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No.
指定
主体

名称（ふりがな） 員数 文化財の所在地 備考

1 国 与野の大カヤ(よののおおかや) 1本 さいたま市中央区鈴谷4-15-2　妙行寺金比羅堂境内

2 県 妙行寺のモクコク(みょうぎょうじのもくこく) 1本 さいたま市中央区鈴谷4-15-2

3 県 青葉園のフジ(あおばえんのふじ) 3本 さいたま市西区三橋5-934

4 市 砂氷川社のモミ（すなひかわしゃのもみ） 1本 さいたま市見沼区東大宮7-36-11

5 市 砂氷川社のクスノキ（すなひかわしゃのくすのき） 1本 さいたま市見沼区東大宮7-36-11

6 市 真福寺のイチョウ(しんぷくじのいちょう) 1株 さいたま市南区別所2-5-14

7 2020.7.21削除

8 市 圓蔵院の大イチョウ(えんぞういんのおおいちょう) 1本 さいたま市見沼区中川540

9 市 砂の大ケヤキ(すなのおおけやき) 1本 さいたま市見沼区東大宮1-13-9

10 市 大興寺のヒイラギ(だいこうじのひいらぎ) 1株 さいたま市緑区大門2583

11 市 大興寺のウメ(だいこうじのうめ) 1株 さいたま市緑区大門2583

12 市 山崎のボダイジュ(やまざきのぼだいじゅ) 1株 さいたま市緑区山崎1-269

13 市 延命寺のムクノキ(えんめいじのむくのき) 1株 さいたま市浦和区本太1-42-2

14 市 調神社の境内林(つきじんじゃのけいだいりん) ― さいたま市浦和区岸町3-17-25

15 市 大日堂のシイノキ(だいにちどうのしいのき) 1本 さいたま市大宮区天沼町1-385　大日堂

16 市 十王尊の大イチョウ(じゅうおうそんのおおいちょう) 1本 さいたま市見沼区南中野992　十王尊

17 市 金剛院のタブノキ(こんごういんのたぶのき) 1本 さいたま市北区日進町1-758

18 市 金剛院のカヤ(こんごういんのかや) 1本 さいたま市北区日進町1-758

19 市 金剛院のシイノキ(こんごういんのしいのき) 1本 さいたま市北区日進町1-758

20 市 満福寺のシラカシ(まんぷくじのしらかし) 1本 さいたま市北区日進町2-1003

＃埼玉巨樹番付　指定木リスト
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21 市 光秀寺のカヤの木(こうしゅうじのかやのき) 1本 さいたま市岩槻区尾ヶ崎888

