
道路沿いの案内板に従って進むと、公園があり、ここに車を止めて歩くこと数分。途中の杉
林もかなりの大木で、天然杉だと思われます。こぶ杉の形のすごさと幹周りに改めて驚かさ
れました。日中でもうっそうとした林の中は、マイナスイオンがいっぱいでした。

地図

紹介文

種別 ②樹木

http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/sidou/kyoboku/kobusugi.html

データＮＯ 22

場所 北秋田郡上小阿仁村大林字上大内沢国有林内

写真添付

こぶ杉

こぶすぎ

名称

ふりがな
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ふりがな まつさかさくらなみき

地図 http://goo.gl/maps/LxCwZ

名称 松栄桜並木

写真添付

場所 北秋田市松栄地区

紹介文
　北秋田市松栄地区を通る国道１０５号両側７～８００ｍにわたり、約９０本のソメイヨシノが
植えられている。樹齢約６０年。桜の開花時は桜のトンネルとなり、ドライバーの目を楽しま
せている。
　地区の人々の誇りの桜で、花見会などを行い盛り上がるという。自分たちで枝切りなどの
手入れを実施しているが、最近は枯枝が落下し、歩行者やドライバ-を悩ませているという。
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ふりがな おおけやき

地図 http://yahoo.jp/uP5jRo

名称 大けやき

写真添付

場所 北秋田市宮前町地内

紹介文
　樹齢約３５０年と推定される天然記念物。鷹巣神社入口にあるご神木です。
　「白鷹伝説」があり、鷹巣という地名が付いたと伝えられています。
　市民に親しまれている大けやきですが、最近枯れが目立っているといいます。
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ふりがな はっけのけやき

地図 http://yahoo.jp/ZV4vv7

名称 ハッケのけやき

写真添付

場所 北秋田市上杉集落西側

紹介文
　合川駅前から米内沢方面に向かっていくと、道路左側にけやき並木が現れる。下杉から
上杉集落１．５ｋｍにわたり、樹齢１５０年近くのけやきが３００本余り群生している。調べた
結果、けやきが８割でツキの木が２割、若干のクルミから構成されているという。
　けやきの植樹目的は、強い西風を防ぐためという。
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ふりがな けいじょうこうえんのやなぎ

地図 http://yahoo.jp/yKMeGz

名称 桂城公園の柳

写真添付

場所 大館市桂城公園内

紹介文
桂城の「しろやなぎ」は、明治３５（１９０２）年大館高等小学校が建設された際、当時の校長
神谷勇三氏が、ここ桂城に移植したものと云われる。特徴は大きな幹周りに側枝がひとき
わ大きく発達し、その勇壮感が魅力となって見る者の心をとらえ、公園のシンボル的存在と
なっている。環境省巨木マニュアル計測法による樹周り５．８ｍ、樹高約１８ｍ、樹齢約１１２
年。　選定理由は、古くから地域住民に親しまれ、且つ地域の歴史を伝える歴史性樹木景
観美。
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ふりがな おかしないじんじゃのおおいちょう

地図 http://yahoo.jp/7A63Q7

名称 笑内神社の大銀杏

写真添付

場所 北秋田市阿仁笑内地内

紹介文
幹の径２ｍ、樹形は壮大。
乳房は垂れ下がり、樹齢は４００年を越す。
神社の境内に落ち着いた風格をただよわせている。
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ふりがな やはたもりのかやともみのき

地図 http://yahoo.jp/H-9r9H

名称 八幡森のカヤとモミの木

写真添付

場所 北秋田市阿仁前田字八幡森１番地地内

紹介文
神社正面左側、写真手前がカヤの木。
径約８０ｃｍ、この地方には珍しい樹種。樹勢はやや衰退気味。
神社正面右側、写真奥がモミの木。
径約１２０ｃｍ、梢部半枯れながらも樹勢は健在。
境内には杉の大木もありますが、この２本の大木はこの地方では珍しいものです。
八幡森は鳥海館（とのみだて）とも呼ばれ、前九年の役で破れた安部時良の七男、鳥海弥
三郎がこの地に逃れ来たって城館を築いたと言い伝えられています。
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ふりがな こまたのかつらとおおひやみず

