
通
年
公
開

青
梅
市

67

青梅市

193

都指定有形文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　C−1

安楽寺本堂
Main Hall of Anraku-ji Temple 
都指定有形文化財（彫刻）

木造金剛力士立像吽形、木造伝金剛力士立像
Wooden Statue of Standing Kongo Rikishi Ungyo and Wooden Statue of 
attributed to Standing Kongo Rikishi
都指定有形文化財（工芸品）

木造扁額　額文「愛染院」
Wooden Plaque of "Aizen-in"

都指定史跡

安楽寺境域
Precincts of Anraku-ji Temple
都指定天然記念物

安楽寺の大スギ
Big Cedar at Anraku-ji Temple

大きなスギが目印の書院造りの本殿を中心に昔の姿を今に留めているお寺
です。本堂の扁額には号名である「愛染院」と横書きで書かれています。仁
王門に安置されている左右の金剛力士像は対のものではありません。違い
を観察してみてください。
公開日　通年
公開時間　9：00～ 16：00
料　金　なし
所在地　青梅市成木1-583
交　通　JR青梅線「東青梅」駅

からバス「成木一丁目
自治会館前」下車徒歩
5分

注意事項等　本堂内に入る時は寺の
者に声を掛けてくだ
さい。希望者には本堂
を御案内します。

安楽寺本堂

194

都指定有形文化財（建造物） 地図 虎柏神社　多摩西部エリア　C−1

虎柏神社本殿
Main Hall of Torakashiwa-jinja Shrine 

都指定史跡

虎柏神社境域
Precincts of Torakashiwa-jinja Shrine

本殿は都内で数少ない三間社の造で全体的に古式を伝える貴重な神社建築
です。虎柏神社境域は、本殿を包むように、うっそうとした古木が林立し宗
教的な神秘性のある空間を作っています。
公開日　通年
公開時間　9：00～ 17：00
料　金　なし
所在地　青梅市根ヶ布1-316
交　通　JR青梅線「東青梅」駅

下車徒歩20分
注意事項等　団体の場合及び神社

案内・説明を希望の
方は、事前に御連絡く
ださい（宮司：0428-
22-0316）。

虎柏神社境域
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都指定史跡 地図 多摩西部エリア　C−1

195 天寧寺境域
Precincts of Tennei-ji Temple 

この堂塔配置は禅曹洞宗の典型的な配置になっています。都内の曹洞宗の寺
院としては伽藍が良く備わっていて、七堂伽藍の形態が良く残っています。
公開日　通年
公開時間　6：00 ～ 16：30（夏季は17：00まで）
料　金　なし
所在地　青梅市根ヶ布1-454
交　通　JR青梅線「東青梅」駅下車徒歩20分

196

重要文化財（建造物） 地図 観音寺　多摩西部エリア　C−１

観音寺本堂
Main Hall of Kannon-ji Temple 

観音寺仁王門　　　観音寺阿弥陀堂
Nio-mon Gate of Kannon-ji Temple　　　　 Amida-do Hall of Kannon-ji Temple

都指定有形文化財（彫刻）

木造金剛力士立像　木造二十八部衆立像
Wooden Statues of Standing Kongo Rikishi　    Wooden Statues of Standing 28 Attendants

都指定天然記念物

塩船観音の大スギ
Big Ceder Trees at Kannon Temple in Shiofune

塩船観音の名で有名な観音寺。本堂のみ中に入ることができます。御本尊
の千手観音を挟んで両脇に並んでいるのが二十八部衆です。本堂以外の建
造物は、外観のみの公開となります。阿彌陀堂の戸は開いているので中の
様子は見ることができます。スギは参道の両側に位置しています。
公開日　通年
公開時間　8：00 ～ 17：00
料　金　本堂拝観　100円
所在地　青梅市塩船194　観音寺
交　通　JR青梅線「河辺」駅から

バス「塩船観音入口」下
車徒歩10分

観音寺本堂

都指定有形文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　D−1

197 旧吉野家住宅
Former House of YOSHINO Family 

吉野家は江戸初期武蔵野の新田開発のさきがけとなる新町村開発に携わっ
た名主です。建物自体は江戸末期のものですが、完成された多室間取りは
当時の名主階級の民家の姿を映し出しています。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌平日）・年末年始を除く。）
公開時間　10：00 ～ 17：00（10月1日～ 3月31日は16：00まで）
料　金　なし
所在地　青梅市新町1-21-9
交　通　JR青梅線「河辺」駅下車徒歩25分/「河辺」駅（北口）から徒歩数

