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九州沖縄ランドスケープ遺産　造園遺産 応募物件（平成23年10月31日現在）

●本リストは、平成２３年１０月末までに、（社）日本造園学会九州支部に寄せられた、「造園遺産」の全ての物件です。
　　　
●応募は随時受け付けていますので、このリストは、適宜更新されます。

●今後の検討により、仮分類が変更することがあります。
　「風景遺産」は別途募集しますが、「風景遺産」と考えられる物件も既に寄せられ、本リストに含めています。

【福岡県】
件名 所在地 仮分類
青葉台NT　ボンネルフ街区 北九州市若松区 住宅
平尾台の羊群原 北九州市小倉南区 風景遺産
皿倉山頂展望台 北九州市八幡東区 風景遺産
河内貯水池周辺 北九州市矢幡東区 風景遺産
海ノ中道海浜公園リゾートエリア 福岡市東区 公園
香椎参道クス並木 福岡市 並木道
海の中道（松林） 福岡市東区 風景遺産
福岡市美術館と大濠公園 福岡市中央区 公園
笹丘小学校まっくら森 福岡市中央区 風景遺産
生の松原 福岡市西区 風景遺産
西南大学聖書植物園 福岡市早良区 公園
妙福寺庭園 福岡市早良区 庭園
草野の町並みと発心公園 久留米市 町並み
山包の道と巨峰ワイン工場の緑地 久留米市 風景遺産
石橋迎賓館庭園 久留米市 庭園
久留米教育クラブ庭園 久留米市 庭園
石橋文化センター日本庭園 久留米市 庭園
梅林寺枯山水庭園 久留米市 庭園
偏照院庭園 久留米市 庭園
ホテル「萃香苑」庭園 久留米市 庭園
ホテル「創世」庭園 久留米市 庭園
石橋家別荘庭園 久留米市 庭園
富安家庭園 久留米市 庭園
櫛原記念館庭園 久留米市 庭園
久留米水天宮石庭 久留米市 庭園
柳川の堀割と水辺の緑 柳川市 町並み
戸島氏庭園 柳川市 庭園
黒木の大フジと矢部川沿いの町並み 八女市 町並み
星野村の八女茶畑 八女市星野村 風景遺産
さつき松原 宗像市 風景遺産
太宰府天満宮境内 太宰府市 庭園
光明禅寺庭園 太宰府市 庭園
旧三奈木黒田家庭園と三奈木集落 朝倉市 庭園
秋月城下町 朝倉市 町並み
祐徳園 朝倉市 庭園
豊島家庭園 朝倉市 庭園
新舟小屋のクスノキ林 みやま市 風景遺産
桜井二見ヶ浦 糸島市 風景遺産
三里松原 遠賀郡岡垣町 風景遺産
英彦山旧参道 田川郡添田町 並木道
藤江氏魚楽園 田川郡川崎町 庭園

41 件

【佐賀県】
件名 所在地 （仮）分類
金立神社　上宮 佐賀市金立町大字金立十二本過ぎ寺社
神野公園 佐賀市神園４丁目１－３ 公園
佐賀県立　佐賀城公園 佐賀市 城址
松原川 佐賀市 町並み
久保泉丸山遺跡公園 佐賀市 古墳
旧高取家住宅 唐津市北城内5-40 庭園
環境芸術の森 唐津市厳木町平之 庭園
唐津市庁舎前庭 唐津市 庭園
古木の杜　河内大山衹神社 鳥栖市河内町 寺社
御船山楽園（旧萩の尾庭園） 武雄市 庭園
小城公園 小城市小城町185番地 公園
名称　九年庵（旧伊丹氏別邸）庭園 神埼市神埼町大字的字仁比山 庭園
白石神社 三養基郡みやき町大字白壁3955 寺社

