
平成2年3月、財団法人日本さくらの会創立25周年を記念し、

全国都道府県の推薦をもとに「さくら名所100選の地」を設定。

NO. 都道府県 市町村名 旧市町村名 名称(公園・通称） 住所

1 北海道 新ひだか町 静内町 二十間道路桜並木 日高郡新ひだか町静内御幸町3-2-50

2 〃 松前町 松前公園 北海道松前郡松前町松城

3 青森県 五所川原市 金木町 芦野池沼群県立自然公園 青森県五所川原市字岩木町12

4 〃 弘前市 鷹揚公園 弘前市大字下白銀町1番地

5 岩手県 盛岡市 高松公園 盛岡市中ノ橋通1-1-10　プラザおでって4F

6 〃 北上市 北上市立公園展勝地 北上市芳町1-1

7 宮城県 柴田町 船岡城祉公園・白石川堤 宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-3-45

8 秋田県 仙北市 角館町 桧木内川堤・武家屋敷 秋田県仙北市角館町中町36

9 〃 秋田市 千秋公園 秋田市山王１丁目1-1

10 〃 横手市 増田町 真人公園 横手市増田町増田字土肥館173番地

11 山形県 鶴岡市 鶴岡公園 山形県鶴岡市馬場町9-25　鶴岡市役所本庁舎4F

12 〃 南陽市 烏帽子山公園 山形県南陽市三間通436-1

13 福島県 三春町 三春町のシダレザクラ 福島県田村郡三春町字大町1-2

14 〃 二本松市 霞ヶ城公園 福島県二本松市金色403-1

15 〃 会津若松市 鶴ヶ城公園 福島県会津若松市東栄町3番46号

16 茨城県 日立市 かみね公園・平和通り 茨城県日立市助川町1-1-1

17 〃 那河市 瓜連町 静峰公園 茨城県那珂市福田１８１９番地５

18 栃木県 宇都宮市・日光市 宇都宮市・今市市 日光街道桜並木 栃木県宇都宮市塙田1-1-20　本館11F

19 〃 栃木市 太平山県立自然公園 栃木県栃木市入船町7-26

20 群馬県 前橋市 宮城村 赤城南面千本桜 群馬県前橋市鼻毛石町1426-3

21 〃 藤岡市 鬼石町 桜山公園 群馬県藤岡市鬼石235-10

22 埼玉県 熊谷市 熊谷桜堤 熊谷市宮町二丁目47番地1

23 〃 さいたま市 大宮市 大宮公園 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4

24 〃 長瀞町 長瀞 埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上１０３５－１

25 千葉県 野田市 清水公園 千葉県野田市清水906

26 〃 茂原市 茂原公園 千葉県茂原市高師1325-1

27 〃 千葉市 泉自然公園 千葉市若葉区野呂町108番地（泉自然公園内）

28 東京都 台東区 上野恩賜公園 東京都台東区上野公園5-20

29 〃 新宿区 新宿御苑 東京都新宿区内藤町11番地

30 〃 墨田区 隅田公園 墨田区吾妻橋1-23-20

31 〃 小金井市 小金井公園 東京都小金井市関野町１丁目１３－１

32 〃 武蔵野市 井の頭恩賜公園 東京都武蔵野市御殿山1－18－31

33 神奈川県 横浜市 県立三ツ池公園 神奈川県横浜市鶴見区三ツ池公園1-1

34 〃 小田原市 小田原城祉公園・城山公園 神奈川県小田原市荻窪300番地

35 〃 横須賀市 衣笠山公園 横須賀市公郷町2-11

36 新潟県 燕市 分水町 大河津分水 新潟県燕市白山町2-7-27

「さくら名所100選の地」一覧



37 〃 上越市 高田公園 新潟県上越市本町5-5-9ランドビル２F

38 〃 五泉市 村松町 村松公園 新潟県五泉市村松乙130-1

39 富山県 高岡市 高岡古城公園 富山県高岡市広小路７－５０

40 〃 富山市 松川公園 富山市新桜町7-38

41 石川県 金沢市 兼六園 石川県兼六町1番4号

42 福井県 福井市 足羽川・足羽山公園 福井市大手3丁目10番1号

43 〃 坂井市 丸岡町 霞ヶ城公園 福井県坂井市坂井町下新庄1-1　

44 山梨県 富士川町 鰍沢町 大法師公園 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1699-5

