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八王子市

国指定史跡 地図 滝山公園　多摩南部エリア　B−2

170 滝山城跡
Remains of Takiyama Castle 

川沿いの絶壁を利用した平山城で、本丸・二の丸・千畳敷・空堀などの遺
構があります。八王子城に移るまでの北条氏照の居城の一つでした。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし
所在地　八王子市高月町・加住町1・丹木町2・3
交　通　JR中央線「八王子」駅・京王線「京王八王子」駅からバス（戸吹行・

ひよどり山トンネル経由）「滝山城址下」下車徒歩15分

千畳敷

都指定有形文化財（彫刻） 地図 清鏡寺　多摩南部エリア　C−3

171 木造十一面観世音菩薩立像
Wooden Statue of Standing Eleven Headed Kanzeon 

清鏡寺観音堂の収蔵庫に安置されています。作者不詳で鎌倉時代初期の制
作とされています。
公開日　通年　　公開時間　7：00 ～ 16：00
料　金　なし　　所在地　八王子市大塚378
交　通　多摩都市モノレール「大塚･帝京大学」駅下車徒歩10分
注意事項等　見学を希望される方は、3日前までに必ず予約してください。予約

その他お問合せは清鏡寺（042-676-8801）まで。なお、お寺の行
事等で御希望に添えない場合もありますので、御連絡はお早めに
お願いします。

都指定旧跡 地図 本立寺　多摩南部エリア　B−2

172 原胤敦墓
Grave of HARA Taneatsu 

原胤敦は、八王子千人同心の千人頭の家に生まれ、その家督を継ぎ、千人同
心の子弟を率いて蝦夷地に渡り開拓に従事しました。文政10年（1827）、
81歳で没し、当寺に葬られました。
公開日　通年　　公開時間　6：30 ～ 18：00
料　金　なし　　所在地　八王子市上野町11-1
交　通　JR中央線・横浜線ほか「八王子」駅下車徒歩10分

都指定史跡 地図 片倉城跡公園　多摩南部エリア　B−3

173 片倉城跡
Remains of Katakura Castle 

公園として開放されています。坂道を登ると本丸、二の丸跡が広場になっ
ており、堀もよく残っています。のんびりと過ごせる場所です。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　八王子市片倉町2475
交　通　JR横浜線「片倉」駅下車

徒歩5分
注意事項等　駐車場にバスは入れま

せん。

国指定史跡 地図 多摩南部エリア　A−2

174 八王子城跡
Remains of Hachioji Castle 

北条氏照の居城だったところです。御主殿があった地区は石垣などが整備
されています。本丸までの道はちょっとした山登りで、眺めは素晴らしい
ものがあります。平成18年4月に日本城郭協会により100名城の一つに
選定されました。ボランティアによるガイドを行っています。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　八王子市元八王子町3・下恩方町・西寺方町
交　通　JR中央線･京王線「高尾」駅（北口）1番乗場からバス「霊園前・八

王子城跡入口」下車徒歩20分（土日祝日のみ「八王子城跡行」あり）
注意事項等　歩きやすい服装でお越しください。

国指定史跡 地図 多摩南部エリア　A−3

175 小仏関跡
Remains of Kobotoke Checkpoint

江戸時代に旧甲州街道の武蔵・相模国の境に置かれ、幕府防衛のため、入
鉄砲や出女などを取り締まった関所の一つ。手形石や手付石なども現存す
る貴重な関跡です。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　八王子市裏高尾町419番地ほか
交　通　JR中央線･京王線「高尾」駅（北口）からバス（小仏行）「駒木野」下

車徒歩1分
注意事項等　解説カードは、八王子市郷土資料館及び高尾駒木野庭園にあります。

176

都指定有形文化財（建造物） 地図 多摩南部エリア　A−3

薬王院仁王門　　　髙尾山不動堂
Nio-mon Gate of Yakuo-in Temple　　　　　　　　 Fudo-do Hall of Mt.Takao 

薬王院飯繩権現堂　薬王院大師堂
Izunagobngen-do Hall of Yakuo-in Temple　　   Daishi-do Hall of Yakuo-in Temple

都指定天然記念物

髙尾山のスギ並木　髙尾山の飯盛スギ
Row of Cedars in Mt.Takao　　   Meshimori Cedar in Mt.Takao

関東三大本山の一つとして有名な、髙尾山薬王院。参道の両脇に植えられ
たスギ並木は、参道下にある巨木飯盛スギとともに、都内ではまれに見る
ものです。また、文化財に指定された建造物は全て江戸初期から中期にか
けて建築された貴重なものです。
公開日　通年
公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　八王子高尾町2177
交　通　京王線「高尾山口」駅からケー