13 件 　

1 / 3page



造園遺産応募物件一覧  公開用(20111031版).xls 

【長崎県】
件名 所在地 （仮）分類
長崎公園 長崎市立山町 公園
「花月」建物・庭園 長崎市丸山2-1 庭園
山王神社の大クス 長崎市坂本2-6-56 寺社
旧グラバー邸 長崎市南山手町 庭園
江迎本陣跡 佐世保市江迎町 庭園
御書院・高城回廊 諫早市東小路町 庭園
旧諫早家の「御所院」庭園 諫早市高城町 庭園
旧円融寺跡 大村市春日町 庭園
万松院（対馬藩主宗家墓所） 対馬市厳原町 墓地
対馬藩主宗家墓所「万松院」庭園 対馬市厳原町西里192 庭園
巨石古墳群 壱岐市芦辺町 古墳
旧五島邸 五島市池田町 庭園
石田城五島氏庭園 五島市池田町1-7 庭園
雲仙ゴルフ場 雲仙市小浜町 風景遺産
神代小路・武家屋敷群 雲仙市国見町 庭園
「旧鍋島家住宅」 雲仙市国見町神代 庭園

16 件 　

【熊本県】
件名 所在地 （仮）分類
熊本城と周辺資源 熊本市二の丸 城址
水前寺江津湖公園 熊本市水前寺、江津ほか 庭園
神水苑庭園 熊本市神水 庭園
本妙寺公園 熊本市花園 公園
花岡山公園 熊本市春日町ほか 公園
花畑公園と辛島公園 熊本市花畑町 公園
細川氏本邸庭園 熊本市島崎 庭園
北岡自然公園 熊本市横手 墓所
八景水谷公園 熊本市八景水谷 公園
田原坂公園 熊本市植木町豊岡 史跡
泰勝寺跡庭園と立田山の緑 熊本市黒髪 庭園
叢桂園・釣耕園とその周辺 熊本市島崎５丁目 庭園
成道寺庭園 熊本市花園７丁目 庭園
八代城跡公園 八代市松江城ほか 城址
松井神社庭園と臥龍梅 八代市北の丸町 庭園
松濱軒と花菖蒲 八代市北の丸町 庭園
米氏庭園 八代市植柳元町 庭園
栽柳園庭園 八代市植柳上町 庭園
人吉城跡公園 人吉市麓町 城址
青井阿蘇神社庭園 人吉市青井 庭園
高瀬裏川と花菖蒲 玉名市高瀬 風景遺産
日輪寺公園 山鹿市 寺社
隈部館庭園 山鹿市菊鹿町 庭園
将軍木と松囃子能場界隈 菊池市隈府 風景遺産
定府の笹垣 宇土市定府町 風景遺産
天草城山公園（殉教公園） 天草市本渡町 公園
竹迫城跡公園 合志市上床 公園
妙泉寺公園 合志市須屋 公園
豊前街道南関御茶屋跡 玉名郡南関町関町 町並み
鉄砲小路 菊池郡菊陽町津久礼 町並み
満願寺庭園 阿蘇郡南小国町満願寺 庭園

31 件 　

【大分県】
件名 所在地 （仮）分類
田ノ浦ビーチ 大分市 風景遺産
パークプレイス大分公園通り 大分市公園通り１丁目ほか 並木道
臨界産業道路グリーンベルト 大分市 町並み
肥後街道　今市宿の石畳（いまいちじゅくの大分市野津原 町並み
新日本製鉄大分事業所の工場緑化 大分市西の洲 町並み
別府公園 別府市大字別府字野口原3018-1 公園
茶室　汲心亭（きゅうしんてい） 佐伯市城下西町 庭園
国木田独歩館（くにきだどっぽかん） 佐伯市城下東町 庭園
岡城跡 竹田市大字竹田2889番地ほか 城址
宇佐神宮初沢池 宇佐市 寺社
三島公園 玖珠郡玖珠町大字森地内 公園

