
三重県指定文化財一覧表
県指定文化財 115 件

名称 員数 所在地 指定年月日 備考

建造物 13 件 石造九重塔 １基 滝 昭33. 6. 9

猪田神社本殿　附棟札 １棟 下郡 昭37. 2.14

愛宕神社本殿　附棟札 １棟 上野愛宕町 昭37. 2.14

石造宝塔 １基 上友田　 昭43. 4.13

旧小田小学校本館 １棟 小田町 昭50. 3.27

常住寺閻魔堂　附棟札及び同写 １棟 長田 昭52. 3.28

旧三重県第三尋常中学校校舎　附正門 １棟 上野丸之内 平元. 3.27

菅原神社楼門・鐘楼 ２棟 上野東町 平 5. 3. 8

佛土寺石造多宝塔 ２基 東高倉 平 6. 3. 9

春日神社拝殿 １棟 川東 平 8. 3. 7

入交家住宅(主屋　長屋門　表屋 土蔵)
附　書状　建物帳　絵図
・津藩普請奉行連署書状(寛政九年)一通
・新建物帳(文政二年)一冊
・屋敷絵図四枚

４棟 上野相生町 平10. 3.17
絵図四枚
文政元年の記のあるもの　一
文政三年の記のあるもの　一
年紀のないもの　二

廣禅寺輪蔵 １基 上野徳居町 平23. 3.10

阿弥陀寺の五輪塔 １基 川東 平25. 3.25

絵画 10 件 絹本着色大威徳明王像 １幅 滝 昭33. 6. 9

紙本著色十二天画像 １双 東高倉 昭46. 3.17

十王図 10幅 長田 昭52. 3.28

絹本着色仏涅槃図 １幅 島ヶ原 昭53. 2. 7

絹本著色如来荒神曼荼羅図 １幅 西高倉 平元. 3.27

絹本著色星曼荼羅図 １幅 長田 平 4. 2.21

絹本着色兼好法師画像 １幅 種生 平 9. 3. 7

紙本著色藤堂虎高像 １幅 上野寺町 平17. 3.17

三十六歌仙扁額 12面(36図) 一之宮 平17. 3.17

絹本著色地蔵十王図 11幅 長田 平20. 3.19

86 彫刻 33 件 木造大日如来坐像 １躯 森寺 昭30. 4. 7

件 木造聖観音立像 １躯 島ヶ原 昭30. 4. 8

木造十一面観音立像 ２躯 島ヶ原 昭30. 4. 8

木造多聞天立像 １躯 島ヶ原 昭31. 5. 2

木造広目天立像 １躯 島ヶ原 昭31. 5. 2

上野天神祭供奉面 ６面 上野三之西町 昭38. 9.12

上野天神祭供奉面 12面 上野紺屋町 昭38. 9.12

上野天神祭供奉面 ６面 上野相生町 昭38. 9.12

木造薬師如来坐像 １躯 内保 昭43. 4.13

木造阿弥陀如来坐像 木造釈迦如来坐像 ２躯 広瀬 昭44. 3.28

木造阿弥陀如来坐像 １躯 下柘植 昭45. 2.25

木造四天王立像 ４躯 法花 昭51. 3.31

岩根の磨崖仏 １基 大内 昭54. 3.23

木造阿弥陀三尊像 ３躯 老川　 平 4. 2.21

中ノ瀬磨崖仏 ５躯 寺田 平 6. 3. 9

木造不動明王立像 １躯 柘植町 平 6. 3. 9

木造不動明王立像 １躯 長田 平 8. 3. 7

木造阿弥陀如来坐像 １躯 白樫　 平 9. 3. 6

木造薬師如来坐像 １躯 中友生 平12. 3.17

木造阿弥陀如来坐像 １躯 守田町 平15. 3.17
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木造二天立像 ２躯 山出 平16. 3.17

