
 

 

 

 

 

 

 

 

質問９（理由） 
 

あなたがお住まいの地域で、 

景観（風景、景色）上、大切にしたい、 

後世に残したい「建築物」や「樹木」はありますか？ 

（5つまで自由記入） 
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1.中央 

伊賀川の桜 

伊賀川～菅生川の桜並木 桜の時期に美しいから 

毎年、春をとても感じさせてくれるから 伊賀川の桜 

満開のときは美しく、露店もなく純粋に花見を楽しめる。 
キレイだから 

伊賀川の桜並木が好きだから 

四季を感じ、歩くたびにほっとできるから。 

市内の人達が楽しみにしている 

伊賀川の桜 

日本で一番美しいと思うので。 

伊賀川の桜 桜がとても美しく、すばらしい 
伊賀川の桜（春のみ） 前ページにも書いたのですが、桜が咲くとすばらしいながめ 

伊賀川の桜とその道路 - 

景観が良い 伊賀川の桜の木 

町の中心なので手軽に楽しめる 

季節の同物 

転入 5年目ですが春は素晴らしい 
風情があるから 

毎年見に行っていて楽しい 

満開時の素晴らしさ 

川の中に垂れ下がるように咲き誇る桜が最高です。 

毎年、お花見に訪れているから。春を感じるから。 

花がすばらしい。 

伊賀川の桜並木 

子供の頃から毎年見に行っているため 

伊賀川の堤防（桜） 春は特に美しい 

伊賀川沿いの桜 幼少の頃から見ているため 

伊賀川沿いの桜の木 桜木が少ない 

伊賀川側の桜 桜のシーズンは一番 

伊賀川の桜道 桜のトンネルがうつくしい 
伊賀川の堤防 これからもっともっときれいになれそう 

きれいだから 伊賀川沿いの桜並木 

両岸から枝が手を差しのべる様な風景は、何処の桜の風景より美しい。 

伊賀川桜堤 きれいなので 

乙川-伊賀川の桜 春の楽しみ 

岡崎城 
あるのがあたりまえだから 

シンボル的である 

どこから見ても美しい 

遠くからでも良く見え目立つから 

遠くからよく見える 

岡崎のシンボル 
岡崎の歴史的シンボル 

岡崎市のシンボル 

古代の歴史を後世に残してくれるから 

市の象徴 

昔ながらの有名所 

全体的な樹木 
毎日拝みます。岡崎の顔です。 

岡崎城 

歴史的なものだから 

岡崎城（公園） 自然豊かな公園の中、家康の生まれた歴史的な城が象徴的 

岡崎城と岡崎公園 歴史的に重要な建築物 

岡崎城と周辺の森 岡崎といえば岡崎城だし、桜と花火の季節に歩く岡崎城周辺が一番好きだから。 

岡崎城の桜 他県の人達も知られている 
岡崎城の樹木 自然は心を和ませてくれるから 

岡崎城を囲う森 岡崎に戻ってきた印象がとても大きい 

岡崎城とその周辺の桜はやはりずっと大事にしていきたい。 岡崎城周辺 

現在は高層マンションがたち影が薄い 

伊賀八幡宮 

伊賀幡宮 古くからの建造物なので大事にしたい。 
伊賀八幡 近くにあるから 

岡崎にあんな立派な神社があったんだと感じた場所だから。もっと有名にしたい！ 

家康戦勝祈願で重要だがら 

格式あるため 

氏神様なので 

昔ながらの有名所 
鳥居（伝説が面白い） 

伊賀八幡宮 

蓮池 

伊賀八幡宮と桜並木 市を代表する神社・近くの伊賀川の桜並木の景色 

伊賀八幡宮のハス 極楽浄土っぽいから 

伊賀八幡宮のハスの花 心落ち着く場所。大切にしたい。 

伊賀八幡宮のハス池 建物とのマッチが素敵です 
伊賀八幡宮の池 ハスの花 
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1.中央 

