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行 歴 北海道
赤れんが庁舎
（北海道庁旧本庁舎）

〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
TEL：011-231-4111（大代表）

北海道庁旧本庁舎が1888年に産声をあげてから、新庁舎完成までの80年に
わたり、北海道の拠点、道の中枢としての役割を果たしてきた。設計は道庁の
技師が担当し、アメリカ風ネオ・バロック様式のれんがづくりで、建築資材の多
くは道産品を使用している。今日、これほど優れた明治時代の洋風建築物は
国内でも数少なく、1969年に国から重要文化財の指定を受けており、「赤れん
が庁舎」の相性で広く道民に親しまれている。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/
akarenga.htm

歴 青森県 弘前城と桜
〒036-8356
青森県弘前市下白銀町1
TEL：0172-33-8739（弘前市公園緑地課）

ソメイヨシノを中心に2,600本の桜が古城の白壁と老松に映える。ライトアップし
た夜桜もまた格別。

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kank
o/shisetsu/park/index.html

歴 青森県 三内丸山遺跡

三内丸山遺跡　縄文時遊館
〒038-0031
青森市三内字丸山305
TEL：017-781-6078
FAX：017-781-6103

縄文の歴史観を覆す大発見。我が国最大級の縄文遺跡として注目を集めてい
る。縄文の世界へタイムスリップさせてくれる新しい空間。

http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

歴 宮城県 瑞巌寺と参道

〒981-0213
宮城県宮城郡松島町松島字町内９１番地
TEL：022-354-2023
FAX：022-354-5145

仙台藩主伊達政宗の菩提寺。桃山様式の粋を尽くしたお寺で，国宝に指定さ
れている。2009年9月から2016年3月まで本堂等一部改装予定。その間は，政
宗公の正室の霊廟や庫裡，大書院などを特別公開。また，敷地内の宝物館は
通常どおりで展示されている。
海岸から瑞巌寺までの参道には杉並木があり，その幻想的な雰囲気は特に欧
米系の外国人には人気がある。特に8月の瑞巌寺灯道では，ロウソクを用いた
ライトアップがされ，さらに幻想的な雰囲気を楽しめる。
※境内に朝鮮出兵の時に政宗公が持ち帰ったとされる臥龍梅があり，韓国の
要人対応は注意が必要の場合もある。

http://www.zuiganji.or.jp/

歴 宮城県 五大堂
宮城県松島町松島字町内111
TEL :022-354-2023　（瑞巌寺）

松島湾岸にある松島のシンボル的建物。慈覚大師が五大明王像を安置したこ
とから，五大堂と呼ばれるようになった。現在の建物は，瑞巌寺同様に伊達政
宗が桃山式建築で建てたもので，国の重要文化財に指定されている。

http://www.matsushima-
kanko.com/miru/detail.php?id=141

その他

目的のリスト

行政

経済・産業・科学技術
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歴史（名所・旧跡・世界遺産等）

自然（含む温泉）
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歴 宮城県 円通院

〒981-0213
宮城県松島町松島字町内67
TEL:022-354-3206
FAX:022-354-5447

伊達政宗の孫，光宗の菩提寺。霊廟である三慧殿（国重要文化財）の厨子に
は，政宗の家臣がヨーロッパから持ち帰ったとされるバラが描かれている。
境内には枯山水の松島を象った日本庭園やお寺には珍しいばら園もあり、散
策も楽しめる。秋のライトアップも必見。

http://www.entuuin.or.jp/

歴 宮城県 塩竈神社
〒985-8510
宮城県塩竃市一森山1-1
TEL：022-367-1611

陸奥国一宮として祟敬をあつめ、“しおがまさま”の名で親しまれている。海上
安全、大漁満足、安産守護、延命長寿、交通安全、必勝・成功など様々な信仰
の対象となっている。眺望のよい海に面しており、鹽竈桜、蝋梅（ろうばい）、多
羅葉（たらよう）なども見事である。

http://www.shiogamajinja.jp/

歴 宮城県 旧有備館及び庭園
〒989-6433
宮城県大崎市岩出山上川原町６
TEL・FAX　0229-72-1344

伊達氏の一門岩出山1万5千石の領主伊達家の学問所で、元禄4年(1691)三代
敏親の時、二の丸仮居館の旧建物を用いて家中の子弟を就学させた。初め春
学館と称したが、翌5年現在の地に移して有備館と名づけた。御改所と呼ばれ
る学問所の建物は平屋建で、屋根は四注造茅葺、二方折廻縁をもつもので、
庭園に面し、座敷から庭園が一望できる。玄関は裏側についている。素木造の
瀟洒な建物で、玄関構や床棚書院のしつらえ、欄間・戸障子など素朴なうちに
洗練されたものがある。庭園は屋山を背景とし、大名庭園型の池を中心とした
周囲約500m余の廻遊式庭園で、建物とよく調和した本県内稀に見る名園であ
る。この庭園は、正徳5年(1715)四代村泰の時代に整備され、仙台の茶人清水
道竿の作と伝えられる。
※東日本大震災により主屋が倒壊し、附属屋は壁や屋根に被害がおよび、庭
園の各所に地割れや陥没の被害がありました。
 平成25年11月から復旧工事が始まりました。当面の間は、安全面に考慮しな
がら、西苑から庭園出先までの一部公開となります。

http://www.pref.miyagi.jp/bunkazai/sit
eibunkazai/siseki/
kunisiseki/siseki-meisyou00.htm

歴 宮城県 地底の森ミュージアム

仙台市富沢遺跡保存館
〒982-0012
仙台市太白区長町南4-3-1
TEL：022-246-9153
FAX：022-246-9158

地底の森ミュージアムは旧石器時代を中心としたテーマミュージアムです。ここ
では富沢遺跡から発掘された2万年前の旧石器時代の遺跡面を現地で保存し
公開するとともに、発見された資料などから当時の環境と人類の活動を生き生
きとよみがえらせる展示をしています。

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chit
einomori/

歴 宮城県 仙台市縄文の森広場

〒982-0815
宮城県仙台市太白区山田上ノ台町10番1号
TEL：022-307-5665
FAX：022-743-6771

仙台市太白区山田にある、「山田上ノ台遺跡」で発見された縄文時代の集落跡
を保存・活用するために作られた施設です。　野外の広場には3軒の土屋根を
葺いた竪穴住居を復元し、縄文時代のムラの様子を再現しています。ガイダン
ス施設では、山田上ノ台遺跡における縄文時代の生活の様子をムラの復元模
型などで展示するほか、縄文時代の生活を楽しく体験できるメニューをそろえ
ています。

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyou
mon/about/index.html

歴 仙台市 仙台城跡
宮城県仙台市青葉区川内
（TEL: 022-214-8544　仙台市教育局文化財
課）

仙台城跡は，伊達政宗が1600年から築いた城跡で，本丸・二の丸・三の丸・御
裏林などからなる。本丸跡には，伊達政宗騎馬像やガイダンス施設「仙台城見
聞館」があり，石垣の上からは，仙台市街や遠く太平洋が一望される。二の丸
跡は東北大学キャンパス，三の丸跡は仙台市博物館，御裏林は天然記念物
「青葉山」として東北大学付属植物園となっている。

http://www.sendaijyo.com/

歴 仙台市
仙台市博物館敷地内「魯迅之
碑」（中国向け）

同上
仙台市博物館敷地内には、仙台に留学していた魯迅の記念碑が建立されてお
り、中国人観光客の訪問が多い。

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/mus
eum/guide/tantei.html

歴 仙台市 瑞鳳殿

公益財団法人　瑞鳳殿　管理事務所
〒980-0814
仙台市青葉区霊屋下23-2
TEL：022-262-6250
FAX：022-262-6251

瑞鳳殿は1636（寛永13）年、70歳で生涯を閉じた伊達政宗公の遺命により、そ
の翌年に造営された霊屋（墓所）。桃山様式の遺風を伝える豪華絢爛な廟建
築として、1931年、国宝に指定されましたが、1945年の戦災で惜しくも焼失し
た。現在の建物は1979年に再建されたもの。2001年には改修が行われ、柱に
は彫刻獅子頭を、屋根には竜頭瓦を復元し、創建当時の姿が蘇っている。

http://www.zuihoden.com/
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歴 仙台市
東北大学片平キャンパス内「階
段教室」

〒980-8577
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1東北大
学片平キャンパス内
（Tel:022-217-4843　Fax: 022-217-4846　東
北大学国際交流課）

中国文学の父と呼ばれる魯迅が日本留学中に学んだ「仙台医学専門学校」の
教室が今も残っている。1998年11月29日には、江沢民・中華人民共和国主席
（当時）も公式訪問した。また、同キャンパス内の東北大学記念資料室には魯
迅関連資料が展示されている。　※通常一般開放されていないため、事務局
に要問合せ。

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/prof
ile/other/01/other0101/

歴 仙台市
地底の森ミュージアム（仙台市富
沢遺跡保存館）

〒982-0012
宮城県仙台市太白区長町南4-3-1
TEL. 022-246-9153
FAX. 022-246-9158

地底の森ミュージアムは旧石器時代を中心としたテーマミュージアムです。ここ
では富沢遺跡から発掘された2万年前の旧石器時代の遺跡面を現地で保存し
公開するとともに、発見された資料などから当時の環境と人間の活動を生き生
きとよみがえらせる展示をしています。

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chit
einomori/

歴 仙台市 仙台市縄文の森広場

〒982-0815
宮城県仙台市太白区山田上ノ台町10番1号
Tel: 022-307-5665
Fax: 022-743-6771

仙台市太白区山田にある、「山田上ノ台遺跡」で発見された縄文時代の集落跡
を保存・活用するために作られた施設です。
野外の広場には3軒の土屋根を葺いた竪穴住居を復元し、縄文時代のムラの
様子を再現しています。ガイダンス施設では、山田上ノ台遺跡における縄文時
代の生活の様子をムラの復元模型などで展示するほか、縄文時代の生活を楽
しく体験できるメニューをそろえています。