木造十二神将立像 12躯 猪田 平16. 3.17

木造地蔵菩薩立像 １躯 猪田 平17. 3.17

木造不動明王立像 １躯 長田 平17. 3.17

木造聖観音菩薩立像 １躯 上野徳居町 平17. 3.17

木造獅子･狛犬 ２躯 西山 平17. 3.17

木造千手観音菩薩立像 １躯 山出　 平19. 3.27

木造聖観音菩薩立像 １躯 山出 平19. 3.27

木造阿弥陀如来坐像 １躯 長田 平19. 3.27

木造薬師如来坐像 １躯 長田 平19. 3.27

木造天部形立像(伝梵天像・伝帝釈天像) ２躯 島ヶ原 平24. 3. 9

木造十一面観音菩薩立像 １躯 島ヶ原 平25. 3.25

寺田の石造地蔵菩薩坐像群 ３基 寺田 平29. 2. 2

工芸品 11 件 鰐口　 １口 島ヶ原 昭30. 4. 8

上野天神祭山車幕 １具 上野鍛冶町 昭37. 2.14

上野天神祭山車金具 24個 ３基 上野福居町 昭37. 2.14

水晶舎利塔 １基 富永 昭40.12. 9

木造厨子　附木造閻魔坐像 ３基１躯 長田 昭52. 3.28

唐冠形兜 １頭 上野丸之内 平 6. 3. 9

鰐口　附由縁書　 １口 古郡 平 8. 3. 7

梵鐘 １口 山出 平10. 3.17

奥知勇収集古伊賀・古信楽器物類　一括 34件 上野丸之内 平14. 3.18

脇差　銘　伊賀国宗近　永正元年六月日 １口 上野丸之内 平20. 3.19

木製黒漆塗観音浄土彩絵厨子
附　陶製蓮台観音菩薩坐像

１基 三田 平21. 3.11

11 件 紙本墨書末代念仏授手印 １巻 上野寺町 昭37. 2.14 (書跡・典籍)

紙本墨書真盛自筆消息 １幅 長田　 昭46. 3.17 (書跡)

種生神社棟札 ８枚 種生 平 4. 2.21 (文書)

白井家文書 附　由緒書写　古文書写
藤堂高敏書状写　武田元光書状付属文書

95通 上野忍町 平13. 3.27 (文書)

松尾芭蕉関係資料 17点 上野丸之内 平14. 3.18 (書跡)

宗国史(崇廣堂本) 1種 32冊 上野丸之内 平19. 3.27 (典籍)

永保記事略並びに同拾遺(藤堂采女家旧蔵本) ９冊 上野丸之内 平20. 3.19 (典籍)

廳事類編(藤堂采女家旧蔵本) 1種 18冊 上野丸之内 平21. 3.11 (典籍)

三国地志(藤堂采女家旧蔵本)
附　伊賀国式社考

112冊4
帖 24鋪
附1冊

上野丸之内 平22. 3.11 (典籍)

伊水温故(菊岡如幻自筆本)
附　紙本着色　菊岡如幻自画自賛像

4巻 4冊
附1幅

上野丸之内 平26. 1.23 (典籍)

伊賀甲賀山論関係文書 ２巻 ９通 上野丸之内 令 2. 2. 3 (文書)

2 件 藤堂藩伊賀作事方関連文書
規矩尺集８巻８冊・規矩之萬記１冊
・伊賀作事方関連施設図面８１枚
附 七代喜右衛門直道手帳　諸事控薬師
   堂表門拾分之一下図　東京牛島屋敷
   図建築雛形本　書盒

9冊 81枚 上野玄蕃町 平17. 3.17

伊賀上野城下絵図 １舗 上野向島町 平26. 1.23

6 件 鳳凰寺の出土品 29個 鳳凰寺 昭27. 7. 9

石造板碑　 １基 白樫 昭50. 3.27

佛土寺出土品　水晶製舎利塔 陶製壺　　 ２個 東高倉 昭60. 3.27

銅経筒　附法華経残欠一括　木札一枚 １口 長田 平 4. 2.21

御墓山窯跡出土宮殿形陶製品 １基 上野丸之内 平14. 3.18

ワキ塚１･２号墳出土品 111点 比土 平22. 3.11
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3 件 参宮講看板　附たわら屋看板
76枚
附2枚

阿保 昭45. 2.25

柏尾頭番帳 167枚 柏尾 昭48. 3.31

春日神社雨乞願解大絵馬　附相撲板番付 13点附5点 川東 平11. 3.17

7 件 敢国神社の獅子舞 一之宮 昭29. 4. 1

正月堂の修正会 島ケ原 昭29. 4. 1

植木神社祇園祭 平田 昭54. 3.23

陽夫多神社祗園祭の願之山行事 馬場 平21. 3.11

大江の羯鼓踊り 川合(大江) 平31. 1.28

日置神社の神事踊 下柘植 平31. 1.28

比自岐神社の祇園踊 比自岐 平31. 1.28

史跡及び名勝 1 件 蓑虫庵 上野西日南町 昭13. 1.19

史跡 12 件 車塚 荒木 昭12. 9.24

旧麗沢舎 柘植町 昭13. 1.21

鍵屋の辻 小田町 昭13. 4.16

西蓮寺の供養塔 長田 昭15. 9.24

霊山山頂遺跡 下柘植 平 2. 3.27

猪田神社古墳　附古井 猪田 昭16. 7.30

鳳凰寺跡 鳳凰寺 昭17. 5.16

19 福地城跡 柘植町 昭43. 3.18

件 寺音寺古墳 炊村 昭53. 2. 7

城之越遺跡(国指定部分を除く) 比土 平 4. 2.21

真盛廟 長田 平 7. 3.13

藤堂高久公墓所 長田 平16. 3.17

天然記念物 6 件 アヤマスズ自生地 西高倉 昭14. 5. 5

西沢のノハナショウブ群落 西之澤 昭30. 4. 7

霊山のイヌツゲとアセビ群生地 下柘植 昭48. 3.31

奥山愛宕神社のブナ原生林 勝地 昭48. 3.31

霊山寺のオハツキイチョウ 下柘植 平 8. 3. 7

逆柳の甌穴 高尾 平25. 3.25
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