 乙川とその桜並木 

岡崎城前の乙川の河川敷の桜 四季を通じ沢山の美しい景色が見られるため 

桜の季節、家康まつり、花火とてもきれい 乙川 

散歩コースも整っていて空気もいいし気持ち良い 
花見のメッカ 

市内中央を流れる川だから 

乙川の桜 

毎年見に行ってます 

乙川の桜並木 - 

乙川の中州のあし 河川沿いを歩いているとさみしい気に… 

乙川の流れ 野鳥も多く大切にしたい 
乙川を初め市内河川の両側の桜木 何百年の前の歴史を皆しっていて重々しいと思う 

とてもきれい 乙川沿いの桜並木 

桜まつりが良い。 

乙川堤防の葵桜並木 早春に咲いてきれいです。 

竹橋周辺の乙川の流れ 更に環境整備の必要あり 

殿橋下流の乙川沿いの桜並木・紅葉 繁り過ぎて川の景色が見えにくい。特に花火等が見えないので一考を要する。 
滝山寺（仁王門） 

小さい頃から見ている 

親しみ深い感じがする 

地区内で保存に関係している 

滝山寺 

歴史的な物だから 

滝山寺 仁王門 立派です 
滝山寺・赤門 歴史を感じさせる 

滝山寺と仁王門 歴史的に重要な建築物 

滝山寺の山門 
子供の頃自転車で幼馴染とよく遊びに行った。山門の朱色がとてもきれいで大好きだ
った。 

滝山寺近く、青木川沿いのイチョウ この木で秋が来たなと感じる 

八丁蔵並 

カクキューの建物 特に蔵の黒塗りした板の壁はなつかしさを感じる 
八丁の蔵通り 産業と町並が一体になっていて良い。 

八丁みそ蔵並 他県の人にも見て楽しんでもらえる 

昔の面影がなつかしい 八丁蔵並 

歴史が感じられて良い 

八丁味噌 岡崎らしい 

八丁味噌蔵 歴史的建造物だから 
六所神社 

6 月の輪くぐり 

かもしだす雰囲気がよい 

安産だったので。子供は初宮参の場所だから。 

六所神社 

建物がすばらしい 

六所神社と松の木の道 生まれたときからある神社と道 
六所神社と松並木 - 

六所神社の参道 生活道路の中に松並木が残っていて心和む 

六所神社の松並木 昔の人々が通ったことが思い浮かべられる 

岡崎公園 

岡崎公園 市の象徴 

岡崎公園（菅生川） 広々としてきれい 
岡崎公園「藤棚」 五万石藤は岡崎の象徴。近年藤の花が以前に比べ元気がなくなった気がする 

岡崎公園グランドのいちょう並木 毎朝散歩に出かけるため 

季節になると非常に美しい桜並木 岡崎公園の桜 

老木の桜が見事にさくのが美しい 

岡崎公園の桜並木 満開の時美しいから 

岡崎公園の藤棚の藤 最近花が小さくなっているが、満開の頃は見事 
岡崎公園周辺の桜並木 きれいだから。ようこそ岡崎城へという感じ。 

東公園 

子供と遊ぶのにとてもよい 

身近に接することができるから 

東公園 

全体的な樹木 

東公園のモミジ、菖蒲 季節感が良い。 
東公園の桜 花見できれい 

東公園の菖蒲 季節感がありとてもきれい 

東公園の茶室の松の老木 古さを感じる。大切にして欲しい。 

東公園の動物園 身近にあり楽しめるところ 

東公園一円 水と緑に囲まれた散策地帯 
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1.中央 

竜美ヶ丘公園野鳥の森 

野鳥の森 子どもが探検したり、鳥や木について知ることが出来るため 

野鳥の森の樹木 緑を感じ気持ちがよい 

野鳥の森公園 住宅地の中の貴重な緑なので 
竜美ヶ丘公園 展望台までの散策が良いから 

住宅地内の自然保護林の確保 竜美丘公園 

野鳥の森として竜美丘の原風景 

竜美公園の池のハスの花 一面白く咲くときは美しい 

竜美公園の展望台からの眺め 木々がしげってしまい見晴らしが悪くなったが今はよくなった。 

竜美のポプラ並木 
竜美ヶ丘のポプラ並木 - 

ポプラ通り 散歩コースにとても良い 

