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第６回自然環境保全基礎調査
「巨樹・巨木林フォローアップ調査」について

（富士吉田市政記者クラブにて同時発表）

平成１３年１０月 ４日（木）

自然環境局生物多様性センター

センター長 笹岡 達男

自然保護専門員 堀内 直

403 0005〒 －

5597 1山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 -

Tel 0555 72-6033： －

環境省自然環境局生物多様性センター（山梨県富士吉田市）は、第６回自然環境保全

基礎調査（緑の国勢調査）「巨樹・巨木林フォローアップ調査」の結果をとりまとめた。

この調査は、１９８８年（昭和６３年）に初めて実施された「巨樹・巨木林調査」で報告され

た巨木の現況及び前回調査以降新たに確認された巨木の現況を把握するために、２０００

年（平成１２年）に全国の市町村及び全国巨樹・巨木林の会（会長 伊藤秀三長崎大学名

誉教授）の会員に協力を呼びかけて行ったもの。

調査対象は、原則として地上から１．３ｍの高さでの幹周りが３ｍ以上の木とし、幹周り３

ｍ以上に育ちにくい樹種（ツバキ、マユミなど）については、３ｍ未満でも調査対象とした。

調査の結果、１，６６１市町村（回答率５１％）と全国巨樹・巨木林の会会員などから回答

があり、１０，３６７本の巨木が新たに報告される一方、枯死・伐採等により失われた巨木が

１，６６０本報告され、調査対象となった巨木は全国で６４，４７９本となった（前回調査で確

認された巨木は５５，７９８本）。

今回の調査では、前回調査では報告の少なかった山岳部・離島から数多くの報告があ

り、エノキ（徳島県一宇村）、スダジイ（東京都御蔵島村）等の樹種で国内最大級の巨木が

確認されたが、なお未発見の巨木が多数存在することも推定されている。また、前回調査と

同様に、その所有形態、信仰等、名称等から人との関わりの中で残ってきた巨木が多いこ

とが示された。

環境省は、地域づくりや環境教育との連携並びに各種事業計画へのデータ活用などを

通した巨木の保全・活用方策の推進に資するために、年内に調査結果を報告書として公表

し、その概要をまとめた小冊子を調査協力者等に配布する予定。

１．調査概要

「巨樹・巨木林フォローアップ調査」は、国内の巨木（原則として地上から１．３ｍの高さでの

幹周りが３ｍ以上の木）の現況を把握し、自然環境保全施策に資することを目的に実施した。

第４回自然環境保全基礎調査巨樹・巨木林調査として昭和６３年度に初めて実施して以来、

今回が前回調査のフォローアップとして２回目の調査となる。前回の調査では、全国で５５，７

９８本の巨木が確認されていた。

２．調査年度

平成１１、１２年度
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３．調査方法

（１）実施方法

調査は、全国の市町村及び全国巨樹・巨木林の会（会長：伊藤秀三 長崎大学名誉教授）

会員に調査票と調査マニュアルを送付し、調査協力を依頼した。

（２）調査対象

①基本的には、地上から約１．３ｍの高さでの幹周（囲）が３ｍ以上の樹木。

②幹周３ｍ以上に生長しにくい樹種（ツバキ、マユミ等）については、幹周３ｍ未満でも調査対

象とした。

（３）調査内容

①追跡調査 前回の調査で確認された巨木を対象に実施

②新規調査 前回の調査以降新たに確認された巨木を対象に実施

（４）調査項目

①追跡調査 健全度（枯死情報含む）、幹周、巨木の所在地（住所）等

②新規調査

○基礎的項目 ア．単木・並木・樹林の別、イ．独特の呼称・名称の有無

ウ．位置、エ．林内の巨木本数、オ．所有者（管理者）

カ．測定値（樹種名、幹周、樹高、枝張、株立状況）

キ．樹齢、ク．健全度、ケ．欠損の状況、コ．計測位置

○保護の項目 ア．保護制度指定状況、イ．解説板等の有無

○生態的項目 ア．周囲の状況、イ．根元の状況、

ウ．動物生息の有無、エ．着生植物等の状況、

○人文的項目 ア．信仰対象の有無、イ．故事・伝承の有無、

ウ．直接利用状況、エ．視認性、

○その他の項目 ア．特記事項（保護対策事例等）

４．調査結果

（１）市町村回答状況

調査協力を依頼した３，２５２市町村の内、１，６６１市町村から回答を得た（回答率５１％）。

（２）巨木本数

前回調査本数 ５５，７９８本

（追跡調査本数） （２８，５７６本）

枯死等 －１，６６０本

重複 －６本

幹周未記入＊ －２０本

小 計 ５４，１１２本

新規調査本数 １０，３６７本

合 計 ６４，４７９本

＊：追跡調査の結果、幹周が調査対象基準（３ｍ）以下であったため、幹周を未記入で調査票

を返送してきたもの。

（３）枯死・伐採・消失

枯死等１，６６０本の内訳は、枯死 ９２７本、伐採 ５４０本、消失 １９３本であった。樹種

別にみると、スギ（３１３本）、ケヤキ（３０１本）、マツ（２２６本）の順で多かった。枯死の原因は、

２９７本について回答があり、主な原因は、台風・強風（１９８本）、病虫害（５５本）であった。
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（４）枯死した主な巨木

