
～沼津の文化財をめぐってみませんか～
　市内には史跡等の文化財や文化財を展示する博物館が多数あります。その中から代表的な
ものをいくつか紹介します。文化財を通して郷土の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。
　ここで紹介する文化財には、現地に QR を設置
してあります。QR をスマートフォン等で読み取
ると学芸員等による解説動画や市ＨＰの説明画面
を見ることができます。（通信料が発生します）。
　文化財等の見学にあたっては、路上駐車など
周辺の方々の迷惑にならないようにご留意下さい。

沼津駅

沼津港

大瀬崎

駿河湾

⑯
⑮

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩
⑨

⑧

⑦

⑥⑤

④
③

②

①

⑰
⑱
⑲

現地で動画解説  訪ねて学ぼう文化財めぐり

※鎌倉殿コース例
②伝阿野全成・時元墓（大泉寺）
　   ↓
⑰禅長寺頼政堂
※城跡・名勝コース例 
①帯笑園
　　↓
③興国寺城跡
      ↓
⑦三枚橋城跡・沼津城跡 （沼津市中央公園）
      ↓
⑪長浜城跡 
※古墳コース例  
④長塚古墳
      ↓
⑥高尾山古墳
　　↓
⑩江浦横穴群
　　↓
⑬井田松江古墳群
※博物館コース例 
⑤明治史料館
　　↓
⑧歴史民俗資料館
      ↓
⑨文化財センター
※天然記念物コース例  
⑫大瀬崎ビャクシン樹林
　　↓
⑱河内の大スギ
　　↓
⑲河内の稲荷スギ
※造船コース例 
⑭日露交渉地跡大行寺
　   ↓　
⑮洋式帆船建造地跡
　　↓
⑯戸田造船郷土資料博物館・駿河湾深海生物館

　お好きな所をお回り下さい♪
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②　伝阿野全成・時元墓（市指定史跡）（大泉寺）

①　帯笑園（国登録記念物：名勝地関係）

Ｑ　Ｒ　：伝阿野全成・時元の墓入口の説明板
住　所　：沼津市井出 744
            ※境内に駐車場がありますが、駐車台数が
　　　　　　限られています。　　　　
  鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母兄弟である阿野全成
と時元親子と伝わるお墓が残されています。

Ｑ　Ｒ　：帯笑園駐車場入口の看板
住   所　：沼津市原 194-1
開園日　：土・日・祝日　
時　間　：9：00 ～ 16：00
　　　　　※白隠のみちにある寺院についても、帯笑園         
         駐車場入口にQRコードを設置しています。
  江戸時代後期、東海道随一の名園と謳

うた

われており、
皇族や大名・文化人等が訪れ、園芸文化の交流地でし
た。

③　興国寺城跡（国指定史跡）
Ｑ　Ｒ　：本丸にある神社東側の説明板
住　所　：沼津市根古屋
               ※城内に駐車場あります。　
  北条早雲旗揚げの城と伝わり、以後、戦国時代から
江戸時代初頭まで続いた東駿河の拠点城郭です。
　

④　長塚古墳（県指定史跡）
Ｑ　Ｒ　：古墳西側の説明板　　　　　　　　
住　所　：沼津市東沢田 403-1
　　　　　※現地に駐車場はありません。
　　　　　　車は明治史料館に駐車して下さい。
　　　　　　明治史料館から徒歩１５分です。
　　　　　※休館日は使用できません。
  6 世紀に築かれた前方後円墳で、市内唯一の埴輪が
出土しています。
　



Ｑ　Ｒ　：中央公園西側の説明板
住　所　：沼津市大手町 4 丁目 185-4
　　　　　※近くに有料駐車場あります。
   「三枚橋城」・「沼津城」の本丸跡地です。
現在は、沼津城の碑と説明板があります。

⑦　三枚橋城跡・沼津城跡（沼津市中央公園）

⑥　高尾山古墳
Ｑ　Ｒ　：古墳北側の説明板
住　所　：沼津市東熊堂 49-1
               （高尾山穂見神社の西隣り）
　　　　　※現地に駐車場はありません。
　　　　　　車は明治史料館に駐車して下さい。
　　　　　※休館日は使用できません。
  明治史料館１階で副葬品のﾚﾌﾟﾘｶを展示しています。
古墳時代初期の東日本において最大級かつ最古級の前
方後方墳です。

⑤　明治史料館
住　所　：沼津市西熊堂 372-1
開館時間：9：00 ～ 16：30
観覧料　：大人 200 円 小人（小・中学生）100 円
　　　　　※市内の小・中学生は無料
休館日　：毎週月曜日（祝日は開館）
　　　　　毎月最終の平日
　　　　　祝日の翌日（土・日曜日を除く）
　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）
  地域振興に尽力した江原素六をはじめ明治期を中心
とした近代の歴史史料をご覧いただけます。

⑧　歴史民俗資料館（沼津御用邸記念公園内）
住　所　：沼津市下香貫島郷 2802-1
開館時間：9：00 ～ 16：00
観覧料　：無料
　　　　　※ただし御用邸記念公園への入園料が必要
　　　　　　です。大人 100 円、小・中学生 50 円
休館日　：毎週月曜日（祝日は開館）
　　　　　　毎月最終の平日
　　　　　　祝日の翌日（土・日曜日を除く）
　　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）
  国の重要有形民俗文化財である「沼津内浦・静浦及び
周辺地域の漁具」をはじめ、民俗資料を展示しています。



