
市指定・登録文化財一覧表
市指定文化財 286 件

名称 員数 所在地 指定年月日 備考

建造物 42 件 石造十三重塔 １基 青山羽根 昭32. 4. 1

石造五輪塔 １基 霧生 昭32. 4. 1

藤堂藩旧武庫 １棟 上野丸之内 昭33.11.22

石造五輪塔 １基 岩倉 昭39. 1.23

宝篋印塔 １基 霧生 昭44．2.15

大仏殿 １棟 富永 昭44. 4. 1

極楽寺本堂 １棟 甲野 昭44. 4. 1

板碑 １基 種生 昭44. 5.29

石造五輪塔 ２基 瀧 昭44. 5.29

石造五輪塔 １基 菖蒲池 昭46．2.23

石造十三重塔 １基 湯屋谷　 昭46．2.23

六地蔵石幢 １基 高尾 昭47  8. 5

石造五輪塔 １基 青山羽根    昭47．8. 5

石幢 １基 玉瀧 昭48. 9. 1

石造宝篋印塔 １基 槙山 昭48. 9. 1

石造鳥居 １基 柘植町 昭53. 3.16

石造宝篋印塔 １基 愛田 昭53. 3.16

石造宝篋印塔 ２基 新堂 昭53. 3.16

石造宝篋印塔 １基 柘植町 昭53. 3.16

鐘楼と梵鐘 １基 柘植町 昭53. 3.16

阿弥陀三尊石龕仏 １基 摺見 昭54.12.20

210 伊賀文化産業城 ２棟 上野丸之内 昭60. 3.18

件 石造宝篋印塔 １基 石川　 昭61.10. 8

石造五輪塔 １基 槙山 昭61.10. 8

石造宝篋印塔 １基 槙山 昭61.10. 8

石造露盤 １基 上友田　 昭61.10. 8

射手神社石造十三重塔(北方塔) １基 長田 平 6. 7.26

石幢(石灯籠型六地蔵) １基 下友生 平 6. 7.26

石造宝篋印塔 １基 諏訪 平 9. 3.11

西町集議所 ３棟 上野西町 平11. 3.26

猪田神社石灯籠 １基 猪田 平12. 4.25

寺田五輪塔 １基 寺田 平14. 4.25

西蓮寺鐘楼門 １棟 長田 平14. 4.25

西蓮寺石燈籠 １基 長田 平14. 4.25

石造宝篋印塔 １基 上之庄 平15. 4.24

藤堂家所縁御殿の御門 １棟 上野丸之内 平16. 9.30

石造五輪塔 １基 上友生 平18. 1.31

石造五輪塔 １基 治田 平18. 1.31

石造宝塔 １基 下柘植 平20.12.25

石造宝篋印塔 １基 玉瀧 平25. 2.12

成瀬平馬家長屋門 １棟 上野丸之内 平29. 3.28

旧上野市庁舎 １棟 上野丸之内 平31．3.26

有
形
文
化
財

令和2年4月1日現在

種別



絵画 13 件 紙本著色藤堂高虎画像 １幅 朝屋　 昭33.11.22

絹本著色過去荘厳劫千仏画像
絹本著色現在賢劫千仏画像
絹本著色未来星宿劫千仏画像

３幅 沖 昭38. 4. 1

如意輪観音画像 １幅 滝 昭47．8. 5

両界曼荼羅 ２幅 伊勢路 昭50．9.20