枯死した巨木の内、前回調査の樹種別巨木リスト中で最上位のものは次のとおりであった。

呼称（所在地） 樹種名 幹周（当時） 枯死等の時期・原因

－（岡山県有漢町） エノキ ８６０ｃｍ 時期・原因とも不明
う か ん ち ょ う

－（熊本県鹿北町） イチイガシ ９８０ｃｍ 時期不明・台風による倒木
か ほ く ま ち

－（和歌山県高野町） ツガ ６７３ｃｍ １９９３年当該木らしき切株

確認

利賀のトチノキ（富山県利賀村） トチノキ ９６０ｃｍ １９９８年枯死により伐採
と が む ら

岡の松（香川県志度町） クロマツ ９００ｃｍ １９９３年病虫害により枯死
し ど ち ょ う

－（北海道名寄市） ミズナラ ９１０ｃｍ 時期不明・枯死

－（岡山県鏡野町） ムクノキ ９５０ｃｍ 時期不明・倒伏

（５）多くの巨樹・巨木林が確認された地域ベスト５

都道府県 市 町 村

１ 東京都 ３，７９９本 １ 奥多摩町（東京都） ８９１本

２ 茨城県 ３，２７４本 ２ 御蔵島村（東京都） ６４９本

３ 千葉県 ２，６６２本 ３ 角館町（秋田県） ４４４本

４ 新潟県 ２，６２４本 ４ 熊本市 ３４８本

５ 静岡県 ２，３５４本 ５ 日光市 ３２７本

前回調査のベスト５市町村（日光市、静岡市、金沢市、水戸市、富士宮市）に比べ、今回の上

位３町村に代表されるように山間部、離島からの報告が増加したのが特徴である。

（６）今回新たに確認された国内最大級の巨木

樹種名 呼称（所在地） 幹 周

エノキ 赤羽根大師の大エノキ（徳島県一宇村） ８７０ｃｍ

カツラ 権現山の大カツラ（山形県最上町） ２，０００ｃｍ

スダシイ 御蔵島の大ジイ（東京都御蔵島村） １，３７９ｃｍ

ブナ ブナ日本一（秋田県角館町） ８６０ｃｍ

ミズナラ なし（秋田県角館町） １，１３０ｃｍ

（７）幹周３ｍ以上に生長しにくい樹種（ツバキ、マユミなど）についても４０７本が確認され、その

内２８４本は幹周３ｍ以上のものであった。

（８）巨木と人との関わり

巨木の所有者の約３／５（市町村から回答がなく更新されなかったデータを除いて算出）は社

寺であり、社寺林として多くの巨木が残されてきたことが示された。また、全体の１／４の巨木が

信仰等の対象となっており、約１／６の巨木が名称を、約１／２０の巨木が故事・伝承を有してい

ることから、人との関わりの中で残ってきた巨木が多いことが示された。

①巨木の所有者 社寺：５７％（２１，２６２本）、個人：２０％（７，３３５本）

②巨木に関する信仰・タブー・祭がある巨木 全体の２５％（１６，０８８本）

③名称のある巨木 全体の１６％（１０，２５９本）

④故事・伝承のある巨木 全体の６％（３，６２１本）

（９）巨木と地域振興

二戸市（岩手県）、最上地方（山形県）、奥多摩町（東京都）、御蔵島村（東京都）、一宇村（徳

島県）、対馬（長崎県）など全国各地で巨木を活かした地域づくりが行われている。



- 4 -

５．調査結果の公表

調査結果は、年内に報告書として公表し、その概要をまとめた小冊子を調査協力者等に配布

する予定。

６．問合せ先

環境省自然環境局生物多様性センター 自然保護専門員 堀内（TEL 0555(72)6033 ）

７．参考

（１）国内最大級の巨木写真（別紙参照）及び提供元

①名称：北金ヶ沢のイチョウ、所在地：青森県西津軽郡深浦町、幹周：２，２００ｃｍ、写真提供：

深浦町役場

②名称：赤羽根大師の大エノキ、所在地：徳島県美馬郡一宇村、幹周８７０ｃｍ、写真提供：一

宇村役場

③名称：権現山の大カツラ、所在地：山形県最上郡最上町、幹周：２，０００ｃｍ、写真提供：最

上町役場

④名称：御蔵島の大ジイ、所在地：東京都御蔵島村、樹種名：スダジイ、幹周：１，３７９ｃｍ、写

真提供：日野正幸氏

⑤名称：将軍杉、所在地：新潟県東蒲原郡三川村、幹周：１，９３１ｃｍ、写真提供：中原桂子氏

⑥名称：ブナ日本一、所在地：秋田県仙北郡角館町、幹周：８６０ｃｍ、写真提供：高橋 弘氏



都道府県 所在地* 樹種名 幹周 主幹** 独特の呼称 保護制度 新規

（cm） （cm） (A：国指定、B：都道府県指定、C：市町村指定） 確認

鹿児島県 姶良郡蒲生町八幡神社 ｸｽﾉｷ 2,422 蒲生の大楠 天然記念物等A
静岡県 熱海市来の宮神社 ｸｽﾉｷ 2,390 来の宮の大楠 天然記念物等A
沖縄県 島尻郡東風平町 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 2,350 無
青森県 西津軽郡深浦町北金ヶ沢字塩見形３５６北金ケ沢塩見形 ｲﾁｮｳ 2,200 北金ヶ沢のイチョウ 天然記念物等B