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyou
mon/

歴 秋田県 旧料亭「金勇」

〒016-0825
秋田県能代市柳町１３－８

能代市総合政策課
TEL:0185-89-2142

天然秋田杉をふんだんに使った建築で、国の有形文化財に登録されている。
2008年8月に閉店し、その後市に寄贈された。市は、試験的活用として一般見
学や広間の貸出を行っていたが、平成25年1月から改修工事に取りかかるた
め、平成24年12月で広間の公開、貸出は終了する。

http://www.city.noshiro.akita.jp/g.html?
seq=841

歴 秋田県 角館武家屋敷通り

〒014-0369
秋田県仙北市角館町上菅沢394-2
TEL：0187-54-2700
FAX：0187-54-1755

藩政時代からの武家屋敷が連なり、城下町としての風情ある町並みは、みち
のくの小京都と称されている。

http://kakunodate-kanko.jp/index.html

歴 山形県 山寺立石寺

社団法人 山形市観光協会
〒990-8580
山形市城南町1-1-1霞城
セントラルビル1階
TEL：023-647-2266
FAX：023-647-2267

宝珠山立石寺を中心とする山寺は、慈覚大師が860年12月に創建した、東北
を代表する古刹です。四季おりおりの景観は絶佳で、1689年には俳聖松尾芭
蕉が訪れて、『閑さや岩にしみ入る蝉の声』の名句を残しています。

http://www.kankou.yamagata.yamagata.
jp/djst/ymdr/

歴 山形県 慈恩寺

寒河江市商工観光課
TEL：0237-86-2111
慈恩寺寺務所
TEL：0237-87-3993

慈恩宗（天台宗と真言宗が混交した宗派）の本山。本堂は重要文化財に指定
されているほか、貴重な仏像が多数所蔵されています。

http://www.showb.com/yamagata/jionji
/jionji.htm

歴 山形県 上杉家御廟所 米沢市御廟１丁目5-32
上杉家は、1598年から1869年まで270年余にわたり米沢を中心とする県南地
域を治めた大名であり、中でも名君と誉れの高い上杉鷹山は外国でも知られ
ている人物です。上杉家御廟所には歴代藩主（12代）の墓があります。

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/
1110.htm

歴 山形県 上杉博物館
〒992-0052
山形県米沢市丸の内一丁目2番1号
TEL：0238-26-8001

米沢上杉藩に関する施設で、国宝に指定されている「上杉本洛中洛外図屏風」
や「上杉家文書」などが所蔵、展示されています。また、隣接する米沢城址は、
公園として保存されています。

http://www.denkoku-no-
mori.yonezawa.yamagata.jp/uesugi.htm
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歴 山形県 致道博物館
〒997-0036
山形県鶴岡市家中新町10-18
TEL：0235-22-1199

鶴岡公園の西側に位置する致道博物館には、旧鶴岡藩藩主・酒井家の昔の
住居や多層民家、古い洋風建築物などがあり、その中では、酒井家の宝物や
歴史的な民俗文化財が展示されています。

http://www.tsuruokakanko.com/cate/p
0004.html
http://www7.ocn.ne.jp/~chido/

歴 福島県
福島県文化財センター白河館
（愛称　まほろん）

〒961-0835
福島県白河市白坂一里段86
TEL：0248-21-0700
FAX：0248-21-1075

「遺跡から学ぶ自然と人間のかかわり」をメインテーマとした、“見て・触れて・
考え・学ぶ”体験型フィールドミュージアムである。

http://www.mahoron.fks.ed.jp/

歴 福島県 鶴ヶ城

一般財団法人 会津若松市観光ビューロー
〒965-0873　会津若松市追手町1-1
TEL：0242-27-4005
FAX：0242-27-4012

1384年葦名直盛により黒川城として築かれ、1592年に蒲生氏郷が天守閣を築
城した。現在の天守閣は1965年に復元されたもの。

http://www.tsurugajo.com/turugajo/shi
ro-top.html

歴 福島県 慧日寺跡

〒969-3301
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字寺西38番地
TEL：0242-73-3000
FAX：0242-73-3480

平安時代の法相学僧徳一により創建されたとつたえられる寺院跡である。
1970年12月4日に史跡に指定され、2007年に金堂が、2008年度には中門が復
元された。

http://www1.town.bandai.fukushima.jp/
kanko/enichiji/index.htm

歴 福島県 福満虚空蔵尊圓蔵寺

福満虚空蔵尊圓蔵寺寺務所
〒969-7201
福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲
176
TEL：0241-42-2002
FAX：0241-42-2088

大同年間(元年806年)法相宗徳一大師によって開創されたと伝えられる。御本
尊日本三所之一福満虚空蔵尊が祀られており堂は文政13年(1830)の再建で
ある。

http://www.aizu-reichi.gr.jp/ennzou/

歴 福島県 白水阿弥陀堂
福島県いわき市内郷白水町広畑219
TEL：0246-26-7008

いわき市内郷白水町に所在する、平安時代浄土庭園の中島に南面して建つ
方三軒（桁行・梁間とも各9.40メートル）の阿弥陀堂で、堂内には重要文化財の
木造阿弥陀如来及両脇侍像が安置されている。明治35年7月31日に国宝に指
定されている。

http://www.kankou-iwaki.or.jp/

歴 茨城県 偕楽園

偕楽園公園センター
〒310-0912
水戸市見川1-1251
TEL:029-244-5454
FAX:029-244-5866

日本三名園のひとつ。水戸藩第九代藩主徳川斉昭によって造園。約13haの園
内には約百品種・三千本の梅が植えられ、早春には観梅客でにぎわう。

http://www.koen.pref.ibaraki.jp/park/ka
irakuen01.html

歴 茨城県 弘道館

水戸土木事務所　偕楽園公園課
弘道館事務所
〒310-0011
水戸市三の丸1-6-29
TEL：029-231-4725
FAX：029-227-7584

水戸藩の藩校として第9代藩主　徳川斉昭により天保12年（1841年）8月に創
設。現在も一部分が保存され旧弘道館として国の特別史跡になっているほか
正庁・至善堂・正門の3ケ所は重要文化財に指定されている。敷地跡は弘道館
公園として梅樹60品種800本が植えられており、梅の名所となっている。

http://www.koen.pref.ibaraki.jp/park/ko
dokan01.html

歴 栃木県 大谷寺
〒321-0345
栃木県宇都宮市大谷町1198
TEL：028-652-0128

板東33霊場の19番札所。本堂は大谷石の堂内に建てられ、日本最古の磨崖
仏といわれる高さ4ｍの千手観音（大谷観音）をはじめ、10体の磨崖仏は国の
重要文化財・特別史跡に指定されている。

http://www.bandou.gr.jp/19.htm

4 ページ 外務省地方連携推進室



目的別国内視察スポットリスト
平成26年9月現在（地方自治体からの提供）

行 経 農 健 環 学 日 歴 自 ア 他 自治体名 場所 住所 概要 URL

歴 栃木県 史跡足利学校

〒326-0813
栃木県足利市昌平町2338
TEL：0284-41-2655
FAX：0284-41-2082

大正10年に国の史跡に指定された日本最古の学校である。現在は江戸時代
中期の様子を再現した史跡内を見学できる。

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site
/ashikagagakko/

歴 栃木県 鑁阿寺

〒326-0803
栃木県足利市家富町2220
TEL：0284-41-2627
FAX：0284-41-1136

室町幕府を興した足利家の氏寺であり、開祖800年の歴史を持つ。2013年8月
には、本堂が国宝に指定されているほか、境内には国の重要文化財をはじ
め、貴重な文化財が多数点在する。

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site
/ashikaga-kankou/i-bannaji.html

歴 栃木県 唐沢山城跡 栃木県佐野市

平成26年3月18日に国指定史跡となる。築城の時期については、下野の藤姓
足利氏が｢佐野庄｣を統治、鎌倉時代に入り佐野氏としての勢力を拡大しつ
つ、その後、群雄割拠の時代的背景の中、山城を築き上げていったものだと考
えられている。

http://www.city.sano.lg.jp/profile/karas
awa/

歴 栃木県 日光東照宮

日光東照宮社務所
〒321-1431
栃木県日光市山内2301
TEL：0288-54-0560 （代表）
FAX：0288-54-0061

徳川家康の霊廟として1617年に創建され、主要な社殿は三代将軍家光によっ
て1636年に造営された。東照宮の建築により、「権現造」様式や彫刻、彩色等
の建築装飾の技法が完成された。本殿・石の間・拝殿、陽明門など８棟が国宝
に、34棟が重要文化財に指定されている。世界遺産「日光の社寺」の区域であ
る。

http://www.toshogu.jp/

歴 栃木県 輪王寺

〒321-1494
栃木県日光市山内2300
TEL：0288-54-0531（広報担当：教化部）
FAX：0288-54-0534

8世紀末に日光開山の祖、勝道上人が創建した四本竜寺に起源をもち、日光
山の中心寺院として発展してきた。1653年には三代将軍徳川家光の霊廟であ
る大猷院霊廟が造営され、輪王寺は徳川幕府の尊崇を受けた。大猷院霊廟本
殿・相の間・拝殿が国宝に、37棟が重要文化財に指定されている。世界遺産
「日光の社寺」の区域である。

http://www.rinnoji.or.jp/

歴 栃木県 日光二荒山神社

〒321-1431
栃木県日光市山内2307
TEL：0288-54-0535
FAX：0288-54-0537

日光の山岳信仰の中心として古くから崇拝されてきた神社であり、中世には多
数の社殿が造営された。また、江戸時代に入り、徳川幕府によって新たに本殿
や諸社殿が造営された。本殿や神橋など23棟が重要文化財に指定されてい
る。世界遺産「日光の社寺」の区域である。

http://www.futarasan.jp/

歴 群馬県 富岡製糸場

〒370-2316
群馬県富岡市富岡1-1
TEL：0274-64-0005
FAX：0274-64-3181

1872(明治5)年に設立した官営器械製糸場。創業当初の主要な施設がほぼ現
存している。ボランティアによる解説あり
2014年6月世界遺産登録

http://www.tomioka-
silk.jp/hp/index.html

歴 埼玉県 埼玉県平和資料館

〒355-0065
東松山市岩殿241-113
TEL：0493-35-4111
FAX：0493-35-4112

「県民に戦争の悲惨さ及び平和の尊さを伝えることにより、県民の平和に対す
る意識の高揚を図り、もって平和な社会の発展に寄与する。」ために、昭和初
期から終戦までの期間を中心に、県民生活と戦争との関わりを歴史的な推移
のなかで理解できるよう展示をしている。

http://www.saitama-peacemuseum.jp/

歴 埼玉県
さきたま古墳公園

さきたま史跡の博物館

〒361-0025
埼玉県行田市埼玉４８３４
TEL：048-559-1111
FAX：048-559-1112

さきたま古墳群は、大型古墳が集中していることで全国的に有名です。中でも
丸墓山古墳は日本一の円墳といわれています。また、稲荷山古墳から発見さ
れた金錯銘鉄剣（きんさくめいてっけん）は、国宝に指定されています。

さきたま史跡の博物は、さきたま古墳公園内にあり、さきたま古墳群とその周
辺の遺跡からの出土品を展示しています。
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歴 埼玉県
忍城

行田市郷土博物館

〒361-0052
埼玉県行田市本丸17-23
TEL：048-554-5911
FAX：048-553-4951

忍城（おしじょう）は、石田三成の水攻めに耐えた「浮き城」として知られていま
す。現在ある「忍城御三階櫓（おしじょうごさんかいやぐら）」は、昭和63年に再
建されたもので、内部は郷土博物館の展示室の一部となっています。

歴 埼玉県 黒浜貝塚
〒349-0193
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
TEL：048-768-3111

