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４ 景観の保全を目的として法令又は行政指導により指定された地域及び当該地域に係る規

制の内容その他の状況 

 

４．１ 自然公園法の規定により指定された国立公園の区域 

計画地及びその周囲には、「自然公園法」（昭和32年法律第161号）第5条第2項による国定公園と

して、富士箱根伊豆国立公園が指定されている。 

指定状況は、表4.2-9に、位置は図4.2-7に示すとおりである。 

計画地は、富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物の設置に関する指針に規定する富士五湖景観

形成地域に存在する。 

表 4.2-9 国立公園・国定公園の概況 

区分 番号 名称 所在地 面積(ha) 指定年月日 

国定公園 1 富士箱根伊豆国立公園 富士吉田市 121,695ha 昭和11年2月1日 

出典：「やまなしの環境2008」（平成21年2月、山梨県森林環境部森林環境総務課ホームページ） 
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図4.2-7 自然公園等位置図 

（富士五湖景観形成地域） 

（普通地域内建築物設置に関する指針） 
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４．２ 森林法の規定により指定された保安林のうち、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の

風致の保存のために指定された保安林 

計画地及びその周囲には、「森林法」（昭和 26年法律第 249号）第 25条の規定により指定された

公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存のために指定された保安林は存在しない。 

なお、水源のかん養又は土砂の流出の防備のために指定された保安林は、図 4.2-8に示すとおり

である。 
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図4.2-8 保安林等位置図 
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４．３ 地域森林計画対象民有林 

計画地における地域森林計画対象民有林の状況は、図 4.2-9に示すとおりである。 

計画地内の土地は、その全てが地域森林計画対象民有林である。 
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図4.2-9  地域森林計画対象民有林  

地域森林計画対象民有林 

計画地 

出典：山梨県地域森林計画図 
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４．４ 文化財保護法の規定により指定された史跡名勝天然記念物 

計画地及びその周囲には、「文化財保護法」（昭和 25年法律第 214号）第 109条第 1項により指

定された史跡、名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしてい

ると判断されるものに限る。）及び天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場

合における当該種及び標本を除く）等が存在する。 

それらの指定状況は、表 4.2-10～表 4.2-12に、位置は図 4.2-10に示すとおりである。 

 

表 4.2-10 名勝の指定状況 

指定 № 名称 所在地 種別 
指定 

年月日 

国 1 富士山 （ふじさん） 
富士吉田市、山中湖村、富士河口

湖町、鳴沢村,忍野村 
特別名勝 S27.11.22 

市 2 大正寺の庭園 富士吉田市新倉621 名勝 S44.3.4 

 