竜美ヶ丘のポプラ通り - 

竜美ヶ丘の並木 街が整っていてきれいだから 

竜美のポプラ並木 昔から変わらないので。 

竜美丘のポプラ並木 新緑のころ、とってもキレイです。 
浄水場（六供浄水場） 

六供の浄水場 遠くからも良く見え小さい頃から親しんでいるため 

六供浄水場 - 

六供浄水場の建物 上記と同じ理由は勿論です。少しレトロな感じのする外観は美しいです。 
六共上水場 - 

岡崎上水場 建物がステキだから 

甲山の上水道 こどもの頃は家からよく見えた 

甲山 
甲山の山（緑） 岡崎らしい 

甲山の樹木 - 

甲山周辺 桜の木は重要 

岡崎市郷土館 

外観がすばらしい。 郷土館 

子供のころよく遊んだところ 
248 号（街路樹） 

248 号の街並木 岡崎を南北に走るメイン道路だから 

248 号六名地域の街路樹 白いアサハルトと緑がマッチしている 

国道 248 号沿線 主道路のため 

岡崎信用金庫資料館 

岡崎信用金庫 資料館（？） 外観がすばらしい。 
岡信の資料館 昔の建物に歴史を感じる 

岡信資料館 大正ロマンをかんじます 

八柱神社 

東欠町の八柱神社 風格の桜 

八柱神社の社森 小学校の近くの神社 

八柱神社の樹木 緑が少なくなった昨今、貴重な場所 
矢作川 

景観上も大事な位置にあるから 矢作川 

朝の散歩に良い 

矢作川の堤防 よく手入れされた状態を保ちたい 

東別院 

東別院 - 
東別院の四季桜 - 

井田八幡宮 

井田八幡宮の中心にたつ太い木 小さい頃からこの木の周りで遊んだから。 

井田八幡宮の木 古い樹木だから 

モダン通り 

モダン通り 遠くからもよく見え、小さい頃から親しんでいるため 
モダン通路 石屋の多かった町 

ビスタライン 

大樹寺の山間からみえる岡崎城 - 

眺望ライン 大樹寺小学校の門から見える岡崎城。子供の頃からの思い出 

極楽寺の大くす 

極楽寺のくす 家の近く、いつも見ている 
ふるさとの木 極楽寺の木 - 

万灯山の吉祥院の桜 

万灯山のしだれ桜 とても立派で、毎年楽しみにしている 

吉祥寺の桜 - 

その他 

昌光律寺のイチョウの木 秋には真っ黄色になり本当にすばらしいです。 

伝馬町通りの古い家々（二十七曲） 歴史的に残しておきたい 

白山神社の大くす 緑の木陰でセミの鳴き声もやかましいけれど、季節を感じさせてくれる 

満性寺のしだれ桜 小さい頃から親しんでいる 
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2.岡崎 

南公園の桜並木 

家の近くでもありよい散歩コース 

近いし親しみがある 

子供の頃よく遊んだ。桜がきれい。 

南公園 

緑があって、地域のさくらの名所でもあるため 

きれい 南公園の桜 

とても綺麗だから、人が集まる。 

南公園の桜並木 南公園の近くに住んでいて良かったと思う理由のひとつだから 

南公園の梅の木、桜 車道からでもよく見えるから 

南公園の梅林 南公園の近くに住んでいて良かったと思う理由のひとつだから 
南公園緑地 - 
土呂陣屋の松（福岡小学校） 

土呂陣屋の松 歴史的な価値がある 

土呂陣屋の大松 母校の誇りです。 

福岡小の大松 小さいころから親しんでいるため・昔からあるため 

福岡小学校の松 - 
子供の頃から親しんでいる 福岡小学校の大松 

昔からある松でかれてなくなった松もあり残った松をのこしたい。 

福岡小学校の大木 小さい頃から見ていたため 

福岡小松 枝ぶりが大変良い 

土呂八幡宮 

土呂のあじさい 八幡宮付近・砂川付近がきれい 
土呂宮 小さいころから親しんでいるため・昔からあるため 

秋祭り等、生まれた時からずっと親しみなじんできた。 土呂八幡宮 