ブルカー「高尾山」駅下車徒歩
15分

写真提供：宗教法人　薬王院

都指定有形文化財（工芸品） 地図 信松院　多摩南部エリア　B−2

177 木製軍船ひな形
Wooden Warship Model 

このひな形は、文禄年間、朝鮮の役に小早川隆景の軍が使用した軍船のひ
な形で、武田一族の仁

に し な

科資
す け ま さ

真から、信松院に寄進されたものです。信松院
は、武田信玄の娘松姫開基の寺でもあります。
公開日　毎月16日
公開時間　9：30 ～ 15：00
料　金　なし
所在地　八王子市台町3-18-28
交　通　JR中央線「西八王子」駅下車徒歩

10分
注意事項等　事前に御連絡ください（042-622-

6978）。連絡がない場合お断りす
ることがあります。

関船　（写真提供：宗教法人　信松院）
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都指定有形文化財（建造物） 地図 広園寺　多摩南部エリア　B−3

広園寺総門・山門・仏殿・鐘楼
Kouon-ji Temple 

都指定史跡

広園寺境域
Precincts of Kouon-ji Temple

兜
と そ つ

率山広園寺は康応2年（1390）開創の古
こ さ つ

刹で、臨済宗南禅寺派の寺院で
す。現在の堂宇は、江戸時代中期以降に再建されたもので、禅宗様式の伽藍
の遺構がよく残されています。
公開日　通年（接心（修行期間）・夜間は御遠慮ください。）
公開時間　9：00 ～ 15：00
料　金　なし
所在地　八王子市山田町1577
交　通　京王線「山田」駅下車北へ徒歩5分
注意事項等　当寺は本来修行道場な

ので、境内の場所によ
り立入りをお断りする
こともあります。境域
の散策は自由です。11
月 3 日（ 木・ 祝 ）雪 安
居開講式を行います。
寺内は、市民坐禅会（毎
月 第 1 日 曜 8：00 ～
11：30頃会費200円）
に出席してくだされば
参観できます。

広園寺総門

都指定有形文化財（彫刻） 地図 龍見寺　多摩南部エリア　A−3

179 木造大日如来（金剛界）坐像
Wooden Statue of Seated Dainichi Nyorai(The Adamantine Realm, Enshrined in the Prayer Hall) 

龍見寺大日堂に安置されています。大日如来は密教における最高の仏で、
柔和な面相、大きく見開いた目など、とても美しい仏像です。
公開時間　要相談
料　金　なし（心付け）
所在地　八王子市館町1630
交　通　京王線「めじろ台」駅からバス（八王子行・ゆりのき台行）「和田」

下車徒歩5分
注意事項等　団体のみの受付になります。事前に文書で申込みをしてください。

町田市

都指定史跡 地図 多摩南部エリア　D−4

180 本町田遺跡
Honmachida Remains 

昭和42 〜 43年に、藤の台団地の建設に伴い調査された縄文時代前期と弥
生時代中期の遺跡です。現在は遺跡公園として整備され、縄文時代と弥生
時代の住居が、検出された位置で復元されています。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始（12月28日～ 1月4日）

を除く。）
公開時間　9：00 ～ 16：30
料　金　なし
所在地　町田市本町田3455ほ

か
交　通　JR 横浜線 ･ 小田急線

「町田」駅（バスセン
ター 7番乗り場）から
バス（藤の台団地行）

「市立博物館前」下車
徒歩約7分

181

重要文化財（建造物） 地図 町田薬師池公園四季彩の杜薬師池　多摩南部エリア　D−4

旧永井家住宅
Former House of NAGAI Family 

有料

都指定有形文化財（建造物）

旧荻野家住宅
Former House of OGINO Family

都指定名勝

福王寺旧園地（薬師池公園）
Former Garden of Fukuoji (Yakushiike Park)

「新東京百景」の一つにも挙げられている薬師池公園は、町田市を代表する
公園の一つであり、隅々まで手入れの行き届いた公園内では四季折々に美し
い花を咲かせています。また、薬師池公園内には、移築当時町田市内にあっ
て江戸時代中期の建築と推定される「旧永井家住宅」や江戸時代後期の建築
と推定される「旧荻野家住宅」が復元されており、隣接地には、名前の由来
となった薬師堂などがあり、現在の薬師池公園に不可欠なものとなっていま
す。なお、文化財ウィーク期間中に、菊花展の開催を予定しております。
公開日　通年
公開時間　6：00 ～ 18：00　夏期（6・7・8月）は6：00 ～ 19：00
料　金　なし
所在地　町田市野津田町3270
交　通　小田急線「町田」駅北口（ＰＯＰビル先）21番乗り場から本町田経

