 区部西部エリア　C−4

119

妙法寺鉄門
Cast-iron Gate of Myoho-ji Temple  

都指定有形文化財（建造物）

妙法寺祖師堂
Soshi-do Hall of Myoho-ji Temple 

妙法寺仁王門
Nio-mon Gate of Myoho-ji Temple 

妙法寺は、「やくよけ祖師」として知られています。中でも正面右奥にある
鉄門は日本近代建築の師コンドルの設計により造られた和洋折衷の寺の門
でとても珍しいものです。
公開日　通年　　
公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし　　
所在地　杉並区堀ノ内
 3-48-8
交　通　東京メトロ丸ノ内

線「東高円寺」駅
下車徒歩13分

練馬区

都指定旧跡 地図 区部西部エリア　C−2

120 池永道雲墓Grave of IKENAGA Doun 
江戸時代中期の書家、篆

てん
刻家池永道雲の墓です。道雲は通称であり、一峯と

も号しました。篆刻をもって広く名を知られ、『篆髄』『一刀萬象』など数多
くの著書があります。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00　　
料　金　なし　　所在地　練馬区練馬4-27　受用院墓地内
交　通　西武豊島線「豊島園」駅下車徒歩3分、都営大江戸線「豊島園」駅

下車徒歩1分
都指定有形文化財（考古資料） 地図 練馬区立石神井公園ふるさと文化館　区部西部エリア　A−3

121 丸山東遺跡方形周溝墓出土品 
Funerary Equipment from Maruyama-higashi Remains Square-shaped Moated Burial Precinct

都内の弥生時代後期の方形周溝墓から出土した質・量ともに豊富な資料で
す。出土品には壼型土器、鉄剣、ガラス玉、管玉があり、弥生時代の墓制を
知る上で貴重な資料です。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始・臨時休館日を除く。）
公開時間　9：00 ～ 18：00　　
料　金　なし　　
所在地　練馬区石神井町5-12-16（石神井公園ふるさと文化館内）
交　通　西武池袋線「石神井公園」駅下車徒歩15分/西武バス（荻窪駅行･

上井草駅経由）「JA東京あおば」下車徒歩5分
国登録記念物（遺跡関係・名勝地関係） 地図 区部西部エリア　A−2

122 牧野記念庭園（牧野富太郎宅跡）Makino Memorial Garden & Museum 

撮影禁止
（記念館内）

牧野記念庭園は「日本植物分類学の父」といわれる牧野富太郎博士の居宅跡
です。庭園内には博士が全国各地で採取した貴重な植物資料と、博士の書
斎が一部保存されており、博士の研究状況を知ることができます。
公開日　通年（休園日を除く。）　　公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし　　　　　　　　　　所在地　練馬区東大泉6-34-4
交　通　西武池袋線「大泉学園」駅（南口）下車徒歩5分
注意事項等　庭園内にある記念館内は撮影禁止

妙法寺鉄門
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都指定旧跡・板橋区登録記念物 地図 区部西部エリア　B−1

127 松月院　大堂Shogetsuin Daido Temple 
南北朝時代に創建されたとされる阿弥陀堂です。上杉謙信の小田原攻めの
際に堂

ど う う

宇が焼け落ちて衰退したとされていますが、区内最古の寺院ともい
われています。現在は松月院の管理となりました。大堂（三間堂）が残って
います。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　板橋区赤塚6-40-7
交　通　東武東上線「成増」駅からバス（赤羽駅行）「赤塚八丁目」下車徒歩2分
都指定旧跡・板橋区登録記念物 地図 区部西部エリア　C−1

128 徳丸ヶ原Tokumarugahara 
江戸時代末期に外国船の出没などを受けて高島秋帆が天保12年（1841）
に西洋式砲術の調練を行った地です。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　板橋区高島平・新河岸・三園付近
交　通　都営三田線「高島平」駅下車徒歩5分（徳丸ヶ原公園）

武蔵野市

特別天然記念物 地図 井の頭自然文化園　多摩東部エリア　D−3

129

カモシカ	 コウノトリ
Serow Oriental white stork 

タンチョウ	 オオサンショウウオ
Red-crowned Crane Japanese Giant Salamander  

国指定天然記念物

カラスバト	 ツシマヤマネコ
Japanese Wood-pigeon Tsushima Leopard Cat 

ミヤコタナゴ
Tokyo Butterfly Bitterling 

動物園（本園）のヤマネコ舎には長崎県対馬だけに暮らすツシマヤマネコが
います。数が減っており、絶滅が心配されています。水生物園（分園）の水
生物館では、かつてこの辺りにも生息していたミヤコタナゴを飼育展示し
ています。
公開日　通年（月曜・年末年始（12月29日～ 1月1日）を除く。詳細はホー

ムページhttp://www.tokyo-zoo.net/zoo/ino/で確認してくだ
さい。）　　

公開時間　9：30～ 17：00　　
料　金　大人400円・65歳以上200円・中学生150円（小学生以下・都

内在住・在学中学生は無料）　　
所在地　武蔵野市御殿山1-17-6
交　通　JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」駅下車徒歩約10分

三鷹市

都指定有形文化財（考古資料） 地図 多摩東部エリア　D−3

130 出山遺跡出土注口土器Deyama Remains Spouted Vessels 
縄文後期の、両側に把手のついた土瓶形で、大型品であることに特徴があ
ります。展示室では、市指定有形文化財（考古資料）の鑑賞コーナーや企画
展を同時公開しています。【ウィーク期間を除き、事前に電話連絡をしてく
ださい。】
公開日　通年（土日祝日、年末年始（12月28日～ 1月4日）を除く。）　　
公開時間　9：30～ 16：30　　
料　金　なし　　
所在地　三鷹市新川3-7-9　三鷹市遺跡調査会展示室
交　通　JR中央線･京王井の頭線「吉祥寺」駅又はJR中央線「三鷹」駅から

小田急バス（仙川行）「新川団地中央」下車徒歩3分
注意事項等　お問合せ及び連絡先は、三鷹市遺跡調査会事務所(0422-48-9454)

まで




