
番号 指定種別 指定年月日 名称 時期 所在地 管理者

1 工芸品 S27.3.29 太刀　無銘一文字（山鳥毛）　附　打刀拵 鎌倉 長船町長船 瀬戸内市

番号 指定種別 指定年月日 名称〔員数〕 時期 所在地 管理者

1 絵画 M34.8.2 絹本著色仏涅槃図 鎌倉 牛窓町千手 遍明院

2 絵画 M34.8.2 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 鎌倉 牛窓町千手 遍明院

3 絵画 M34.8.2 絹本著色中不動三十六童子左右両界曼荼羅図〔3幅〕 室町 牛窓町鹿忍 宝光寺

4 彫刻 S34.6.27 木造阿弥陀如来立像　快慶作　附　像内納入文書 鎌倉 牛窓町千手 東寿院

5 彫刻 T6.8.13 木造五智如来坐像〔5躯〕 平安 牛窓町千手 遍明院

6 彫刻 M34.8.2 木造薬師如来坐像 平安 邑久町北島 餘慶寺

7 彫刻 T6.8.13 木造聖観音立像 平安 邑久町北島 餘慶寺

8 彫刻 H23.6.27 木造千手観音立像 平安 邑久町豊原 大賀島寺

9 工芸品 T11.4.13 大薙刀　銘盛光　附　黒漆柄薙刀拵 室町 牛窓町千手 遍明院

10 工芸品 M34.8.2 藍韋威肩白腹巻（伝足利尊氏奉納）附　咽輪〔2点〕 南北朝 牛窓町千手 遍明院

11 工芸品 S44.6.20 木造彩色菊牡丹透華鬘　附　黒漆箱 室町 牛窓町千手 弘法寺

12 工芸品 M34.8.2 色々威甲胄 南北朝 邑久町北島 豊原北島神社

13 建造物 S17.6.26 本蓮寺本堂 室町 牛窓町牛窓 本蓮寺

14 建造物 S33.5.14 本蓮寺番神堂〔3棟〕 室町 牛窓町牛窓 本蓮寺

15 建造物 S45.6.17 本蓮寺中門 室町 牛窓町牛窓 本蓮寺

16 建造物 S54.5.21 餘慶寺本堂　附　棟札〔2枚〕、厨子 室町 邑久町北島 餘慶寺

17 史跡 S61.2.5 寒風古窯跡群 飛鳥 牛窓町長浜 瀬戸内市

18 史跡 H6.10.11 朝鮮通信使遺跡　牛窓本蓮寺境内 江戸 牛窓町牛窓 本蓮寺他

19 史跡 S60.3.6 門田貝塚 弥生～鎌倉 邑久町尾張 瀬戸内市

瀬戸内市　指定文化財・登録文化財

【国指定】（19件）

【国宝】（１件）
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番号 指定種別 指定年月日 名称〔員数〕 時期 所在地 管理者