分の「河辺駅入口」から
都バス（東大和市駅 ･ 小
平駅行･柳沢駅行）「新町
天神社前」下車すぐ

都指定史跡 地図 多摩西部エリア　D−1

198 青梅新町の大井戸
Big Well of Omeshinmachi 

大井戸公園の一角にあります。すり鉢状の大きな穴を掘り下げ、日本有数
の規模を持つ井戸で、土手を含めた大きさは約2,100㎡あります。近世中
頃までは使用されていたそうです。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌平日）・年末年始を除く。）
公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし
所在地　青梅市新町2-27
交　通　JR青梅線「河辺」駅下車徒

歩30分/「河辺」駅（北口）
から徒歩数分の「河辺駅
入口」から都バス（東大和
市駅行･小平駅行･柳沢駅
行）「新町天神社前」下車徒
歩2分

写真提供：青梅市教育委員会

都指定旧跡 地図 多摩西部エリア　D−1

199 鈴法寺跡
Remains of Reiho-ji Temple 

普化宗括総派総本山の鈴法寺は徳川幕府の庇護を受け非常に栄えていまし
たが、明治4年（1871）の太政官令で廃寺となりました。現在は歴代住持
の墓を残すのみで、栄枯盛衰を感じさせます。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　青梅市新町1-22-18
交　通　JR青梅線「河辺」駅下車徒歩20分/「河辺」駅（北口）から徒歩数

分の「河辺駅入口」から都バス「東大和市駅行･小平駅行･柳沢駅
行）「鈴法寺跡」下車すぐ

重要文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　C−1

200 旧宮崎家住宅
Former House of MIYAZAKI Family 

青梅市郷土博物館に隣接してあります。19世紀初頭のものと考えられてお
り、江戸時代の山村のごく平均的な農民が住んでいた民家です。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌平日）・年末年始を除く。）
公開時間　10：00 ～ 17：00（11月

4 日 ～ 3 月 31 日 は 16：
00まで）

料　金　なし
所在地　青梅市駒木町1-684
交　通　JR青梅線「青梅」駅下車徒

歩15分/「青梅」駅から都
バス（駒木町循環）「郷土博
物館入口」下車徒歩5分

写真提供：青梅市教育委員会

都指定有形民俗文化財 地図 多摩西部エリア　C−1

201 旧稲葉家住宅
Former House of INABA Family 

江戸時代、青梅宿の宿場商人の生活を今に伝える建物です。土蔵は不定期
公開となります。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌平日）・年末年始を除く。）
公開時間　10：00 ～ 17：00（10月1日～ 3月31日は16：00まで）
料　金　なし
所在地　青梅市森下町499
交　通　JR青梅線「青梅」駅下車徒歩10分/「青梅」駅から都バス（青梅車

庫前行･裏宿町行）「青梅車庫」下車徒歩1分
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都指定史跡 地図 多摩西部エリア　C−1

202 海禅寺境域
Precincts of Kaizen-ji Temple 

海禅寺は、かつて末寺四十二寺を擁した格式の高い寺院と『新編武蔵風土
記稿』に記されています。隣接する墓地には、三田氏一族の供養塔と伝えら
れる塔などがあります。
公開日　通年　　公開時間　6：00 ～ 16：00
料　金　なし　　所在地　青梅市二俣尾4-962
交　通　JR青梅線「二俣尾」駅下車徒歩5分

203

国宝（工芸品） 地図 御嶽神社　多摩西部エリア　B−1

赤絲威鎧
Odoshi Armor with Red Strings 

円文螺鈿鏡鞍
Saddle and Stirrups with Circular 
Motifs in Mother of Pearl Inlay

重要文化財（工芸品）

紫裾濃甲冑
Armor in Purple-susogo

都指定有形文化財（建造物）

御嶽神社旧本殿
Former Main Hall of Mitake-jinja Shrine

都指定有形文化財（工芸品）

銅製鰐口
Copper Waniguchi

鉄製俵形賽銭箱
Iron made Straw Bag-Shaped Offertory Box

御岳山の山頂にあり、古くから関東の霊山の一つとして有名です。旧本殿
は都内唯一室町時代の様式を持つ神社建築です。また、宝物殿には国宝の
鎧を始めとして、多くの貴重な文化財が展示されています。
公開日　土日祝日　　公開時間　9：30 ～ 16：00
料　金　300円　　
所在地　青梅市御岳山176
交　通　ケーブルカー「御岳山」駅下車徒歩25分