表 4.2-11 天然記念物等の指定状況 

指定 № 名称 所在地 種別 
指定 

年月日 

国 1 富士山 富士吉田市外一町三カ村 特別天然記念物 S27.11.22 

国 2 
躑躅原のレンゲツツジ及び

フジザクラ群落 
富士吉田市上吉田鈴原下5603 天然記念物 S3.3.3 

国 3 吉田胎内樹型 富士吉田市上吉田剣丸尾 天然記念物 S4.12.17 

国 4 雁ノ穴 富士吉田市上吉田大字儘下雁穴 天然記念物 S7.10.19 

国 5 船津胎内樹型 富士河口湖町船津 天然記念物 S4.12.17 

県 6 冨士浅間神社の大スギ 富士吉田市上吉田諏訪内5558 天然記念物 S33年6月19日 

県 7 河口湖のフジマリモ 河口湖 天然記念物 S58.3.10 

市 8 小室浅間神社のカツラ 富士吉田市下吉田5221 天然記念物 S44.3.4 

市 9 獅子岩 富士吉田市下吉田6545 天然記念物 S61.12.1 

市 10 
北口本宮冨士浅間神社のス

ギ 
富士吉田市上吉田5558 天然記念物 H4.9.1 

市 11 大塚丘のヒノキ 富士吉田市上吉田5619 天然記念物 H4.9.1 

市 12 
北口本宮冨士浅間神社のヒ

ノキ 
富士吉田市上吉田5558 天然記念物 H4.9.1 

市 13 新倉富士浅間神社のモミ 富士吉田市新倉3353 天然記念物 H6.2.1 

市 14 新倉富士浅間神社のヒノキ 富士吉田市新倉3353 天然記念物 H6.2.1 

市 15 大明見浅間神社のコナラ 富士吉田市大明見148 天然記念物 H6.2.1 

市 16 中宿山神社のエゾエノキ 富士吉田市上吉田3－9－2 天然記念物 H6.2.1 

市 17 中宿山神社のコブシ 富士吉田市上吉田3－9－2 天然記念物 H6.2.1 

市 18 大明見の大ナシ 富士吉田市大明見66 天然記念物 H6.6.29 

町 19 藤の木 富士河口湖町勝山3951-1､3950 天然記念物 S47.6.15 

町 20 イヌザクラ 富士河口湖町勝山609 天然記念物 S52.8.20 

町 21 
オオウラジロの木(ヤマナ

シ) 
富士河口湖町勝山1785 天然記念物 S52.8.20 

町 22 勝山小学校創立記念樹（松） 富士河口湖町勝山1047 天然記念物 H7.9.23 

町 23 コナラ 富士河口湖町大嵐71 天然記念物 H9.8.12 

県 - キマダラルリツバメ 
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、

都留市及び大月市 天然記念物 
S52.3.31 

S58.7.21記載変

更 
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表 4.2-12 史跡の指定状況 

指定 № 名称 所在地 種別 
指定 

年月日 

市 1 新倉掘抜 富士吉田町新倉2568 史跡 S41.11.1 

市 2 角行の立行石 富士吉田町上吉田5558 史跡 S59.12.27 

市 3 仁王門礎石 富士吉田町上吉田5558 史跡 S59.12.27 

市 4 
石屋の寝床及び石切場
あと 

富士吉田町上吉田5598 史跡 S61.2.19 

町 5 うの島 富士河口湖町大石2584 史跡 S47.12.1 

町 6 河口湖掘り抜き 富士河口湖町船津4242他 史跡 S60.7.10 

町 7 川窪寺屋敷跡 富士河口湖町小立1070 史跡 H2.9.17 

町 8 東照宮御宿陣ノ跡 富士河口湖町勝山195-1 史跡 H15.10.8 

町 9 神楽殿の礎石 富士河口湖町大嵐71 史跡 H15.4.17 

市 10 正福寺の本堂 富士吉田町新倉585 建造物 S41.11.1 

市 11 
正福寺の経堂八角輪転
蔵 

富士吉田町新倉585 建造物 S41.11.1 

市 12 大正寺の鐘楼 富士吉田町新倉621 建造物 S41.11.1 

市 13 福源寺の太子堂 富士吉田町下吉田5870 建造物 S41.11.1 

市 14 旧武藤家住宅農家 富士吉田町上吉田2288－1 建造物 S58.8.25 

県 15 
北口本宮冨士浅間神社
の拝殿/幣殿 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H21.2.16 

市 16 
北口本宮冨士浅間神社
神楽殿 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H16.3.25 

市 17 
北口本宮冨士浅間神社
手水舎 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H16.3.25 

市 18 
北口本宮冨士浅間神社
社務所 附棟札一枚 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H16.3.25 

市 19 
北口本宮冨士浅間神社
随神門 附棟札一枚 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H16.3.25 

市 20 
北口本宮冨士浅間神社
摂社福地八幡社 附棟
札二枚 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H16.3.25 

