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(6) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域 

その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況 

 1) 指定文化財等 

対象事業実施区域の文化財保護法等による建造物、史跡、名勝、天然記念物等の文化財の

分布状況を図 4-2-2-8 及び表 4-2-2-14 に示す。 

また、対象事業実施区域を含む周辺市町村の埋蔵文化財包蔵地の状況を表 4-2-2-15 に示

す。 

 

表 4-2-2-14(1) 対象事業実施区域の文化財一覧（建造物、史跡、名勝、天然記念物） 

№ 地域 種別 名称 所在地 指定年月日

a-1 
上野原市 

建造物 市指定 安寺沢の郷倉 秋山 802 S61.10.1 

a-2 天然記念物 市指定 降谷沢のサクラ 秋山 6210-2 H8.12.3 

b-1 

大月市 

建造物 

国登録 旧今井医院 初狩町中初狩 221 H11.3.12 

b-2 
市指定 

大倉山諏訪神社本殿 猿橋町朝日小沢 595 S56.8.8 

b-3 下真木諏訪神社本殿 大月町真木 1842 S49.8.8 

b-4 史跡 市指定 聖護院道興歌碑 初狩町下初狩字 280 S44.8.8 

b-5 天然記念物 県指定 笹子峠の矢立のスギ 
笹子町大字黒野田字 

笹子 1924-1 
S35.11.7 

c-1 

都留市 

建造物 

国登録 
旧明治医院 古川渡 567 H10.7.23 

c-2 駒橋発電所落合水路橋 古川渡字落合 H9.9.3 

c-3 県指定 旧尾県学校校舎 小形山 1564-1 S50.3.17 

c-4 市指定 諏訪神社本殿 都留市川茂 153 H10.8.12 

c-5 
天然記念物 市指定 

八王子神社のイチョウ 古川渡 891 H5.1.18 

c-6 稲村神社のエノキ 小形山 1565 H2.3.28 

d-1 

笛吹市 

建造物 

国登録 屋敷入沢第七号石堰堤 御坂町大字上黒駒字屋敷入 H21.8.7 

d-2 

市指定 

石橋八幡神社本殿 境川町石橋 2096 H16.10.12 

d-3 福光園寺鐘楼門 御坂町大野寺 2019-2 H16.10.12 

d-4 灯篭 御坂町大野寺 2019-2 H16.10.12 

d-5 薬師堂 附木造薬師如来坐像 八代町永井 1543 H16.10.12 

d-6 岡八幡神社の石造明神鳥居 八代町岡 1250 H16.10.12 

d-7 梅の木石幢 八代町竹居 2056 H16.10.12 

d-8 定林寺山門 八代町南 747 H16.10.12 

d-9 本光寺山門 八代町米倉 872 H16.10.12 

d-10 荻野家住宅 御坂町大野寺 1474 H16.10.12 

d-11 

史跡 

県指定 
岡・銚子塚古墳 八代町岡 2223-1 S63.5.12 

d-12 竜塚古墳 八代町米倉 2086-5 外 H16.5.6 

d-13 
市指定 

盃塚古墳 八代町岡 2195 H16.10.12 

d-14 地蔵塚古墳 八代町南 404 H16.10.12 

d-15 

天然記念物 

県指定 
宗源寺のヒダリマキカヤ 境川町藤垈 4771 S45.10.26 

d-16 称願寺のサクラ 御坂町上黒駒 2969 S63.11.16 

d-17 

市指定 

小山若宮神社の大ナラ 境川町小山 1027 H16.10.12 

d-18 小山若宮神社のシラカシ 境川町小山 1027 H16.10.12 

d-19 高家熊野神社社叢のカシ群 八代町高家 2355 H16.10.12 

d-20 楞厳寺のカヤ 八代町竹居 796 H16.10.12 

d-21 広済寺のヒイラギ 八代町奈良原 373 H16.10.12 

d-22 二子塚のサワラ 八代町南 556-1 H16.10.12 

d-23 定林寺のカヤ 八代町南 747 H16.10.12 

d-24 花鳥山一本杉 八代町竹居・御坂町竹居 H16.10.12 

d-25 小山のタラヨウ 境川町小山 684 H16.10.12 

d-26 小山神主のキンモクセイ 境川町小山 1163 H16.10.12 

d-27 森の上のヒイラギ一本 八代町南 344 H16.10.12 

－ 大口山のモウセンゴケ群生地 八代町竹居 H16.10.12 

－ ハコネサンショウウオ棲息地 境川町藤垈 H16.10.12 
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表 4-2-2-14(2) 対象事業実施区域の文化財一覧（建造物、史跡、名勝、天然記念物） 