国指定天然記念物 地図 御嶽神社　多摩西部エリア　B−1

204 御岳の神代ケヤキ
Jindai Japanese Zelkova Tree

御岳の神代ケヤキは、御嶽神社参道脇にあるケヤキの巨木で、その神秘的
な様子から神代ケヤキと呼ばれています。
公開日　通年　　料　金　なし
所在地　青梅市御岳山146
交　通　JR青梅線「御嶽」駅からバス「ケーブル下」、ケーブル乗換「御岳山」

下車徒歩15分
注意事項等　一部個人の敷地ですので、見学の際は御注意ください。御岳の神

代ケヤキの解説カードは、鳥居前広場売店にあります。

都指定名勝 地図 多摩西部エリア　B−2

205 奥御岳景園地
Okumitake Scenic Area

高さ10mの綾広の滝と、高さ50mにわたって
8段の滝で構成される七代の滝が見られます。
この二つの滝は、古くから御岳山（929m）の山
中景観としてよく知られており、特に、初夏の
新緑・秋の紅葉の美しさは格別な趣です。
公開日　通年　　料　金　なし
所在地　青梅市御岳山194-1 ～ 203-1
交　通　武蔵御嶽神社から徒歩30分
注意事項等　解説カードは、大鳥居広場前の売店街

にあります。
綾広の滝

御嶽神社旧本殿

羽村市

国指定史跡 地図 多摩南部エリア　B 〜 D−1及び多摩東部エリア　A 〜 D−2 〜 3

206 玉川上水
Tamagawa Channel 

承応3年（1654）に通水した江戸時代最大
規模の水道施設です。江戸の発展を支えた
開削の上水堀で、特に中流部は素掘の水路
が良く残っています。東京都水道歴史館で
は、江戸の上水道について編纂

さ ん

された『上水
記』（都指定有形文化財）を展示しています。

『上水記』の公開に併せて「水道歴史展」も同
時開催いたします。（展示及び開催期間10
月29日（土）〜 11月6日（日））
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし
所在地　渋谷区・杉並区・三鷹市・武蔵野市・

西東京市・小金井市・小平市・立
川市・昭島市・福生市・羽村市

交　通　解説カードは、東京都水道歴史館・小金井市文化財センター・小
平市平櫛田中彫刻美術館・羽村市郷土博物館にあります。

重要有形民俗文化財 地図 羽村市郷土博物館　多摩西部エリア　D−2

207 羽村の民家（旧下田家）とその生活用具
Private House in Hamura (Former SHIMODA Family) and their living articles 

羽村市郷土博物館の敷地内に移築復原されています。養蚕や畑作を営んで
いた農家下田家の住宅で、江戸時代末期に建てられたものです。生活用具類
は衣食住に関するものや養蚕に使ったものなど1,210点にものぼります。
公開日　通年（月曜（祝日の場

合は公開）・年末年始
を除く。）

公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　羽村市羽741
交　通　JR青梅線「羽村」駅下

車徒歩20分/ コミュ
ニ テ ィ バ ス「 は む ら
ん」（羽村西コース）

「郷土博物館」下車

写真提供：羽村市郷土博物館

208

特別天然記念物 地図 羽村市動物公園　多摩西部エリア　D−2

タンチョウ
Red-crowned Crane 

国指定天然記念物

鶉矮鶏　　　小国鶏　　　蜀鶏
Japanese rumpless bantam　 Shokoku　　　　　　  Tomaru

軍鶏　　　　矮鶏　　　　薩摩鶏
Japanese game　　　 Japanese bantam　　Satsumadori

烏骨鶏　　　黒柏鶏　　　河内奴鶏
Silkie Fowl　　　　　  Kurokashiwa　　　　  Kawachiyakko

比内鶏
Hinaidori

かつては愛玩動物として広く親しまれ、容姿、鳴声などで特徴が異なり、闘
鶏用、食用など様々な目的で生み出された日本鶏が見られます。また、日本
を代表する鳥、タンチョウも御覧ください。
公開日　通年（祝日以外の月曜を除く。）
公開時間　9：00 ～ 16：00（10月）、9：00 ～ 16：30（11月）
料　金　4才～ 15才未満 50円、15才～ 65才未満 300円、65才～ 75