地図 不明

名称 小又のカツラと大冷水

写真添付

場所 北秋田市阿仁前田地内

紹介文
坂の居住区小又には、カツラの大木があって、根元からかなりの豊富な水が湧き出てい
る。
手を入れて小石五つも拾えば、指が凍えると言い伝えられている。
坂の小道とカツラの大木、豊富な湧水が印象的な風景。
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ふりがな すずこのき

地図 http://goo.gl/maps/bXpVm

名称 鈴子の木

写真添付

場所 北秋田市米内沢字ヲッコ沢地内

紹介文
一揆の犠牲者たちの魂を鎮めるために、とあるお坊さんが、鈴を鳴らしながら即身成仏に
入ったと言い伝えられているところには、アオダモの巨木が繁っている。
径約１８０ｃｍ、この種でこれほどの巨木は滅多にありません。
周囲の杉の木を除去すれば、優れた景観になります。
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ふりがな よないざわじんじゃのけんぽなし

地図 http://goo.gl/maps/ZnXmy

名称 米内沢神社のケンポナシ

写真添付

場所 北秋田市米内沢寺の上１番地

紹介文
参道にケンポナシの大木があります。
径約１００ｃｍ、四方に枝を大きく広げるのがこの木の特徴で、参道をおおって立っていま
す。
晩秋葉が落ちたあと、不整形の実が多数落下、肥大した柄の部分は梨のような甘みがあ
る。
そのまま食するか、煎じて飲めば二日酔いを防ぎます。



地図 http://yahoo.jp/qKm2Sh

名称 大館桂城公園のシロヤナギ

写真添付

場所 大館市字中城１地内

紹介文
平成２２年１０月の景観講座の折、エゾヤナギと標示されていたが、シロヤナギと指摘した
ところまもなく造園業者に鑑定依頼したようで、シロヤナギとなりました。
径約２００ｃｍ、これほどの巨木は珍しい。
公園東側駐車場の角にも、同種の大木があります。
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ふりがな おおだてけいじょうこうえんのしろやなぎ



地図 http://yahoo.jp/qKm2Sh

名称 大館桂城公園の風致木４種

写真添付

場所 大館市字中城１地内

紹介文
体育館角にあります。
写真右から①ケンポナシ、②ハルニレ、③アサダ、左の奥から④オヒヨウ、そしてケヤキ、ソ
メイヨシノと並んでいます。
この①～④の４本は、樹間が狭く制約されているものの、将来この地方にふさわしい公園
の風致木となります。
大事にしてもらいたいと願いを込めて推薦します。
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ふりがな おおだてけいじょうこうえんのふうちぼく４しゅ



地図 http://yahoo.jp/B5viAF

名称 ドームの森

写真添付

場所 大館市上代野字稲荷台１－１地内

紹介文
樹海ドームに隣接する森林公園で、かつて営林署が見本木として育てたものが、１００年を
超す壮齢林となった。
一部庭園樹を交えながらも、多くはこの地方主体の樹種によって構成されており、うってつ
けの樹木の学習参考林となっている。
存在をクローズアップしたい。
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ふりがな どーむのもり



地図 http://goo.gl/maps/ef8Oh

名称 大日霊貴神社のカツラ

写真添付

場所 秋田県鹿角市八幡平堂の上16地内

紹介文
　大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ)は鹿角市花輪の南東に位置し、神社境内の入口
には昭和24年に消失したと云われる幹周り十数メートルほどもある杉のモニュメントが置か
れていた。神社右側にはひときわ大きく目立つ桂(ｶﾂﾗ)の木があり、環境省計測方法による
幹周りは4.62mで、参考樹高約23mであった。選定理由は、地域の歴史を伝える国指定重
要無形民俗文化財「大日堂舞楽」とカツラの樹木景観。
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ふりがな おおひるめむち　じんじゃのかつら



地図 http://goo.gl/maps/5OagK

名称 シダレカツラ

写真添付

場所 鹿角市花輪字新田町11-4地内　(道の駅「かづの」の右横)

紹介文
　国道282号線、道の駅「かづの」の右側小径奥に、昭和5年、旧花輪高等女学校新校舎落
成記念樹として植樹された2本のシダレカツラが見える。環境省計測方法による幹周りは
3.3m、参考樹高約14mであった。選定理由は、地域の歴史を伝えるシダレカツラの樹形と歴
史性景観。
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ふりがな しだれかつら