絹本著色阿弥陀如来画像
絹本著色阿弥陀如来画像
絹本著色地蔵菩薩画像

３幅 古山界外 昭55. 8.27

絹本著色地蔵菩薩画像 １幅 服部町 昭55. 8.27

絹本著色真盛上人画像 １幅 守田町 昭55. 8.27

観菩提寺の古絵図 １面 島ヶ原 昭61. 6.25

伝如来荒神像 １幅 長田 昭63. 3.17

曾我蕭白筆鳥獣人物画押絵貼屏風 ６曲１双 長田 平12. 4.25

絹本着色弘法大師像 １幅 富永 平16. 9.24

絹本着色不動明王像 １幅 富永 平16. 9.24

春日鹿曼荼羅 １幅 - 平28．3.24

彫刻 56 件 石造十三仏 １基 守田町 昭32. 3.28

鳳凰彫刻･木鼻･蟇股 ６個 古郡 昭33.11.22

木造不動明王立像及び両脇侍像 ３躯 沖 昭38. 4. 1

宝厳寺石仏群 ９躯 寺脇 昭42. 9. 8

石仏五智如来坐像 ５躯 勝地 昭42. 9. 8

石造狛犬 １対 下阿波 昭44. 4. 1

石造狛犬 １対 下阿波 昭44. 4. 1

木造普賢菩薩坐像 １躯 広瀬 昭44. 4. 1

木造大日如来坐像(胎蔵界) １躯 甲野 昭44. 4. 1

木造大日如来坐像(金剛界) １躯 甲野 昭44. 4. 1

木造四天王立像 ４躯 甲野 昭44. 4. 1

石造地蔵菩薩立像 １躯 北山 昭46. 2.15

石燈籠　附由来文書 １基 島ヶ原 昭47. 8. 1

四角燈籠 １基 島ヶ原 昭47. 8. 1

石薬師磨崖仏 １基 島ヶ原 昭47. 8. 1

真盛上人供養塔 １基 島ヶ原 昭47. 8. 1

木造地蔵菩薩立像 １躯 川上 昭47. 8. 5

石造阿弥陀如来立像 １躯 高尾 昭47. 8. 5

木造不動明王像 １躯 東谷 昭48. 1.25

木造毘沙門天立像 １躯 東谷 昭48. 1.25

木造十一面観音立像 １躯 野間 昭48. 1.25

磨崖仏 13躯 川合(大江) 昭48. 9. 1

木造夜叉明王坐像 １躯 川合(大江) 昭48. 9. 1

木造阿弥陀如来立像 １躯 西湯舟 昭48. 9. 1

木造狛犬 １対 柏野 昭53. 3.16

木造狛犬 １対 下柘植 昭53. 3.16

峰の六地蔵磨崖仏 １基 島ヶ原 昭56. 4. 1

行者堂阿弥陀磨崖仏 １躯 島ヶ原 昭56. 6. 1

金剛力士像 ２躯 島ヶ原 昭57. 7. 8

賓頭慮尊者寄木造半跏坐像 １躯 島ヶ原 昭57. 7. 8

六斉念仏供養四角型石灯 １基 島ヶ原 昭57. 7. 8

六斉念仏供養四角型石灯 １基 島ヶ原 昭57. 7. 8

薬師沢六地蔵磨崖仏 １基 島ヶ原 昭57. 7. 8

阿弥陀石仏 １基 島ヶ原 昭57. 7. 8
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十三重石塔 １基 島ヶ原 昭58. 7.19

