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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
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都指定有形文化財（彫刻） 地図 大島町郷土資料館　島しょエリア　大島

木造観世音菩薩立像1軀
Wooden Statue of Standing Kanzeon Bosatsu 

木造地蔵菩薩立像1軀
Wooden Statue of Standing Jizo Bosatsu

木造兜跋毘沙門天立像1軀
Wooden Statue of Standing Tabatsu Bishamonten

木造四天王立像4軀
Wooden Statue of Standing Shitenno

都指定有形文化財（工芸品・考古資料）

銅鏡（松喰鶴鏡、蓬萊双鶴鏡、菊枝双鳥鏡）
Bronze Mirrors

銅鏡（花輪違鳥蝶文）
Bronze Mirrors

都指定有形文化財（古文書）

天文二十一年修薬師供養法木札
Wooden Tablet dedicated in the Yakushido Hall of Yoshiya Shrine

大島町郷土資料館所蔵の都指定文化財
の公開です。元町の薬師堂にあった木
造立像7体と薬師堂で薬師法を修めた
ときの木札、差木地と野増から発見さ
れた銅鏡4面です。
公開日　通年
公開時間　9：00 ～ 16：30
料　金　大人200円　小人100円
所在地　大島町元町字地の岡
交　通　バス（大島公園ライン・大島

公園行）「郷土資料館入口」下
車徒歩5分

松喰鶴鏡

234

特別天然記念物 地図 島しょエリア　大島

大島のサクラ株
Cherry trunk in Oshima Island 

国指定天然記念物

大島海浜植物群落
Seaside Plants Colony in Oshima

【サクラ株】オオシマザクラの古木で、地面に接した枝から根が生え、まる
で株分けしたように見えることから、桜株の名がついています。【植物群
落】海岸の遊歩道に沿って、オオシマハイネズ、トベラなどの植物群落が観
察でき、青い海・岩礁の景色と併せて楽しめます。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　大島町泉津
交　通　【サクラ株】レイン

ボーライン「桜株」
下車【植物群落】
バス（大島公園行）

「椿トンネル」下
車徒歩10分

注意事項等　バス運行日に御注
意ください。

大島のサクラ株（写真提供：東京都大島支庁）

都指定天然記念物 地図 大宮神社　島しょエリア　大島

235 野増大宮のシイ樹叢
Castanopsis Forest in Nomashi Omiya 

大宮神社を取り囲むように100本を超えるシイが群生しています。大きい
ものになると高さ50mほどもあります。
公開日　通年　　
公開時間　終日
料　金　なし　　
所在地　大島町野増字大宮
交　通　バス「大宮神社前」下車徒歩3分
注意事項等　解説カードは、野増出張所にあります。

都指定天然記念物 地図 島しょエリア　大島

236 差木地の大クス
Machilus Thunbergii in Sashikiji 

樹齢800年を超えると推定される伊豆諸島
最大クラスのクスの木です。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　大島町差木地2
交　通　バス（波浮港ライン・ 波浮港経由

セミナー入口行）「差木地入口」下
車徒歩1分

注意事項等　解説カードは、差木地出張所にあり
ます。

都指定天然記念物 地図 島しょエリア　大島

237 春日神社のイヌマキ群叢
Podocarpus Macrophyllus Forest in Kasuga-jinja Shrine 

春日神社の境内に自生したもので、大小合わせて約100株あります。イヌ
マキだけの群叢は、全国でも大変珍しいものです。
公開日　通年
公開時間　終日
料　金　なし
所在地　大島町差木地字ヤカタ411
交　通　バス（波浮港ライン・波浮港経由セミナー入口行）「差木地入口」

下車徒歩10分
注意事項等　解説カードは差木地出張所にあります。

三宅村

都指定天然記念物 地図 島しょエリア　三宅島

238 堂山のシイ
Castanopsis in Doyama 

御祭神社の境内である堂山はシイの自然林ですが「堂山のシイ」はその中で
も大きく勢いがあります。
公開日　通年
料　金　なし
所在地　三宅村伊豆堂ノ山
交　通　バス「薬師前」下車徒歩7分

都指定天然記念物 地図 島しょエリア　三宅島

239 ビャクシン
Juniper 

三宅島役所の前に堂々とした姿を見せるビャクシンは都内最大級のものです。
公開日　通年
料　金　なし
所在地　三宅村神着199
交　通　バス「神着」下車すぐ
注意事項等　解説カードは、三宅島郷土資料館にもあります。
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国登録有形文化財（建造物） 地図 八丈島歴史民俗資料館　島しょエリア　八丈島

 

八丈島歴史民俗資料館（旧八丈支庁庁舎）
Hachijo Island Museum of History and Folklore (Former town hall of Hachijo Branch)

都指定有形文化財（考古資料）

八丈島島内出土磨製石斧
Stone Axe from Hachijo Island

八丈島湯浜遺跡出土品
Excavated Artifacts from Hachijo Island Yubama Remains

都指定有形文化財（歴史資料）

銅板源為朝神像
Image of deified MINAMOTO-no-Tametomo on Copper Plate

歴史民俗資料館の建物が国の登録有形文化財になっています。源為朝信仰
の遺品や先史時代の遺跡の出土品など貴重な資料が展示されています。
公開日　通年
公開時間　9：00 ～ 16：30
料　金　大人360円、小人170円
所在地　八丈町大賀郷1186
交　通　町営バス「歴史民俗資料館前」下車徒歩1分
都指定有形文化財（建造物） 地図 島しょエリア　八丈島