歴史的な価値がある 

上地八幡宮の桜 

上地はちまん うこんの桜 

上地八幡宮の後衣黄 珍しい桜なので毎年見たい 

上地八幡宮の桜 極小価値の桜である。 

上地八幡宮のうこん桜 桜の色の変化を楽しみながら、お茶が飲める。 

勝鬘寺 

勝鬘寺 歴史 

勝鬘寺の木々 子供の頃からの遊び場 

勝鬘寺 歴史的価値があるから 
戸崎神明宮の樹林 

戸崎神社 緑を減らさないで欲しいから 

戸崎神明宮 境内と樹木 

神明宮（戸崎町）の緑地 小さい頃から慣れ親しんだ場所だから 

中池・大池・長池等の池 

戸崎～羽根にある池 みんなの散歩コースだから 
大池 白鳥の夫婦がいる 

大池の風景 歴史がしのばれ、ため池にも良い 

上地八幡宮 

上地八幡宮 古い神社だから 

上地神社の寺社建築 宗教的なものを除いて純粋に残していくものと思う。 

上地八幡宮本殿とあべまきの木 歴史的な社のため 
乙川の桜並木 

乙川など川沿いの桜 その周辺を通るだけで春をとても感じる。 

乙川の桜並木 きれい 

大谷公園 

大谷公園 新興住宅地に良いアクセントを与えている 

大谷公園の桜の木（上地） こじんまりとしているがとても奇麗なため 
南中学校の桜・緑地 

南中学校の桜 とても見事なので 

南中学校の緑地 毎年桜の満開を楽しみにしている 

西光院の木々 

延命山西光院のくすの木、かしの木 周辺で一番大きい木は嬉しい 

シビックセンター北側信号交差点角にあ
るお寺のクスの木及びその他の木々 

開発により周囲の雑木林が皆無になった。今後絶対にここの木々達はなくして欲
しくない。 

その他 
岡崎工業高校の桜並木 美しい 
城南小学校のハクモクレン 寒い冬が終わって春になるときれいに咲きます 
浄珠院の銀杏の木 四季の移り変わりを見るのが楽しみ 
戸崎公園の泰山木（戸崎公園） 大きく立派 
南公園 家の近くでもありよい散歩コース 
羽根稲荷神社のくすの木、くろがねもち 地区一の自然な景観 
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3.大平 

本宗寺の大まつ  

本宗寺の松の木 ぐねぐね曲がっていてすごいです 

本宗寺の大松 近くにあるから 

本宗寺の木々 - 
乙川  

乙川（岡崎公園） 岡崎の代表的な景色 

乙川沿いの桜 はじめて岡崎で春を迎えた時とてもキレイで感動したので 

泰梨町乙川望影 乙川が流れ美しい所 

船山神社（林と周囲の田園風景）  

岡町船山神社 椎の林 子供のころよく拾った実 

岡町船山神社の森と周辺の田園 美合小が育てたホタルが飛び交う田園風景のすばらしさ 

美合小のイチョウの木  

美合小のイチョウの木 学校のシンボル！ 

 子供の頃から有り、毎年たくさんの実をつけてくれる。 

美術博物館・恩賜池  

恩賜池と美術館 モダンである 

新しい美術館 - 
愛知県立農業大学校  

農大の講堂 歴史を感じる 

農大の桜 家を建てるためきられる木が多い中、残っている並木 

その他  

男川小学校のけやきの木 小さい頃から親しんでいるから 

生平町馬頭観音 かつては各戸、牛、馬を飼い大切に守られていた建物が朽ちてきている。 
茅原沢のとちゅうひめしゃら 当地方には珍しい樹種であり大切にしたい。 

田園 
岡崎の町でたまにみる田園が好きです。のどかな感じです。今少しづつなくなっ
てきているので残して欲しいです。 

美合～幸田線農業大学沿い 信州や北海道のイメージ 

小美観音 小さい頃から親しんでいるため 
平地公園の樹木 近く、小さい頃遊んだ場所のため 

1 号線ぞいの川岸の桜（美合付近） 桜は岡崎に多く象徴のように思う 
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4.東部 