22 市 上小町氷川神社のモッコク(かみこちょうひかわじんじゃのもっこく) 1本 さいたま市大宮区上小町1110

23 市 大谷場氷川神社のユリノキ(おおやばひかわじんじゃのゆりのき) 1株 さいたま市南区南本町1-9-1

24 市 廓信寺のカヤ(かくしんじのかや) 1株 さいたま市浦和区北浦和3-15-22

25 市 法光寺のシイノキ（ほうこうじのしいのき） 1株 さいたま市西区西大宮4-61-4

26 市 岩槻城跡のケヤキ(いわつきじょうあとのけやき) 1本 さいたま市岩槻区太田三丁目　岩槻公園内

27 県 清河寺の大ケヤキ(せいがんじのおおけやき) 1本 さいたま市西区清河寺778-1

28 市 薬師堂のマキ(やくしどうのまき) 1株 さいたま市桜区大字塚本675

29 市 太田窪のカヤ(だいたくぼのかや) 1株 さいたま市緑区原山1-33-17

30 市 植田谷本のクスノキ(うえたやほんのくすのき) 1本 さいたま市西区植田谷本564-2

31 市 三橋のヒイラギ(みはしのひいらぎ) 1本 さいたま市西区三橋5-1205

32 市 南中丸のアカガシ(みなみなかまるのあかがし) 1本 さいたま市見沼区南中丸592-1

33 県 並木の大クス（なみきのおおくす） 1本 川越市並木277　並木大クス公園内

34 市 砂氷川神社のシラカシ（すなひかわじんじゃのしらかし） 1株 川越市砂640

35 市 砂氷川神社のイヌツゲ（すなひかわじんじゃのいぬつげ） 1株 川越市砂640

36 市 下小坂の大ケヤキ（しもおさかのおおけやき） 2本 川越市下小坂1002

37 市 イチョウ（いちょう） 2本 川越市松江町1-7-1　出世稲荷神社

38 市 鯨井のヒイラギ（くじらいのひいらぎ） 1本 川越市鯨井1840　八坂神社

39 市 笠幡浅間神社のヒヨクヒバ（かさはたせんげんじんじゃのひよくひば） 1本 川越市笠幡1997

40 市 古市場のヒイラギ（ふるいちばのひいらぎ） 1本 川越市古市場192-2

41 市 榧（かや） 1本 熊谷市拾六間689

42 市 いちいがし 1本 熊谷市拾六間689
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43 市 無患子（むくろじ） 1本 熊谷市東別府799

44 市 榧（かや） 1本 熊谷市中奈良1309

45 市 椎の木（しいのき） 1本 熊谷市八ツ口869

46 市 くろがねもち　 1本 熊谷市肥塚1681

47 市 梛（なぎ） 1本 熊谷市新堀新田45-2

48 県 長徳寺のビャクシン（ちょうとくじのびゃくしん） 1本 川口市芝6303

49 市 真乗院のコウヤマキ（しんじょういんのこうやまき） 1本 川口市石神1253

50 市 慈星院のカヤ（じしょういんのかや） 1本 川口市芝5222

51 市 峯ヶ岡八幡神社の社叢（みねがおかはちまんじんじゃのしゃそう） ― 川口市峯1304ほか

52 市 地蔵院のタブノキ（じぞういんのたぶのき） 1本 川口市桜町5-5-39

53 市 槙（まき） 1本 行田市埼玉5450

54 市 長久寺の公孫樹（ちょうきゅうじのいちょう） 1本 行田市桜町2-20-44

55 市 椎（しい） 1本 行田市駒形1-4-18

56 市 欅群（けやきぐん） 9本 行田市佐間1-10-6

57 市 満願寺のシダレザクラ（まんがんじのしだれざくら） 1本 行田市野744

58 市 真名板薬師堂の公孫樹（まないたやくしどうのいちょう） 3本 行田市真名板1532

59 県 駒つなぎのケヤキ（こまつなぎのけやき） 1本 秩父市中町16-10　今宮神社内

60 県 清雲寺のサクラ（せいうんじのさくら） 1本 秩父市荒川上田野690

61 市 上影森諏訪神社のスギ（かみかげもりすわじんじゃのすぎ） 1本 秩父市上影森255-1

62 市 熊野神社のケヤキ（くまのじんじゃのけやき） 1本 秩父市太田門脇1320

63 市 桧葉（ひば） 1本 秩父市荒川白久432

64 市 下蒔田のカヤの木（しもまいたのかやのき） 1本 秩父市蒔田835　大慶寺西側墓地内
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65 県 滝の入タブの木（たきのいりたぶのき） 1本 飯能市上直竹下分302