相田地蔵前地蔵 １基 島ヶ原 昭58. 7.19

木造狛犬 ２躯 石川　 昭61.10. 8

奈良道の三地蔵 ３基 長田 昭63. 3.17

木造十一面観音立像 １躯 富永 平元. 3.31

木造地蔵菩薩立像 １躯 富永 平元. 3.31

石造地蔵菩薩像 ２躯 中村 平元. 3.31

長福寺の版木 ２枚 柘植町 平元. 4. 1

木造十一面観音立像 １躯 下柘植 平元. 4. 1

木造天部形立像 ２躯 愛田 平 7. 3.20

木造毘沙門天立像 １躯 愛田 平 7. 3.20

木造地蔵菩薩立像 １躯 愛田 平 7. 3.20

大川地蔵(磨崖仏) ５躯 治田 平13. 4.24

木造阿弥陀如来立像 １躯 寺田 平16. 2.26

木造阿弥陀如来坐像 １躯 市部 平16. 2.26

木造釈迦如来坐像 １躯 比自岐 平16. 2.26

木造地蔵菩薩立像 １躯 守田町 平16. 2.26

木造阿弥陀如来坐像 １躯 下友生 平16. 2.26

木造十一面観音立像 １躯 長田 平16. 2.26

石造地蔵菩薩坐像 １躯 服部町 平16. 2.26

石造地蔵菩薩半跏像 １基 川合 平19. 1.22

射手神社(旧仏性寺)地蔵石仏 １基 長田 平28．3.24

工芸品 27 件 金属製懸仏 １躯 柏尾 昭32. 4. 1

湯釜 ２個 一之宮　　 昭33.11.22

鍔口 １口 上野寺町 昭33.11.22

木造黒漆厨子 １基 西高倉 昭38. 4. 1

五鈷杵 １躯 滝 昭39. 6.20

鋳銅製火竜槍 １口 阿保 昭42. 9. 8

鉄製鰐口 １口 下阿波 昭44. 4. 1

梵鐘 １口 甲野 昭44. 4. 1

鰐口 １口 高尾 昭47. 8. 5

磬･磬台 １式 寺脇 昭47. 8. 5

鋳鉄製扁額 １面 中友田 昭48. 9. 1

儀槍 ２柄 中友田 昭48. 9. 1

銅鐘 １口 上野東町 昭54.12.22

京口橋擬宝珠 １基 上野丸之内 昭55.１.23

島川専助所用武具 １具 上野丸之内 昭55.１.23

本尊厨子鎖子 １組 島ヶ原 昭57. 7. 8

石造湯槽 １基 中友田 昭61.10. 8

石造湯槽 １基 玉瀧 昭61.10. 8

梵鐘 １口 馬場 平 3. 6.14

鰐口 １口 老川 平 6. 2.22

日置神社の懸仏 １面 下柘植 平 9. 5. 6

宝光院の鍔口 １口 中友田 平11. 1.21

西蓮寺蓮葉形銅製水鉢 １基 長田 平14. 4.25

神王寺の鰐口 ２口 下柘植 平15. 6.24

薬師寺の鰐口 １口 柘植町 平15. 6.24

陶製芭蕉翁立像 １点 柘植町 平15. 6.24

石造灯籠 １基 一之宮　　　 平16. 2.26
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41 件 紙本墨書芭蕉自筆月見の献立 １幅 上野桑町 昭32. 3.28