藤川のまつ並木 

藤川の旧東海道松並木 
松の数が少ないのが残念ですがもう少し増やしてほしい。近くの学園の方のお力で
手入れも綺麗にされて虫除けの作業も今ではめずらしいのではないでしょうか。 

家の近くにあるから。 

松が本当に立派で貴重 

藤川の松並木 

歴史を考えさせてくれる道なので 

藤川宿の松並木 立派な松並木はほかにないから 

藤川の松並木 むかしの道中がしのばれる 

法蔵寺 

家康ゆかりの寺なので 

近くにはこれしかない 

法蔵寺 

小・中学校の写生大会で親しんでいる。徳川・近藤歴史にふれあう機会になる 

法蔵寺とイヌマキ 東部文化財の中心 

法蔵寺の中の首塚 もっと皆様に知って欲しい 

山中八幡宮 

ほっとする場所である 

家康ゆかりの寺なので 
昔からの景観がよく残っている 

山中八幡宮 

歴史的価値がある 

山中八幡宮の鳩が窟 家康の隠れた所だから 

東海道の松並木 

旧東海道 - 

松並木（旧道） 西から帰って来ると「ホット」する 
東海道 松並木 藤川、本宿の東海並 松並木 

東海道のマツ 昔からずっとあるものを大事にしてほしいから 

藤川宿・本宿の町並 

藤川街道の昔からの建物風景（藤川宿） 昔からの日本の風景だから 

藤川宿 歴史的価値がある 

本宿旧街道 
大部分の家が現代風になってきたが本宿の祭りのときにはそれなりに懐かしみを感
じた 

山中八幡宮のクスノキ 

山中八幡のクスノ木 東から帰ってくると「あ-無事帰った」と思う 

昔からの日本の風景だから 山中八幡宮の楠 

入口の鳥居の所にありすごくいやされる 

一畑山薬師寺 

一畑山薬師寺 遠くから良く見え、参拝客も多い 
薬師寺 - 

その他 
北山湿地 自然の保護 
大幡農村公園千年銀杏 田園の中、そのさわやかさ、特に紅葉の時 
羽栗町の城跡 遠くから見上げられるから 
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5.岩津 