才未満 100円、4才未満・75才以上無料
所在地　羽村市羽4122　羽村市動物公園
交　通　JR青梅線「羽村」駅下車徒歩20分/ バス「羽村団地」下車徒歩3分
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都指定有形文化財（建造物） 地図 阿蘇神社　多摩西部エリア　D−2

阿蘇神社本殿
Main Hall of Aso-jinja Shrine 

都指定天然記念物

阿蘇神社のシイ
Castsnopsis at Aso-jinja Shrine

7世紀初頭に創建され、中世には三田氏の庇護を受けた阿蘇神社の江戸前
期に再建された一間社流造の本殿です。阿蘇神社境内の端、多摩川に臨ん
で枝を伸ばしているのが天然記念物のシイです。藤原秀郷が手植えしたと
いう言い伝えがあります。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　羽村市羽加美4-6-7
交　通　JR青梅線「羽村」駅・「小作」駅下車徒歩23分

福生市

都指定有形文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　D−2

210 熊川神社本殿
Main Hall of Kumagawa-jinja Shrine 

典型的な一間社流見世棚造の社殿の一つで、平成11年に修復が終了し、建
築当時の彩色が一部復元されました。建物を守るため現在は覆

お お い や

屋に納めら
れています。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 18：00
料　金　なし
所在地　福生市熊川660
交　通　JR青梅線・八高線ほか「拝島」駅下車徒歩15分
国登録有形文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　D−2

211

旧ヤマジュウ田村家住宅主屋
Former Residence of the Yamaju-tamura Family 

旧ヤマジュウ田村家住宅西土蔵
Former Residence of the Yamaju-tamura Family West Stonehouse

旧ヤマジュウ田村家住宅東土蔵
Former Residence of the Yamaju-tamura Family East Stonehouse

明治35年（1902）に建てられた、桁行11間の大型住宅です。伝統的な民
家に見られる六間取の平面を基調として、三方に廊下を廻すなどの近代的
な要素が加わります。背後に同じ棟梁による大型土蔵２棟が並び建つ、ま
とまりのある景観を御覧ください。
公開日　通年　　公開時間　10：00 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　福生市福生1158
交　通　JR青梅線「福生」駅西口下車徒歩約7分
注意事項等　通年（月曜日（祝日の場合は翌火曜日）・年末年始を除く。）

あきる野市

都指定有形文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　C−2

212 大悲願寺本堂
Main Hall of Daihigan-ji Temple 

「仙台萩」ゆかりの花の寺と呼ばれる大悲願寺には、方丈型の本堂や、あき
る野市指定文化財の観音堂、楼門、中門等見ごたえある建造物があります。
公開日　通年
公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　あきる野市横沢134
交　通　JR五日市線「武蔵五日

市」駅下車徒歩 20 分
/JR五日市線「武蔵増
戸」駅下車徒歩15分

213

都指定史跡 地図 広徳寺　多摩西部エリア　C−2

広徳寺境域
Precincts of Kotoku-ji Temple 

都指定天然記念物

広徳寺のタラヨウ
Lusten-leaf Holly; llex latifolia, at Kotoku-ji Temple

広徳寺のカヤ
Torreya Nucifera at Kotoku-ji Temple

境域全体が旧態を保ち、江戸中期以降の建築になる諸堂は周囲の古樹木と
良く調和し、優れた風致です。茅葺きの大きな屋根は壮観です。タラヨウの
木は本堂裏手に、カヤは北側の見晴らしの良い所にあります。いずれも見
事です。
公開日　通年
公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　なし
所在地　あきる野市小和田234
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」駅

下車徒歩30 ～ 40分・車6
～ 7分

注意事項等　寺の内部公開はできません。

広徳寺のタラヨウ

都指定史跡 地図 多摩西部エリア　C−2

214 深沢家屋敷跡
Remains of Residence of FUKASAWA Family

江戸時代後半に山林地主として名を成した深沢家の屋敷跡です。明治に
入って五日市地域の自由民権運動の拠点となりました。「五日市憲法草案」
発見の場所でもあります。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　あきる野市深沢7
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」駅下車徒歩60分

