
みちのくの小京都として有名な角館。伝統的建造物群保存地区だけでなく、町中を歩けば
もっといろんな魅力に出会える。その一コマ。

地図

紹介文

種別 ②樹木

http://goo.gl/maps/tkGi9

データＮＯ 60

場所 仙北市角館町表町地内

写真添付

新緑のしだれ桜（角館）

しんりょくのしだれざくら（かくのだて）

名称

ふりがな



地図 http://goo.gl/maps/Ldf4J

名称 おしら様の枝垂れ桜

写真添付

場所 湯沢市横堀赤塚　白山神社

紹介文
おしら様とは白山神社のこと。白山神社の境内にあるこの枝垂れ桜は、推定樹齢180年～
200年くらいと言われている。樹の高さ約10m、幹周り3.7m、枝の張りは東西南北約20mの
大桜木。これだけの樹齢でありながら開花時には見事な花を枝いっぱい咲かせ、訪れた
人々の目を楽しませている。湯沢市指定天然記念物。

種別 ②樹木 データＮＯ 82

ふりがな おしらさまのしだれざくら



種別 ②樹木 データＮＯ 153

ふりがな さけびさわのこなら

地図 http://goo.gl/maps/n77kV

名称 叫沢のコナラ

場所 仙北市叫沢地内

紹介文
　　仙北市田沢湖町方面から国道341号を鹿角市花輪方面へ進むと玉川温泉入口がみえ
てくる。更に車で2～3分進むと叫沢(さけびさわ)に架かる橋があり、その右手前にある大き
な樹がそれである。この樹の樹種は「コナラ」、環境省計測方法による幹周りは4.68m、参考
樹高約15m、この付近の地点標高870m、しかも豪雪地帯であることを考えあわせれば、樹
令としては相当の年数が経っているはずである。そこで秋田森林管理署に樹令を問い合わ
せたが不明とのこと。選定理由は、地域固有の自生種で希少かつ希少性の高い樹木景
観。

全景 拡大



種別 ②樹木 データＮＯ 154

ふりがな たまがわおんせんいりぐちのひめこまつ

地図 http://goo.gl/maps/kMh7O

名称 玉川温泉入口のヒメコマツ

写真添付

場所 仙北市玉川温泉入口付近

紹介文
   国道341号を仙北市田沢湖方向から鹿角市花輪方面へ向かうと、玉川温泉入口手前に
ちょっとした広場がある。その入口右側高台に大きな松の木がそびえ、樹の種類は「ヒメコ
マツ」、五葉松の仲間である。この「ヒメコマツ」、いまでは国内産の入手は困難でその製品
の殆どは外材とのこと。環境省計測方法による幹周りは4.63m、参考樹高約13m、樹令は秋
田森林管理署に問い合わせたが不明。なお、「ヒメコマツ」の根元周辺はとても急斜面で、
深く、危険なため立ち入らない方が安全です。選定理由は、地域固有の自生種で希少かつ
希少性の高い樹木景観。



種別 ②樹木 データＮＯ 163

ふりがな いちりづか

地図 http://goo.gl/maps/SfHSR

名称 一里塚

写真添付

場所 秋田県大仙市神岡北楢岡187

紹介文
　大仙市北楢岡にある道の駅「かみおか」、その前の国道13号線両脇に2ヶ所の皀莢（サイ
カチ）がある。道の駅側皀莢を環境省計測方法による幹周り2.79m、参考樹高約8.40m、樹
令約400年であった。選定理由は、地域の歴史を伝えランドマークとしての一里塚、その景
観。



地図 http://goo.gl/maps/5UyGS

名称 エノキ

写真添付

場所 大仙市刈和野字愛宕町地内

紹介文
　このエノキは江戸時代、秋田藩入りした佐竹氏が、ここ刈和野に本陣を置いたときに植え
られたといい伝えられ、大仙市天然記念物指定樹(天15)になっています。環境省計測方法
による幹周りは3.26m、参考樹高約13.5m、推定樹令約290年。選定理由は、古くから地域
住民に親しまれ人々の思い出を象徴する歴史性のある樹木景観。

種別 ②樹木 データＮＯ 164

ふりがな えのき



種別 ②樹木 データＮＯ 165

ふりがな ひぐらしのいっぽんすぎ

地図 http://goo.gl/maps/eqPb4

名称 日暮の一本スギ

写真添付

場所 秋田県大仙市協和中淀川字日暮狐森地内

紹介文
　側枝が大きく発達し独特の樹形を作り上げた杉。環境省計測方法による幹周り6.66m、参
考樹高約21.6m、推定樹齢約300年。選定理由は、日暮の一本杉として地域の人々に古く
から長年慣れ親しまれ、且つ心象に残る奇抜な樹容を有する樹木景観。