黒浜貝塚は、関東地方を中心とした縄文時代前期中葉「黒浜式土器」の標式
遺跡・貝塚で、「国指定史跡」です。

歴 埼玉県 幸手宿

幸手市役所
〒340-0192
埼玉県幸手市東4-6-8
TEL：0480-43-1111
FAX：0480-43-7088

幸手市は江戸時代、日光街道や日光御成街道などの主要街道が合流・分岐
する幸手宿として発展してきました。この幸手宿の面影を残す中心市街地は歴
史的な観光資源です。

歴 埼玉県 杉戸宿

杉戸町役場
〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号
TEL：0480-33-1111

杉戸町は日光街道の宿場町として栄え、西暦1616 年（元和2 年）に「杉戸宿」
として開宿され、2016 年（平成28 年）に400 周年を迎えます。
杉戸宿の歴史を物語る史跡や昭和初期の建物（古民家）が残されています。

http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page
507.html

歴 さいたま市 武蔵一宮氷川神社
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407
TEL：048-641-0137

2000年以上の歴史をもつといわれ、大いなる宮居として大宮の地名の由来に
もなった日本でも指折りの古社。武蔵一宮として関東一円の信仰を集め、初詣
には多くの参拝客で賑わいます。また毎年5月には境内で恒例行事の大宮薪
能が開催され、観る者を幽玄の世界へ誘います。

http://www.stib.jp/info/data/hikawa.ht
ml

歴 千葉県
関東初の「重要伝統的建造物群
保存地区」に選定された佐原

水郷佐原観光協会
〒287-0003
千葉県香取市佐原イ81-31
TEL：0478-52-6675
FAX：0478-52-6675

関東で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」（重伝建）に選定されており、
水運を利用して栄えた江戸時代当時の面影が今も残っている（JR佐原駅下
車）

http://www.katorishi.com/machinami.ht
ml

歴 千葉県 香取神宮

〒287-0017
千葉県香取市香取1697
TEL：0472-57-3211(香取神宮社務所)
FAX：0472-57-3214

国・県指定の文化財だけでも200点余を所蔵・所有する日本屈指の神社（JR佐
原駅からタクシーで約10分）

http://www.katori-jingu.or.jp/

歴 千葉県
千葉県立中央博物館大利根分
館

〒287-0816
千葉県香取市佐原ハ4500
TEL：0478-56-0101
FAX：0478-56-1456

「利根川の自然と歴史」を基本テーマとする博物館。民具類の展示や体験教室
が開催されている。（JR成田線佐原駅と鹿島線潮来駅を結ぶ定期バスで「水
生植物園入口下車」、徒歩約10分）

http://www.chiba-muse.or.jp/OTONE/

歴 神奈川県
箱根関所
箱根関所資料館

〒250-0521
神奈川県足柄下郡箱根町箱根１番地
TEL：0460-83-6635
FAX：0460-83-6383

江戸時代末期に行われた解体修理の詳細な報告書である「相州箱根御関所
御修復出来形帳」と発掘調査の分析結果を基に箱根関所を復元。併設の資料
館では高札や手形などの資料約300点を展示。箱根関所について分かりやす
く解説しています。

http://www.hakonesekisyo.jp/
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歴 神奈川県
小田原市尊徳記念館・
二宮尊徳生家

〒250-0852
神奈川県小田原市栢山2065-1
TEL：0465-36-2381

小田原市尊徳記念館は、江戸時代を代表する農政家であり、また思想家で
あった二宮尊徳を顕彰する施設。尊徳については内村鑑三著「代表的日本人」
（初出は英文著作）の中で、海外にも紹介されている。二宮尊徳生家は西相模
地域における代表的な江戸時代中期の中流農家建築であり、尊徳記念館の
敷地内に移築されたものである。

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/p
ublic-i/facilities/sontoku/

歴 神奈川県
小田原城天守閣・小田原城址公
園

神奈川県小田原市城内

1500年ごろに戦国大名小田原北条氏の居城となり、関東支配の中心拠点とし
て次第に拡張整備され、日本最大の中世城郭に発展した。
江戸時代には徳川家康の支配下に入り、近世城郭として生まれ変わり、箱根
を控えた関東地方防御の要衝として、また幕藩体制を支える譜代大名の居城
として、幕末まで重要な役割を担った。
明治3年に廃城となったが、本丸を中心に「城址公園」として整備され、天守
閣、常盤木門、銅門が復元され、平成18年10月に、「日本の歴史公園100選」
に選ばれ、本丸・二の丸の大部分と総構の一部が、国の史跡に指定されてい
る。

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/k
anko/odawaracastle/

歴 神奈川県 観音埼灯台

〒238-0013
横須賀市鴨居4-1187
TEL：046-841-0311 (燈光会観音埼支所)
TEL：03-3501-1054 (燈光会)

フランス人技師フランソワ・レオンス・ヴェルニーの設計により明治二年に完成
した、日本最初の洋式灯台。現在は3代目となっている。

http://www.cocoyoko.net/history/h10
0000012.html

歴 神奈川県 三笠公園（記念艦三笠）

公益財団法人三笠保存会
〒238-0003
神奈川県横須賀市稲岡町82-19
TEL：.046-822-5225
FAX：046-822-9822

公園に関しては、三笠公園管理事務所
TEL：046-824-6291

「日本の都市公園100選」「日本の歴史公園100選」に選ばれた横須賀を代表
する公園。園内には、日露戦争で連合艦隊の旗艦として活躍した記念艦三笠
があり、乗艦して海事に関する展示を見学することができる。

http://www.kinenkan-mikasa.or.jp/

http://www.kanagawaparks.com/verny
-mikasa/

歴 神奈川県 ヴェルニー記念館

〒238-0045
神奈川県横須賀市東逸見町１－１
TEL：046-824-1800

公園に関しては、三笠公園管理事務所
TEL：046-824-6291

横須賀製鉄所の建設に貢献したフランス人技師、ヴェルニーにちなんで、フラ
ンス庭園様式を取り入れて整備された公園。園内のヴェルニー記念館には、
国内現存最古のスチームハンマー（国指定重要文化財）が展示されている。

http://www.kanagawaparks.com/verny
-mikasa/

歴 神奈川県 ペリー公園（ペリー記念館）
〒239-0831
神奈川県横須賀市久里浜７-１４
TEL：046-834-7531

アメリカ海軍ペリー提督が上陸したことを記念して建てられたペリー上陸記念
碑がある。園内のペリー記念館には、ペリー来航に関する歴史的資料や模型
などが数多く展示されている。

http://www.kanagawaparks.com/kuriha
ma-perry/

歴 神奈川県 遊行寺
〒251-0001
神奈川県藤沢市西富１－８－１
TEL：0466-22-2063

一遍上人（1239年～1289年）により開かれた仏教の宗派の一つである時宗の
総本山。

http://www.jishu.or.jp/

歴 神奈川県 聶耳（ニエアル）記念碑 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2－18
中華人民共和国国歌「義勇軍行進曲」の作曲者である聶耳が遊泳中に亡く
なった地に、聶耳を偲び建てられた記念碑。藤沢市と中国昆明市は聶耳氏の
縁で友好都市提携に至った。

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/h
eiwakokusai/kyoiku/bunka/toshikoryu/
shimai/chugokukokka.html
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歴 神奈川県 鴫立庵 神奈川県中郡大磯町大磯1289

1664年に小田原の崇雪(そうせつ)が、西行法師の歌にちなみ、鴫立沢の標石
を建て、石仏の五智如来像をこの地に運び草庵を結んだのが始まりです。そ
の後、大淀三千風が鴫立庵主第一世として入庵して以来、日本三大俳諧道場
として、現在第二十二世　鍵和田庵主へと続いています。

http://www.town.oiso.kanagawa.jp/isot
abi/look/meisyo/shigitatsuan.html

歴 横浜市 帆船日本丸・横浜みなと博物館
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目1－1
TEL：045-221-0280（代表）

横浜ランドマークタワーや汽車道に隣接し、みなとみらい21地区の玄関口にあ
たる横浜港をテーマとしたフィールドミュージアム。「歴史と暮らしのなかの横浜
港」をメインテーマに、「横浜港の歴史」と「横浜港の再発見」の２つのゾーンが
ある。「横浜港の歴史」ゾーンでは、横浜開港以来150年の歴史を、「横浜港の
再発見」ゾーンでは、築港や港運などを切り口に横浜港の機能と取組を紹介し
ている。リニューアルされた帆船日本丸も展示されており、内部を見学すること
もできる。

http://www.nippon-maru.or.jp/

歴 横浜市 象の鼻パーク

〒231-0001
神奈川県横浜市中区海岸通1
TEL：045-671-2888
(横浜市港湾局 賑わい振興課)

1859年の横浜開港の際につくられた波止場を歴史的港湾資産として明治期の
形状に復元し、公園として整備、開港150周年にあたる2009年に完成した。地
区の歴史や港の遺構が紹介されており、夜には照明演出も楽しめる。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/
guide/gaiyou/zounohana/

歴 相模原市 小原宿本陣
〒252-0173
神奈川県相模原市緑区小原698-1
TEL：042-684-4780

本陣とは、江戸時代のはじめ、参勤交代が行われるようになって、大名行列を
しながら江戸と領国との間を往復するとき、大名が泊まる宿のことを言います。
小原宿本陣は、神奈川県下26軒あった本陣で現存する唯一の建造物で、定紋
のついた敷居の高い玄関がある、純日本風の豪壮な建物です。平成8年2月13
日、神奈川県教育委員会より神奈川県重要文化財に指定されました。現在の
建造物の建造年代は定かではないが、およそ200年経過しているものと思われ
ます。

http://www.city.sagamihara.kanagawa.j
p
/shisetsu/bunka_shakai/library_
etc/005672.html

歴 石川県 金沢城公園

石川県金沢城・兼六園管理事務所
〒920-0937
石川県金沢市丸の内1番1号
TEL：076-234-3800
FAX：076-234-5292

金沢市の中心部に位置する金沢城公園は、隣接する兼六園と一体となった県
都金沢の歴史・文化のシンボル空間となっている。園内には国指定重要文化
財である石川門、三十間長屋、鶴丸倉庫（金沢城土蔵）や石垣､堀など数多く
の遺構があり、　「金沢城跡」として国史跡指定を受けている。特に、石垣につ
いては、時代や目的に応じ、様々な技法が用いられており、「石垣の博物館」と
も称されている。また、復元建物として菱櫓、五十間長屋、河北門があり、建物
内部を展示公開しているほか、平成２７年春には、橋爪門二の門の復元整備
や、三代藩主前田利常が作庭を始め、石垣を庭の構成要素とする他に類を見
ない立体的な池泉回遊式庭園である玉泉院丸庭園の整備が完了する予定。

http://www.pref.ishikawa.jp/siro-
niwa/japanese/top.html

歴 福井県 一乗谷朝倉氏遺跡

〒910-8511
福井市大手3丁目10-1
TEL：0776-20-5367
FAX：0776-20-5670

織田信長に滅ぼされ400年以上の時を経て、眠りから目覚めた戦国時代の城
下町です。国の特別史跡、特別名勝（4庭園）の指定を受け、出土遺物2,343点
は重要文化財に指定されています。

http://www.city.fukui.lg.jp/d620/bunka
/iseki/

歴 福井県 白山平泉寺旧境内 福井県勝山市平泉寺町平泉寺
中世に白山三馬場のひとつとして栄えた平泉寺の旧境内（国指定史跡）や旧
玄成院庭園（国指定名勝）を見学することができます。

http://www.city.katsuyama.fukui.jp/hei
senji/

歴 福井県
熊川宿伝統的建造物群保存地
区

福井県若狭町
かつて日本海から京都までの物流の中継地として栄えた宿場町の特色ある歴
史的景観を見学することができます。

http://www.town.fukui-
wakasa.lg.jp/kankou/
category/page.asp?Cnt=1&Page=32
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歴 福井県
小浜西組伝統的建造物群保存
地区