地図 http://goo.gl/maps/U804y

名称 功労碑前の巨木さくら

写真添付

場所 秋田県鹿角市花輪字荒屋敷５１地内

紹介文
　鹿角市花輪桜山公園は城跡に造られた桜の名勝地で、これはその記念碑前の1本であ
る。環境省方式で測定したところ幹周り3.6m、参考樹高約12mであった。樹木まわりは、よく
手入れされているのが伝わってくる。選定理由は、地域の人々が長年慣れ親しんできた城
跡という地域の歴史を伝えている景観。
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ふりがな こうろうひまえのきょぼくさくら



地図 http://goo.gl/maps/Jxt8B

名称 桜の樹をとりまく垣根

写真添付

場所 秋田県鹿角市花輪字荒屋敷５１地内

紹介文
  生垣で桜の樹を囲むように設けられた垣根、朝の公園その一隅である。選定理由は、地
域の人々が長年慣れ親しんできたコミュニティ性、地域の歴史を伝える歴史性景観。
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ふりがな さくらのきをとりまくかきね
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ふりがな さくらやまこうえんのさくらのき

地図 http://goo.gl/maps/Jxt8B

名称 桜山公園のさくらの樹

写真添付

場所 秋田県鹿角市花輪字荒屋敷５１地内

紹介文
　ここは公園として整地はされてはいるが、かっての城跡である。選定理由は、地域の人々
が長年慣れ親しんできたコミュニティ性景観。
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ふりがな ごこくじんじゃわきのさくらのき

地図 http://goo.gl/maps/Jxt8B

名称 護国神社脇の桜の樹

写真添付

場所 鹿角市花輪字荒屋敷５１地内

紹介文
　鹿角市花輪桜山地区公園内護国神社南脇の桜の巨木である。周辺にはこうした桜の樹
が数多くみられる。環境省計測方法による幹周りは3.3m,参考樹高約11mであった。選定理
由は、地域の人々が長年慣れ親しんできたコミュニティ性景観、城跡という地域の歴史を伝
える歴史性景観。
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ふりがな まなつのふじたなとかきね

地図 http://goo.gl/maps/Jxt8B

名称 真夏のフジ棚と垣根

写真添付

場所 鹿角市花輪字荒屋敷地内

紹介文
  訪れた鹿角市花輪は、藤の花も終わり真夏になっていた。そのフジ棚の下は清涼感にあ
ふれ、更に棚周りは手入れの行き届いたドウタンツツジの生垣、その頂きを桜の枝葉がさ
らに覆いそれを補っていた。選定理由は、安らぎとうるおいの空間を創出している生活性景
観、地域の人々が長年慣れ親しんでいるコミュニティ性景観。
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ふりがな いけがき・すかしけい

地図 http://goo.gl/maps/Jxt8B

名称 生垣・透景

写真添付

場所 鹿角市花輪字荒屋敷地内 (桜山地区公園内)

紹介文
　鹿角市花輪、何気なく生垣で作られた垣根を見ていたら、遠くに奥羽山脈に通じる山々が
朝日と共に見え隠れし、垣根と山里の鮮やかな透し景を見ることができた。それは、水平な
垣根、立木の垂直、遠くに見えるスカイラインと空で構成された眺望景である。選定理由
は、地域の人々が長年慣れ親しんできたコミュニティ性景観美。
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ふりがな こうえんのいけがき

地図 http://goo.gl/maps/Jxt8B

名称 公園の生垣

写真添付

場所 鹿角市花輪字荒屋敷地内 (桜山地区公園内)

紹介文
　鹿角市花輪、公園内の仕切りにこれほど多くの生垣を施しているのは珍しく、しかもその
光景は美しくやわらかい。いつまでも、いつまでも眺めていたくなる風景だ。選定理由は、城
跡公園として地域の暮らしに密着している生垣景観。
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ふりがな てんくうのまつ

地図 http://goo.gl/maps/N0bo6

名称 天空の松

写真添付

場所 大館市十二所大滝温泉地内

紹介文
秋田県内で最大の赤松1本の幹が途中から3本に別れている(三頭木）は推定樹齢300年以
上と言われている。樹の高さ31.9ｍ、幹周り5.75ｍ、幹直径2.18m、枝の張りは東西30.9m、
南北26.05mの巨大赤松。歴史を持つ温泉郷の山の上・山中に有り訪れた人々を見守る事
でしょう。