 ※なお、杉の裏側は急なガケでとても深く、危険ですから近寄らない方が安全です。



地図 http://goo.gl/maps/aLdod

名称 唐松神社杉並木

写真添付

場所 大仙市協和境字下台

紹介文
　唐松神社の杉並木は約160mあるが、平成3年(1991)9月の台風19号で残存杉より樹高の
たかい樹はその大半が倒木した。残った大きな杉のうち社務所前の幹周りは環境省計測
方法によると4.34m、参考樹高約27m、樹令約300年。選定理由は、地域の歴史を伝え社寺
などにおいてシンボルとなっている、その樹木景観。
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ふりがな からまつじんじゃすぎなみき



種別 ②樹木 データＮＯ 167

ふりがな からまつじんじゃけいだいのいちょうのき

地図 http://goo.gl/maps/aLdod

名称 唐松神社境内のイチョウの木

写真添付

場所 大仙市協和境字下台地内

紹介文
　唐松神社の社務所と社殿の間には大きなイチョウの木があり、お詣りにきた人々は根元
の萌え木枝に沢山の願い事を結んでいきます。環境省計測方法による幹周りは4.94m。選
定理由は、地域の歴史を伝えこの神社でシンボルとなっている樹木景観。



種別 ②樹木 データＮＯ 169

ふりがな うばすぎ

地図 http://goo.gl/maps/QELIO

名称 姥杉

写真添付

場所 大仙市高梨払田字真山地内

紹介文
 姥杉は、払田柵跡遺跡南側、真山丘陵の頂上にあり高梨神社の西端に構えています。環
境省計測方法による幹周りは5.93m、参考樹高約12.6m、推定樹令約600年。選定理由は、
樹令が600年と高く且つ地域固有の自生種で希少なもの、その樹木景観。



地図 http://goo.gl/maps/1sxwx

名称 北畑の杉

写真添付

場所 大仙市板見内北畑116地内

紹介文
　延宝5年(1677)に創建された板見内神社の御神杉で「北畑の杉」と呼ばれている。環境省
計測方法による幹周りは5.51m、参考樹高約23m、樹齢約337年。選定理由は、古くから地
域住民に親しまれ、社寺のｼﾝﾎﾞﾙとなっている歴史性景観。
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ふりがな きたはたのすぎ



地図 http://goo.gl/maps/MmBk1

名称 楢

場所 秋田県大仙市板見内字蛇塚地内　(仙北地域)

紹介文
 大仙市板見内蛇塚と云う集落のその一角に、こじんまりとした水尺(すいしゃく)神社森があ
る。楢の木はその中にあった。環境省計測方法による幹周りは3.01m、参考樹高約23m、樹
令約400年。わずか20mほど離れたところには幹周り5.5mの巨木杉も見られた。選定理由
は、地域住民による保護や維持管理が取り組まれている鎮守の森、その中の楢の木景
観。

種別 ②樹木 データＮＯ 176

ふりがな なら

全景 拡大



種別 ②樹木 データＮＯ 179

ふりがな はまぐらまえのさいかち

地図 http://goo.gl/maps/pDHQc

名称 浜倉前の皀莢

場所 大仙市角間川町字西本町地内

紹介文
 　角間川の川港跡浜倉神社前に皀莢(さいかち)の樹がある。浜倉管理人の石田さんによ
れば「一里塚」跡とのこと。これに対し市側は今のところ文献による記録確認はできていな
いとのこと。環境省計測方法による幹周りは2.73m、参考樹高約14m。選定理由は、地域住
民による保護や維持管理が取り組まれ人々が長年慣れ親しんできたもの、その樹木景観。

全景 拡大



地図 http://goo.gl/maps/Lm5cx

名称 武家屋敷、石黒家のモミの木

写真添付

場所 仙北市角館町表町下丁１地内

紹介文
　仙北市角館町武家屋敷の北側に位置する石黒家。この屋敷の薬医門に向かい 、黒塀左
側の端に大きな「モミ」の木が見える。環境省計測方法による幹周り4.68m、参考樹高約
28m、樹令約300年であった。選定理由は、樹木が地域の伝承や風土・風習と結びついてい
るなどの文化性樹木景観。
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ふりがな ぶけやしき、いしぐろけのもみのき



地図 http://goo.gl/maps/qdGDB

名称 武家屋敷；岩橋家の「カシワ」

写真添付

場所 仙北市角館町東勝楽丁３－１地内

紹介文
　仙北市角館町の武家屋敷通りを古城山(北側)方向に進むと、途中封建時代の名残であ
る都市域構造「鉤型交差点(かぎがたこうさてん)」にであう。この交差点手前に岩橋家の薬
医門があり、「かしわ」はこの右側にみえる。環境省計測方法による幹周りは3.32m、参考樹
高約18m、樹令約300年であった。　選定理由は、樹木が地域の伝承や風土・風習と結びつ
いているなどの文化性樹木景観。
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ふりがな ぶけやしき；いわばしけの「かしわ」



種別 ②樹木 データＮＯ 217

ふりがな ろくごう・ないくうしゃのかつら

地図 http://goo.gl/maps/NsszI

名称 六郷・内宮社のカツラ

写真添付

場所 秋田県仙北郡美郷町六郷字米町４９－３、  (熊野神社境内の北東側)