Ｑ　Ｒ　：江浦横穴群の説明板
住　所　：沼津市江浦 455-1
　　　　　※駐車場は敷地内に３台あります。
　　　　　　「沼津駅」から伊豆箱根バス「東江の浦」
　　　　　　下車徒歩 10 分です。
  古墳時代末期から白鳳時代にかけてつくられた岩山
の斜面に横穴を掘り込んで作られたお墓です。

⑩　江浦横穴群（県指定史跡）

Ｑ　Ｒ　：長浜城跡東側（長浜側）説明板
住　所　：沼津市内浦長浜 174-6
　　　　　※長浜側にある駐車場をご利用下さい。
  戦国時代、武田水軍から韮山城を守るために築かれ
た北条水軍の城です。　

⑪　長浜城跡（国指定史跡）

住　所　：沼津市志下 530
開館時間：9：00 ～ 16：30
観覧料　：無料
休館日　：毎週土・日・祝日
　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）
  文化財を保存し、調査を担うセンターで、市内で出
土した遺物を展示しています。

⑨　文化財センター

⑫　大瀬崎ビャクシン樹林（国指定天然記念物）
Ｑ　Ｒ　：鳥居をくぐって右側にある大瀬崎ビャク　
　　　　　シン樹林の説明板
住　所　：沼津市西浦江梨 331-2
　　　　　※有料の観光駐車場あり。そこから徒歩９
　　　　　　分です。　
  樹齢千年以上と思われる老木も見られるこの樹林
は、全国的にも珍しいものとされ、「ぬまづの宝 100
選」にも選ばれています。



Ｑ　Ｒ　：煌
きらめき

きの丘にある井田松江古墳群の説明板
住　所　：沼津市井田 974-18
　　　　　※駐車場は、煌きの丘をご使用下さい。
   6 世紀末から 7 世紀後半にかけて造られた古墳群
で、そのうち、18 号墳は石室を公開しています。　

⑬　井田松江古墳群（県指定史跡）

Ｑ　Ｒ　：正門入口の門向かって左手の看板
住　所　：沼津市戸田 926
　　　　　※境内に駐車場がありますが、駐車台数が
　　　　　　限られています。
　　　　　※寺院前の道路は狭いため、通行に注意が
　　　　　　必要です。
  日露和親条約の交渉地として使用された寺院です。
日本初の洋式帆船ヘダ号建造に尽くした上田寅吉の墓
所があります。

住　所　：沼津市戸田 2710 - 1　　　　　　　　
開館時間：9：00 ～ 16：30
観覧料　：大人 200 円、小・中学生 100 円
休館日　：毎週水曜日（祝日は開館）
　　　　　祝日の翌日（土・日曜日除く）
　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）
  ヘダ号の造船資料、日露の友好関係等戸田地域の郷土資
料をご覧いただけます。また、タカアシガニをはじめと
する深海生物を紹介する深海生物館が併設されています。

⑭　日露交渉地跡大行寺（市指定史跡）

⑯　戸田造船郷土資料博物館・
　　　　　　　駿河湾深海生物館

⑮　洋式帆船建造地跡（県指定史跡）
Ｑ　Ｒ　：石碑横の説明板
住　所　：沼津市戸田大浦 600-7
　　　　　※御浜海水浴場駐車場から徒歩10分です。
　　　　　　（夏季のみ有料）
  駿河湾に沈んでしまったロシア船に代わって、戸田
では、日本初の洋式帆船ヘダ号が造られました。現在
はこの場所に、顕彰する碑が建てられています。
　



問い合わせ先：沼津市教育委員会事務局文化振興課　沼津市文化財センター
                     電話：055-935-5010　FAX：055-933-1270
                     E-mail：　cul-bunkazai@city.numazu.lg.jp

汚れてもいい服装、履きなれた靴での参加をお願いします。
現地で動画解説 訪ねて学ぼう文化財めぐり の最中で起こった事故に関しては自己責任となります。
新型コロナウィルス感染症拡大防止の対策をしたうえで、文化財めぐりをお楽しみください。

Ｑ　Ｒ　：頼政堂横の説明看板
住　所　：沼津市西浦河内 396-2
　　　　　※駐車場有  
　菖蒲御前が源頼政、子仲綱の遺骨を持ってこの寺に
潜んだという伝説から頼政堂が建てられました。平成
12 年 3 月に市の指定有形文化財となりました。

⑰　禅長寺頼政堂（市指定有形文化財）

Ｑ　Ｒ　：稲荷スギ横の説明看板
住　所　：沼津市西浦河内
　　　　　※駐車スペース有
   小さな稲荷の祠の傍らに立つ、鎮守の森の１本。目
通り 6.55 メートル、枝振りは東西 40 メートル、南
北 14 メートルあります。

⑲　河内の大スギ（県指定天然記念物）

Ｑ　Ｒ　：大スギ横の説明看板
住　所　：沼津市西浦河内
　　　　　※駐車場は、市民の森をご使用ください。
　　　　　　（駐車場から徒歩 20 分）
　市内では最大のスギとして貴重であり、平成 14 年
3 月に県指定天然記念物に指定されました。これまで
ドラマの撮影や市内有数のパワースポットとして多く
の方が来訪しています。

⑱　河内の稲荷スギ（市指定天然記念物）