11 件
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【宮崎県】
件名 所在地 （仮）分類
蓮ヶ池史跡公園 宮崎市大字芳士2258‐3 古墳
フローランテ宮崎 宮崎市山崎町浜山414‐16 公園
英国式庭園 宮崎市山崎町浜山414‐1 庭園
宮崎県総合運動公園 宮崎市大字熊野 公園
阿波岐原森林公園 宮崎市新別府町、山崎町、阿波岐 公園
宮崎県立平和台公園 宮崎市下北方町越ヶ迫 公園
宮崎県総合文化公園 宮崎市船塚３丁目210 公園
宮崎県立平和台公園青島亜熱帯植物園 宮崎市青島２丁目12‐1 公園
城山公園 延岡市東本小路178 城址
五百禩神社庭園（いおしじんじゃていえん） 日南市大字楠原 庭園
勝目氏庭園 日南市飫肥 庭園
服部氏庭園 日南市油津 庭園
豫章館庭園 日南市飫肥 庭園
橋口氏庭園 日向市美々津 庭園
妙国寺庭園 日向市細島 庭園
特別史跡公園西都原古墳群 西都市大字三宅 古墳

16 件 　

【鹿児島県】
件名 所在地 （仮）分類
吉野公園 鹿児島市吉野町七社 公園
石橋記念公園 鹿児島市浜町 公園
垂水市宮脇公園 垂水市新城 公園
南さつま市笠沙町大当（おおとう） 南さつま市笠沙町大当 町並み
姶良市蒲生町麓地区 姶良市蒲生町上久徳 町並み

5 件 　

件名 所在地 （仮）分類
首里城淑順門石積み 那覇市 城址
首里城鎖之間庭園 那覇市 庭園
識名園 那覇市真地地先 庭園
那覇市首里金城ダム　 那覇市 風景遺産
宜野湾市森川公園 宜野湾市真志喜 公園
宜野湾市ふんしんせせらぎ通り 宜野湾市伊佐地先 並木道
ヨーンの道のリュウキュウマツ並木 石垣市川平良 並木道
石垣家庭園 石垣市新川 庭園
宮良殿内庭園 石垣市大川 庭園
桃林寺前いにしえの街角庭園 石垣市石垣 庭園
宮良のヤラブ並木 石垣市石垣 並木道
県営バンナ公園 石垣市 公園
富野大川線のテリハボク並木 石垣市真栄里地先 並木道
琉球庭園の復元（仲本家庭園） 石垣市 庭園
浦添大公園 浦添市伊祖 公園
我部祖河の高倉とその周辺景観 名護市我部祖河 風景遺産
名護市のヒンプンガジュマル 名護市東江地先 庭園
糸満市摩文仁の平和記念公園 糸満市摩文仁地先 公園
糸満市西崎親水公園 糸満市西崎地先 公園
西崎工業団地海岸防風・防潮林 糸満市西崎地先 風景遺産
具志川市道の街路樹 うるま市具志川地先 並木道
島尻のマングローブ林の石橋と木道 宮古島市島尻地先 並木道
漲水神社前石畳道 宮古島市 町並み
仲宗根豊見親の墓 宮古島市平良地先 墓地
平良城辺線のセンダン並木 宮古島市城辺比嘉地先 並木道
大宜味村の猪垣 国頭郡大宜見村 風景遺産
サンマリーナホテル構内の造園 国頭郡恩納村富着 庭園
国道５８号仲泊の歩道景観 国頭郡恩納村仲泊 並木道
仲原馬場跡のリュウキュウマツ並木 国頭郡今帰仁村越地 並木道
今帰仁村運天ビーチ 国頭郡今帰仁村運天 風景遺産
海洋博記念公園内熱帯ドリームセンター 国頭郡本部町石川地先 公園
読谷村泊城公園 中頭郡読谷村渡具知地先 公園
北中城村はなさかじじぃ通り 中頭郡北中城村荻道地先 並木道
北中城村中村家庭園 中頭郡北中城村大城地先 庭園
竹富島の赤瓦と石垣と砂の道 八重山郡竹富町 町並み

35 件

注：本リストは、各県　→　市町村コード　→　到着順として作成しています。
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