佐賀県 武雄市若木町大字川古７８４５-２川古の大楠公園 ｸｽﾉｷ 2,100 川古の大楠 天然記念物等Aその他制度BAその他制度CA
福岡県 築上郡築城町下本庄　大楠神社 ｸｽﾉｷ 2,100 大樟 天然記念物等A
佐賀県 武雄市武雄町大字武雄５３３４-２武雄神社 ｸｽﾉｷ 2,000 武雄の大楠 天然記念物等Cその他制度BAその他制度CA
山形県 最上郡最上町　 ｶﾂﾗ 2,000 権現山の大カツラ ○
福岡県 糟屋郡宇美町宇美　宇美八幡宮 ｸｽﾉｷ 2,000 蚊田の森 天然記念物等AB
沖縄県 島尻郡東風平町 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 1,990 無
大分県 大分市大字八幡柞原八幡宮 ｸｽﾉｷ 2,100 1,850 天然記念物等A
新潟県 東蒲原郡三川村岩谷 ｽｷﾞ 1,931 将軍杉 天然記念物等
沖縄県 島尻郡東風平町 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 1,800 無
高知県 須崎市大谷須賀神社 ｸｽﾉｷ 1,800 大谷のクスノキ 天然記念物等A自然公園C
福岡県 朝倉郡朝倉町恵蘇宿 ｸｽﾉｷ 1,800 隠家の森 天然記念物等A
鹿児島県 大島郡徳之島町 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 1,760 無 ○
鹿児島県 曽於郡志布志町山宮神社 ｸｽﾉｷ 1,710 志布志の大楠 天然記念物等A
三重県 飯南郡飯高町赤楠水屋神社 ｸｽﾉｷ 1,663 水屋の大クス 天然記念物等C自然公園C
山形県 最上郡真室川町高坂ダム入口近く ｶﾂﾗ 1,630 無 ○
鹿児島県 熊毛郡上屋久町高塚山 ｽｷﾞ 1,610 縄文杉 自然公園A
*天然記念物指定のものを除き、所有者が個人・法人・不明の場合にはその所在地の表示を限定した
**主幹とは株立ちの中で最大の幹の幹周を示す

全国最大級の巨木



樹種* 都道府県 所在地** 幹周 主幹*** 独特の呼称 保護指定制度 新規 備考
（cm） （cm） (A：国指定、B：都道府県指定、C：市町村指定） 確認

アコウ 長崎県 南松浦郡奈良尾町奈良尾郷３３４-２田中 1,200 あこう大樹 天然記念物等A ｱｺｳ
沖縄県 石垣市真女乙御嶽 1,200 無 ｵｵﾊﾞｱｺｳ
長崎県 福江市樫之浦 1,120 天然記念物等B ｱｺｳ
鹿児島県 指宿市信楽寺 1,100 無 ｱｺｳ
長崎県 北松浦郡小値賀町 1,020 無 ｱｺｳ
鹿児島県 熊毛郡屋久町平内 1,003 無 ｱｺｳ
鹿児島県 肝属郡根占町浦 1,000 天然記念物等C ｱｺｳ
高知県 土佐清水市 980 天然記念物等A自然公園A ｱｺｳ
鹿児島県 鹿児島郡十島村里村の神社 965 無 ｱｺｳ
長崎県 北松浦郡小値賀町 950 無 ｱｺｳ
宮崎県 宮崎市 950 その他制度CC ｱｺｳ
鹿児島県 鹿児島郡三島村竹島 950 無 ｱｺｳ

イチイ 岐阜県 大野郡荘川村惣則 795 天然記念物等B ｲﾁｲ
北海道 士別市西士別町 750 祖神の松 その他制度 ｲﾁｲ
長野県 長野市国見 700 国見のｲﾁｲ 天然記念物等C ｲﾁｲ
岐阜県 大野郡宮村ツメタ谷 690 ツメタのイチイ 天然記念物等C保安林･学術参考保護林等 ｲﾁｲ
長野県 上水内郡鬼無里村 650 天然記念物等B ｲﾁｲ
長野県 上水内郡戸隠村 645 無 ｲﾁｲ
長野県 上水内郡戸隠村 640 無 ｲﾁｲ
北海道 芦別市 620 黄金水松 その他制度BA ｲﾁｲ
長野県 佐久市白山神社 610 いぼ神様、むし歯神様 天然記念物等C ｲﾁｲ
山梨県 南巨摩郡早川町 590 七面山の大イチイ 天然記念物等B ｲﾁｲ

イチョウ 青森県 西津軽郡深浦町北金ヶ沢字塩見形３５６北金ケ沢塩見形 2,200 北金ケ沢のイチョウ 天然記念物等B ｲﾁｮｳ
青森県 青森市大字宮田字山下 1,470 宮田のイチョウー２ 天然記念物等 ｲﾁｮｳ
岩手県 久慈市門前１-１１１長泉寺 1,470 長泉寺の大公孫樹（おおいちょう） 天然記念物等A ｲﾁｮｳ
青森県 上北郡十和田湖町 1,450 法量のイチョウ 天然記念物等A ｲﾁｮｳ
神奈川県 厚木市下荻野１１１４日吉神社 1,432 その他制度CC ｲﾁｮｳ
青森県 上北郡百石町 1,410 根岸のイチョウ 天然記念物等B ｲﾁｮｳ
群馬県 新田郡尾島町浄蔵寺 1,400 浄蔵寺の大イチョウ 天然記念物等C ｲﾁｮｳ
岡山県 勝田郡奈義町高円 1,348 菩提寺の大イチョウ 天然記念物等A ｲﾁｮｳ
徳島県 板野郡上板町乳保神社 1,723 1,342 天然記念物等A ｲﾁｮｳ
長崎県 郡上対馬町大字琴６７６-１ 1,330 対馬琴のイチョウ 天然記念物等B ｲﾁｮｳ