版本法華経 ８巻 北山 昭32. 4. 1

石田三郎左衛門家伝来文書 28通 阿保 昭39. 1.23

鹿島神社棟札 ２枚 霧生 昭42. 9. 8

鳳凰寺竿帳及び検見帳 一括 鳳凰寺 昭44. 4. 1

神社祭礼帳 １冊 種生 昭46. 2.15

伊賀山城国境幕府裁定地図 １幅 島ヶ原 昭47. 8. 1

紙本墨書神名帳 ２巻 岩倉　 昭48. 1.25

切支丹吟味の条目板 １面 広瀬 昭52. 2.25

明治資料地誌 19冊 平田 昭52. 2.25

伊賀国無足人帳 １冊 川東 昭53. 3.16

春日神社古文書 15種 川東 昭53. 3.16

藤堂藩主代々施入文 10通 柘植町 昭53. 3.16

紙本大般若経 563巻 川東 昭53. 3.16

紙本大般若経の残欠 10巻 新堂 昭53. 3.16

穴石神社の棟札 １枚 柘植町 昭53. 3.16

倉部天神社の棟札 １枚 柘植町 昭53. 3.16

中馬野の寛永山論文書 ５点 中馬野 昭56. 9. 4

庵日記、横日記･蓑虫庵句会句牒 ３冊 上野丸之内 昭59. 3.16

国中萬うりかひ免許状
付府内宿諸役及野畠年貢御免文書

11通 上野丸之内　 昭59. 3.16

伊賀山城境論対決覚帳 １冊 島ヶ原 昭60.12.10

医王山西蓮寺眺望詞并八景吟 １巻 長田　 昭62. 4.28

若宮神社棟札 ３枚 老川 昭62. 5.27

土橋区有文書 133点 上野丸之内　 平元. 3.16

倉部川余水貰受書･碑 １枚１基 柘植町 平元. 4. 1

上柘植村文書 一括 下柘植 平元. 4. 1

山畑文書 11点 下柘植 平元. 4. 1

北打山山論文書 ２冊 下柘植 平元. 4. 1

植木宮大般若経 ５巻 平田 平元. 7. 1

木津家文書 １巻 平田 平 3. 6.14

六角承禎書状知行宛行状 ５通 阿保 平 3. 6.14

六角義治書状 １通 阿保 平 3. 6 14

島ヶ原本陣御茶屋文書 37点 島ヶ原 平 4. 6.29

林昌寺の算額 １枚 中柘植 平 7. 3.20

拾貮郷井堰関係文書　附木造櫃 345通 上野丸之内　 平 8. 3.26

勝手神社の棟札 １枚 山畑 平 9. 5. 6

観菩提寺観世音開帳縁記文書 ２巻 島ヶ原 平12. 2.22

朱雀家文書 ５通 長田 平14. 4.25

豊臣秀吉朱印状 １幅 中馬野 平19. 1.22

旧楽音寺大般若経 528帖 坂之下 平21.12.25

高山公実録 25冊(50巻) 上野丸之内 平24. 3.28

歴史資料 13 件 伊賀国上野城破損之覚 １幅 上野丸之内　 平11. 3.26

法華経塔 １基 服部町 平13. 4.24

上野城下町絵図 １幅 上野鍛冶町 平16. 2.26

廃補陀落寺　八町石 １基 西高倉 平16. 2.26

西嶋家文書 168点 上野丸之内 平16. 9.30

廃補陀落寺　五町石 １基 西高倉 平16. 9.30
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藤堂家歴代供養墓所 13基 上野寺町 平16. 9.30

鉄錆地六十二間筋兜面頬付 １式 上野丸之内 平23．2.24

安政伊賀上野地震供養塔 １基 野間 平24．3.28

上野城下町絵図 １幅 上野丸之内 平25．2.12

元禄13年伊賀国絵図 １幅 上野丸之内 平25. 2.12

明治７年伊賀上野博覧会図 １幅 阿保 平31．3.26

伊州御城下破崖損所絵図 上野向島町 平31．3.26

考古資料 18 件 六鈴鏡及び古墳出土品 一括 千歳 昭33.11.22

鏡及び古墳出土品 一括 上野東町　 昭33.11.22

サヌカイト原石･磨製石斧 ３点 種生 昭42. 9. 8

小上野遺跡出土品 一括 富永 昭44. 4. 1

石造板碑 １基 下郡 昭55. 1.23

長隆寺層塔残欠 １基 森寺 昭55. 1.23

将軍塚遺跡出土品 一括 川合 昭61.10. 8

上丸川１号･２号古墳出土品 一括 川合 昭61.10. 8

霊山経塚遺跡銅鏡 ４枚 柘植町 平元. 4. 1

霊山経塚遺跡出土品 一括 柘植町 平元. 4. 1

川西出土石斧 １点 川西 平元. 4. 1

菰池１号墳出土品 一括 柘植町 平元. 4. 1

筒御前古墳出土品 一括 柘植町 平元. 4. 1

天長山古墳出土品 一括 柘植町 平元. 4. 1

的場遺跡出土品 一括 柘植町 平元. 4. 1

安田中世墓出土蔵骨器 15点 阿保 平 4.10.23

岡田栄吉収集三田廃寺古瓦他出土資料 123点 緑ヶ丘本町 平18. 1.31

下郡木簡 1点 緑ヶ丘本町 令 2．3.24

14 件 袖樽 １点 高尾 昭42. 9. 8

勧進橋架設記念碑 １基 下川原 昭47. 8. 5

上野天神祭鍛治町供奉面･能面 13面 上野徳居町 昭54.12.20

菅原神社　三十六歌仙扁額 36面 上野東町 平13. 4.24

菅原神社　算額 １面 上野東町 平13. 4.24

上野天神祭楼車前幕 １具 上野鍛冶町 平16. 2.26

三田神社神楽踊装束･用具類
 附 三田神社所蔵神楽踊歌本

１式 三田 平16. 9.30

紅葉屋参宮講看板 11枚 伊勢路 平23．2.24

大和屋参宮講看板 13枚 伊勢路 平23．2.24

上野天満宮祭礼行列略記版木
附　天神祭礼行列板元掛看板１枚
　　御用印判師雲禾堂看板１枚

1枚 上野西町 平26．3.27

恵美須神社の算盤型算額 １面 上野恵美須町　平26．3.27

猿野の祇園踊り図絵馬 １面 上阿波 平26．3.27

岡林の花踊り図絵馬 １面 柘植町 平26．3.27

新大仏寺雨乞い関係文書
附  雨乞い踊り用具

44点 富永 平27．2.26
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7 件 獅子踊 島ヶ原 昭30.10. 1