都指定天然記念物 地図 多摩西部エリア　C−2

215 南沢の鳥ノ巣石灰岩産地
Torinosu limestone area in Minamisawa 

三内川の上流とその支流南沢との分水嶺をなす小尾根の南端に位置する、
ジュラ紀中期から後期に属する鳥の巣石灰岩です。「アジサイ山」で知られ
る南沢から見ることができます。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　あきる野市深沢字南沢378
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」

駅下車徒歩約40分
注意事項等　落石に御注意ください。
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都指定有形文化財（彫刻） 地図 光厳寺　多摩西部エリア　C−2

木造釈迦如来坐像
Wooden Statue of Seated Shaka Nyorai 

都指定天然記念物

光厳寺のヤマザクラ
Cerasus Jamasakura at Kogen-ji Temple

地元では光厳寺の大桜と呼ばれており、光厳寺門前の斜面地に4株ありま
す。釈迦如来坐像は南北朝期の作品で、禅宗釈迦像の標本ともいうべき典
型的な像容を持っています。参詣される時は住職にお声をお掛けください。
公開日　通年（釈迦像は法要時を除く。）
公開時間　10：00 ～ 17：00　　料　金　なし
所在地　あきる野市戸倉328
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」駅からバス「戸倉」下車徒歩7分
注意事項等　開花日等の光厳寺への電話での問合せは不可。問合せは、あきる

野市役所観光まちづくり活動課又はあきる野市観光協会へ。担当
者の許可を得てから参詣のこと。法要の場合は見学できないこと
もあります。記念物を大切にし、ゴミ持ち帰り、マナーを守りま
しょう。

都指定史跡 地図 多摩西部エリア　C−2

217 戸倉城跡
Remains of Tokura Castle 

戸倉城跡は、室町時代から戦国時代にかけて構築された山城です。15世紀
頃に武州南一揆の一員として秋川谷に君臨していた小宮氏が居城したとの
伝承もありますが、築城・城主などについては全く不明です。後に、北条氏
の出域となり、豊臣秀吉の小田原攻めで廃城しました。
公開日　通年　　公開時間　10：00 ～ 17：00
料　金　なし
所在地　あきる野市戸倉328他
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」

駅からバス「戸倉」下車徒
歩60分、光厳寺より入る

注意事項等　標高 350m の城山登山ハ
イキング登り道は急で危
険な箇所もあり、子供や高
齢者には注意が必要です。
ゴミ持ち帰り、マナーを
守ってください。山林です
ので火気に注意。解説カー
ドは、光厳寺にあります。

山頂より五日市市街を望む

都指定無形文化財（工芸技術） 地図 あきる野ふるさと工房　多摩西部エリア　B−2

218 軍道紙
Gundo Paper 

軍道紙は、あきる野市の山里、乙津地
区で江戸時代初め頃までに本格的な
生産が始まったと言い伝えられてい
る和紙です。今では、軍道紙保存会が
保存伝承し、あきる野ふるさと工房
内ですかれています。紙すきも体験
できます。
公開日　通年（4月～ 9月の火曜・水

曜、10月～ 3月の土曜・日
曜及び臨時休館日を除く。）

公開時間　10：00 ～ 16：00
料　金　1000 円（消費税別）/ 紙す

き体験料、見学は無料
所在地　あきる野市乙津671
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」駅

からバス（桧原方面行）「荷
田子」下車徒歩3分

注意事項等　団体での体験は、要予約
（042-596-6000）

都指定史跡 地図 多摩西部エリア　D−2

219 瀬戸岡古墳群
Group of Tomb Mounds at Sedo-oka 

平井川南岸の河岸段丘上に古墳時代終末期に
形成された都内有数の群集墳（約50基）です。
公開日　通年　　
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　あきる野市瀬戸岡398-1、791他
交　通　JR五日市線「秋川」駅下車徒歩20分