エノキ 徳島県 美馬郡一宇村赤羽根大師 870 赤羽根大師の大エノキ 天然記念物等B ○ ｴﾉｷ
徳島県 三好郡池田町 790 山の神さんの榎 無 ○ ｴﾉｷ
鳥取県 西伯郡会見町 750 無 ｴﾉｷ
鳥取県 東伯郡泊村筒地 720 天然記念物等C ｴﾉｷ
熊本県 八代郡坂本村陣之内 700 無 ｴﾉｷ
茨城県 結城市小田林 680 無 ｴﾉｷ
徳島県 美馬郡一宇村 676 アジャリさん 無 ○ ｴﾉｷ
茨城県 東茨城郡御前山村中居 650 天然記念物等B ｴﾉｷ
高知県 高岡郡東津野村芳生野字寺峯甲２８５９芳生野寺下 650 無 ｴﾉｷ
福島県 郡山市湘南 640 浜路のエゾエノキ 無 ○ ｴｿﾞｴﾉｷ

カシ 大分県 大野郡清川村 1,200 天然記念物等Cその他制度BC ｲﾁｲｶﾞｼ

熊本県 玉名郡三加和町猿懸 853 上十町のイチイガシ 天然記念物等B ｲﾁｲｶﾞｼ
大分県 宇佐郡安心院町熊野神社 840 天然記念物等C ｲﾁｲｶﾞｼ

熊本県 上益城郡御船町長生 820 天然記念物等C ｲﾁｲｶﾞｼ
大分県 宇佐郡安心院町山蔵 815 天然記念物等Bその他制度CA ｲﾁｲｶﾞｼ
広島県 尾道市山波艮神社 800 天然記念物等B ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ
熊本県 球磨郡山江村 800 淡島さんのイチイガシ 天然記念物等C ｲﾁｲｶﾞｼ
京都府 北桑田郡京北町字田貫白山神社 790 無 ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ
島根県 簸川郡佐田町大字東村(受地地区)狭槌神社 785 無 ｱｶｶﾞｼ
広島県 廿日市市原 770 保安林・学術参考保護林等　自然公園A ｱｶｶﾞｼ

カツラ 山形県 最上郡最上町 2,000 権現山の大カツラ ○ ｶﾂﾗ

※単幹 山形県 最上郡真室川町高坂ダム入口近く 1,630 無 ○ ｶﾂﾗ

愛媛県 伊予三島市上猿田 1,500 天然記念物等B保安林･学術参考保護林等 ｶﾂﾗ

福井県 大野市下打波１３号１９番白山神社 1,390 白山神社のカツラ 天然記念物等B ｶﾂﾗ

高知県 土佐郡大川村 1,380 無 ｶﾂﾗ

新潟県 南魚沼郡塩沢町大字君沢８５１薬照寺 1,350 薬照寺の大カツラ 天然記念物等B ｶﾂﾗ

山形県 最上郡真室川町女甑山東側山麓 1,340 女甑山の大カツラ 自然公園C ○ ｶﾂﾗ

鳥取県 八頭郡河原町落河内 1,290 落河内のカツラ 天然記念物等B ｶﾂﾗ
山形県 最上郡金山町 1,250 金山川の大カツラ神室瀬のカツラ巨木群 自然公園B保安林･学術参考保護林等 ○ ｶﾂﾗ

山形県 最上郡真室川町女甑山東斜面 1,215 自然公園C ○ ｶﾂﾗ
カヤ 福島県 伊達郡桑折町万正寺 870 万正寺の大カヤ 天然記念物等 その他制度BC ｶﾔ

栃木県 足利市 820 天然記念物等C ｶﾔ

群馬県 勢多郡富士見村横室金沢賢 810 横室の大カヤ 天然記念物等A ｶﾔ
愛知県 名古屋市名古屋城 810 天然記念物等A ｶﾔ
岩手県 東磐井郡大東町猿沢 780 猿沢のホウキガヤ 天然記念物等B ｶﾔ

福島県 双葉郡楢葉町塩具 770 塩具の大カヤ 天然記念物等Cその他制度BC ｶﾔ

埼玉県 与野市鈴谷４丁目 760 大ｶﾔ 天然記念物等A ｶﾔ
福島県 田村郡船引町大字上移字町２０７ 740 長法寺のかやの木 天然記念物等C ｶﾔ
兵庫県 養父郡養父町 735 建屋のヒダリマキガヤ 天然記念物等A ｶﾔ
宮城県 栗原郡志波姫町沼崎曽根４３双林寺 730 無 ｶﾔ