市 21 
北口本宮冨士浅間神社
摂社諏訪神社拝殿 

富士吉田町上吉田5558 建造物 H16.3.25 

国 22 
北口本宮冨士浅間神社
東宮本殿 

富士吉田町上吉田5558 建造物 M40.8.28 

国 23 
北口本宮冨士浅間神社
本殿 

富士吉田町上吉田5558 建造物 S28.3.31 

国 24 
北口本宮冨士浅間神社
西宮本殿 

富士吉田町上吉田5558 建造物 S28.3.31 

県 25 
外川家住宅（主屋一棟、
離座敷一棟） 

富士吉田町上吉田3-14-8 建造物 H20.1.31 

国 26 小佐野家住宅主屋/蔵 富士吉田町上吉田7－11－１ 建造物 S51.5.20 

県 27 旧宮下家住宅一棟 富士吉田町上吉田2288－1 建造物 S58.12.7 

出典：「天然記念物緊急調査 主要動植物地図 19山梨県」（1972年、文化庁） 

出典：「山梨県すぐれた自然図」（昭和51年、環境庁） 

出典：「第3回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図（山梨県）」（平成元年、環境庁）  
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図4.2-10 史跡・名勝・天然記念物等位置図 
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４．５ 計画地に係る埋蔵文化財包蔵地 

計画地に係る埋蔵文化財包蔵地は、表4.2-13(1)及び(2)並びに図4.2-11に示すとおりである。 

埋蔵文化財包蔵地は主に河口湖周辺や新倉、忍野村方面に点在しており、計画地周辺には見られ 

ない。 

 

表 4.2-13(1) 計画地及びその周囲の周知の埋蔵文化財包蔵地 

№ 名称 所在地 時代 

1 勝山村1 里宮遺跡 里宮神社 縄文 

2 勝山村2 入海遺跡 入海 縄文 

3 勝山村3 寄ヶ崎遺跡 寄ヶ崎 縄文 

4 勝山村4 尾島遺跡 － － 

5 勝山村5 ヒジ曲り遺跡 － － 

6 勝山村6 毛石山遺跡 － － 

7 勝山村7  － － 

8 勝山村8 室道遺跡 － － 

9 勝山村9 勅使塚遺跡 － － 

10 勝山村10 山寺遺跡 － － 

11 勝山村11 銭神遺跡 － － 

12 勝山村12 長久保遺跡 － － 

13 勝山村13 林の平遺跡 － － 

14 勝山村14 ヒエ久保遺跡 － － 

15 勝山村15 堂ヶ塚遺跡 － － 

16 勝山村16 栗原遺跡 － － 

17 勝山村17 小海遺跡 小海651 奈良／平安 

18 勝山村18 八王子神社北遺跡 －  

19 勝山村19 宮ノ脇遺跡 小海宮の前925 古墳 

20 勝山村20 妙本寺西遺跡 － － 

21 足和田村3 北開土１遺跡 大嵐北開土63-1 縄文 

22 足和田村4 北開土２遺跡 大嵐北開土111 古墳 

23 足和田村5 南開土遺跡 大嵐字南開土44 古墳 

24 足和田村6 北比良１遺跡 大嵐字北比良 縄文 

25 足和田村7 北比良２遺跡 大嵐字北比良 縄文／古墳 

26 鳴沢村16 小坂Ｂ遺跡 鳴沢字小坂 平安 

27 鳴沢村18 犬の子草里遺跡 鳴沢字犬の子草里 平安 

28 鳴沢村19 札木遺跡 鳴沢字札木 中世 

29 鳴沢村20 長塚遺跡 鳴沢字長塚 平安 

30 鳴沢村21 前原遺跡 鳴沢字前原 中世 

31 河口湖町1 宝司塚遺跡 小立字宝司塚1082 弥生 

32 河口湖町2 島原遺跡 小立字宝司塚1286 弥生 

33 河口湖町3 梨宮公園遺跡 小立字島原1204 縄文 

34 河口湖町4 馬込遺跡 船津字馬込4334-1 縄文 

35 河口湖町5 上の段下遺跡 船津上の段下3733-1 古墳 

36 河口湖町6 船津浜中村遺跡 船津字中村4020-2 縄文 

37 河口湖町7 東電放水路遺跡 船津字浅川1174 縄文 

38 河口湖町8 老坂遺跡 浅川字老坂250 縄文 

39 河口湖町9 宮の下遺跡 浅川宮の下105 縄文／弥生／古墳 

40 河口湖町10 追坂遺跡 河口追坂 縄文 

出典：「山梨県遺跡情報管理システム」（平成13年3月、山梨県埋蔵文化財センター） 
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表 4.2-13 (2) 計画地及びその周囲の周知の埋蔵文化財包蔵地 