大樹寺 

桜並木 

岡崎出身の家康ゆかりの寺だから 

桜がきれい 
時々出かける 

小さい頃から身近にあり、歴史的価値あり 

小さい頃から身近にあるから 

多宝塔がシンボルになっているため 

多宝塔もあるし勿論、残るでしょう 

日常の中にある歴史だから 
日本の歴史的にも大切 

門の柵とか池のフェンスはいらない 

歴史がある 

歴史上重要な建築 

歴史的に大切だから 

歴史的の建物 

大樹寺 

歴史的遺産であるし、孫の小学校の近くで馴染んでいる 

大樹寺と大樹寺小学校 子供の母校だから 

大樹寺と大樹寺小学校の間の石だたみ 雰囲気がとてもよいと思う 

大樹寺の五重の塔 かっこいい 

大樹寺の樹木 - 

大樹寺一円 岡崎の歴史的寺 
大樹寺小の南門 今でも昔のままかな？そのまま保存して欲しい 

大樹寺小学校の南門 歴史的にももっと大切にされてもいいのではないでしょうか 

大樹寺多宝塔 248 からも見え、多くの人に関心をもってもらえる 

奥山田のしだれ桜 

たった 1 本だけどきれいなので 

家の近くで親しみがあるから 
近所だから 

見事な桜を咲かせるから 

山あいにひそかに咲く大きなさくら 

周辺の整備で今後良くなる（村積山と関連させる…） 

春のきれいな景観だと思う 

春の訪れを感じる景色 
春を迎えてくれる大切な木 

昔の景観スポット 

毎年、愉しませてもらっているから。 

毎年桜の開花をたのしみにしている。 

有名になる前からよく見ているから。見た目も美しいから。 

奥山田のしだれ桜 

歴史ある桜 
奥山田の桜 今は管理されている。維持保存。 

奥山田の枝だれ桜 季節を感じる 

奥山田町のしだれ桜 子供の頃より慣れ親しんでいるから。 

村積山 

ながめが良い 

遠くからもよく見え、小さい頃から親しんでいるため 
岡崎を一望できる。 

最近住宅地に造成されてしまっている 

方向が分かる 

村積山 

里山を含めての村積山 

矢作川 

矢作川 よく泳いだ。国が作る変な表示判はやめて！電光掲示板（日名橋） 
矢作川の河川敷 ゆったりと大きく流れているから。 

矢作川河川敷 - 

矢作川堤防 市街地と山並みが一望できるため、夕焼けや日の出も美しい 

矢作川堤防の大きな木 樹齢何年かは知らないが大切にしてほしい 

岩津天満宮 

岩津の天神山 遠くからも良く見え、小さい頃から親しんでいるため。 
学問の神として昔からお世話になっているから 岩津天神 

子供の頃から懐かしい場所 

まわりに緑が多くあってとてもいい 岩津天満宮 

学問の神様として親しんでいるし、梅園からの眺めがきれい 
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5.岩津 

奥殿陣屋 

四秀の茸花が見ごろ 

時々訪れる心いやされる場所 

奥殿陣屋 

静かな場所でのんびりできるから 
奥殿陣屋の樹木 良き里山の眺め、歴史がある 

真福寺 

歴史上重要な建築 真福寺 

歴史的遺産であるし、竹林も立派である 

真福寺とその周辺 風情がある 

真福寺の階段 階段の西側の樹木とマッチしている 
奥山田池 

奥山田池 - 

奥山田池・鳥類緑道 散歩道として 

奥山田池の桜畔 春限定だが、老木多くたのしめる。 

ビスタライン  

ビスタライン 最近高層マンションが増えてきていてうれしいです。 
大樹寺から見える岡崎城 - 

九品院  

九品院 竹やぶ 

九品院の森 - 

細川小学校のクスノキ  

細川山のクスノキ 小学校のシンボル的存在のため 
細川小学校のクスノキ 小学校のシンボル 

七所神社  

百々町 七所神社 多くの木があり、小さい頃から親しんでいる 

七所神社（百々） 小さい頃から遊んだ 

松林寺（クスノキ）  

松林寺のクスノキ？ 年数が古いこと 
謁播神社、松林寺 日本庭園のような所があって良い。少し整える必要有り。 

鴨田天満宮  

鴨田天満宮神社 小さい頃から親しんだお祭り神社だから 

鴨田の神社 子供の頃から懐かしい場所 

その他 
八ツ木自然体験の森 池や森 
二畳ヶ滝と岩津発電所 発電所は近代遺産で、滝も美しい 
堤下公園のイチョウ 秋になると黄色の銀杏が鮮やか 
円福寺の庭の大木 実に立派な木で大切に残すべき 
田園風景 特にここ、という場所は無いが、涼しげで好きなので 
近所の桜並木 毎年春は桜の花、秋は葉の紅葉を見せてくれます。 
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6.矢作 