クスノキ 鹿児島県 姶良郡蒲生町八幡神社 2,422 蒲生の大楠 天然記念物等A ｸｽﾉｷ
静岡県 熱海市来の宮神社 2,390 天然記念物等A ｸｽﾉｷ
福岡県 築上郡築城町下本庄 2,100 天然記念物等A ｸｽﾉｷ
佐賀県 武雄市若木町大字川古７８４５-２川古の大楠公園 2,100 川古の大楠 天然記念物等Aその他制度BAその他制度CA ｸｽﾉｷ
福岡県 粕屋郡宇美町宇美１-１-１宇美八幡宮 2,000 蚊田の森 天然記念物等AB ｸｽﾉｷ
佐賀県 武雄市武雄町大字武雄５３３４-２武雄神社 2,000 武雄の大楠 天然記念物等Cその他制度BAその他制度CA ｸｽﾉｷ
大分県 大分市大字八幡柞原八幡宮 2,100 1,850 天然記念物等A ｸｽﾉｷ
高知県 須崎市大谷須賀神社 1,800 大谷のクスノキ 天然記念物等A自然公園C ｸｽﾉｷ
福岡県 朝倉郡朝倉町恵蘇宿 1,800 隠家の森 天然記念物等A ｸｽﾉｷ
鹿児島県 曽於郡志布志町山宮神社 1,710 天然記念物等A ｸｽﾉｷ
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ケヤキ 山形県 東根市大字東根元東根本丸９２０６-１０東根小学校校庭 1,560 東根の大ケヤキ 天然記念物等 ｹﾔｷ
福島県 耶麻郡猪苗代町 1,540 天子のケヤキ その他制度BC ｹﾔｷ
山梨県 中巨摩郡若草町 1,472 三恵の大けやき 天然記念物等A ｹﾔｷ
長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２２８４ 1,245 芝宮のｹﾔｷ 天然記念物等B ｹﾔｷ
福島県 南会津郡下郷町 1,200 その他制度BC ｹﾔｷ
大阪府 豊能郡能勢町野間稲地 1,195 野間の大けやき（蟻無のケヤキ） 天然記念物等A ｹﾔｷ
山梨県 北巨摩郡須玉町根古屋 1,190 天然記念物等A ｹﾔｷ
福島県 会津若松市神指町大字高瀬字五百地 1,180 高瀬の大ケヤキ 天然記念物等Aその他制度BC ｹﾔｷ
長野県 上田市古安曽 1,173 無 ｹﾔｷ
茨城県 東茨城郡小川町下馬場 1,160 天然記念物等C自然環境保全地域B ｹﾔｷ

サクラ 佐賀県 伊万里市 1,140 明星桜 ○ ｻｸﾗ
鹿児島県 大口市奥十曽 1,099 保安林･学術参考保護林等 ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ
山形県 長井市 1,091 草岡のサクラ 天然記念物等C ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ
山梨県 北巨摩郡武川村山高２７７８番地 1,060 山高の神代桜 天然記念物等A ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ
岐阜県 本巣郡根尾村淡墨の桜 920 淡墨の桜 天然記念物等A ﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ
山形県 長井市 900 久保桜 天然記念物等A ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ
福島県 河沼郡柳津町大字細入字清水尻 900 細越の種蒔桜 その他制度BC ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ
山形県 鶴岡市馬場町 870 都市公園Cその他制度BA ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ
福島県 耶麻郡西会津町野沢字原町 860 化け桜 その他制度BC ｻﾄｻﾞｸﾗ
福島県 福島県伊達郡川俣町 1,386 858 常泉寺のｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ その他制度BC ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｱｽﾞﾏﾋｶﾞﾝ

サワラ 福島県 いわき市川前町上桶売字沢尻５-ロ 1,000 沢尻の大ヒノキ（サワラ） 天然記念物等A ｻﾜﾗ
岐阜県 大野郡朝日村甲 960 七本サワラ 天然記念物等B ｻﾜﾗ
長野県 伊那市吹上 800 天然記念物等B ｻﾜﾗ
長野県 下伊那郡上村馬老沢 740 無 ｻﾜﾗ
長野県 木曽郡三岳村6188 720 若宮のさわら 天然記念物等C ｻﾜﾗ
岩手県 遠野市上附馬牛１９-８１早池峰神社 690 無 ｻﾜﾗ
茨城県 久慈郡金砂郷村上宮河内西金砂神社 681 西金砂のサワラ 天然記念物等B ｻﾜﾗ
長野県 上伊那郡辰野町平出２３６２御陵塚（中村姓祝殿） 660 御陵塚のｻﾜﾗ 天然記念物等C ｻﾜﾗ
愛知県 東加茂郡足助町大字有洞字向洞２８薬師堂 650 天然記念物等C自然公園B ｻﾜﾗ
長野県 駒ヶ根市 600 無 ｻﾜﾗ

シイ 東京都 御蔵島村南郷 1,379 御蔵島の大ジイ　南郷巨樹の森 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
東京都 御蔵島村ボロ沢 1,220 ボロ沢巨樹の森 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
東京都 利島村 1,188 集水施設周辺の巨樹群 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
東京都 御蔵島村南郷 1,370 1,164 掘井戸のシイ南郷巨樹の森　　　 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
鳥取県 東伯郡東伯町宮場 1,140 伯耆の大椎 天然記念物等A ｽﾀﾞｼﾞｲ
島根県 八束郡八雲村志多備神社 1,140 天然記念物等C ｽﾀﾞｼﾞｲ
東京都 御蔵島村ウスナンゴ 1,120 うすなんご巨樹の森 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
東京都 三宅島村 1,060 坪田林道の巨樹群 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
東京都 三宅島村 1,040 坪田林道の巨樹群 自然公園A ○ ｽﾀﾞｼﾞｲ
宮城県 亘理郡亘理町 1,015 天然記念物等A ｼｲﾉｷ