1 絵画 S35.4.26 若宮八幡宮欧風絵馬 江戸 邑久町尻海 若宮八幡宮

2 彫刻 H12.3.28 被仏 鎌倉 牛窓町千手 弘法寺

3 彫刻 H12.3.28 行道面〔10面〕 室町 牛窓町千手 弘法寺

4 彫刻 S54.3.27 木造十一面観音立像 平安 邑久町北島 餘慶寺

5 彫刻 R2.3.13 木造菩薩坐像（本地仏） 平安 牛窓町鹿忍 鹿忍神社

6 工芸品 S34.3.27 磬 鎌倉 牛窓町千手 弘法寺

7 工芸品 S63.4.1 黒韋威鎧　大袖付　附鍬形 中世 牛窓町牛窓 五香宮

8 工芸品 H10.3.24 太鼓形酒筒（太鼓樽） 室町 牛窓町千手 遍明院

9 工芸品 H10.3.24 馬具〔4懸〕（面繋・胸繋・尻繋の三繋と手綱） 平安 牛窓町牛窓 五香宮

10 工芸品 S34.3.27 梵鐘 室町 邑久町北島 餘慶寺

11 工芸品 S31.4.1 静円寺永正銘備前焼花瓶 室町 邑久町本庄 静円寺

12 工芸品 S31.4.1 静円寺永禄銘備前焼花瓶 室町 邑久町本庄 静円寺

13 工芸品 H6.4.5 紅糸素懸威銀箔押二枚胴具足 室町 邑久町豊原 大賀島寺

14 工芸品 H12.3.28 杏葉形　轡〔1具〕 鎌倉 邑久町北島 豊原北島神社

15 工芸品 H12.3.28 桃形　轡〔1具〕 江戸 邑久町北島 豊原北島神社

16 古文書
S34.3.27
R3.3.12追加

弘法寺文書〔135通〕 鎌倉～近代 牛窓町千手 弘法寺

17 歴史資料 H28.2.5 朝鮮通信使関係資料〔9幅〕 江戸 牛窓町牛窓 本蓮寺

18 建造物 S55.4.8 本蓮寺三重塔 江戸 牛窓町牛窓 本蓮寺

19 建造物 S57.4.9 本蓮寺祖師堂 江戸 牛窓町牛窓 本蓮寺

20 建造物 H7.4.7 弘法寺山門 江戸 牛窓町千手 弘法寺

21 建造物 S31.4.1 横尾山静円寺本堂 江戸 邑久町本庄 静円寺

22 建造物 S35.8.23 静円寺塔婆（多宝塔）　附　棟札 江戸 邑久町本庄 静円寺

23 建造物 H14.3.12 餘慶寺三重塔　附　棟札（4枚） 江戸 邑久町北島 餘慶寺

24 史跡 S34.3.27 鹿歩山古墳 古墳 牛窓町鹿忍 個人

25 史跡 S34.3.27 二塚山古墳 古墳 牛窓町鹿忍 個人

26 史跡 S34.3.27 花光寺山古墳 古墳 長船町服部 服部町内会・宝壽院（華光寺）

27 史跡 S34.3.27 築山古墳 古墳 長船町西須恵 側農事実行組合・個人

28 無形文化財 H8.7.30 備前焼製作技術（森　才蔵） 牛窓町長浜 森　才蔵（陶岳）

29 無形文化財 H23.3.4 虫明焼製作技術（黒井　完治） 邑久町虫明 黒井完治（千左）

30 無形文化財 H31.3.8 備前焼製作技術（隠﨑　隆一） 長船町磯上 隠﨑隆一

31 有形民俗文化財 S47.12.9 絵馬・おかげ参りの図 江戸 牛窓町牛窓 牛窓神社

32-1 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（だんじり飛龍丸） 明治 牛窓町牛窓 保存会

32-2 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（獅子だんじり） 江戸 牛窓町牛窓 保存会

32-3 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（中浦だんじり） 江戸 牛窓町牛窓 保存会

32-4 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（関町だんじり） 江戸 牛窓町牛窓 保存会

32-5 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（東町だんじり） 明治 牛窓町牛窓 保存会

32-6 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（沖だんじり） 江戸 牛窓町鹿忍 保存会

32-7 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（東だんじり） 明治 牛窓町鹿忍 保存会

32-8 有形民俗文化財 S62.4.3 牛窓だんじり（唐獅子だんじり） 江戸 牛窓町鹿忍 保存会

【県指定】（38件）
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33 有形民俗文化財 H2.4.3 笠加熊野比丘尼関係資料〔一括〕 江戸 邑久町下笠加 個人

34 有形民俗文化財 H26.3.4 若宮八幡宮奉納絵馬及び模型和船〔24面、1艘〕 江戸 邑久町尻海 若宮八幡宮

35 無形民俗文化財 S32.5.13 弘法寺練供養 鎌倉 牛窓町千手 保存会

36 無形民俗文化財 S35.8.23 唐子踊 牛窓町牛窓 保存会

37 無形民俗文化財 S35.8.23 太刀踊 牛窓町牛窓 綾浦区

38 無形民俗文化財 H13.3.23 太刀踊（粟利郷天神社） 牛窓町長浜 保存会
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番号 指定種別 指定年月日 名称〔員数〕 時期 所在地 管理者