由鶴川駅行き、又は本町田経由野津田車庫行きバスで「薬師池」か
「薬師ヶ丘」下車

注意事項等　菊花展（予定）11月1日（火）～ 11月8日（火）　薬師池公園は「日
本の歴史公園101選」の一つに選定されています。

多摩市

都指定史跡 地図 恋路稲荷神社　多摩南部エリア　C−3

182 稲荷塚古墳
Inarizuka Tomb Mound 

多摩地域で墳丘が残っている数少ない古墳の一つで、7世紀前半築造の八
角形墳と推定されています。主体部は主室が楕円形となる複室構造の横穴
式石室で、石室は埋め戻されていますが、位置と平面形が分かるように表
示がなされています。
公開日　通年
公開時間　9：30 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　多摩市百草1140-1ほか
交　通　京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅からバス（一ノ宮経由多摩センター駅行）

「落川」下車徒歩9分/京王相模原線・小田急多摩線ほか「多摩セ
ンター」駅からバス（一ノ宮経由聖蹟桜ヶ丘駅行）「落川」下車徒歩
7分

注意事項等　駐車場はありません。

都指定史跡 地図 熊野神社境内　多摩南部エリア　D−3

183 霞ノ関南木戸柵跡
Remains of Fence with Wooden Gate at Kasuminoseki Minami 

鎌倉時代に鎌倉街道に設けられた関の柵跡です。昭和30年代の調査で、丸
柱の痕跡が45cm 間隔で16か所確認されました。推定される位置関係か
ら関の南側の木戸柵と考えられます。
公開日　通年
公開時間　9：30 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　多摩市関戸5-35-5（熊野神社境内）
交　通　京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅からバス（市役所経由多摩センター駅・永

山駅行）/京王相模原線・小田急多摩線「永山」駅からバス（市役
所経由聖蹟桜ヶ丘駅行）「熊野神社」下車徒歩1分

注意事項等　駐車場はありません。
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184

都指定史跡 地図 都立埋蔵文化財調査センター　多摩南部エリア　C−3

多摩ニュータウンNo.57遺跡
Tama New-Town Remains No.57 
縄文時代の復元住居や当時の環境を復元した遺跡庭園を散策したり、
展示室では多摩丘陵の通史を学ぶことができます。遺跡庭園は多摩
ニュータウン内に残る唯一の史跡公園です。

都指定有形文化財（考古資料）

多摩ニュータウンNo.513 
遺跡出土品奈良時代・中世時代出土品一括
Excavated Artifacts from Tama New-Town Remains No.513

多摩ニュータウンNo.9遺跡出土土偶
Clay Doll from No.9 Tama-New Town Remains

公開日　通年
公開時間　9：30 ～ 17：00
料　金　なし
所在地　多摩市落合1-14-2
交　通　京王相模原線・小田急

多摩線ほか「多摩セン
ター」駅下車徒歩約5分

注意事項等　期間中、様々な企画事業
を行っています。

多摩ニュータウンNo.57遺跡
（写真提供：東京都埋蔵文化財センター）

都指定天然記念物 地図 平久保公園　多摩南部エリア　C−3

185 平久保のシイ
Castanopsis in Birikubo 

都指定天然記念物のスダジイのうち、最も高さがあり、有数の大樹です。こ
の大樹の北側に寄り添うように小さい株があり、一体となって大きな樹冠
を形成しています。
公開日　通年　　公開時間　9：30 ～ 16：00
料　金　なし　　所在地　多摩市落合4-22　平久保公園
交　通　京王相模原線・小田急多摩線ほか「多摩センター」駅からバス（京

王多摩車庫前行）「落合中学校前」下車徒歩5分
注意事項等　駐車場はありません。

稲城市

都指定天然記念物 地図 高勝寺　多摩南部エリア　D−3

186 高勝寺のカヤ
Torreya Nucifera at Kosho-ji Temple 

高勝寺の本堂裏にある高さ約24ｍ、幹囲約6.5ｍの大きなカヤの木です。
カヤには雄と雌がありますが、高勝寺のは雌株です。
公開日　通年　　公開時間　8：30 ～ 17：00
料　金　なし　　所在地　稲城市坂浜551
交　通　京王相模原線「稲城」駅からバス「駒沢学園入口」下車徒歩5分

都指定有形文化財（考古資料） 地図 稲城市郷土資料室　多摩南部エリア　D−3

187 瓦谷戸窯跡群出土遺物
Excavated Artifacts from Kawarayato Oven Site 

瓦谷戸窯跡群は、武蔵国分寺の創建時の瓦・塼
せ ん

を供給した窯跡群です。調
査により出土した遺物で注目されるのが、荏原郡蒲田郷長の解文塼や、そ
れに関係する習書、人物・鳥・建物を描いた戯画塼、武蔵国内19郡の郡名
が刻印・篦

へ ら

書された塼・瓦です。
公開日　通年（月曜及び年末年始を除く。）
公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし
所在地　稲城市平尾1-9-1　ふれんど平尾2階　郷土資料室
交　通　京王相模原線「稲城」駅からバス（新百合ケ丘駅行）「台原」下車徒