スギ 新潟県 東蒲原郡三川村 1,931 将軍杉 天然記念物等 ｽｷﾞ
鹿児島県 熊毛郡上屋久町高塚山 1,610 縄文杉 自然公園A ｽｷﾞ
富山県 魚津市 1,560 洞杉 無 ○ ｽｷﾞ
千葉県 安房郡天津小湊町清澄 1,505 千年杉（清澄の大スギ） 天然記念物等 ｽｷﾞ
高知県 長岡郡大豊町八坂神社 2,560 1,500 日本一の大杉　　　　　　　　　　　 天然記念物等A自然公園C ｽｷﾞ
岐阜県 郡上郡白鳥町石徹白 1,400 天然記念物等自然公園A ｽｷﾞ
長野県 下伊那郡根羽村月瀬 1,379 月瀬の大杉 天然記念物等A ｽｷﾞ
岐阜県 恵那郡上矢作町大船山 1,360 弁慶杉 天然記念物等B保安林･学術参考保護林等その他制度BA ｽｷﾞ
鹿児島県 熊毛郡屋久町 1,350 紀元杉 自然公園A ｽｷﾞ
新潟県 糸魚川市白山社 1,330 杉之当の大スギ 天然記念物等B ｽｷﾞ
宮崎県 東臼杵郡椎葉村十根川 1,330 八村杉 天然記念物等A ｽｷﾞ

タブノキ 神奈川県 愛甲郡清川村 900 シバノ木 その他制度B ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
鹿児島県 川辺郡大浦町 890 無 ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
千葉県 香取郡山田町山ノ台 857 府馬の大クス 天然記念物等A ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
佐賀県 西松浦郡西有田町大木 850 狩場の椨 天然記念物等Cその他制度BA ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
茨城県 鹿島郡波崎町舎利 824 波崎の大タブ 天然記念物等B ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
京都府 中郡峰山町 810 無 ○ ﾀﾌﾞﾉｷ
東京都 西多摩郡奥多摩町古野附 807 古里附イヌグス 天然記念物等B ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
島根県 飯石郡三刀屋町高尾神社 785 無 ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
石川県 羽咋郡富来町大福寺　高瓜神社 780 天然記念物等C ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ
石川県 珠洲市宝立町柏原１５部日枝神社 760 無 ﾀﾌﾞﾉｷ,ｲﾇｸﾞｽ

ツガ 鹿児島県 熊毛郡屋久町屋久杉ランド 910 天然記念物等A自然公園A保安林･学術参考保護林等その他制度AA ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
鹿児島県 熊毛郡屋久町淀川流域 690 自然公園A ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
鹿児島県 熊毛郡屋久町淀川流域 627 天然記念物等A自然公園A保安林･学術参考保護林等 ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
鹿児島県 熊毛郡屋久町小揚子川流域 610 天然記念物等A自然公園A自然環境保全地域A ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ

富山県 東礪波郡平村天王山 600 無 ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
奈良県 吉野郡十津川村 600 無 ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
鹿児島県 熊毛郡屋久町淀川流域 590 自然公園A ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
熊本県 球磨郡水上村市房神社の参道 565 自然公園B ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
山梨県 東山梨郡勝沼町 530 天然記念物等C ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ
鹿児島県 熊毛郡屋久町淀川流域 520 自然公園A ﾂｶﾞ,ﾄｶﾞ

トチノキ 石川県 石川郡白峰村太田大道谷 1,300 太田の大栃 天然記念物等C ﾄﾁﾉｷ
長野県 下伊那郡上村 1,050 無 ﾄﾁﾉｷ
京都府 綾部市五泉町君尾山 1,040 オオトチ 保安林･学術参考保護林等 ﾄﾁﾉｷ
福井県 南条郡今庄町岩谷 1,000 無 ﾄﾁﾉｷ
兵庫県 美方郡美方町大谷１０４９小長辿 962 小長辿の大トチ 天然記念物等B ﾄﾁﾉｷ
石川県 石川郡吉野谷村雄谷上流部 950 自然公園A ﾄﾁﾉｷ
兵庫県 美方郡美方町新屋字西備１５５３ 920 栃の木群生地 天然記念物等C ﾄﾁﾉｷ
富山県 下新川郡朝日町大平 900 保安林･学術参考保護林等 ﾄﾁﾉｷ
長野県 木曽郡楢川村贄川 888 天然記念物等BC ﾄﾁﾉｷ
福井県 大野市巣原 870 トチの巨木 天然記念物等C保安林･学術参考保護林等 ○ ﾄﾁﾉｷ
長野県 木曽郡木曽福島町 870 出尻のﾄﾁﾉｷ 無 ﾄﾁﾉｷ

ニレ 神奈川県 海老名市本郷３８８１番地 750 有馬のハルニレ　なんじゃもんじゃ 天然記念物等B ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
岩手県 岩手郡西根町 670 無 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
岩手県 水沢市佐倉河字一本木 925 655 コブニレ 天然記念物等C ｺﾌﾞﾆﾚ
北海道 桧山郡上ノ国町小森 620 無 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
栃木県 日光市西ノ湖北西 610 自然公園A保安林･学術参考保護林等 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
北海道 十勝郡浦幌町厚内 600 無 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
宮城県 加美郡色麻町 590 無 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
群馬県 甘楽郡妙義町 590 自然公園B ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
岩手県 盛岡市手代森２１-２２-２法領神社 587 法領のタモ 天然記念物等C ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
北海道 旭川市東旭川南１条６丁目旭川下兵村記念館 575 神迎える楡 無 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ
栃木県 日光市 575 ﾊﾙﾆﾚ,ﾆﾚ