1 絵画 H16.11.1 十三仏図 室町 牛窓町千手 遍明院

2 絵画 H16.11.1 阿弥陀三尊来迎図 牛窓町千手 遍明院

3 絵画 H16.11.1 釈迦十六善神画像 室町 牛窓町鹿忍 宝光寺

4 絵画 H16.11.1 虚空蔵求聞持法本尊画像 室町 牛窓町鹿忍 宝光寺

5 絵画 H16.11.1 五大力吼画像 桃山 牛窓町鹿忍 宝光寺

6 絵画 H16.11.1 三宝荒神諸眷属画像 桃山 邑久町豊原 大賀島寺

7 彫刻 H16.11.1 阿弥陀如来坐像 江戸 牛窓町千手 弘法寺

8 彫刻 H16.11.1 薬師如来坐像 平安 牛窓町鹿忍 宝光寺

9 彫刻 H16.11.1 男神坐像（伝菅原道真像） 室町 牛窓町鹿忍 鹿忍神社

10 彫刻 H16.11.1 胎蔵界大日如来坐像 室町 牛窓町牛窓 真光院

11 彫刻 H16.11.1 千手観音立像 鎌倉 牛窓町牛窓 真光院

12 彫刻 H16.11.1 餘慶寺　恵亮院毘沙門天立像 平安 邑久町北島 恵亮院

13 彫刻 H16.11.1 薬師如来坐像 江戸 邑久町庄田 朝日寺

14 彫刻 H16.11.1 薬師如来立像(本尊胎内仏） 江戸 邑久町庄田 朝日寺

15 彫刻 H16.11.1 夜叉神形立像 桃山 邑久町豊原 大賀島寺

16 彫刻 H26.4.23 妙興寺金剛力士立像　2躯 江戸 長船町福岡 妙興寺

17 石造物 H16.11.1 石造　地蔵菩薩坐像 室町 牛窓町鹿忍 宝光寺

18 石造物 H16.11.1 不動・阿弥陀・地蔵三尊石仏 江戸 牛窓町鹿忍 鹿忍東区

19 石造物 H16.11.1 石燈籠 江戸 邑久町尻海 若宮八幡宮

20 工芸品 H16.11.1 鼓胴 鎌倉 牛窓町千手 遍明院

21 工芸品 H16.11.1 虫明焼（67種類96点） 江戸 邑久町尾張 瀬戸内市

22 工芸品 H16.11.1 祐定寄進の梵鐘 鎌倉 長船町長船 西方寺（慈眼院）

23 工芸品 H16.11.1 片山日子神社算額 明治 長船町土師 片山日子神社

24 考古資料 H16.11.1 菊花双雀鏡 平安 牛窓町千手 遍明院

25 考古資料 H16.11.1 広高八幡宮文字瓦 室町 長船町東須恵 広高八幡宮

26 建造物 H16.11.1 本蓮寺　山門 江戸 牛窓町牛窓 本蓮寺

27 建造物 H16.11.1 弘法寺　常行堂 江戸 牛窓町千手 弘法寺

28 建造物 H16.11.1 牛窓神社　本殿 江戸 牛窓町牛窓 牛窓神社

29 建造物 H16.11.1 観音院　本堂 江戸 牛窓町牛窓 観音院

30 建造物 H16.11.1 真光院　本堂 江戸 牛窓町牛窓 真光院

31 建造物 H16.11.1 鹿忍神社　本殿 江戸 牛窓町鹿忍 鹿忍神社

32 建造物 H16.11.1 千次神社　本殿 江戸 牛窓町千手 千次神社

33 建造物 H16.11.1 日吉神社　本殿 江戸 牛窓町千手 日吉神社

34 建造物 H16.11.1 静円寺　光明院玄関 江戸 邑久町本庄 光明院

35 建造物 H16.11.1 静円寺　光明院薬医門 江戸 邑久町本庄 光明院

36 建造物 H16.11.1 餘慶寺　鐘楼（附棟札1枚） 江戸 邑久町北島 餘慶寺

37 建造物 H16.11.1 大賀島寺　本堂（附棟札1枚） 江戸 邑久町豊原 大賀島寺

38 建造物 H28.3.16 餘慶寺　薬師堂 江戸 邑久町北島 餘慶寺

39 史跡 H16.11.1 牛窓天神山古墳 古墳 牛窓町牛窓 関町区

40 史跡 H16.11.1 黄島貝塚 縄文 牛窓町牛窓 瀬戸内市

【市指定】（70件）
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41 史跡 H16.11.1 報恩大師供養塚 奈良 牛窓町千手 弘法寺