福井県小浜市
商家町や茶屋町、寺町が併存する近世城下町の歴史的景観を見学することが
できます。

http://www1.city.obama.fukui.jp/catego
ry/page.asp?Page=400

歴 福井県 明通寺
〒917-0237
福井県小浜市門前5-21
TEL：0770-57-1355

鎌倉時代に建てられた本堂と三重塔（いずれも国宝）を見学できます。重要文
化財に指定されている仏像をはじめ、多くの文化財も見ることができます。

http://www.cho.ne.jp/~myotsuji/index.
html

歴 福井県 丸岡城
福井県坂井市丸岡町霞町3丁目1－3
TEL：0776-66-0303
（霞ヶ城公園管理事務所）

天正4年（1576年）に建てられた現存最古の天守閣（重要文化財）を見学できま
す。屋根は珍しい石瓦で葺かれています。

http://www.city.fukui-
sakai.lg.jp/kanko/03/p000025.html

歴 福井県 鳥浜貝塚

〒919-1331
福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1
若狭三方縄文博物館
TEL:0770-45-2270/0770-45-3270

縄文時代草創期から前期にかけて（今から約12,000～5,000年前）の集落遺跡
です。発掘された遺物群（重要文化財）は県立若狭歴史民俗資料館（福井県小
浜市）で見学できます。

http://www.town.fukui-
wakasa.lg.jp/jomon/

歴 山梨県 西湖いやしの里根場

〒401-0332
山梨県南都留郡富士河口湖町西湖根場2710
TEL：0555-20-4677
FAX：0555-20-4678

茅葺き屋根の民家を再生した施設で、まるで昔話の中に迷い込んでしまったか
のような懐かしい風景が広がっており、体験施設やお食事処、資料館などいろ
いろな楽しみ方ができる。

http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

歴 岐阜県 南宮大社

垂井町役場内　垂井町観光協会
〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町1532-1
TEL：0584-22-1151

神武天皇即位の年の創建で、関が原合戦ですべてを焼失したものを、寛永19
年（1642年）、3代将軍徳川家光が再建したといわれています。広い境内には、
本殿・拝殿・楼門など朱塗りの華麗な姿を並べ、江戸時代の神社建築の代表
的な建築物15棟が、国の重要文化財に指定されています。

http://www.tarui-kanko.jp/nanbu.html

歴 岐阜県 谷汲山華厳寺・両界山横蔵寺

谷汲山華厳寺
〒501-1311
揖斐郡揖斐川町谷汲徳積23

両界山横蔵寺
〒501-1317
揖斐郡揖斐川町谷汲神原1160

(社)谷汲観光協会
TEL：0585-55-2020

谷汲山華厳寺は西国三十三番満願霊場で、1200年の歴史をもつ由緒ある寺
です。春の桜、秋の紅葉と四季折々の風情が楽しめます。
両界山横蔵寺は別名「美濃の正倉院」とも呼ばれる名刹で、薬師如来像など
所蔵している22の国指定重要文化財も見所です。紅葉の名所としても知られ、
夜はライトアップが幻想的です。

http://www.tanigumi.com/spot/index.h
tm
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歴 岐阜県 千代保稲荷神社
〒503-0312
岐阜県海津市平田町三郷1980
TEL：0584-66-2613

千代保稲荷神社は、京都の伏見稲荷、愛知の豊川稲荷とともに、日本三大稲
荷の一つといわれています。地元では「おちょぼさん」の愛称で親しまれ、商売
繁盛の神社として大勢の参拝客が訪れます。参道には、なまず料理や串カツ
などの郷土料理店、お土産店など昔ながらの風情あるお店が100店以上も軒
をつらね、賑わいを見せています。

http://www.city.kaizu.lg.jp/sightseeing-
event/ochobo.html

歴 岐阜県 郡上八幡

郡上八幡観光協会
〒501-4222
岐阜県郡上市八幡町島谷520-１
郡上八幡旧庁舎記念館内
TEL：0575-67-0002
FAX：0575-67-1771

郡上八幡は清流長良川の上流、四方を山に囲まれた風光明媚な町です。夏の
郡上おどりで全国的に有名な郡上八幡は、江戸時代から変わらない風情を残
す「水の城下町」です。清らかな川が流れ、町には縦横にはりめぐらされた「水
路」といくつもの湧水があります。
レストランのショーウィンドウなどで見かける食品サンプルの発祥の地でもあ
り、生産が盛んです。町の工房では、「食品サンプル作り体験」もできます。

http://www.gujohachiman.com/kanko/

歴 岐阜県 虎渓山永保寺

〒507-0014
岐阜県多治見市虎渓山町1-40
TEL：0572-22-0351
FAX：0572-22-0091

虎渓山の豊かな緑に囲まれ、夢窓国師が手がけた池泉回遊式の美しい庭園
で知られており、国の名勝に指定されています。鎌倉時代末期に足利尊氏の
寄進により建立されたと伝えられ、唐様建築のなかに和様建築の手法を取り
入れた観音堂と、神社建築様式の一つである権現造の原型といわれる開山堂
はともに国宝に指定されています。

http://www.kokei.or.jp/

歴 岐阜県 馬籠宿

馬籠観光協会
〒508-0502
岐阜県中津川市馬籠4300-1
TEL：0573-69-2336
FAX：0573-69-2653

中山道の43宿、木曽路の最南端にある馬籠宿は、今も昔の宿場町の風情が
色濃く残っています。御影石と木曽石が敷き詰められた石畳の坂道に沿って、
格子のある民家や茶屋、土産品店などが軒をつらねています。文豪・島崎藤村
が生まれ育った町でもあり、藤村ゆかりの史跡も多く、「夜明け前」に登場した
場所も数多く残っています。

http://www.kiso-magome.com/

歴 岐阜県 高山の古い町並

高山市観光課
〒506-8555
岐阜県高山市 花岡町2丁目18番地
TEL：0577-32-3333

江戸時代から続く高山の「古い町並」は懐かしさと新しさが混在した観光スポッ
トとして人気です。2007年に発行されたミシュランガイドブックに続き、2009年3
月に発行されたミシュラン・グリーン・ガイドでも「必ず訪れるべき観光地」とし
て、三ツ星評価で紹介されています。

http://www.hida.jp/cgi-bin/kankou/
sigview.cgi?admin=contents_view&id=10
4420191500&sig=1

歴 岐阜県 白川郷合掌造り集落

白川郷観光協会
〒501-5627
岐阜県大野郡白川村荻町2495-3
TEL：05769-6-1013
FAX：05769-6-1716

世界文化遺産白川郷は、岐阜県の最北端、富山県との県境に位置しており、
この一帯は日本でも有数の豪雪地帯です。この白川郷には昔から人々が暮ら
しながら大切に守ってきた100棟以上もの合掌作り家屋が集落となっており、
1995年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。2009年3月に発行されたミ
シュラン・グリーン・ガイドでは、「必ず訪れるべき観光地」として、三ツ星評価で
紹介されています。

http://www.shirakawa-go.gr.jp/

歴 岐阜県
東濃地方の地歌舞伎と芝居小
屋

岐阜自慢ジカブキプロジェクト
〒508-0032
岐阜県中津川市栄町1-1
にぎわいプラザ6F
TEL：0573-65-1506
FAX：0573-65-1507

岐阜県の東濃地方には現在も芝居小屋が数多く保存・活用され、江戸時代か
ら受け継がれてきた演目や振り付けが今も上演されています。伝統的な地歌
舞伎衣装や浄瑠璃三味線など、演出面にも見どころがあります。。「岐阜の宝
物」に認定されています。

http://www.jikabuki.com/jikabuki_proje
ct/index.html

歴 岐阜県 岩村城跡、岩村城下町

恵那市観光協会岩村支部
〒509-7403
岐阜県恵那市岩村町263-2
TEL：0573-43-3231

岩村城は、女城主の城として有名で日本三大山城の一つに数えられていま
す。現存する石垣は大規模で一見の価値があります。その城下町には、今も
江戸時代のたたずまいを醸し出す残し美しい町並みが続いています。

http://iwamura.jp/
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歴 岐阜県
うだつの上がる町並み、美濃和
紙の里会館

美濃市観光協会
〒501-3726
岐阜県美濃市加治屋町1959-1
TEL：0575-35-3660
FAX：0575-35-3673

美濃和紙の里会館
〒501-3788
岐阜県美濃市蕨生1851-3
TEL：0575-34-8111
FAX：0575-34-8280

江戸時代のうだつの上がる町家が今も並ぶ美濃町には、1300年以上続く美濃
和紙の伝統が残り、その風情を生かした和紙ギャラリーや和紙の店、カフェな
どを散策しながら楽しめます。
美濃和紙の里会館では、美濃和紙の歴史や製造工程、紙すきに使う道具など
の展示紹介や紙に関する新製品を展示販売しています。

http://www.minokanko.com/

http://www.city.mino.gifu.jp/minogami/

歴 岐阜県 関ケ原古戦場
関ケ原観光協会
不破郡関ケ原町関ケ原
TEL:0584-43-1112

関ケ原古戦場は、１６００年の天下分け目の戦い「関ヶ原の戦い」の舞台です。
ここには大きな石碑、徳川家・石田家の家紋入りの旗があり、休憩所もありま
す。決戦地以外にも、決戦地北西に位置する小さな山が笹尾山で合戦時に、
敵の攻撃からの防御として使われた竹矢来・馬防柵が復元されている「石田三
成陣跡」の碑や徳川家康最後陣跡など見所がいっぱいです。点在する古戦場
めぐりには レンタサイクルが便利。「決戦コース」、「天下取りコース」など散策
モデルコースも多くあります。

http://www.kankou-gifu.jp/spot/3103/

歴 岐阜県 高山陣屋

高山陣屋管理事務所
〒506-0012
高山市八軒町1-5
TEL:0577-32-0643
FAX:0577-32-0612

高山陣屋は、江戸時代、江戸から代官や郡代がきて、飛騨の政治をとった場
所です。おふれを出したり、年貢の取立てをしたりするのに使われ、明治に
入ってからは、県庁、郡役所、支庁、県事務所など代々、地方の役所として使
われてきました。郡代役所の建物が残っているのは全国でも高山だけです。

http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku-
bunka-
sports/shakaikyoiku/kankeikikan/takay
ama-jinya/