241 高倉（六脚倉）
Raised Floor Storagehouse (Storagehouse with 6 legs) 

湿度と鼠害から収穫物を守るため、高床上に板壁で囲んだ部屋を載せる、
いわゆる高倉形式の建物です。この高倉は、江戸末に建てられたとされ、八
丈の生活様式を知る上で貴重です。平成20年度に八丈島歴史民俗資料館に
移築されました。
公開日　通年
公開時間　9：00 ～ 16：30
料　金　大人360円、小人170円
所在地　八丈町大賀郷1186
交　通　町営バス「歴史民俗資料館前」

下車徒歩1分

都指定有形文化財（歴史資料） 地図 島しょエリア　八丈島

242 八丈島甘藷由来碑
Monument for the Origin of Sweet Potato in Hachijo Island 

八丈町における甘藷の由来を記した石碑です。『八丈実記』と併せ、島の歴
史を知る上で重要な資料です。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし　　所在地　八丈町大賀郷　大里墓地
交　通　町営路線バス「馬路」/「歴史民俗資料館前」下車徒歩10分

都指定史跡 地図 島しょエリア　八丈島

243 八重根のメットウ井戸
"Metto" Well of Yaene 

「メットウ」とは、八丈の方言で「ギンダカハマ」という貝を指し、形状が似
ていることから「メットウ井戸」と呼ばれています。この井戸は飲料水、畜
産、養蚕、酒造など産業用水として利用されていました。
公開日　通年　　公開時間　終日
料　金　なし
所在地　八丈町大賀郷8311
交　通　バス「八重根前」下車徒歩3分

都指定旧跡 地図 開善院　島しょエリア　八丈島

244 近藤守真墓
Grave of KONDO Morizane 

近藤富蔵守真は蝦夷地の探検で有名な近藤重蔵の嫡男で人を殺した罪で八
丈に流されました。流人生活を送りながら、『八丈実記』の著述、芸術・文
芸活動に励み、島の文化の向上に大きな役割を果たしました。
公開日　通年　　公開時間　終日　　料　金　なし　　
所在地　八丈町三根125 開善院墓地
交　通　バス「藤巻商店前」下車徒歩5分

都指定無形民俗文化財（民俗芸能） 地図 服部屋敷　島しょエリア　八丈島

245 樫立の手踊
Folk Dance with Hand Movement of Kashitate 

服部屋敷で通常公開しています。手踊は後近世の盆踊りを集めてまとめた
ものです。毎年旧盆の8月13 〜 15日に地域の住民によって踊り継がれて
います。平成17年東京文化財ウィーク東京都知事表彰を受賞しています。
公開日　通年　　公開時間　10：00 ～ 10：30
料　金　大人350円、子供200円（障害者無料）
所在地　八丈町樫立2010　服部屋敷
交　通　町営バス「樫立郵便局前」下車徒歩2分
都指定有形文化財（古文書） 地図 島しょエリア　八丈島

246 八丈島西山卜神居記碑
Monument in Commemoration of the Transfer of the Local God 

天保5年（1834）に建立されたもので、多くの島民の食糧難を救ったとい
われる島民高橋与一と、伊豆代官羽倉外記の勇気を記念した碑です。
公開日　通年　　料　金　なし
所在地　八丈町三根　　交　通　町営路線バス「倉ノ坂」下車徒歩15分

都指定史跡 地図 島しょエリア　八丈島

247 梅辻規清墓
Grave of UMETSUJI Norikiyo 

梅辻規清は江戸時代後期の神道家で、烏
う で ん

伝神道の創始者です。その独創的な
神道説は幕府の嫌疑を受け、弘化4年（1847）八丈島に流罪となり、文久元
年（1861）赦免の使者を待たず、中之郷の配流先で没しました。
公開日　通年　　料　金　なし　　所在地　八丈町中之郷　粥倉墓地
交　通　町営路線バス「中之郷公民館」下車徒歩15分

青ヶ島村

都指定有形文化財（歴史資料） 地図 島しょエリア　青ヶ島

248 紙本着色佐々木次郎太夫伊信肖像并伝
SASAKI Jirodayu Korenobu's Colored Portrait and Biography, Hanging Scroll on Paper 

名主佐々木次郎太夫（1768 〜 1852）の業績を記したもので、安政4年
（1857）に制作されたものです。
公開日　通年　　公開時間　14：30 ～ 17：15
料　金　なし　　所在地　青ヶ島村
交　通　八丈島空港から東邦航空ヘリコプターで20分/八丈島底土漁港

から船（あおがしま丸）で3時間。　宿の予約をしてからお越しく
ださい。

注意事項等　事前予約が必要。青ヶ島村教育委員会（04996-9-0201）までお電
話ください。

都指定史跡 地図 共同墓地　島しょエリア　青ヶ島

249 佐々木次郎太夫伊信墓
Grave of SASAKI Jirodayu Korenobu 

天明の噴火（1783-85）により無人となった青ヶ島の復興に尽力した名主
佐々木次郎太夫（1768-1852）の墓です。没後間もなく建てられたものと
思われます。
公開日　通年　　公開時間　終日　　
料　金　なし　　所在地　青ヶ島村
交　通　八丈島空港から東邦航空ヘリコプターで20分/八丈島底土漁港から

船（あおがしま丸）で3時間。宿の予約をしてからお越しください。