写真提供：あきる野市教育委員会

都指定旧跡 地図 多摩西部エリア　D−2

220 二宮神社並びに城跡
Ninomiya-jinja Shrine and the Remains of Castle 

二宮神社は古くは藤原秀郷も戦勝を祈願したと伝えられ、武蔵総社六所宮
の二の宮に座す有力な神社でした。多摩川と秋川合流点を望むこの台地上
に、かつて室町期にこの地方で勢力を張っていた大石氏の居館があったと
する説があります。
公開日　通年（二宮考古館見学は火曜・水曜・祝日（水曜が祝日のときは翌

日も）・年末年始を除く。）
料　金　なし　　所在地　あきる野市二宮2252
交　通　JR五日市線「東秋留」駅（北口）下車徒歩3分
注意事項等　考古館で二宮神社境内及び周辺より出土した縄文土器・石器類、

中世の瓦や金銅仏薬師如来像などを展示しています。
都指定史跡 地図 多摩西部エリア　D−2

221 前田耕地遺跡
Maeda Remains of Cultivated Lands

昭和51 〜 59年に発掘調査が行われ、縄文時代草創期以降の貴重な遺跡で
あることが分かりました。現在はその一部が遺跡公園になっています。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　あきる野市野辺1-1ほか
交　通　JR五日市線「東秋留」駅下車徒歩8分

都指定天然記念物 地図 多摩西部エリア　D−2

222 地蔵院のカゴノキ
Litsea Lancifolia at Jizo-in Temple 

クスノキ科の常緑樹で、樹皮が楕円形状にはがれる性質があることから名
が付いたとされます。北限に近い東京都域の中では最も大きなものです。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　あきる野市雨間1101
交　通　JR五日市線「東秋留」駅下車徒歩約20分
注意事項等　カゴノキの廻りにはお墓があります。お墓の中には入らないでく

ださい。また、段差等にはお気を付けください。
国指定史跡 地図 多摩西部エリア　D−2

223 西秋留石器時代住居跡
Dwelling Sites of Nishiakiru in the Stone Age 

5軒の敷石住居跡と1基の石組みの炉跡等があります。フェンス越しに眺
めることができます。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　あきる野市牛沼265-2
交　通　JR五日市線「秋川」駅下車

徒歩25分/ バス（八王子
行）「牛沼」下車徒歩5分

写真提供：あきる野市教育委員会
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都指定有形文化財（建造物） 地図 多摩西部エリア　C−2

224 真照寺薬師堂
Yakushi-do Hall in Shinsho-ji Temple 

薬師如来を安置するお堂で、建築年代は室町時代と思われます。附
つけたり

で厨子
も指定されており、中の薬師如来とともに見ることができます。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　あきる野市引田863
交　通　JR五日市線「武蔵引田」駅下車徒歩15分
注意事項等　薬師堂の内部見学を希望される場合は、お寺へ電話予約してくだ

さい（042－558－0558）。

日の出町

都指定有形文化財（彫刻） 地図 多摩西部エリア　C−2

225 木造閻魔王坐像　了戒作
Wooden Statue of Enma-o made by Ryokai 

保泉院の閻魔堂に安置されています。閻魔王は、人間の生前の行為により、
罪の軽重を判定する地獄の王です。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 17：00
料　金　なし　　所在地　東京都西多摩郡日の出町平井860
交　通　JR青梅線「福生」駅から西東京バス（日の出折り返し場行（草花・

菅瀬橋経由））又は西東京バス（武蔵五日市駅行（草花・菅瀬橋経
由））「三吉野」下車徒歩1分

注意事項等　ゴミは持ち帰り、境内を汚さないよう参拝してください。

檜原村

都指定名勝 地図 檜原都民の森　多摩西部エリア　A−2

226 三頭大滝
Mito Fall 

三頭山に源を発する秋川の源流部にあります。三頭山の斜面を滑り落ちる
姿は雄大で、都内でも有数なブナの自然林と調和した優れた景観です。
公開日　通年（月曜（祝日の場合は翌日）及び