紹介文
 　三郷町六郷熊野神社と春霞平和酒造との間の町道東側に、神社側2本、酒造会社敷地
内2本、計4本の巨木「カツラ」があった。「名木・古木調査報告書（平成13年度六郷町）」資
料によれば「古い境内木、堅木のため家の建て替え用材として植樹されたと思われる」との
記載あり。熊野神社側の1本を環境省計測方法による幹周りは6.29m、参考樹高約28m、樹
令約300年。　選定理由は、歴史的まち並みや集落、社寺などにおいてシンボルとなる歴史
性、その樹木景観。



地図 http://goo.gl/maps/MNkR2

名称 浅舞陸上競技場の桜

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字道川南

紹介文
晴天時には鳥海山を望める自然環境です。
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ふりがな あさまいりくじょうきょうぎじょうのさくら



地図 http://goo.gl/maps/MNkR2

名称 浅舞陸上競技場の桜

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字道川南

紹介文
晴天時には鳥海山を望める自然環境です。

種別 ②樹木 データＮＯ 254

ふりがな あさまいりくじょうきょうぎじょうのさくら



地図 http://goo.gl/maps/j7DHP

名称 十五野公園

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字十六石野

紹介文
全日本軟式野球連盟第1種公認野球場です。晴天時には鳥海山を望める自然環境です。
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ふりがな じゅうごのこうえん



地図 http://goo.gl/maps/LpJ2O

名称 浅舞公園のあやめ

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字蒋沼地内

紹介文
浅舞公園内には芝生広場、花壇、生け垣、噴水、パーゴラ、藤棚、東屋、大型遊具、運動
施設などの設備があり、四季折々の草花と梅、桜、松等の樹木が60種類以上、5,000本が
植栽されており、平成8年には、ミヤギノハギを中心に6種類の萩約4,500本を植栽し、春夏
秋を通じて親しめる平鹿地域住民の憩いの場となっています。
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ふりがな あさまいこうえんのあやめ



地図 http://goo.gl/maps/LpJ2O

名称 浅舞公園

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字蒋沼地内

紹介文
浅舞公園内には芝生広場、花壇、生け垣、噴水、パーゴラ、藤棚、東屋、大型遊具、運動
施設などの設備があり、四季折々の草花と梅、桜、松等の樹木が60種類以上、5,000本が
植栽されており、平成8年には、ミヤギノハギを中心に6種類の萩約4,500本を植栽し、春夏
秋を通じて親しめる平鹿地域住民の憩いの場となっています。
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ふりがな あさまいこうえん



地図 http://goo.gl/maps/jIOjp

名称 槻の木

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞

紹介文
平鹿地域のシンボル『槻の木』。冬には、高さ約40メートルの巨大ツリーを5,000個の電球で
飾る『槻の木光のファンタジー』が開催されます。
子どもたちに夢を与えたいという思いから行っているこの企画は、昭和62年から行われて
います。
平成22年度から琵琶沼周辺をLEDによるライトアップ、また平鹿中学校美術部作成の壁画
風絵画と、平鹿地区の3つの小学校の生徒が作成した絵灯篭を展示し、槻の木の周辺はよ
り幻想的な空間に生まれ変わりました。
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ふりがな つきのき



地図 http://goo.gl/maps/jIOjp

名称 槻の木

写真添付

場所 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞

紹介文
平鹿地域のシンボル『槻の木』。冬には、高さ約40メートルの巨大ツリーを5,000個の電球で
飾る『槻の木光のファンタジー』が開催されます。
子どもたちに夢を与えたいという思いから行っているこの企画は、昭和62年から行われて
います。
平成22年度から琵琶沼周辺をLEDによるライトアップ、また平鹿中学校美術部作成の壁画
風絵画と、平鹿地区の3つの小学校の生徒が作成した絵灯篭を展示し、槻の木の周辺はよ
り幻想的な空間に生まれ変わりました。
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ふりがな つきのき



地図 http://goo.gl/maps/xncwr

名称 筏の大杉

写真添付

場所 秋田県横手市山内筏字植田表56

紹介文
樹高43m、幹根周囲12m、樹齢1000年以上といわれ、地上約5.5mのところで主幹が東西の
支幹に分岐しています。秋田県一の巨木であり、昭和63年3月15日に秋田県指定天然記念
物に指定されています。比叡山神社の境内に立ち、古来より授乳の神木として祭られてい
ます。
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ふりがな いかだのおおすぎ



地図 http://goo.gl/maps/zprvd

名称 造山の傘杉

写真添付

場所 秋田県横手市雄物川町造山字造山

紹介文
市指定の天然記念物に指定されています。
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ふりがな つくりやまのからかさすぎ



地図 http://goo.gl/maps/zprvd

名称 造山の傘杉

写真添付

場所 秋田県横手市雄物川町造山字造山

紹介文
市指定の天然記念物に指定されています。
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ふりがな つくりやまのからかさすぎ