歴 静岡市 久能山東照宮

〒422-8011
静岡市駿河区根古屋390
TEL：054-237-2438
FAX：054-237-9456

徳川家康公の遺言により二代将軍秀忠公が建立し、家康公を祀っています。
権現造りの社殿は、平成２２年に国宝に指定されました。また、楼門や神楽殿
等は国の重要文化財に指定されています。

http://www.toshogu.or.jp/

歴 静岡市 日本平

日本平観光組合(日本平ホテル内)
静岡市清水区馬走1500-2
TEL：054-335-1131(代表)
FAX：054-335-8955

日本観光地100選、国の名勝地、県立自然公園に指定された標高307メートル
の丘陵地で、富士山の眺望は言うにおよばず、梅園、桜ロード、茶園、みかん
畑などの自然味も豊かな観光地となっています。

http://www.nihondairakankou.com/

歴 静岡市 日本平ロープウェイ

静岡鉄道株式会社
日本平ロープウェイ営業所
〒424-0886
静岡県 静岡市清水区草薙 597-8
（日本平山頂）
TEL：054-334-2026
FAX：054-334-1847

日本平の山頂と久能山東照宮を５分間で結んでいる索道です。ゴンドラから四
季折々姿を変える屏風谷、駿河湾から遠く伊豆半島、御前崎を望みながら全
長1065mの空中遊覧を楽しめます。

http://www.shizutetsu.co.jp/park/

歴 静岡市 薩埵（さった）峠 静岡市清水区興津～由比
東海道興津宿と由比宿の間に位置し、難所としても有名な全長３ｋｍの峠。
ここから眺める富士山は、まさに絶景。今日も、歌川広重の浮世絵と寸分違わ
ない富士の麗姿を拝むことができます。

http://www.city.shizuoka.jp/deps/kank
o/tabi_okitu_guide1.html
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歴 愛知県 犬山城
〒484-0082
犬山市犬山北古券65-2
TEL：0568-61-1711（犬山城管理事務所）

日本にある国宝指定の城のうちの一つが、この犬山城です。
天文6年（1537年）に織田信長の叔父、織田信康によって築城された城であり、
現状日本最古の木造天守閣です。望楼型の天守最上階より木曽川や御嶽
山、岐阜城などの絶景を望むことができます。

http://inuyama.gr.jp/culturalassets-
themepark/culturalassets/495

歴 名古屋市 名古屋城

〒460-0031
愛知県名古屋市中区本丸１－１
TEL：052-231-1700（名古屋城総合事務所）
FAX：052-201-3646

尾張徳川家の居城として栄えた名古屋の象徴。現在、本丸御殿の復元工事を
進めており、平成25年5月29日には完成した玄関・表書院を公開開始。

http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/

歴 名古屋市 名古屋市博物館

〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1
TEL：052-853-2655
FAX：052-853-3636

主にこの地方の歴史に関する資料を収蔵し、常設展のほか内外の文化遺産
や時代・分野別のテーマによる特別展、講演会などを随時開催している。

http://www.museum.city.nagoya.jp/

歴 三重県 英虞湾 三重県志摩市
日本有数のリアス式海岸の美しさを誇る真珠のふるさと。無数の真珠筏が海
面に絣（かすり）模様を描き出し、展望台から眺める日の出、日没の風景は絶
品です。

http://www.city.shima.mie.jp/kanko/re
po/repo02/

歴 滋賀県 比叡山延暦寺

比叡山延暦寺総務部
〒520-0116
滋賀県大津市坂本本町4220
TEL：077-578-0001(代表）
FAX：077-578-0678

比叡山に広大な寺域を持つ、天台宗の総本山。平成6年に世界文化遺産に登
録。奈良時代末期、最澄（767-822）が、比叡山に登り草庵を結んだのが始ま
り。数々の名僧を輩出し、「日本仏教の母山」とも呼ばれています。

http://www.hieizan.or.jp/

歴 滋賀県 彦根城

〒522-0061
滋賀県彦根市金亀町1-1
TEL：0749-22-2742（彦根城管理事務所）
FAX：0749-22-2905

姫路城などとともに天下の名城の一つに数えられ、国宝の天守を持つ彦根城
は、井伊直継（なおつぐ）・直孝（なおたか）によって約20年の歳月をかけて建
設され、元和8年（1622）に完成しました。佐和山城・安土城・長浜城・大津城の
石垣や用材が使われました。月明かりに浮かぶ彦根城は美しく、琵琶湖八景
の1つに数えられています。明治時代の廃城令や戦火を免れた彦根城の勇壮
な姿を、城内散策で眺められます

http://www.hikoneshi.com/jp/castle/

歴 堺市 堺市博物館

〒590-0802
堺区百舌鳥夕雲町2丁
(大仙公園内)
TEL：072-245-6201（学芸課）
FAX：072-245-6263

堺の歴史を一目瞭然に知ることのできる博物館です。堺を中心とした歴史、美
術、考古、民俗、産業などの文化資料を調査、収集、保管。これらを活用した
展示、研究、情報提供を通して市民の生涯学習と、文化の向上発展に資する
ことを目的として、展示室・ギャラリーでの展示事業、視聴覚室・学習室・講義
室での講座の開催などを行っています。

http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/haku
butsukan/

歴 堺市
自転車博物館
サイクルセンター

〒590-0801
堺市堺区大仙中町18-2
TEL：072-243-3196

鉄砲鍛冶の知恵･技から生まれた堺の自転車産業の歴史がわかる日本唯一
の自転車博物館。世界最古の木製自転車から最新のオリンピック出場車まで
50台の展示は圧巻、触って遊びながら構造･仕組みが学べます。

http://www.sakai-
tcb.or.jp/spot/spot.php?id=81&bk=1

歴 堺市 仁徳天皇陵古墳 堺市堺区大仙町
クフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓、5世紀中ごろ築造とされ全長
約486mの日本最大の前方後円墳。百舌鳥耳原三陵の一つで、墳丘は3段に
築成され三重の濠がめぐり10基以上の陪塚があります。

http://www.sakai-
tcb.or.jp/spot/spot.php?id=126&bk=1
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歴 兵庫県 北野異人館街 兵庫県神戸市中央区北野町
明治から大正初期に建てられた異国の香りを漂わせる洋館が点在。
国の重要文化財に指定された「風見鶏の館」や「萌黄の館」など、17棟が公開
している。

http://www.ijinkan.net/

歴 兵庫県 神戸旧居留地 兵庫県神戸市中央区京町
1868（明治元年）年の神戸開港と同時に誕生した、貿易を行う外国人が住むこ
とを許された場所。明治から昭和初期に建てられた旧居留地38番館や商船三
井ビルなどのレトロなビルが当時の面影を伝える。

http://www.kobe-
kyoryuchi.com/index.htm

歴 兵庫県 姫路城

〒670-0012
兵庫県姫路市本町68番地
TEL：079-287-2013
FAX：079-287-2014

白漆喰壁と天守閣の優雅な姿から「白鷺城」の名で親しまれている。
ユネスコ世界文化遺産に登録（1993年）される日本で唯一の城。

http://www.city.himeji.lg.jp/guide/castl
e/

歴 兵庫県 辰鼓楼 兵庫県豊岡市出石町内町
出石城旧三の丸大手門の一角にある、明治4年建築の見張り櫓。その昔、毎
朝辰の刻（８時）を告げる太鼓を打ち鳴らしていた。出石のシンボル

http://www.izushi.co.jp/spmap/

歴 奈良県 東大寺

東大寺寺務所
〒630-8587
奈良市雑司町406-1
TEL：0742-22-5511
FAX：0742-22-0808

奈良を象徴する「奈良の大仏」や、南大門の「金剛力士立像」、法華堂、二月堂
等著名な国宝建造物が立ち並ぶ。世界遺産。

http://www.todaiji.or.jp/

歴 奈良県 興福寺

〒630-8213
奈良市登大路町48番地
TEL：0742-22-7755
FAX：0742-23-1971

五重塔、東金堂、北円堂等国宝建造物があり、藤原氏の氏寺として繁栄した。
近くの猿沢池から臨む五重塔は、水面にも映りこんで美しく、画家や写真家が
よく集まるスポットとなっている。五重塔が周囲の柳と一緒に水面に映る風景
はとても美しい。世界遺産。

http://www.kohfukuji.com/

歴 奈良県 奈良国立博物館

〒630-8213
奈良市登大路町50番地
TEL：050-5542-8600（NTTハローダイヤル）
FAX：0742-26-7218

仏教美術の保護と公開を目的として明治28年に開館。レンガ造りの旧本館
は、現在「なら仏像館」として使用されており、明治期の代表的な欧風建築とし
て国の重要文化財に指定されている。毎年秋に実施される「正倉院展」の会場
でもある。

http://www.narahaku.go.jp/

歴 奈良県 春日大社

〒630-8212
奈良市春日野町160
TEL：0742-22-7788
FAX：0742-27-2114

朱塗りのあでやかな社殿が立ち、古来より藤の名所としても有名。境内には宝
物殿もあり、数多くの国宝・重要文化財を収蔵、公開している。世界遺産。

http://www.kasugataisha.or.jp/

歴 奈良県 元興寺
〒630-8392
奈良市中院町11番地
TEL：0742-23-1377

日本最古の飛鳥寺が前身。奈良時代の官大寺僧坊遺構の極楽堂・禅室には
創建時の構造材や、飛鳥時代の瓦が今もなお使用されている。世界遺産。

http://www.gangoji.or.jp/
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歴 奈良県 薬師寺

〒630-8563
奈良県奈良市西ノ京町457
TEL：0742-33-6001
FAX：0742-33-6004

昭和後期の伽藍復興により金堂、西塔等が再建され、建立当時の華やかさを
伺い知ることができる。唯一の遺構である東塔は、白鳳時代の様式を現在にも
伝えている。世界遺産。

http://www.nara-
yakushiji.com/index.html

歴 奈良県 唐招提寺

〒630-8032
奈良市五条町13-46
TEL：0742-33-7900
FAX：0742-33-5266

聖武天皇に招かれた唐の高僧「鑑真和上」が奈良の地に建立した寺院。金堂
等の国宝の伽藍と、御影堂の鑑真和上像（日本最古の肖像彫刻）を有する。
世界遺産。

http://www.toshodaiji.jp/index.html

歴 奈良県 平城宮跡 奈良県奈良市佐紀町
平城京の広大な宮跡であり、当時の繁栄を伺い知ることができる。平成10年に
「朱雀門」が復元され、平成22年には「第一次大極殿 殿」、遣唐使船（平城京歴
史館に併設）が復元されている。世界遺産。

http://heijo-kyo.com/

歴 奈良県 法隆寺
〒635-0015
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内１の１
TEL：0745-75-2555