樹種* 都道府県 所在地** 幹周 主幹*** 独特の呼称 保護指定制度 新規 備考
（cm） （cm） (A：国指定、B：都道府県指定、C：市町村指定） 確認

ヒノキ 高知県 高知県高岡郡窪川町折合 990 折合の大ヒノキ 無 ﾋﾉｷ（単幹とみなす）

石川県 石川郡尾口村大汝国有林1021林班い小班 878 自然公園A保安林･学術参考保護林等 ○ ﾋﾉｷ
宮崎県 東臼杵郡椎葉村大久保 800 大久保ヒノキ 天然記念物等B ﾋﾉｷ
宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 782 祗園大ヒノキ 無 ○ ﾋﾉｷ
岡山県 上房郡賀陽町吉川 770 無 ﾋﾉｷ
山梨県 富士吉田市上吉田５５５８北口本宮富士浅間神社 765 天然記念物等C ﾋﾉｷ
岐阜県 恵那郡上矢作町上村恵那 754 笠木 保安林･学術参考保護林等 ﾋﾉｷ
福島県 岩瀬郡天栄村大字牧之内字竜生 710 観音堂のヒノキ その他制度BC ﾋﾉｷ
茨城県 那珂郡瓜連町静神社 700 無 ﾋﾉｷ
岐阜県 岐阜市 660 天然記念物等B ﾋﾉｷ

ブナ 秋田県 仙北郡角館町 860 ブナ日本一和賀山塊 自然公園Cその他制度 ○ ﾌﾞﾅ
青森県 南津軽郡浪岡町県民の森２５林班 830 保安林･学術参考保護林等その他制度B自然公園C ﾌﾞﾅ
秋田県 仙北郡田沢湖町 810 自然公園C保安林･学術参考保護林等 ○ ﾌﾞﾅ
青森県 南津軽郡浪岡町県民の森２６林班（梵珠山） 800 保安林･学術参考保護林等その他制度B自然公園C ﾌﾞﾅ
秋田県 仙北郡角館町小影山 662 自然公園C ○ ﾌﾞﾅ
静岡県 田方郡函南町桑原函南原生林 640 函南原生林 自然環境保全地域B ﾌﾞﾅ
山形県 最上郡戸沢村 635 自然公園C自然環境保全地域 ○ ﾌﾞﾅ
東京都 西多摩郡奥多摩町名栗沢 600 名栗沢のクロブナ 自然公園A ○ ｲﾇﾌﾞﾅ
東京都 西多摩郡奥多摩町 570 関東一のブナ 自然公園A ○ ｲﾇﾌﾞﾅ
山形県 最上郡真室川町男甑山西側斜面 560 男甑山の株立ブナ 自然公園C ○ ﾌﾞﾅ

ホルトノキ 静岡県 伊東市宇佐美峰熊野神社 640 御神木 無 ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
東京都 小笠原村母島 631 コブノキ 自然公園A保安林･学術参考保護林等 ｼﾏﾎﾙﾄﾉｷ
宮崎県 郡綾町竹野 630 竹野のホルトノキ 天然記念物等A ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
静岡県 賀茂郡河津町峰字枝川５３１番地地先神社 600 無 ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
静岡県 熱海市上野地 590 風致地区・緑地保全地区 ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
徳島県 阿南市長生町北内王子神社 582 天然記念物等B ﾎﾙﾄﾉｷ
佐賀県 三養基郡北茂安町 580 ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
静岡県 熱海市玄蕃屋敷 570 天然記念物等C風致地区・緑地保全地区 ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
愛媛県 宇摩郡土居町村山神社 570 天然記念物等C ﾎﾙﾄﾉｷ,ﾓｶﾞｼ
香川県 大川郡引田町　誉田神社 560 その他制度 ﾎﾙﾄﾉｷ

マツ 山形県 最上郡最上町東法田 770 山神様の大松 天然記念物等C ｱｶﾏﾂ,ﾒﾏﾂ
香川県 綾歌郡宇多津町円通寺 700 天然記念物等B ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ
青森県 青森市浅虫浅虫馬場山３０２林班 660 馬場山のアカマツ 無 ○ ｱｶﾏﾂ
新潟県 北蒲原郡黒川村下舘 660 黒川村の傘松 天然記念物等B ｱｶﾏﾂ,ﾒﾏﾂ
宮城県 本吉郡歌津町払川 650 紅葉ヶ岳の傘松 天然記念物等C ｱｶﾏﾂ,ﾒﾏﾂ
青森県 弘前市弘前公園三の丸 647 都市公園C ｱｶｸﾛﾏﾂ,ｱｲｸﾞﾛﾏﾂ
宮城県 本吉郡歌津町尾崎 630 尾崎の黒松 自然公園B保安林･学術参考保護林等 ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ
新潟県 佐渡郡畑野町丸山 610 無 ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ
広島県 安芸郡倉橋町才ノ木桂浜 610 白砂青松 自然公園A ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ
岩手県 下閉伊郡岩泉町 600 ｶﾗﾏﾂ
新潟県 両津市夷７ 600 村雨のマツ 天然記念物等B ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ
島根県 簸川郡大社町 600 千年松 ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ
山口県 萩市 600 無 ｸﾛﾏﾂ,ｵﾏﾂ