45 長野県 小諸市 小諸城址懐古園 長野県小諸市丁３１１番地　懐古園

46 〃 伊那市 高遠町 高遠城址公園 長野県伊那市高遠町西高遠1806

47 〃 須坂市 臥竜公園 長野県須坂市臥竜２丁目４－８

48 岐阜県 各務原市 新境川堤 各務原市那加桜町1-69

49 〃 池田町 霞間ヶ渓 岐阜県揖斐郡池田町六之井１４６８－１

50 〃 本巣市 根尾村 根尾谷・淡墨公園 岐阜県本巣市三橋1101番地6

51 静岡県 小山町 冨士霊園 静岡県駿東郡小山町大御神８８８－２

52 〃 伊東市 さくらの里 静岡県伊東市大原2丁目1-1

53 愛知県 岡崎市 岡崎公園 愛知県岡崎市康生町561-1

54 〃 名古屋市 山崎川四季の道 瑞穂区田辺通3-45-2

55 〃 名古屋市 鶴舞公園 愛知県名古屋市昭和区川原通４－１０

56 〃 岩倉市・江南市・大口町 五条川 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地

57 三重県 津市 美杉村 三多気 美杉町八知5828－1　1F

58 〃 伊勢原市 宮川堤 三重県伊勢市本町14-6

59 滋賀県 高島市 マキノ町 海津大崎 滋賀県高島市新旭町稟園2607

60 〃 長浜市 豊公園 滋賀県長浜市高田町12-34

61 京都府 京都市 嵐山 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町40

62 〃 京都市 御室桜 京都府京都市右京区御室大内３３

63 〃 京都市 醍醐寺 京都市伏見区醍醐東大路町２２

64 〃 笠置町 笠置山自然公園 京都府相楽郡笠置町笠置佃３－１

65 大阪府 大阪市 大阪城公園 大阪市中央区大阪城3-11

66 〃 大阪市 造幣局 大阪府大阪市北区天満1-1-79

67 〃 吹田市 万博記念公園 大阪府吹田市千里万博公園１番１号

68 兵庫県 姫路市 姫路城 姫路市本町68番姫路城三の丸広場北側

69 〃 明石市 明石公園 兵庫県明石市明石公園1-27

70 〃 西宮市 夙川公園(夙川河川敷緑地） 西宮市六湛寺町10-3

71 奈良県 奈良市 奈良公園 奈良県奈良市登大路町30

72 〃 吉野町 吉野山 奈良県吉野郡吉野町大字上市80-1

73 〃 大和郡山市 郡山城址公園 大和郡山市北郡山町248番地-4

74 和歌山県 和歌山市 紀三井寺 和歌山県和歌山市七番丁23

75 〃 岩出市 岩出町 根来寺 和歌山県岩出市西野２０９番地



76 〃 古座川町 七川ダム湖畔 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673－2

77 鳥取県 鳥取市 久松公園 鳥取県鳥取市新町103

78 〃 倉吉市 打吹公園 鳥取県倉吉市東町435-1

79 島根県 松江市 松江城山公園 島根県松江市殿町428

80 〃 雲南市 木次町 斐伊川堤防桜並木 島根県雲南市木次町新市４２６－７

81 岡山県 津山市 鶴山公園 岡山県津山市山北520

82 広島県 尾道市 千光寺公園 尾道市久保一丁目15-1

83 〃 庄原市 上野公園 広島県庄原市東本町1-2-22　庄原商工会議所内

84 山口県 岩国市 吉香公園・錦帯橋 山口県岩国市横山2丁目6-51

85 〃 宇部市 常盤公園 山口県宇部市大字沖宇部 254　ときわ湖水ホール内

86 徳島県 徳島市 西部公園 徳島県徳島市幸町2-5（本館4階）

87 香川県 観音寺市 琴弾公園 香川県観音寺市坂本町1-1-1

88 愛媛県 松山市 城山公園 愛媛県松山市二番町四丁目７－２　本館7階

89 高知県 香美市 土佐山田町 鏡野公園 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2-1

90 〃 佐川町 牧野公園 高知県高岡郡佐川町甲１６５０－２

91 福岡県 福岡市 西公園 福岡県福岡市中央区大濠公園1-2

92 佐賀県 小城市 小城町 小城公園 佐賀県小城市大字樋瀬1100-1

93 長崎県 大村市 大村公園 長崎県大村市玖島１丁目２５番地

94 熊本県 熊本市 熊本城 熊本県熊本市古京町1-1

95 〃 水上村 市房ダム湖畔 熊本県球磨郡水上村岩野90

96 〃 水俣市 水俣市チェリーライン 熊本県水俣市陣内1丁目1-1

97 大分県 竹田市 岡城公園 竹田市大字会々1650番地

98 宮崎県 都城市 母智丘関之尾公園 宮崎県都城市姫城町6-21

99 鹿児島県 伊佐市 大口市 忠元公園 鹿児島県大口市里1888

100 沖縄県 名護市 名護城公園 沖縄県名護市港1-1-1

⑤　歴史（由緒）がある。

⑦　成木の植栽本数が多い。

⑧　単木の名木は対象外とする。

⑨　一都道府県、最低一ヶ所を選定する。

⑥　さくらの周辺の環境とよく調和し、著しく自然景観を向上させている。

選定基準

①　さくらの名所としての知名度が高い。

②　比較的健全な成木である。

③　利用者（花見客）が多い。

④　保護管理体制が整っている。