聖徳太子と推古天皇が建立したとされる世界最古の木造建築物。塔・金堂を
中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられ、飛鳥時代・白
鳳時代を始めとする様々な時代の建造物が立ち並ぶ。世界遺産。

http://www.horyuji.or.jp/index.htm

歴 奈良県 法起寺
〒630-0102
奈良県生駒郡斑鳩町大字岡本1873番地

聖徳太子の子、山背大兄王が建立したとされる。金堂と塔の位置が法隆寺と
逆になった法起寺式と呼ばれる配置をとっていた。現存する三重塔は、わが国
最古のもの。世界遺産。

http://www.horyuji.or.jp/hokiji.htm

歴 奈良県 奈良県立万葉文化館

〒634-0103
奈良県高市郡明日香村飛鳥10
TEL：0744-54-1850
FAX：0744-54-1852

万葉古代文化に関する研究や展示、図書・情報サービス機能を持ち、遺跡と
文化財が共存する総合文化施設。

http://www.manyo.jp/index.html

歴 和歌山県 高野山 和歌山県伊都郡高野町高野山 真言密教の聖地 http://www.koyasan.or.jp/

歴 和歌山県 熊野三山

和歌山県世界遺産協議会
（事務局：和歌山県世界遺産センター）
〒647-1731
和歌山県田辺市本宮町本宮100番地の1
TEL：0735-42-1044
FAX：0735-42-1560

熊野詣の目的地
http://www.sekaiisan-
wakayama.jp/know/sanzan.html

歴 和歌山県 和歌山城
〒640-8146
和歌山県和歌山市一番丁3
TEL：073-435-1044

徳川御三家紀州藩の居城
http://www.wakayamakanko.com/seein
g/history1.html
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歴 鳥取県 三徳山三佛寺

〒682-0132
鳥取県東伯郡三朝町三徳
TEL：0858-43-0431（三朝温泉観光協会）
TEL：0858-43-2666（三徳山三佛寺）

平安時代から続く山岳仏教の霊場。奥の院の国宝「投入堂」は断崖絶壁の上
に浮かぶかのように建っています。

http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?it
emid=1471

歴 鳥取県
妻木晩田遺跡（むきばんだいせ
き）

〒689-3324
鳥取県西伯郡大山町妻木1115-4
TEL：0859-37-4000（鳥取県立むきばんだ史
跡公園）
FAX：0859-37-4001

建物跡900以上、墳丘墓30基以上、鉄器が300以上出土している、約2000年前
の日本最大の弥生遺跡です。

http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx?m
enuid=1850

歴 島根県 松江城

松江城山公園管理事務所
〒690-0887
島根県松江市殿町1-5
TEL：0852-21-4030
FAX：0852-21-4211

松江開府の祖、堀尾吉晴が1607～1611年築城。山陰地方で唯一の現存する
天守閣。

http://www.matsue-
tourism.or.jp/m_castle/

歴 島根県 出雲大社
〒699-0701
島根県出雲市大社町杵築東195
TEL：0853-53-3100

伊勢神宮に並ぶ大社として全国的に有名。
大国主命を祀り縁結びの神様として知られている。広い境内には、高さ約24m
の日本最古の神社建築様式「大社造り」の国宝本殿ほか、多数の建物があ
る。
かつての本殿は現在よりもさらに高く、中古には16丈（48m）、上古には32丈
（約96m）であったと伝えられるが、平成12年から13年にかけて、出雲大社境内
遺跡から杉の大木3本を1組にし、直径が約3mにもなる巨大な柱が3ヶ所で発
見され、大きな注目を集めている。平成25年には平成の大遷宮の本殿遷座祭
が約60年振りに行われ、本殿が
美しく蘇った。平成の大遷宮は平成28年3月まで続く。

http://www.izumooyashiro.or.jp/

歴 島根県 島根県立古代出雲歴史博物館

〒699-070
島根県出雲市大社町杵築東99番地4
TEL：0853-53-8600
FAX：0853-53-5350

国宝となった荒神谷遺跡の銅剣や、同じく1か所からの出土数では全国一の加
茂岩倉遺跡の銅鐸39個（重要文化財）、そして幻とされてきた13世紀半ばのも
のと思われる出雲大社本殿の巨大柱等々が展示。金色に輝く200本以上の銅
剣の復元模型や、古代出雲大社本殿の5メートル近い10分の1模型なども展
示。

http://www.izm.ed.jp/

歴 島根県 世界遺産　石見銀山遺跡

石見銀山世界遺産センター
〒694-0305島根県大田市大森町イ1597-3
TEL:0854-89-0183
FAX:0854-89-0089

16～17世紀の約100年間には大量の銀が採掘され、戦国大名の軍資金や江
戸幕府の財源として使われた。また海外にも数多く輸出され、中国や朝鮮半島
などのアジア諸国とポルトガルやスペインなどのヨーロッパ諸国を交易で結ぶ
役割の一端を担った。17世紀前半の石見銀の産出量は年間約1万貫（約38t）
と推定され、世界の産出銀の約3分の1を占めていたといわれる日本銀のかな
りの部分を産出していたと考えられてる。
当時銀鉱石を採掘していた、横穴式坑道の「間歩」が一般公開されている。
2007年7月に世界遺産登録。

http://ginzan.city.ohda.lg.jp/

歴 岡山県
備中国分寺
（びっちゅうこくぶんじ）

〒719-1123
岡山県総社市上林1046
TEL：0866-92-1211（吉備路観光センター）

備中国分寺は，741年ごろ聖武天皇の発願によって諸国に建立された国分寺
の一つです。当時の境内は東西約160ｍ，南北約178ｍと推定されますが，建
物は南北朝時代に焼失したと伝えられ，全貌は明らかではない。しかし，南門
や中門など数多く残る礎石から創建当時の壮大さをしのぶことが出来る。現在
ある建物は江戸時代に再建されたもの。
境内にそびえる五重塔は，県内唯一の五重塔で，国の重要文化財に指定され
ています。

http://www.city.soja.okayama.jp/shouk
ou_kanko/kanko/kanko_miru/kokubunji.
html

歴 岡山県 特別史跡旧閑谷学校

保存会事務局
〒705-0036
岡山県備前市閑谷784
TEL：0869-67-1427
FAX：0869-67-1645

建物が現在も残っている中では、日本で最も古い庶民のための学校。国宝の
講堂をはじめ、聖廟や閑谷神社などほとんどの建造物が国の重要文化財に指
定されている。

http://shizutani.jp/shiseki/index.html
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歴 岡山県 鬼ノ城（きのじょう）
岡山県総社市黒尾1101-2
TEL：0866-99-8566（鬼城山ビジターセン
ター）

鬼ノ城は標高400ｍ～600ｍの吉備高原の南縁に位置する古代山城で、日本
の昔話「ももたろう」の原形といわれる伝説の一説の吉備津彦命の鬼退治の舞
台としても有名である。
鬼ノ城は鬼城山（きじょうざん）の８合目から９合目にかけて城壁が約2.8㎞にわ
たって鉢巻状に巡っている。城壁で囲まれた場内は約30ｈａ（東京ドームの約
6.4倍）に及ぶ広大なもので、水門や城内の出入口となる城門、建物跡などが
確認されている。城門の一つの「西門」が復元されており、当時の堅固な古代
山城の様子を目の当たりにすることができる。

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/ko
dai/kinojou-top.html

http://www.city.soja.okayama.jp/kanko
/kankochi/kinojo.jsp

歴 岡山県 矢掛本陣・脇本陣

〒719-1123
矢掛町矢掛3079
（事務局　矢掛本陣を守る会/やかげ郷土美
術館内）
TEL：0866-82-2110
FAX：0866-82-2164

江戸時代、参勤交代の頃、旧山陽道の第18番目の宿場町として栄えた矢掛町
には，昔ながらの本陣・脇本陣が今なお旧姿を残しており、全国で唯一、本陣・
脇本陣が対になって共に国の重要文化財に指定されている。

http://www.town.yakage.lg.jp/honjin/in
dex.html

歴 岡山県 本山寺
〒708-1536
岡山県久米郡美咲町定宗403番地
TEL：.0868-62-1050

美作地方最古の寺院といわれる霊場「本山寺」は、三重塔や本堂など国県の
重要文化財が集積している。

http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/s
izen/
hyakusen/hyakusen/096honnzannji.ht
ml

歴 岡山県
井山宝福寺
（いやまほうふくじ）

〒719-1154
岡山県総社市井尻野1968
TEL：0866-92-1211（吉備路観光センター）

1956年に世界平和会議で世界の文化功労者に選ばれている画聖・雪舟が幼
少時に修業し、そのときに涙でネズミの絵を描いたという伝説が残る井山宝福
寺は、多くの高僧を生み出しており、地方には珍しい大きな寺である。
山陽道筋の布教の拠点寺院として栄えた宝福寺だが、天正3年（1575）に起
こった備中兵乱によって、三重塔や般若院などわずかな建物を残すのみとな
り、以後しばらくの間は荒廃した。江戸時代に、岡山藩・浅尾藩などの力添えと
歴代住職の努力によって現在の姿に再興された。
境内には約2000本のカエデ等があり、秋には紅葉が美しく色付く。

http://www.city.soja.okayama.jp/kanko
/kankochi/sessyu_2.jsp

歴 岡山県
武蔵の里「五輪坊」
(武蔵資料館)

〒707-0415
岡山県美作市宮本９４
０８６８－７８－４６００
岡山県総社市上林1046
TEL：0866-92-0037

剣道を中心とするスポーツ合宿等の研修施設及び本地域の観光拠点の一つ
となっている五輪坊内の武蔵資料館には、武蔵の真筆、達磨頂相図のほか、
自作の小柄、頬当、瓢箪鯰図鍔などが展示してあり、剣聖武蔵の美術家として
の鋭い感性が光る逸品を見ることが出来る。
また、あのブルース・リーの愛読書として知られる五輪書等を展示している。
（剣聖宮本武蔵の生誕については、諸説あるが、1584年美作市宮本に生ま
れ、諸国を巡って剣の道一筋に錬磨し、生涯一度も勝負に負けたことがない。)

http://kanko.city.mimasaka.lg.jp/detail/
index_34.html

歴 岡山県 浅口市かもがた町家公園

〒719-0243
岡山県浅口市鴨方町鴨方240番地
TEL：0865-45-8040
FAX：0865-44-6089

県下最古の町家の保存とともに、運営を住民ボランティアが行い、官民の協力
による成功を収めている。約100人のボランティアが公園の清掃や案内、食堂
でのもてなし、文化事業などを担い、来園者に心地よく過ごしてもらえる公園づ
くりに努めている。

http://www.kcv.ne.jp/~machiya/index.h
tml

歴 岡山県 備中松山城
〒716-0004
高梁市内山下1
TEL：0866-22-1487

標高430mの臥牛山（がぎゅうざん）頂上に建つ天守は、国の重要文化財で、現
存天守を持つ山城としては最も高い所にあります。

http://www.city.takahashi.okayama.jp/s
oshiki/9/shiro4240131.html
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歴 岡山県 頼久寺庭園
〒716-0016
高梁市頼久寺町18
TEL：0866-22-3516