歩10分

日野市

都指定史跡 地図 多摩南部エリア　C−2

188 日野宿脇本陣跡
The Site of Officially Sub-appointed Inn at Hinoshuku (Hino Post Town) 

日野宿は江戸時代の初めに定められた甲州街道の宿場の一つです。脇本陣
は、公家・大名等の宿所であった本陣の補助的な役割を持つ宿所で、江戸
時代の本陣建築としては都内で唯一現存するものです。
公開日　通年（月曜（休日の

場合は翌日）・年末
年始を除く。）

公開時間　9：30 ～ 17：00
料　金　大人200円　

小中学生50円
所在地　日 野 市 日 野 本 町

2-15-9
交　通　JR 中 央 線「 日 野 」

駅下車徒歩12分

189

重要文化財（建造物） 地図 高幡不動尊金剛寺　多摩南部エリア　C−2

金剛寺不動堂　金剛寺仁王門
Fudo-do Hall of Kongo-ji Temple　Nio-mon Gate of Kongo-ji Temple 

重要文化財（彫刻）

木造不動明王及二童子像
Wooden statue of Fudo Myoo and Two Youth Attendants

都指定有形文化財（建造物）

金剛寺旧五部権現社殿
Former Five-Gongen hall of Kongo-ji Temple

都指定有形文化財（絵画）

絹本着色弁才天十五童子像
Goddess Benzaiten with Fifteen Servantes, Colored on Silk

都指定有形文化財（古文書）

高幡山金剛寺文書
Documents of Takahatasan Kongo-ji Temple

関東三大不動の一つに挙げられ、高幡不動尊の名で親しまれているお寺で
す。境内に入って正面に仁王門･不動堂、大日堂前庭に五部権現社殿があり
ます。また、奥殿には七福神信仰の源流を示す珍しい絵画･絹本着色弁財天
十五童子像を始め、金剛寺文書･像内文書（重文）･鰐口（重文）･神牌（重美）
も展示されています。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし　　所在地　日野市高幡733
交　通　京王線･多摩都市モノレール「高幡不動」駅下車徒歩3分
注意事項等　菊まつりの期間中は公共の交通機関を御利用ください。

重要文化財（彫刻） 地図 百草八幡神社　多摩南部エリア　C−2

190 銅造阿弥陀如来坐像
Bronze Statue of Seated Amida Nyorai 

百草八幡神社の境内にある奉安殿に安置されている銅像です。背中に刻ま
れた銘文により、建長2年（1250）に造られたことが分かります。
公開日　平成28年9月18日（日）
公開時間　10：00 ～ 15：00
料　金　なし
所在地　日野市百草867　百草八幡神社
交　通　京王線「百草園」駅下車徒歩10分
注意事項等　問合せは日野市郷土資料館（042-592-0981）までお願いいたし

ます。
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特別天然記念物 地図 多摩動物公園　多摩南部エリア　C−2

カモシカ　コウノトリ　タンチョウ
Japanese Serow　Oriental white Stork　Red-crowned Crane 
国指定天然記念物

イヌワシ　オオワシ　　ヒシクイ
Japanese Golden Eagle　Steller's Sea Eagle　　    Bean Goose

アカガシラカラスバト　カラスバト　マガン
Red-headed Wood-Pigeon　                   Japanese Wood-Pigeon　        Greater white-fronted Goose

オジロワシ　コクガン　ヤマネ
White-tailed Sea Eagle　Pacific Brent　      Japanese Dormouse

天然記念物の鳥類は、ワシやガンなどよく知られている鳥ですが、個体数
が少なくなっているため、動物園で繁殖に取り組んでいます。カモシカ、ヤ
マネは日本固有の動物で、東京では奥多摩、檜原などの山地に生息してい
ます。当園ではアジア園で御覧になれます。
公開日　通年（水曜・年末年始を除く。）
公開時間　9：30～ 16：00
料　金　入園料600円　65歳以上300円　中学生200円（小学生以下・

都内在学・在住の中学生は無料）
所在地　日野市程久保7-1-1
交　通　京王線･多摩モノレール「多摩動物公園」駅下車徒歩1分

コウノトリ　（写真提供：（公財）東京動物園協会）

　ヤマネ　（写真提供：（公財）東京動物園協会）

都指定旧跡 地図 宗印寺　多摩南部エリア　C−3

192 平山季重墓Grave of HIRAYAMA Sueshige 
平山季重は平安末から鎌倉初期にかけて活躍した東国武士で、その活躍は

『平家物語』などに華々しく描かれています。墓は大福寺にあったものを移
した追悼墓です。
公開日　通年
公開時間　9：00～ 16：00
料　金　なし
所在地　日野市平山6-15-11
交　通　京王線「平山城址公園」駅下車徒歩5分　