北野廃寺 

北野廃寺 近くですので 2.3 回散歩に行きました。 

 現在すんでいる所 

 古代のロマンを感じる。 
 広々として緑も多いから 

 今、少し荒れているので・・・ 

 四天王寺式の古代の寺跡 

 地元の史跡だから 

 歴史が違う 

 歴史のある寺跡 
矢作神社 

矢作神社 小さいころから親しんでいるので、樹木等そのまま残って欲しい 

 歴史的つたえ話が多い 

矢作神社の社殿 日本武尊の像とともに小さい頃から親しんだ。 

鹿が松 

鹿が松 岡崎の歴史で家康を救ったと言われる松 
 小さい頃から親しんだ 

 小さい頃によく聞いていたため 

 徳川家康ゆかり 

矢作南小学校の大松 

小学校の大松 子供の頃からのシンボルマーク 

矢作南小の大松 子供の頃からずっと見てきたから 
矢作南小学校の大松 運動場にあるため生徒から馴染み深い存在 

妙源寺 

妙源寺 多宝とう等 

 歴史的建造物 

妙源寺の拝堂 子供の頃の遊び場所 

矢作川 
矢作川 河川内の樹木、竹が多くなった 

 小さい頃から親しんでいるし、いつまでもきれいな川であってほしい 

矢作川・乙川 市の象徴 

中園熊野神社 

熊野神社（10 月の祭り） 幼いころから親しみがある 

中園熊野神社 - 
白鳥神社 

白鳥神社 森林も多く町内の初詣で多くの人々が集まる 

白鳥神社の桜 大きくてきれいなため 

五十狭城 

五十狭城 木が多く鳥の住みかになっている一度行ってみたいところ 

五十狭城入彦皇子墓（西本郷町和志山） 
歴史的な遺跡である。荒れ放題の様子は残念。宮内庁とも相談し、郷土の遺跡とし
て整備し、小公園、緑地として保存すべきである。 

鹿乗川 

鹿乗川 - 
かのり川 - 
その他 
中園神社のクスノキ 幹の太さが際立つ。小さい頃から親しんだ。 
マルヤスの桜 花が散る様子がきれいだから 
岡崎大橋 夜明けとかキレイ 
島坂町神社のクスノキ 大変大きく、神社、かのり川とマッチングしている 
矢作西小の校舎西館 旧小学校の面影が有る 
矢作東小の出会いの林 母校だから 
田園風景 回りが田畑、360°見渡せる為 
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7.六ツ美 

犬頭神社 

宮地町の犬頭人神社木々 - 

犬頭神社 名前からして珍しい神社のため。 

六ツ見・犬頭神社 古い所のわりに大切にしていないのでは？ 

田園風景 

中之郷町の田園風景 年々田んぼが減少していく中で、大切、貴重 

田んぼのある風景 季節を感じ、水害からも守ってくれる 

碧海の台地にある田園風景 矢作川堤防をウォークしながら見る景色は素晴らしい 

その他 

しだれ櫻 幸田のしだれ櫻の木がきれいだから 

なのはな遊歩道 子供達の遊び場 

公園などの花作り どんな疲れているときでも、きれいな花を見ると気が休まる。 

本光寺の松・イチョウ 寺と樹木の景観が素晴らしい 

ふじ棚 子供の頃よく行き、今も歩けば懐かしい 

悠紀斉田 歴史的に重要だと思う 
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8.額田 

寺野の大クス（寺野薬師堂） 

寺野クスノキ 再生ができない 

寺野の大クス とにかく巨木である 

 古くみごと 

 高さはないが、太さはみごと（クスの木のわきの寺との融合） 

 小さな部落の皆さんが守っている 

 地域で愛されているから 

寺野の薬寺クスノキ - 

くらがり渓谷 

くらがり渓谷 国有林を含むため自然が守れる 

 自然を守るため 

 静かな渓谷だから 

 地域で愛されているから 

くらがり渓谷の樹木と、さる飛岩 子供の頃から親しんできた 

天恩寺 

天恩寺 建物がすばらしい 

 子供の頃から知っているため 

 地域で愛されているから 

切山の大スギ 

切山の一本杉 小さな部落の皆さんが守っている 

切山の大杉 とにかく巨木である 

 よく知られている 

切山大杉 市内には同木はない 

万足平の猪垣 

不足平猪垣 昔の鹿や猪に苦労がよくわかる 

万足平 - 

万足平の猪垣 とても大切な物 

 昔の山林の苦労をしのぶため 

茅葺屋敷 

茅葺屋敷 昔の生活が変わる 

千万町かやぶき屋敷 - 

千万町茅葺屋根 昔なつかしい家屋 

藁葺屋敷 古い民家のたたずまいを残したい 

夏山の大スギ（諏訪神社） 

夏山根上り杉 再生が出来ない 

夏山町根上杉 - 

おおだの森 

おおだの森 地域で愛されているから 

その他 

一色町のイチョウの木 町の中心にありとてもきれい 

巴山白髪神社 矢作川・乙川等の源流だから 

万福寺のスギ 大木に歴史を感じる。 

樫山大橋より望む本宮方面景色 小さい頃から親しんでいる 

万福寺のスギ 樹齢 300 年の木が咲かせる花はすごい。 

 
 
 