№ 地域 種別 名称 所在地 指定年月日

e-1 

甲府市 

建造物 国指定 
高室家住宅 主屋、離れ、長屋門、文
庫蔵、新蔵、前蔵 

高室町字金山 754-1 H22.12.24 

e-2 史跡 国指定 銚子塚古墳附丸山塚古墳 下曽根 923 S5.2.28 
e-3 

天然記念物 
県指定 

慈恩寺のフジ 大津町 1322 S62.1.21 
e-4 兄川から出土したナウマン象等の化石 下曽根町 923 H7.6.22 
e-5 

市指定 
下今井のヒイラギ 下今井町 745 S42.11.14 

e-6 西下条のシダレイチョウ 西下条町 734 S42.4.11 
f-1 

中央市 

建造物 国登録 旧小井川郵便局 布施 2051 H10.12.25 
f-2 

建造物 
県指定 穂見八幡神社本殿 布施 2034 S40.5.13 

f-3 
市指定 

八幡大神社本殿附棟札 西花輪 3976 S63.2.9 
f-4 諏訪神社本殿 中央市東花輪 700 S63.2.9 
g-1 

南アルプ
ス市 

建造物 

国指定 安藤家住宅 西南湖 4302 S51.5.20 
g-2 国登録 松寿軒長崎 荊沢 319 H10.2.12 
g-3 県指定 法善寺鐘楼付梵鐘 加賀美 3509 S54.12.28 
g-4 市指定 江原浅間神社本殿 江原 1302 S44.11.13 
g-5 

史跡 

県指定 古長禅寺 鮎沢 505 S35.11.7 
g-6 

市指定 

加賀美遠光館跡 加賀美 3509 S46.1.28 
g-7 遠光・光朝及び夫人の墓 秋山 567 S42.10.1 
g-8 秋山光朝貞館跡 秋山 603 S44.11.13 
g-9 奈胡十郎義行の墓 東南湖 110 S42.10.1 
g-10 広瀬中庵の墓 藤田 304 S46.1.28 
g-11 五味国鼎の墓 藤田 410 S46.1.28 
g-12 五味可都里の墓跡 藤田 410 S46.1.28 
g-13 辻嵐外の墓 落合 150 S49.1.29 
g-14 

天然記念物 

国指定 古長禅寺のビャクシン 鮎沢 505 S29.6.21 
g-15 県指定 鏡中条のゴヨウマツ 鏡中条 461 S45.10.26 
g-16 

市指定 

鮎沢の御崎ビャクシン 鮎沢 754 S49.1.29 
g-17 法善寺のサルスベリ一樹 加賀美 3509 S62.7.1 
g-18 不動寺の菩提樹 古市場 180 S44.11.13 
g-19 清水八幡の夫婦ケヤキ 清水 92 S42.10.1 
g-20 安藤家の避雷針の松 西南湖 4302 S44.11.13 
g-21 成妙寺の松 落合 150 S49.1.29 
g-22 秋山の多羅葉樹 秋山 596 S42.10.1 
h-1 

