
Ａランク（２９件）

１．建築物（１件）                                                                                                                

Ｎo 名称
爆心地から
の距離

所有者等 所在地

1 城山国民学校 ０.５ｋｍ 長崎市 城山町23-1（城山小）

２．工作物・橋梁等（１5件）          

Ｎo 名称
爆心地から
の距離

所有者等 所在地

1 浜口町火の見櫓 ０.３ｋｍ 長崎市 原爆資料館

2 浦上天主堂遺壁 ０.５ｋｍ 長崎市 松山町　原爆落下中心地公園

3 浦上天主堂石垣 ０.５ｋｍ カトリック長崎大司教区 本尾町1-79（浦上教会）

4 浦上天主堂鐘楼 ０.５ｋｍ カトリック長崎大司教区 本尾町1-79（浦上教会）

5 大橋橋塔 ０.５ｋｍ 長崎市 原爆資料館

6 長崎医科大学門柱 ０.６ｋｍ 長崎大学 坂本1丁目12-4（坂本キャンパス1）

7 山里国民学校防空壕 ０.７ｋｍ 長崎市 橋口町20-56（山里小）

8 山里国民学校裏門門柱 ０.７ｋｍ 長崎市 原爆資料館

9 瓊浦中学校の貯水タンク ０.８ｋｍ 長崎市 原爆資料館

10 三菱製鋼所鉄骨アングル ０.８ｋｍ 長崎市 原爆資料館

11 山王神社二の鳥居 ０.８ｋｍ 山王神社 坂本1丁目4（市道）

12 三菱製鋼所事務所のらせん階段 １.１ｋｍ 長崎市 原爆資料館

13 淵国民学校遺壁 １.２ｋｍ 長崎市 原爆資料館

14 穴弘法奥の院石仏 １.２ｋｍ 霊泉寺 江平1丁目32-1

15 銭座国民学校階段 １.５ｋｍ 長崎市 原爆資料館

３．植物（13件）                                                                                           

Ｎo 名称
爆心地から
の距離

所有者等 所在地

1 城山国民学校ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ ０.５ｋｍ 長崎市 城山町23-1（城山小）

2 山王神社大クス ０.８ｋｍ 山王神社 坂本2丁目6-56

3 カキノキ ０.８ｋｍ - -

4 若草町諌山宅カキノキ ０.９ｋｍ (個人所有） 若草町

5 江里町山下宅カシ １.０ｋｍ (個人所有） 江里町

6 原爆資料館淀川ツツジ・五葉松 １.１ｋｍ 長崎市 原爆資料館

7 油木町池田宅カシ・ツブライ・カゴノキ １.１ｋｍ (個人所有） 油木町

8 浦上第一病院タイサンボク １.４ｋｍ 聖フランシスコ病院 小峰町9-20

9 淵町鳥嶋宅イスノキ １.６ｋｍ (個人所有） 淵町

10 大手町井手宅カキノキ １.９ｋｍ (個人所有） 大手1丁目

11 御船蔵町川口宅ザクロ ２.０ｋｍ (個人所有） 御船蔵町

12 若竹町森田宅カキノキ ２.３ｋｍ (個人所有） 若竹町

13 西北町開宅カキノキ・カゴノキ ２.８ｋｍ (個人所有） 西北町

長崎市被爆建造物等一覧（平成30年4月1日現在）



Ｂランク（２４件）

１．建築物（3件）

Ｎo 名称
爆心地から
の距離

所有者等 所在地

1 三菱造船船型試験場 １.６ｋｍ 三菱重工業㈱ 文教町3-48

2 中町教会 ２.６ｋｍ カトリック中町教会 中町1-13

3 長崎医科大学の配電室 ０.５ｋｍ 長崎大学 坂本1丁目12-4（坂本キャンパス1）

Ｎo 名称
爆心地から
の距離

所有者等 所在地

1 浜口町電停の石垣 ０.４ｋｍ 国 浜口町電停

2 ベアトス様の墓 ０.７ｋｍ カトリック長崎大司教区 橋口町23-21

3 墓地 ０.８ｋｍ - -

4 墓地 ０.８ｋｍ - -

5 淵国民学校旧体育館遺壁 １.２ｋｍ 長崎市 梁川町21-5（淵中）

6 淵国民学校玄関の石柱 １.２ｋｍ 長崎市 梁川町21-5（淵中）

7 三菱兵器大橋工場標柱 １.２ｋｍ 長崎大学 文教町1-14（文教キャンパス）

8 聖徳寺石碑 １.３ｋｍ 聖徳寺 銭座町4-59

9 照圓寺門柱 １.４ｋｍ 照圓寺 清水町5-75

10 杉本家のレンガ塀 １.４ｋｍ (個人所有） 家野町

11 淵神社鳥居、石灯籠 １.７ｋｍ 淵神社 淵町８-１

12 弁財神社鳥居 ２.２ｋｍ 曙町第－道園自治会 曙町28

13 三菱兵器住吉トンネル工場跡 ２.３ｋｍ 長崎市(※） 住吉町18（※）

14 長崎県防空本部跡（立山防空壕） ２.７ｋｍ 国 立山 １丁目２-５７

３．植物（7件）

Ｎo 名称
爆心地から
の距離

所有者等 所在地

1 城山国民学校二股クス ０.５ｋｍ 長崎市 城山町23-1（城山小）

2 カシ ０.８ｋｍ - -

3 瓊浦中学校クスノキ ０.８ｋｍ 長崎県 竹の久保町12-9

4 淵神社クスノキ １.７ｋｍ 淵神社 淵町8-1

5 稲佐国民学校クスノキ ２.０ｋｍ 長崎市 稲佐町11-1

6 福済寺ソテツ ２.４ｋｍ 福済寺 筑後町2-56

7 長崎医科大学附属医院クスノキ ０.７ｋｍ 長崎大学 坂本1丁目7-1（坂本キャンパス2）

※個人所有の一部について、名称を含め詳しい情報の提供はいたしておりません。
※名称及び爆心地からの距離は被爆当時のものを使用しています。

２．工作物・橋梁等（１4件）

（※）三菱兵器住吉トンネル工場跡の所有者及び所在地は、現在の公開地について記載
（※）浜口町電停石垣は、一部、平野町（平和公園交番付近）に移設