№ 名称 所在地 時代 

41 河口湖町17 ウノシマ遺跡 大石ウノシマ2584 縄文／弥生／奈良／平安 

42 河口湖町20 フタ町山遺跡 大石フタ町山 縄文 

43 河口湖町22 赤坂塁跡 － － 

44 河口湖町28 天女山烽火台 － － 

45 河口湖町29 船津鐘撞堂 － － 

46 富士吉田市9 尾垂石屋ヶ沢遺跡 下吉田市字尾垂石屋ヶ沢 平安以降 

47 富士吉田市10 尾垂大石久保遺跡 下吉田市字尾垂大石久保 縄文 

48 富士吉田市11 御姫坂遺跡 下吉田字御姫坂 平安 

49 富士吉田市12 西沢遺跡 新倉字西沢 縄文／弥生／平安 

50 富士吉田市13 入り遺跡 新倉字入り 平安 

51 富士吉田市14 道祐遺跡 新倉字道祐 縄文後 

52 富士吉田市15 深久保遺跡 新倉字深久保 縄文／中世 

53 富士吉田市16 堂面口遺跡 新倉字堂面口 縄文 

54 富士吉田市17 西山道遺跡 新倉字西山道 平安 

55 富士吉田市18 干草場口遺跡 新倉字干草場 縄文後 

56 富士吉田市19 干草場遺跡 新倉字干草場 縄文早・中 

57 富士吉田市20 裏丸尾遺跡 新倉字裏丸尾 縄文 

58 富士吉田市21 池之元遺跡 旭4丁目 
縄文／弥生／古墳／平安／中

世 

59 富士吉田市22 馬越口遺跡 新倉字馬越口 縄文早 

60 富士吉田市23 西丸尾遺跡 竜ヶ丘1丁目 中世 

61 富士吉田市24 出口遺跡 新倉字出口 平安 

62 富士吉田市38 堰林遺跡 上吉田字堰林 古墳／平安 

63 富士吉田市40 新田遺跡 下吉田字新田 平安 

64 富士吉田市42 下吉田新屋敷 下吉田新屋敷前 中世 

65 富士吉田市43 松山館 松山字芝原 中世 

66 富士吉田市44 古吉田遺跡 上吉田字古吉田 中世 

67 富士吉田市45 吉田・上吉田 上吉田 中世／近世 

68 富士吉田市47 吉田城山・小倉山 
上吉田字城山1254/1269-1.新

屋.小倉山 
中世 

69 富士吉田市48 城山東遺跡 上吉田字城山東 中世 

70 富士吉田市49 土丸尾築塁 上吉田字土丸尾地内 中世 

71 富士吉田市50 諏訪森大塚 上吉田字諏訪森 － 

72 富士吉田市51 泉水遺跡 上吉田字泉水 弥生／古墳 

73 忍野村1 平山海沢遺跡 忍草字平山海沢 縄文後 

74 忍野村2 忍野鐘山遺跡 忍草字城ヶ腰 中世 

75 忍野村3 鐘山遺跡 忍草字鐘山 平安 

76 忍野村4 奥山尾田南遺跡 忍草字奥山尾田 縄文早 

77 忍野村5 奥山尾田西遺跡 忍草字奥山尾田 平安 

78 忍野村25 六本松遺跡 忍草六本松 平安 

79 忍野村26 大臼遺跡 忍草六本松 縄文早 

出典：「山梨県遺跡情報管理システム」（平成13年3月、山梨県埋蔵文化財センター） 
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図4.2-11 埋蔵文化財包蔵地位置図  
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４．６ 都市計画法に係る用途地域 

都市計画法に係る用途地域の指定については、p21に示したとおりである。 

 