66 県 子の権現の二本スギ（ねのごんげんのにほんすぎ） 2本 飯能市南461

67 県 高山不動の大イチョウ（たかやまふどうのおおいちょう） 1本 飯能市高山347-2

68 県 飯能の大ケヤキ（はんのうのおおけやき） 1本 飯能市川寺392

69 市 竹寺のコウヤマキ（たけでらのこうやまき） 1本 飯能市南704

70 県 玉敷神社のフジ（たましきじんじゃのふじ） 1本 加須市騎西535-1

71 市 龍蔵寺の大イチョウ（りゅうぞうじのおおいちょう） 1本 加須市大門町18-51

72 市 玉敷神社のいちょう（たましきじんじゃのいちょう） 2本 加須市騎西552

73 県 金鑚神社のクスノキ（かなさなじんじゃのくすのき） 1本 本庄市千代田3-2-3

74 県 城山稲荷神社のケヤキ（しろやまいなりじんじゃのけやき） 1本 本庄市本庄3-5

75 市 児玉思池のマルバヤナギ（こだまおもいけのまるばやなぎ） 3本 本庄市児玉町児玉1746

76 市 本庄金鑚神社のカヤ（ほんじょうかなさなじんじゃのかや） 1本 本庄市千代田3-2-3

77 市 保木野龍清寺のカヤ（ほきのりゅうせいじのかや） 1本 本庄市児玉町保木野387

78 市 小平石神神社のケヤキとスギ（こだいらせきじんじんじゃのけやきとすぎ） 2本 本庄市児玉町小平1

79 市 沼和田飯玉神社のサイカチ（ぬまわだいいだまじんじゃのさいかち） 1本 本庄市沼和田926

80 市 仲町愛宕神社のケヤキ（なかまちあたごじんじゃのけやき） 1本 本庄市中央1-5-2

81 市 東富田観音塚のマツ（ひがしとみだかんのんづかのまつ） 1本 本庄市東富田50-1

82 市 沼和田宝輪寺のカヤ（ぬまわだほうりんじのかや） 1本 本庄市沼和田869

83 市 山王堂日枝神社のケヤキ（さんのうどうひえじんじゃのけやき） 1本 本庄市山王堂228-1

84 市 八幡神神社のヤブツバキと社叢林（はちまんじんじゃのやぶつばきとしゃそうりん）
18本

（つばき1・けやき17）
本庄市児玉町児玉198

85 2020.8.4削除

86 市 八幡神社の大欅（はちまんじんじゃのおおけやき） 1本 東松山市宮鼻233
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87 市 正法寺の大銀杏（しょうぼうじのおおいちょう） 1本 東松山市岩殿1221

88 県 蓮花院のムク（れんげいんのむく） 1本 春日部市大衾53

89 県 満蔵寺のお葉附きイチョウ（まんぞうじのおはつきいちょう） 1本 春日部市新方袋253

90 県 碇神社のイヌグス（いかりじんじゃのいぬぐす） 1本 春日部市粕壁東2-2

91 県 廣瀬神社の大ケヤキ（ひろせじんじゃのおおけやき） 2本 狭山市広瀬2-23-1

92 市 羽黒神社菩提樹（はぐろじんじゃぼだいじゅ） 1本 狭山市大字加佐志174

93 市 上岩瀬のシイノキ（かみいわせのしいのき） 1本 羽生市大字上岩瀬705

94 市 三ツ木神社の大欅（みつぎじんじゃのおおけやき） 1本 鴻巣市三ツ木637

95 市 清法寺のまき（せいほうじのまき） 1本 鴻巣市北根1374

96 市 新井家の大榎（あらいけのおおえのき） 1本 鴻巣市広田2975

97 市 榧（かや）（雌） 1本 深谷市東方2902

98 市 普済寺のカヤの木（ふさいじのかやのき） 2本 深谷市普済寺973

99 市 榧老木（かやろうぼく） 1本 深谷市高島595-1

100 市 大けやき（おおけやき） 1本 上尾市平方2124

101 市 むくろじ 1本 上尾市上463

102 市 八枝神社の境内　ケヤキ・エノキ群（やえだじんじゃのけいだい　けやき・えのきぐん） 6本 上尾市平方488

103 市 らかんまき 1本 上尾市原市3659

104 市 むくの木（むくのき） 1本 上尾市東町1-3-21

105 市 林泉寺駒止のマキ（りんせんじこまどめのまき） 1本 越谷市増林3818

106 市 大聖寺のタブノキ（だいしょうじのたぶのき） 1本 越谷市相模町6-442

107 市 聖徳寺のイチョウ（しょうとくじのいちょう） 1本 越谷市北川崎18

108 市 ラクウショウ（らくうしょう） 1本 越谷市越ヶ谷2563-1　アリタキ植物園内
入園料（大人：100円・小・中学
生：30円・小学校就学前：無料）
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109 市 浅間神社のケヤキ（せんげんじんじゃのけやき） 1本 越谷市中町7