太鼓踊り 島ヶ原 昭30.10. 1

獅子神楽 川東 昭53. 3.16

比自岐神社　祇園祭 比自岐 平 4. 5.27

田守神社  秋祭 蔵縄手 平 4. 5.27

富永的祭 富永 平16. 9.24

獅子神楽 種生 平16.10.27

史跡 31 件 芭蕉翁故郷塚 上野農人町 昭30. 8.25

さまざま園 上野玄蕃町 昭30. 8.25

芭蕉翁生家 上野赤坂町 昭30. 8.25

了源上人墓所 佐那具町　 昭32. 3.28

財良寺跡 才良 昭33.11.22

安国寺跡 三田 昭33.11.22

服部土芳墓所 長田　 昭38. 4. 1

藤堂元甫墓所 長田　 昭38. 4. 1

菊岡如幻墓所 守田町 昭38. 4. 1

勘定塚 外山 昭39. 1.23

鳴塚古墳 鳳凰寺 昭44. 4. 1

藤原千方伝説地 高尾 昭45. 8.10

垂園森と哀園森 市部 昭46.12.13

貝おほひ奉納の社 上野東町　 昭47. 4.27

草蒿寺跡･吉田兼好ゆかりの地 種生 昭47. 8. 5

辻堂古墳 中村 昭48. 4. 1

御旅所古墳 馬場 昭48. 9. 1

了源上人遷化の地 丸柱 昭48. 9. 1

藤林長門守墓所 東湯舟 昭48. 9. 1

菩提寺跡 荒木 昭53. 1.25

竹島氏館 大野木 昭54.10.30

東山古墳 円徳院 昭63. 3.28

柏野城跡 柏野 平元. 4. 1

竹島城跡 愛田 平元. 4. 1

壬生野城跡 川東 平元. 4. 1

入交家 上野相生町 平10. 3.26

藤堂采女家歴代墓所 長田 平14. 4.25

55 藤堂新七郎家墓所 上野恵美須町　平15. 4.24

件 西島八兵衛之友墓 上野紺屋町　 平16. 2.26

藤堂玄蕃家墓所 上野寺町　 平16. 2.26

松寿院供養塔 長田 平29. 3.28

天然記念物 24 件 杉　(八幡杉) 治田　 昭47. 4.27

イチイガシ 白樫 昭53. 1.25

二度芽のケヤキ 上野東町 昭54.12.20

ステゴドン象の門歯化石 川合　 昭61.10. 8

硅化木 川合 昭61.10. 8

センダンの大樹 馬場 昭61.10. 8

ミツガシワ 下神戸 平 4. 3.24

西光寺のイチョウ 下柘植 平 7. 3.20

神王寺の紅梅 下柘植 平 7. 3.20

萬寿寺の椎 柘植町 平 7. 3.20

成田山の椎 柘植町 平 7. 3.20

余野公園の松 柘植町 平 7. 3.20

無形民俗文化財

記
念
物



天然記念物 転輪寺の七本松 柏野 平 7. 3.20

春日神社の社叢 川東 平 7. 3.20

澤村家のケヤキとしなのがき 川東 平 7. 3.20

諏訪神社の大杉 諏訪 平 7. 4.27

シダ植物タニヘゴ群落 沖 平 9. 3.11

薬師寺のムクロジ 馬田 平11. 1.21

サギスゲ群生地 下神戸 平16. 9.30

滝仙寺の松 滝 平21.12.25

西念寺のカヤ 島ヶ原 平23．2.24

ギフチョウ 予野 平25. 2.12

高徳寺のカゴノキ 高山 平25. 2.12

種生のオオツクバネガシ 種生 平27. 2.26

市登録文化財 2 件

名称 所在地 指定年月日 備考

2 件 霊山寺石仏群 下柘植 平15. 6.24

鈴木氏館跡 御代 平15. 6.24
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史跡

種別