ミズナラ 秋田県 仙北郡角館町小影山北部 1,130 自然公園C ○ ﾐｽﾞﾅﾗ
長野県 下伊那郡清内路村 940 天然記念物等B ﾐｽﾞﾅﾗ
青森県 下北郡脇野沢村字田ノ頭館越山神社 939 無 ﾐｽﾞﾅﾗ
秋田県 仙北郡太田町 925 自然公園C ○ ﾐｽﾞﾅﾗ
長野県 下高井郡木島平村カヤノ平 770 山の神 無 ﾐｽﾞﾅﾗ
東京都 西多摩郡奥多摩町タワ尾根 751 金袋山のミズナラ 自然公園A ○ ﾐｽﾞﾅﾗ
秋田県 仙北郡太田町 730 自然公園C ○ ﾐｽﾞﾅﾗ
鳥取県 西伯郡大山町桝水一ノ沢 730 自然公園A保安林･学術参考保護林等 ﾐｽﾞﾅﾗ
岐阜県 大野郡宮村 710 無 ○ ﾐｽﾞﾅﾗ
長野県 下伊那郡清内路村 690 保安林･学術参考保護林等 ﾐｽﾞﾅﾗ

ムクノキ 兵庫県 佐用郡三日月町 990 三明の大ムク 天然記念物等B ﾑｸﾉｷ
三重県 安芸郡芸濃町椋本 950 椋本の大ムク 天然記念物等A ﾑｸﾉｷ
熊本県 熊本市和泉町七巻天神 900 風致地区・緑地保全地区 ○ ﾑｸﾉｷ
奈良県 五條市 850 二見の大ムク 天然記念物等A ﾑｸﾉｷ
大分県 宇佐郡安心院町 840 無 ﾑｸﾉｷ
奈良県 御所市 831 無 ﾑｸﾉｷ
鳥取県 西伯郡岸本町岸本神社 830 無 ﾑｸﾉｷ
島根県 邑智郡川本町大字木路原 830 無 ﾑｸﾉｷ
愛媛県 周桑郡丹原町観音堂 810 無 ○ ﾑｸﾉｷ
岡山県 英田郡英田町滝宮字北川１５３７-２ 805 横川のムクノキ 天然記念物等B ﾑｸﾉｷ

モミ 兵庫県 篠山市大山宮追手神社 780 無 ﾓﾐ
高知県 幡多郡西土佐村 780 新王様のモミの木 無 ﾓﾐ
群馬県 吾妻郡中之条町大字大道２４６囀石 761 囀石のモミ 天然記念物等C ﾓﾐ
宮崎県 東臼杵郡南郷村 690 自然環境保全地域B保安林･学術参考保護林等 ﾓﾐ
宮崎県 東臼杵郡南郷村 660 自然環境保全地域B保安林･学術参考保護林等 ﾓﾐ
栃木県 那須郡塩原町大綱 650 自然公園A保安林･学術参考保護林等 ｳﾗｼﾞﾛﾓﾐ,ﾀﾞｹﾓﾐ
徳島県 美馬郡一宇村白山神社 645 一宇蔭の大モミ 天然記念物等B ○ ﾓﾐ
群馬県 吾妻郡中之条町大字下沢渡１３７０-１伊賀野 633 伊賀野のモミ 天然記念物等B ﾓﾐ
岩手県 大船渡市宇津野沢 630 無 ﾓﾐ
熊本県 葦北郡芦北町大字市野瀬字城６５０ 630 阿蘇神社の神木 その他制度B ﾓﾐ

その他 沖縄県 島尻郡東風平町 2,350 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 島尻郡東風平町 1,990 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 島尻郡東風平町 1,800 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
鹿児島県 大島郡徳之島町 1,760 無 ○ ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 名護市字名護 1,362 ひんぷんがじゅまる 天然記念物等B ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 島尻郡東風平町 1,100 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 島尻郡東風平町 1,100 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 宮古郡伊良部町 1,085 ヤスルガジュマル 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
沖縄県 名護市字久志３６８-１久志観音堂 1,000 久志観音堂のガジュマル 無 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
兵庫県 赤穂郡上郡町苔縄６３７法雲寺 983 柏槙杉（ビャクシン） 天然記念物等B ｲﾌﾞｷ,ﾋﾞｬｸｼﾝ

カツラ 岩手県 裨貫郡大迫町稲荷神社 3,000 250 千本桂 天然記念物等C ○ ｶﾂﾗ
※株立ち 岩手県 釜石市栗林町１９-４１-２ 2,830 599 明神ｶﾂﾗ 天然記念物等C ｶﾂﾗ

岩手県 二戸郡一戸町一戸字小井田 2,130 235 小井田の千本桂 天然記念物等C ｶﾂﾗ
京都府 宇治市東笹取岩間寺境内 2,106 1,156 岩間寺のかつら その他制度 ○ ｶﾂﾗ
島根県 大原郡大東町日原神社 2,090 1,100 天然記念物等B ｶﾂﾗ
岩手県 稗貫郡大迫町山祇神社 2,050 335 山祇桂 無 ｶﾂﾗ
山形県 最上郡真室川町男甑山南西山麓 2,020 500 地蔵鞍の大カツラ 天然記念物等自然公園C ○ ｶﾂﾗ
岩手県 大船渡市 2,010 400 無 ｶﾂﾗ
岩手県 遠野市小友町３２-５０ 1,940 200 千本ｶﾂﾗ 天然記念物等C ｶﾂﾗ
兵庫県 朝来郡和田山町竹ノ内 1,920 200 こもろぎ　糸井の大カツラ　 天然記念物等A ｶﾂﾗ

*樹種は我が国の代表的な24種及びその他に集約したもので、樹種名は備考欄に記載
**天然記念物指定のものを除き、所有者が個人・法人・不明の場合にはその所在地の表示を限定した
***主幹とは株立ちの中で最大の幹の幹周を示す