110 市 田中家のクスノキ（たなかけのくすのき） 1本 越谷市川柳町2-251-1

111 市 三学院のフジ（さんがくいんのふじ） 1本 蕨市北町3-2-4

112 市 熊野神社の大スギ（杉）（くまのじんじゃのおおすぎ） 1本 入間市下藤沢801

113 市 東光寺のタラヨウ（多羅葉）（とうこうじのたらよう） 1本 入間市小谷田1437

114 市 西久保観世音のカヤ（榧）（にしくぼかんぜおんのかや） 1本 入間市宮寺1544-1

115 市 夏ぐみ（なつぐみ） 1本 朝霞市根岸台7-48-40

116 市 大いちょう（おおいちょう） 1本 和光市新倉3-3-35

117 県 光照寺コウヤマキ（こうしょうじこうやまき） 1本 桶川市加納1906

118 県 倉田の大カヤ（くらたのおおかや） 1本 桶川市倉田150

119 市 多気比売神社の大椎（たけひめじんじゃのおおしい） 1本 桶川市篠津58

120 市 ムクロジ（むくろじ） 1本 桶川市坂田1518

121 市 清福寺の大イチョウ（せいふくじのおおいちょう） 1本 久喜市下清久360

122 県 多聞寺のムクロジ（たもんじのむくろじ） 1本 北本市本宿2-37

123 国 石戸蒲ザクラ（いしとかばざくら） 1本 北本市石戸宿3-119

124 市 ムク（むく） 1本 北本市石戸宿6-64

125 市 阿弥陀堂エドヒガンザクラ（あみだどうえどひがんざくら） 1本 北本市高尾6-365

126 市 ドウダンツツジ（どうだんつつじ） 1本 北本市石戸宿6-36

127 市 觀音寺のイチョウ（かんのんじのいちょう） 1本 八潮市中央4-8-20　観音寺

128 市 ケヤキ（けやき） 1本 富士見市諏訪2-1589-1　諏訪神社境内

129 市 イチョウ（いちょう） 1本 富士見市勝瀬791-1　榛名神社境内

130 市 カヤ（かや） 1本 富士見市諏訪1-8-3　瑠璃光寺境内
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131 市 厄除大銀杏（やくよけおおいちょう） 1本 三郷市彦糸1-10　安養院境内
2020.8.27所在地加筆
2020.9.17名称修正（大銀杏→厄除
大銀杏）

132 県 入西のビャクシン（にっさいのびゃくしん） 1本 坂戸市北大塚138

133 県 土屋神社神木スギ（つちやじんじゃしんぼくすぎ） 1本 坂戸市浅羽野2-2-11

134 市 カゴノキ（かごのき） 1本 坂戸市多和目383-1

135 県 脚折のケヤキ（すねおりのけやき） 1本 鶴ヶ島市脚折町6-10-20　白鬚神社内

136 市 中新田神明社大桧（なかしんでんしんめいしゃおおひのき） 1本 鶴ヶ島市中新田180

137 県 密厳院のイチョウ（みつごんいんのいちょう） 1本 吉川市高久1-18-2

138 市 しだれ桜（しだれざくら） 1本 ふじみ野市亀久保3-11-11

139 市 けやき 1本 ふじみ野市苗間371-1

140 市 白岡八幡宮のカヤ（しらおかはちまんぐうのかや） 1本 白岡市白岡889

141 市 白岡八幡宮のイヌザクラ（しらおかはちまんぐうのいぬざくら） 1本 白岡市白岡889

142 市 岡泉鷲神社の大ケヤキ（おかいずみわしじんじゃのおおけやき） 2本 白岡市岡泉1121-1

143 市 爪田ヶ谷諏訪神社の大スギ（つめたがやすわじんじゃのおおすぎ） 1本 白岡市爪田ヶ谷585

144 町 シラカシ 1本 伊奈町小室42-2

145 町 杉（すぎ） 1本 伊奈町本町2-155

146 町 杉（すぎ） 1本 伊奈町羽貫192

147 町 金毘羅様のスダジイ（こんぴらさまのすだじい） 1本 毛呂山町滝ノ入1215-3

148 町 中在家薬師堂のムクロジ（なかざいけやくしどうのむくろじ） 1ヶ所 毛呂山町滝ノ入969

149 県 上谷の大クス（かみやつのおおくす） 1本 入間郡越生町上谷1316-ロ

150 町 龍ヶ谷のヤマザクラ（たつがやのやまざくら） 1本 入間郡越生町龍ヶ谷998 2020.8.27指定主体訂正

151 町 大シイ（おおしい） 2本 嵐山町遠山221
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152 町 大カヤ（おおかや） 1本 嵐山町古里881