富士川町 

建造物 

県指定 旧舂米学校校舎 最勝寺 20 S50.3.17 
h-2 

町指定 

最勝寺歴代五輪塔群 最勝寺 2016 S56.2.12 
h-3 南明寺四脚門 小林 2247 S59.3.27 
h-4 明王寺四脚門 舂米 2 S47.7.14 
h-5 木造聖観音立像（観音堂付き） 最勝寺 2016 S56.2.12 
h-6 旧源空寺の六地蔵石造 舂米 源空寺跡 S57.3.30 
h-7 十谷村七面堂 十谷区桜畑 S57.3.1 

h-8 
史跡 町指定 

一条忠頼の墓 川久保上 S56.2.12 

h-9 権現堂遺跡 舂米 権現堂山 S60.5.31 

h-10 
天然記念物 

県指定 柳川のイヌガヤ群 富士川町柳川 2037 H6.6.27 

h-11 町指定 最勝寺四季ザクラ 最勝寺 2016 S47.7.14 

i-1 早川町 天然記念物 国指定 新倉の糸魚川－静岡構造線 新倉字明川2913内1 H13.8.13 
資料：①国、県指定文化財について 

「山梨県の文化財」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ） 
②市町村指定について 
「上野原市の市指定文化財」（平成 25 年 6 月現在、上野原市ホームページ） 
「道志村指定文化財」（平成 15 年 7 月、道志村教育委員会） 
「文化財保護法による指定物件一覧」（平成 25 年 6 月現在、大月市ホームページ） 
「市内文化財一覧」（平成 25 年 6 月現在、都留市ホームページ） 
「笛吹市文化財ガイドマップ」（笛吹市教育委員会社会教育課） 
「甲府市内の文化財一覧」（平成 25 年 6 月現在、甲府市ホームページ） 
「昭和町歴史・文化財」（平成 25 年 6 月現在、昭和町ホームページ） 
「中央市文化財ガイド」（平成 20 年 3 月、中央市教育委員会） 
「歴史・文化財」（平成 25 年 6 月現在、中央市ホームページ） 
「市指定文化財」（平成 25 年 6 月現在、南アルプス市ホームページ） 
「文化財一覧表」（平成 25 年 6 月現在、富士川町ホームページ） 
「はやかわ文化財マップ」（早川町教育委員会） 
「早川町観光案内」（平成 25 年 6 月現在、早川町ホームページ） 

③国登録文化財について 
「国指定文化財データベース」（平成 25 年 6 月現在、文化庁ホームページ） 
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表 4-2-2-15 埋蔵文化財包蔵地 

（単位：箇所）                  

地域 遺跡数 

上野原市 163 

道志村 20 

大月市 171 

都留市 102 

笛吹市 1,183 

甲府市 約 500 

昭和町 40 

中央市 134 

南アルプス市 477 

富士川町 36 

早川町 19 
       資料：上野原市埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、上野原市教育委員会） 

          道志村埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、道志村教育委員会） 

          「大月市埋蔵文化財包蔵地一覧」（平成 25 年 6 月現在、大月市ホームページ） 

          都留市埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、都留市教育委員会） 

          笛吹市埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、笛吹市教育委員会） 

          甲府市埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、甲府市教育委員会） 

          昭和町埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、昭和町教育委員会） 

          中央市埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、中央市教育委員会） 

          南アルプス市埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、南アルプス市教育委員会） 

          富士川町埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、富士川町教育委員会） 

          早川町埋蔵文化財包蔵地；（平成 25 年 6 月現在、早川町教育委員会） 
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図 4-2-2-8(3) 
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 2) 都市における自然環境の保全、風致地区の指定 

 ア．都市における自然環境の保全 

山梨県では、都市計画法に基づき、良好な自然的景観を維持するために風致地区を指定

しており、樹林地、水辺等の自然的要素に富んだ土地、歴史的な意義のある地域周辺等を

指定している。 

山梨県内では、甲府市、上野原市、身延町、忍野村の 4 市町村で全 10 地区 2,032.2ha

が指定されている。対象事業実施区域及びその周囲の風致地区の指定状況は、図 4-2-2-9

及び表 4-2-2-16 に示すとおりであり、上野原市の 1 地区が指定されている。 

 

表 4-2-2-16 風致地区の指定状況 

（平成 24 年 3 月末現在） 

地域 名 称 面積（ha） 最終決定年月日 

上野原市 島田 427.00 S61.5.22 

資料：「都市緑化データベース」（平成 25 年 6 月現在、国土交通省都市・地域整備局ホームページ） 
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図 4-2-2-9(1) 
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図 4-2-2-9(2) 
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図 4-2-2-8(3) 
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