42 史跡 H16.11.1 牛窓燈籠堂跡 江戸 牛窓町牛窓 瀬戸内市

43 史跡 H16.11.1 砥石城跡 戦国 邑久町豊原 大賀島寺

44 史跡 H16.11.1 大橋貝塚 縄文 邑久町豊原 個人

45 史跡 H16.11.1 伊木氏墓碑（3代～13代） 江戸 邑久町虫明 個人

46 史跡 H16.11.1 牛文茶臼山古墳 古墳 長船町牛文 瀬戸内市・個人

47 史跡 H16.11.1 亀ヶ原1号窯跡 古墳 長船町西須恵 個人

48 天然記念物 H16.11.1 牛窓断層帯地層群 牛窓町牛窓 牛窓神社

49 天然記念物 H16.11.1 妙興寺大イチョウ 江戸 長船町福岡 妙興寺

50 天然記念物 H16.11.1 美和神社ヤマモモ 江戸 長船町東須恵 美和神社

51 有形民俗文化財 H16.11.1 本町太鼓台（どんでんどん） 江戸 牛窓町牛窓 本町区

52 有形民俗文化財 H16.11.1 繋馬図絵馬 江戸 牛窓町千手 千次神社

53 有形民俗文化財 H16.11.1 神仙図絵馬 江戸 牛窓町牛窓 牛窓神社

54 有形民俗文化財 H16.11.1 壇渓渡水図絵馬 江戸 牛窓町牛窓 牛窓神社

55 有形民俗文化財 H16.11.1 豊安だんじり 明治 邑久町豊原 豊安部落

56 有形民俗文化財 H16.11.1 円張だんじり 江戸 邑久町豊原 円張部落

57 有形民俗文化財 H16.11.1 舟原だんじり 明治 邑久町下山田 舟原部落

58 有形民俗文化財 H16.11.1 後坂だんじり 明治 邑久町下山田 後坂部落

59 有形民俗文化財 H16.11.1 北浦だんじり 明治 邑久町下山田 北浦部落

60 有形民俗文化財 H16.11.1 内沼だんじり 明治 邑久町下山田 内沼部落

61 有形民俗文化財 H16.11.1 西町だんじり 江戸 邑久町尻海 尻海西部部落

62 有形民俗文化財 H16.11.1 市場町だんじり 明治 邑久町尻海 尻海市場部落

63 有形民俗文化財 H16.11.1 東町だんじり 明治 邑久町尻海 尻海大東・中東部落

64 有形民俗文化財 H16.11.1 仁生田だんじり 明治 邑久町北島 仁生田部落

65 有形民俗文化財 H16.11.1 大智明権現神輿 明治 邑久町豊原 大賀島寺

66 有形民俗文化財 H16.11.1 片山日子神社だんじり 明治 長船町土師 土師本村中

67 有形民俗文化財 H16.11.1 福岡だんじり 江戸 長船町福岡 福岡会・保存会

68 無形民俗文化財 H16.11.1 ししこま 牛窓町牛窓 保存会

69 無形民俗文化財 H16.11.1 ト祭（筒粥神事） 牛窓町長浜 春日神社 

70 無形民俗文化財 H16.11.1 如法経法会（投げ銭供養） 邑久町庄田 朝日寺
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【国登録文化財】（17件）

番号 登録種別 登録年月日 名称 時期 所在地 管理者

1 有形文化財 H9.5.29 旧中國銀行牛窓支店（街角ミュゼ牛窓文化館） 大正 牛窓町牛窓 瀬戸内市

2 有形文化財 H10.8.4 牛窓海遊文化館（旧牛窓警察署本館） 明治 牛窓町牛窓 瀬戸内市

3 有形文化財 H19.10.22 備中屋高祖酒造主屋 明治 牛窓町牛窓 高祖酒造株式会社

4 有形文化財 H19.10.22 備中屋高祖酒造座敷蔵 明治 牛窓町牛窓 高祖酒造株式会社

5 有形文化財 H19.10.22 備中屋高祖酒造井戸及び洗い場 明治 牛窓町牛窓 高祖酒造株式会社

6 有形文化財 H19.10.22 備中屋高祖酒造煙突 明治 牛窓町牛窓 高祖酒造株式会社

7 有形文化財 H30.11.2 仲﨑家住宅主屋 大正 長船町福岡 個人

8 有形文化財 H31.3.29 長島愛生園旧事務本館 昭和 邑久町虫明 長島愛生園

9 有形文化財 H31.3.29 長島愛生園旧収容所 昭和 邑久町虫明 長島愛生園

10 有形文化財 H31.3.29 長島愛生園旧日出浴場 昭和 邑久町虫明 長島愛生園

11 有形文化財 H31.3.29 長島愛生園旧洗濯場 昭和 邑久町虫明 長島愛生園

12 有形文化財 H31.3.29 長島愛生園園長官舎 昭和 邑久町虫明 長島愛生園

13 有形文化財 H31.3.29 邑久光明園恩賜会館 昭和 邑久町虫明 邑久光明園

14 有形文化財 H31.3.29 邑久光明園旧裳掛小・中学校第三分校 昭和 邑久町虫明 邑久光明園

15 有形文化財 H31.3.29 邑久光明園奉安殿 昭和 邑久町虫明 邑久光明園

16 有形文化財 H31.3.29 邑久光明園物資運搬斜路 昭和 邑久町虫明 邑久光明園

17 有形文化財 H31.3.29 邑久光明園瀬溝桟橋 昭和 邑久町虫明 邑久光明園

【国選定保存技術】（1件）

番号 認定年月日 名称 所在地 保持団体

1 H26.10.23 木炭製造 邑久町本庄
合同会社伝統工芸
木炭生産技術保存会

【記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財】（2件）

番号 登録種別 選択年月日 名称 時期 所在地 保護団体

1 無形民俗文化財 S50.12.8 唐子踊と太刀踊
牛窓町牛窓
牛窓町長浜 保存会

2 無形民俗文化財 H28.3.2 弘法寺踟供養 鎌倉 牛窓町千手 保存会

（令和4年5月1日現在）
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