153 町 大イチョウ（おおいちょう） 1本 嵐山町越畑1122

154 町 熊野神社の大スギ（くまのじんじゃのおおすぎ） 1本 小川町靭負343 2020.7.31所在地訂正

155 町 白山神社の大カシ（はくさんじんじゃのおおかし） 1本 小川町増尾32

156 町 八幡神社の大ケヤキ（はちまんじんじゃのおおけやき） 1本 小川町大塚427

157 町 八和田神社の大スギ（やわたじんじゃのおおすぎ） 1本 小川町奈良梨929-1

158 町 自性院のカヤ（じしょういんのかや） 1本 小川町腰越323

159 町 三光神社の大スギ（さんこうじんじゃのおおすぎ） 1本 小川町木部459-1

160 町 八幡神社のイチイガシ（はちまんじんじゃのいちいがし） 1本 鳩山町高野倉454

161 県 タラヨウジュ（たらようじゅ） 1本 ときがわ町西平386

162 町 児持杉（こもちすぎ） 2本 ときがわ町西平1198

163 町 銀杏（いちょう） 1本 ときがわ町関堀196

164 町 姥樫（うばかし） 1本 ときがわ町椚平825-2

165 県 西善寺のコミネカエデ（さいぜんじのこみねかえで） 1本 横瀬町横瀬598

166 町 大畑のカヤ（おおばたけのかや） 1本 横瀬町芦ヶ久保738

167 県 国神の大イチョウ（くにかみのおおいちょう） 1本 皆野町国神577

168 町 平草のイヌツゲ（ひらくさのいぬつげ） 1本 皆野町大字三沢213

169 町 古鷹神社の杉（こたかじんじゃのすぎ） 3本 小鹿野町三山1195

170 町 大徳院の一本杉（だいとくいんのいっぽんすぎ） 1本 小鹿野町下小鹿野208-1

171 町 一本杉峠の杉（いっぽんすぎとうげのすぎ） 1本 小鹿野町小鹿野2310

172 町 坂本の大もみじ（さかもとのおおもみじ） 1本 小鹿野町河原沢771

173 村 槻の木（つきのき） 1本 東秩父村白石556



No.
指定
主体

名称（ふりがな） 員数 文化財の所在地 備考

174 村 天神社大杉（てんじんじゃおおすぎ） 1本 東秩父村安戸53

175 村 タマグス（たまぐす） 1本 東秩父村坂本1541

176 村 ビャクダン（びゃくだん） 1本 東秩父村大内沢34

177 村 浄蓮寺境内林（じょうれんじけいだいりん） ― 東秩父村御堂362ほか

178 村 沢向の大ケヤキ（さわむこうのおおけやき） 1本 東秩父村坂本1349-3

179 町 新井の木斛（あらいのもっこく） 1本 美里町大字阿那志637

180 町 寺戸の樫（てらどのかし） 1本 美里町大字広木2022-4

181 町 マキの大木（まきのたいぼく） 1本 上里町大御堂737

182 町 柿の大木（かきのたいぼく） 1本 上里町神保原425

183 町 ひいらぎの大木（ひいらぎのたいぼく） 1本 上里町堤519

184 町 鉢形城の桜・エドヒガン（はちがたじょうのさくら・えどひがん） 1本 寄居町鉢形2738

185 町 高野槙（こうやまき） 1本 寄居町赤浜915

186 町 塚田三嶋神社のヤブツバキ（つかだみしまじんじゃのやぶつばき） 1本 寄居町赤浜1973

187 町 姥宮神社の大杉（とめみやじんじゃのおおすぎ） 3本 寄居町風布125

188 町 赤浜中戸のヤブツバキ（あかはまなかとのやぶつばき） 1本 寄居町赤浜790-5

189 町 大イチョウ（おおいちょう） 1本 宮代町字中38

190 町 天満宮の槙（てんまんぐうのまき） 1本 杉戸町大字下高野424 2020.8.27指定主体訂正

191 県 大川戸の大イチョウ（おおかわどのおおいちょう） 1本 松伏町大川戸2414

192 市 山桑（やまくわ） 1本 深谷市樫合34 2020.7.21追加

193 県
徳星寺の大カヤ及び暖帯林
（とくしょうじのおおかやおよびだんたいりん）

― 上尾市畦吉750、751、753 2020.7.21追加