江戸時代初期、頼久寺を仮の館としていた小堀遠州（こぼりえんしゅう）が作庭
した名園です。愛宕山（あたごさん）を借景とした蓬莱式枯山水で、絶妙な配置
の石組や、大海波を表現するサツキの刈り込みなどが優れた美的景観を示し
ており、国の名勝に指定されています。

http://www.city.takahashi.okayama.jp/s
oshiki/9/raikyuuji4240131.html

歴 岡山県 吹屋ふるさと村
〒716-0016
高梁市成羽町吹屋
TEL：0866-29-2222

吹屋地区は、本山銅山（もとやまどうざん）で大量に産出する硫化鉄鉱からベ
ンガラの原料となるローハ（硫酸鉄）の生産に成功し、吹屋ベンガラによって飛
躍的な発展を遂げました。吹屋ふるさと村郷土館を中心とする町並みは、国の
重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。

http://www.city.takahashi.okayama.jp/s
oshiki/9/fukiya4240131.html

歴 広島市 広島平和記念資料館
〒730-0811
広島市中区中島町1-2
TEL：082-241-4004（総合受付）

被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料を収集・展示するとともに、広
島の被爆前後の歩みや、核時代の状況などについて紹介しています。（現在、
再整備中につき、一部ご覧いただけない展示があります。詳細は平和記念資
料館ホームページをご覧下さい。）

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/

歴 広島市 平和記念公園

〒730-0811
広島市中区中島町1
及び
〒730-0051
広島市中区大手町1-10

1945（昭和20）年8月6日、人類史上初めて投下された原子爆弾は、現在の平
和記念公園の頭上で炸裂しました。1949（昭和24）年８月６日の「広島平和記
念都市建設法」の制定にともない、この地区一帯は平和記念施設として整備さ
れることとなり、現在の平和記念公園に生まれかわりました。公園面積は約
122,100平方メートル（約37,000坪(つぼ)）。設計は、丹下健三(たんげけんぞう)
東大(とうだい)助教授(じょきょうじゅ)（当時）ほか３名の共同作品で、設計競技
による145点の中から入選したものです。

http://www.hiroshima-
navi.or.jp/sightseeing/shizen_koen/koe
n/4723.php

歴 山口県 萩
(社) 萩市観光協会
TEL：0838-25-1750

1604年に毛利輝元が萩城を築いて以来、260年間にわたって36万石の城下町
として栄えた萩市は日本有数の史跡都市。
重厚な武家屋敷、夏みかんがのぞく土塀やなまこ壁、鍵曲など、町並みには今
なお城下町の風情が色濃く残っています。

http://www.hagishi.com/

歴 山口県 瑠璃光寺五重塔
〒753-0081
山口県山口市香山町７−１
TEL：083-922-2409

応永6年(1399)の応永の乱で命を落とした大内義弘の菩提を弔うために、弟の
盛見が建立を計画、嘉吉２年(1442)に完成したといわれています。塔は方三
間、高さは31.2mで、大体和様式、屋根は桧皮葺です。室町時代中期における
すぐれた建築の一つであるとともに、大内文化の最高傑作であり、日本三名塔
の一つにも数えられています。明治36年に国宝に指定されました。

http://yamaguchi-
city.jp/details/aa_ruri_tou.html

歴 山口県 錦帯橋
山口県岩国市岩国1
TEL：0827-41-1477 （岩国市観光課）

延宝元年（1673）第三代岩国藩主吉川広嘉により創建されたもので、現在の橋
は四代目にあたります。
錦川の清流に架かる五連のアーチを描いた木橋で、長さ193.3ｍ幅5m。
木と木の組合せによって支えられ、巻金とかすがいが使われています。

http://www.iwakuni-kanko.jp/

歴 香川県 栗林公園

〒760-0073
香川県高松市栗林町1丁目20-16
TEL：087-833-7411（公園管理事務所）
FAX：087-833-7420

歴代藩主が百年の歳月をかけてつくりあげた花々に彩られる日本を代表する
回遊式大名庭園で、国の特別名勝に指定されている。
2009年3月にはミシュランガイドジャポンで最高評価の三ツ星認定されているほ
どの美しさ。

http://ritsuringarden.jp/

歴 香川県 屋島

屋島山上観光協会
〒761-0111
香川県高松市屋島東町1821
TEL：087-841-9443

瀬戸内海の眺望が抜群の源平の古戦場。屋根型の山上に屋島寺や、日本で
一番高いところにあり、イルカショーのみられる水族館がある。
屋島は瀬戸内海に突き出した巨大な溶岩台地であり、その名の通り，江戸時
代のはじめまで「島」であった。古代から備讃瀬戸の交通の要であり，軍事上
の要衝として重要な位置にあり、見晴らしは瀬戸内海国立公園隋一の景勝
地。

http://www.yashima-kanko.net/
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歴 香川県 琴弾公園の銭形砂絵
〒768-0062
香川県観音寺市有明町 琴弾公園内
TEL：0875-23-3933（商工観光課）

銭形の砂絵としては世界最大級であり、松林・夕焼けと見事な調和を楽しめ
る。

http://www.city.kanonji.kagawa.jp/sight
/zenigata.html

歴 香川県 高松城（玉藻城）

玉藻公園管理事務所
〒760-0030
高松市玉藻町2番1号
TEL：087-851-1521
FAX：087-823-6390

北側はそのまま海，残り三方は濠に海水を引き入れめぐらした日本三大水城
の一つ。天正18年（1590），讃岐に入封した豊臣秀吉の家臣・生駒親正公に
よって築城されて以来，生駒家四代54年，松平家八代228年の歴代藩主の居
城として栄えた。

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/k
aihatu/
kouen/ryokuchi/tamamo_park.html

歴 香川県 丸亀城
香川県丸亀市一番丁
TEL：0877-24-8816（市文化観光課）

天守閣は、全国に12しかない木造天守閣の１つ。美しい曲線を描く石垣は、日
本一の高さを誇る。

http://www.city.marugame.kagawa.jp/si
ghtseeing/spot/01.html

歴 香川県 中津万象園

〒763-0054
香川県丸亀市中津町25-1
TEL：0877-23-6326
FAX：0877-23-6379

丸亀藩京極家別館。近江八景になぞらえて、八つの島を配し、その島々を橋で
結んだ回遊式の大名庭園。

http://www.marugame.or.jp/shoukai/ba
nshou/index.html

歴 香川県 塩飽勤番所跡
〒763-0223
香川県丸亀市本島町泊78
TEL：0877-27-3540

塩飽全島は豊臣時代以後、人名と称する幕府の船方が共有する領地となり最
初は４人の年寄が交代で朱印状を保管し塩飽に関する一切の政務を取り扱っ
ていた。現在の建物は万治元年に改築されたものである。

http://www.city.marugame.lg.jp/sightse
eing/history/1_3.html

歴 香川県
丸亀市塩飽本島町
笠島伝統的建造物群保存地区

香川県丸亀市

島の北東端にある小さな港町で、塩飽諸島の中で最良のものとされ、中世以
来、塩飽水軍、塩飽廻船の根拠地として繁栄をした町である。狭い道路が網の
目のように走り２階建の町や形式の住宅が並び、落ち着いたたずまいの中に、
中世の城下町の面影をとどめている。

http://www.city.marugame.lg.jp/sightse
eing/spot/09/index.html

歴 高知県 県立坂本龍馬記念館

〒781-0262
高知県高知市浦戸城山830番地
ＴＥＬ：088-841-0001
FAX：088-841-0015

龍馬の生涯や人柄、業績を紹介するほか、数多くの「龍馬書簡」、暗殺現場に
あった「血痕付き屏風と掛軸」の複製、戦中八策を練った「藩船夕顔」の模型な
ど、龍馬や幕末に関する歴史資料も豊富。

http://www.ryoma-kinenkan.jp/

歴 高知県 高知城

高知城管理事務所
〒780-0850
高知市丸の内１丁目２番１号
ＴＥＬ：088-824-5701
FAX：088-824-9931

自然災害や明治維新による全国的な廃城の嵐、太平洋戦争など幾度となく
襲った危機を乗り越え、「南海道随一の名城」と呼ばれる優美な姿を残してい
ます。平成15年には、築城400年、再建から250年を数え、本物の城の持つ偉
容が訪れる人々を今日も歴史のロマンに誘っています。

http://kochipark.jp/kochijyo/

歴 福岡県 太宰府天満宮
〒818-0117
太宰府市宰府4-7-1
Tel:092-922-8225

学問の神様・菅原道真を祀った全国天満宮の総本山。本殿右横の「飛び梅」に
は道真公を慕って京から飛んできたという伝説があります。歴史館では道真公
の一生に触れることができます。

http://www.dazaifutenmangu.or.jp/
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歴 福岡県 宗像大社
〒811-3505
宗像市田島2331
Tel:0940-62-1311

日本最古の神社の一つである宗像大社は古代より道の神様として信仰が篤
く、航海安全、交通安全を祈願する参拝者が多い。又10月1日～3日(秋まつり)
の中で行われる「みあれ祭り」約四百隻の漁船が色とりどりの旗や織を飾り、
大島から神湊まで約1時間かけて海上神幸を行う全国的にも有名な神事の一
つとなっています。

http://www.munakata-taisha.or.jp/

歴 福岡県 旧伊藤伝右衛門邸
〒820-0066
福岡県飯塚市幸袋300番地
TEL/FAX：0948-22-9700

旧伊藤伝右衛門邸は明治期に建てられ、大正期・昭和初期に増築された近代
和風建築物として その粋を凝らした豪邸は、広大な庭園とともに歌人柳原白
蓮が日常起居した建物として飯塚市内に残る数少ない石炭遺産であるとともに
「炭鉱王　伊藤伝右衛門」の功績を伝える唯一の文化遺産です。

http://www.city.iizuka.lg.jp/jiman/kanko
/kanko/itoutei/meisyou.php

歴 福岡県 嘉穂劇場
〒820-0041
飯塚市飯塚5-23
Tel:0948-22-0266

手動回転式の廻り舞台・枡席など、江戸時代の歌舞伎様式を伝える芝居小
屋。国登録有形文化財。炭鉱産業華やかなりし頃の風情を残し、懐かしい手
書きの看板が古き良き時代を偲ばせる。

http://www.kahogekijyo.com/

歴 福岡県 秋月
〒838-0011
朝倉市秋月野鳥
Tel:0946-52-1428

筑前の小京都と呼ばれる静かな城下町。秋月城跡前の桜並木が非常に美し
く、城下町入口にかかる目鏡橋は、江戸時代のアーチ橋としては全国的にも珍
しい。御影石でつくられています。

http://www.city.asakura.lg.jp/www/top
page/0000000000000/APM03000.html

歴 福岡県 田川市石炭・歴史博物館
〒８２５－０００２
福岡県田川市伊田2735番地１
TEL：0947-44-5745

旧三井田川鉱業所伊田坑跡地に開館したもので、石炭の採掘や炭鉱労働者
の生活などを模型や実物資料によって解説。
平成23年（2011年）5月に世界記憶遺産に登録された山本作兵衛氏の炭坑記
録画及び記録文書の大半を所蔵し、その一部を展示している。