年末年始を除くが、夏休み・ゴールデ
ンウィーク及び10月～ 11月は無休）

公開時間　8：00 ～ 17：30
料　金　なし
所在地　西多摩郡檜原村数馬7146　檜原都民

の森
交　通　JR五日市線「武蔵五日市」駅からバス

75分/ 中央自動車道上野原I.Cより
30km（約45分）

注意事項等　解説カードは、檜原都民の森管理事務
所に置いてあります。問合せは（042-
598-6006）。

写真提供：東京都産業労働局

奥多摩町

都指定天然記念物 地図 多摩西部エリア　A−１

227 日原鍾乳洞
Nippara Limestone Caves 

日原川の支川である小川谷の下流部にある日原鍾乳洞は、東西に200m余
りの旧洞と高低差30m余りの新洞が公開されています。新洞分岐点近くの
洞壁では「世紀の大段層」と呼ばれる見事な鏡肌状の段層が見られます。平
成26年4月1日に、鍾乳洞内の照明設備を一新してリニューアルオープン
しました。
公開日　通年　　公開時間　9：00 ～ 16：00
料　金　大人（高校生含む。）700円・中学生500円・小学生400円
所在地　西多摩郡奥多摩町日原
交　通　JR青梅線「奥多摩」駅から　平日バス「鍾乳洞」下車徒歩5分/ 休

日バス「東日原」下車徒歩25分
注意事項等　洞内の温度は11℃です。  

ホームページアドレスhttp://www.nippara.com

都指定天然記念物 地図 多摩西部エリア　A−1

228 倉沢のヒノキ
Japanese Cypress at Kurasawa 

自生木としては都内最大のヒノキで、地元では「千年の大ヒノキ」と呼ばれ
親しまれています。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　西多摩郡奥多摩町日原567
交　通　JR青梅線「奥多摩」駅からバス「倉沢」下車徒歩30分
注意事項等　解説カードは、森林館にあります。森林館に解説員がおります。周

辺では野生動物に御注意ください。ゴミはお持ち帰りください。
都指定名勝 地図 多摩西部エリア　B−2

229 海沢の四滝
Four Falls of Unazawa 

大岳山（1,266.9m）の北面を流れる海沢谷
に、個性の異なった美しさを持つ4つの滝
が連続してあります。海沢谷のシンボルで
ある「三ツ釜の滝」、「く」の字型の「ネジレ
の滝」、ネジレの滝の上流には「大滝」、最上
流には「不動の滝」の四滝があります。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　
所在地　奥多摩町海沢字船ヶくぼ
交　通　JR青梅線「奥多摩」駅下車徒歩2時間
注意事項等　野生動物に御注意ください。ゴミはお持ち帰りください。解説

カードは奥多摩観光案内所、奥多摩ビジターセンターにあります。
不動の滝は、登山道が未整備のため注意が必要です。

重要有形民俗文化財 地図 奥多摩水と緑のふれあい館　多摩西部エリア　A−1

230 小河内の山村生活用具
Living Articles in Ogochi 

小河内ダムの建設により湖に沈んだ集落の住民が使用していた、山仕事・畑
仕事の道具、養蚕織布用具、生活用具など347点が国の重要文化財に指定さ
れています。その一部を奥多摩水と緑のふれあい館で見ることができます。
公開日　通年（水曜を除く。）　　公開時間　9：30 ～ 16：30
料　金　なし　　所在地　奥多摩町原5
交　通　JR青梅線「奥多摩」駅からバス「奥多摩湖」下車徒歩1分/ 奥多摩

むかしみち徒歩3時間
都指定有形民俗文化財 地図 多摩西部エリア　B−１

231 小丹波熊野神社の舞台
Kotanba Kumano-jinja Shrine Stage 

明治13年（1880）築の神社の門を兼ねた舞台建築で、規模も大きく、境内
全体が舞台桟敷となるように配置されています。多摩地方に現存する農村
舞台の中でも、最も往時の面影を残す貴重なものです。
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　西多摩郡奥多摩町小丹波473
交　通　JR青梅線「古里」駅下車（北口改札）下車徒歩5分

大島町

都指定天然記念物 地図 島しょエリア　大島

232 おたいね浦の岩脈と筆島
Dike and Ocean Rock in Otaineura 

波浮の北2kmほどの海岸は高さ300mほ
どの絶壁で、溶岩でできた岩脈が露出して
います。その海岸に面した海上には筆の穂
先に似た岩が浮かんでいます。正に絶景と
言って良いでしょう。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　大島町波浮字おたいね
交　通　バス（ 波浮港経由大島町陸上競技場行）「大島町陸上競技場前」下

車徒歩15分
注意事項等　解説カードは、波浮出張所にあります。

三ツ釜の滝