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/seki
tan/

歴 福岡市 聖福寺
福岡市博多区御供所町6-1
TEL：092-291-0775

禅宗の始祖、栄西禅師が建久6（1195）年に創建。日本最古の禅寺であり、国
指定史跡である。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/showcase
/theme/db_object_40.html

歴 福岡市 東長寺 福岡市博多区御供所町2-4
弘法大師が創建した真言宗の寺としては日本一古い霊場。重要文化財の木造
千手観音立像や日本一の木造大仏立像がある。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/showcase
/theme/db_object_42.html

歴 福岡市 承天寺 福岡市博多区博多駅前1-29-9
宋出身の貿易商、謝国明が仁治3（1242）年に創建、聖一国師が開山。「博多
祇園山笠」発祥の地とされる。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/showcase
/theme/db_object_39.html

歴 福岡市 「博多町家」ふるさと館

〒812-0039
福岡市博多区冷泉町６－１０
TEL：092-281-7761
FAX：092-281-7762

展示棟、町家棟、みやげ処で構成されており、明治から大正時代の博多の暮
らしを紹介する施設。 町家棟は、明治20年代前半に博多織元の住居兼織り場
として建てられた、町家を移築復元したもので、福岡市の指定文化財になって
いる。

http://www.hakatamachiya.com/
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歴 佐賀県 吉野ヶ里歴史公園
佐賀県神崎郡吉野ヶ里町
TEL：0952-55-9333
FAX：0952-55-9330

吉野ヶ里遺跡は、神埼市と吉野ヶ里町にまたがり、推定延長2.5kmの壕に囲ま
れた日本最大級の規模の弥生時代の環壕集落跡。

http://www.yoshinogari.jp/

歴 佐賀県 佐賀城本丸歴史館

〒840-0041
佐賀市城内2-18-1
TEL：0952-41-7550
FAX：0952-28-0220

佐賀市城内の県史跡佐賀城跡に、幕末期の佐賀城本丸御殿の一部を忠実に
復元し建てられた歴史博物館です。木造復元建物としては日本最大級の規模
を誇ります。

http://sagajou.jp/

歴 佐賀県 多久聖廟
佐賀県多久市多久町1843-3
TEL：0952-75-5112

儒学の祖である孔子を祀っており、宝永５（1708）年、儒学をはじめとする学問
を好む多久４代領主・多久茂文によって創建された。多久聖廟は、現存する孔
子廟としては日本で最も古いもののひとつ。

https://www.city.taku.lg.jp/main/288.ht
ml

歴 佐賀県 祐徳稲荷神社

〒849-1394
佐賀県鹿島市古枝
TEL：0954-62-2151（代表）
FAX：0954-62-2153

伏見稲荷と笠間稲荷とともに日本三大稲荷に数えられる神社。地
元では「祐徳さん」の愛称で親しまれている。

http://www.yutokusan.jp/

歴 佐賀県 佐賀県立名護屋城博物館

〒847-0401
佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3
TEL：0955-82-4905
FAX：0955-82-5664

文禄・慶長の役を侵略戦争と位置づけ、その反省のうえに立って、「日本列島
と朝鮮半島との交流史」をテーマに、原始から現代までの数千年の交流を示す
約220点の資料を常設展示室で展示し、今後の交流・友好の推進拠点になるこ
とを目指した博物館である。

http://www.pref.saga.lg.jp/web/nagoya.
html

歴 佐賀県 肥前浜宿
佐賀県鹿島市浜町
TEL：0954-62-3942（鹿島市観光協会）

浜川の河口につくられた在郷町で、古い街並みが残る地区。多良岳山系の良
質な水と佐賀平野の米に恵まれ、江戸時代より酒造りが盛んな地区で今でも
酒蔵が残るまちなみは通称「酒蔵通り」と呼ばれている。

http://kashima-
kankou.com/SPhamachiku.html

歴 長崎県 島原城
〒855-003
長崎県島原市城内１丁目1183-1
TEL：0957-62-4766(島原城天守閣事務所)

島原城は寛永元（1624）年、松倉豊後守重政が７年の歳月をかけて築いたもの
です。五層天守閣を中核に、大小の櫓を要所に配置した、安土桃山期の築城
様式を取り入れた壮麗な城でした。現在の島原城は昭和39（1964）年の建築
で、大正末の島原城絵や藩日記記録などを元に築城当時のように復元された
ものです。

http://www.shimabarajou.com/

歴 長崎県
長崎の教会群とキリスト教関連
遺産（世界遺産暫定一覧表に登
録済）

長崎県世界遺産登録推進課
TEL：095-894-3171

長崎におけるキリスト教の伝来と繁栄、激しい弾圧と250年もの潜伏、そして奇
跡の復活と、世界に類を見ない布教の歴史を物語る「長崎の教会群とキリスト
教関連遺産」は、平成19年1月、ユネスコの世界遺産暫定一覧表に登録されて
います。

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kan
ko-kyoiku-bunka/sekaiisan/kyokaigun/

歴 長崎県 長崎平和公園 〒852-8118 長崎県長崎市松山町9
原爆の悲劇を繰り返さないために、世界恒久平和を願ってつくられた公園に
て、記念モニュメントや原爆資料館などを見学できます。

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/k
ouen/heiwa/heiwatop.html
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歴 長崎県 大浦天主堂
〒850-0931
長崎市南山手町5-3

国宝に指定されている日本最古の木造教会を見学。日本におけるキリスト教
文化を学びます。

http://www.nagasaki-
tabinet.com/junrei/102/

歴 長崎県 出島
〒850-0862
長崎県長崎市出島町6-1
TEL:095-821-7200

鎖国時代の唯一の外国との窓口・出島にて、歴史的遺産の復元事業を見学で
きます。

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/d
ejima/

歴 長崎県 グラバー園

グラバー園管理事務所
〒850-0931
長崎県長崎市南山手町8番1号
TEL：095-822-8223
FAX：095-823-3359

日本最古の木造洋館などが立ち並ぶ幕末の外国人居留地にて、日本の近代
化の歴史や遺産保存事業を見学できます。

http://www.glover-garden.jp/

歴 大分県 二王座歴史の道
〒875-0043
大分県臼杵市二王座
TEL：0972-64-7130(臼杵市観光情報協会)

漆喰の壁と、重厚感のある瓦屋根の武家屋敷や、寺が多く建ち並び、江戸時
代から現在にいたるまでの長い歴史を今にとどめている。例年10月にこの界隈
で行われる、二万本の竹灯籠を使った「臼杵竹宵」は幻想の世界に人々を誘
う。

http://www.usuki-
kanko.com/?page_id=24/#anchor_nioza

歴 宮崎県 青島神社

〒889-2162
宮崎県宮崎市青島２丁目１３番１号
TEL：0985-65-1262
FAX：0985-65-1778

鬼の洗濯岩と呼ばれる波状岩に囲まれ、亜熱帯植物が茂る名勝の地・青島
は、「山幸彦・海幸彦」の伝説が残る日向神話のふるさと。その国の天然記念
物に指定される青島全域を境内地とする青島神社は、1200年以上の歴史を持
つといわれ、縁結び、安産、航海・交通安全の信仰を集める。

http://www9.ocn.ne.jp/~aosima/

歴 宮崎県 鵜戸神宮
宮崎県日南市大字宮浦3232番地
TEL：0987-29-1001
FAX：0987-29-1003

主祭神ウガヤフキアエズノミコト降誕の地とされ、縁結び・夫婦和合・子授け・
安産などの信仰を集める。海岸の断崖の海蝕洞の中に、朱塗りの色鮮やかな
本殿が鎮座し、規模、知名度ともに県南では屈指の優美な神社で、日本神話
に語られる「山幸彦・海幸彦」の伝説の舞台となった場所としても有名。

http://www.udojingu.com/

歴 宮崎県 飫肥城下町

〒889-2535
宮崎県日南市飫肥10丁目1番2号
TEL：0987-25-4533（代表）
FAX：0987-25-4533

飫肥は、天正16年(1588)から明治初期までの280年間飫肥藩・伊東氏5万1千
石の城下町として栄えた町で、武家屋敷を象徴する門構え、風情ある石垣、漆
喰塀が残る町並みは、昭和52年に重要伝統的建造物群保存地区に選定され
ている。
2009年4月から始まった飫肥城下町「食べあるき・町あるき」は、商品引換券・
観光施設入場券付きマップを販売し、城下町を散策しながら地元の美味しい食
べものや手造りの商品等と引き替え、飫肥の味や買い物を楽しんでいただくと
いうもので、訪れる観光客に好評を博している。

http://obijyo.com/

歴 鹿児島県 知覧武家屋敷庭園
鹿児島県南九州市知覧町郡6198
TEL：0993-58-7878

母ヶ岳の優雅な姿を取り入れて、麓一帯を庭園化した美しい町並みで、古来
「薩摩の小京都」とたたえられている。武家屋敷群の18.6ｈａが昭和56年に国の
「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、７庭園は国の「名勝」に指定さ
れた。県内では鹿児島市の仙巌園（磯庭園）に続いて２番目の指定となった。
また７庭園のうち、森氏庭園は築山泉水式庭園で、他の６庭園は枯山水式庭
園。

http://www.chiran-bukeyashiki.jp/
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歴 鹿児島県 霧島神宮

〒899-4201
鹿児島県霧島市霧島田口2608-5
TEL：0993-23-3900
FAX：0993-23-4764

南九州最大の神社で，祭神は，ニニギノミコト。創建は６世紀。立派な朱塗り社
殿は18世紀に21代当主島津吉貴が寄進したもので，国の重要文化財。

http://www.kirishimajingu.or.jp/index.ht
ml

歴 沖縄県 首里城公園

首里城公園管理センター
〒903-0815
沖縄県那覇市首里金城町1-2
TEL：098-886-2020
FAX：098-886-2022 / 098-886-2919

琉球王国時代に王府が置かれた首里城を復元し、世界文化遺産に指定され
た。

http://oki-park.jp/shurijo-park/

歴 沖縄県 今帰仁城跡

今帰仁村役場
〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
TEL：0980-56-2101（代表）

今帰仁城は、琉球が中山に統一される前の「三山鼎立時代」には山北（北山）
王の居城でした。城壁が美しく、沖縄屈指の名城として知られる。

http://www.nakijin.jp/

歴 沖縄県 中城城跡

中城城跡共同管理協議会
〒901-2314
沖縄県中頭郡北中城村字大城503番地
TEL：098-935-5719
※管理協議会は、中城村と北中城村で運営し
ています。

さきの第二次大戦の戦禍をまぬがれ、県内でもっとも原型をとどめていることで
有名な城跡です。規模、眺望ともにすばらしい観光名所となっている。

http://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/sit
e/view/
contview.jsp?cateid=6&id=113&page=1
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