
№ 名　　　　　称 所在地又は管理者 指定年月日

有形文化財 工 芸 品 1 銅鏡 秋草双雀文様 一面 姶良市蒲生町上久徳 蒲生八幡神社 大正7年4月8日

2 南浦文之墓 姶良市加治木町反土1814 安国寺 昭和11年9月3日

3 大隅国分寺跡附宮田ヶ岡瓦窯跡 姶良市船津180-3他 平成16年9月30日

4 大口筋 白銀坂・龍門司坂 姶良市脇元・加治木町木田 平成18年7月28日

5 鹿児島島津家墓所 姶良市平松・加治木町木田および日木山 令和２年３月10日

特別天然記念物 6 蒲生のクス 姶良市蒲生町上久徳2258 昭和27年3月29日

№ 名　　　　　称 所在地又は管理者 指定年月日

1 日木山宝塔 姶良市加治木町日木山485 平成16年4月20日

2 蒲生御仮屋門 姶良市蒲生町上久徳2399 平成23年4月19日

工 芸 品 3 刀 銘 主馬首藤原朝臣一平安代 県歴史・美術センター黎明館 昭和35年6月20日

4 桑幡文書 県歴史・美術センター黎明館 昭和29年3月15日

5 名山楼詩集版木 加治木郷土館 昭和29年3月15日

古 文 書 6 蒲生御仮屋文書 姶良市歴史民俗資料館 平成19年4月24日

考古資料 7 御里窯跡出土品 姶良市加治木町反土1010-2文化財室 平成22年4月23日

8 加治木町木田の田の神 姶良市加治木町木田隈媛神社前 昭和43年3月29日

9 下久徳の田の神 姶良市蒲生町下久徳413-1 昭和43年3月29日

10 漆の田の神 姶良市蒲生町漆365-3 昭和43年3月29日

11 漆の庚申塔 姶良市蒲生町漆1798-1 昭和50年3月31日

12 吉左右踊･ 太鼓踊 姶良市加治木町西別府 昭和36年8月16日

13 龍門司焼古窯 姶良市加治木町小山田6095 昭和42年3月31日

14 宇都窯跡 姶良市鍋倉1376-2 平成14年4月23日

15 建昌城跡 姶良市西餅田2185番地他 平成23年4月19日

16 掛橋坂 姶良市蒲生町北字込原 平成29年4月21日

№ 名　　　　　称 所在地又は管理者 指定年月日

1 諏訪山板碑 姶良市上名1105 昭和40年3月31日

2 水口ゆきえの墓 姶良市中津野329 中津野公民館 昭和49年5月15日

3 金山橋 姶良市加治木町小山田34-1 平成元年3月30日

4 黒島神社石橋 姶良市上名 黒島神社 平成3年2月15日

5 岩剣神社石橋 姶良市平松 岩剣神社 平成3年2月15日

6 曽木家の門 姶良市加治木町仮屋町37 平成13年8月31日

7 小山田氏墓 姶良市加治木町小山田1262-2 平成21年11月10日

8 漆永仁五輪塔 姶良市蒲生町漆90-1 平成22年3月19日

9 城野神社仕明地記念碑 姶良市木津志字宮ノ前3031 平成25年6月13日

10 島津忠将供養碑及び石燈籠 姶良市東餅田2466 平成29年5月12日

11 漆康永板碑 姶良市蒲生町漆90-1 令和4年1月19日

12 本田羅山絵 姶良市加治木町仮屋町 昭和41年3月25日

13 松下寿老人図本田羅山作 加治木郷土館 昭和43年9月20日

14 牟礼前の薬師如来木像 姶良市加治木町木田3476-1 昭和38年12月27日

15 頼昌法印石座像 姶良市加治木町木田3644のイ 昭和38年12月27日

16 岩屋寺の不動明王立像 姶良市加治木町木田3644のイ 昭和38年12月27日

17 朝鮮から持ち帰った手洗鉢 姶良市加治木町日木山 精矛神社 昭和38年12月27日

18 朝鮮から持ち帰った石臼 姶良市加治木町日木山 精矛神社 昭和38年12月27日

19 加治木銭 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

20 かぼちゃ型鉄瓶　 加治木郷土館 昭和41年3月25日

21 新納家茶入３点 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

22 飴釉茶碗・伝山元窯 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

有 形 民 俗 文 化 財

姶良市内の指定文化財・登録文化財一覧表
指定文化財１９１件（国指定６件，県指定１６件，市指定１６９件），登録文化財１３件　　総計２０４件

〈国指定　６件〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      令和４年９月９日現在

区　　　分

記 念 物
史 跡

〈県指定　１６件〉

区　　　分

有形文化財

建 造 物

書跡・典籍

有形文化財

建 造 物

絵 画

彫 刻

工 芸 品

無 形 民 俗 文 化 財

記 念 物 史 跡

〈市指定　１６９件〉

区　　　分
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23 刷毛目平茶碗 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

24 黒釉御判手（黄河土）茶碗 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

25 茶碗 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

26 蛇蝎釉抹茶碗 加治木郷土館 昭和41年3月25日

27 芳工赤釉玉流瓢箪形甘酒入 加治木郷土館 昭和41年3月25日

28 芳工赤釉玉流瓢箪形甘酒入 姶良市加治木町仮屋町 昭和41年3月25日

29 白蛇蝎釉双耳花瓶 加治木郷土館 昭和41年3月25日

30 耳付花瓶 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

31 筒型花瓶 加治木郷土館 昭和41年3月25日

32 鮫肌釉燗瓶型花生 加治木郷土館 昭和41年3月25日

33 磁器製水牛童子像 加治木郷土館 昭和41年3月25日

34 黒釉玉流硯屏 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

35 黒釉玉流香炉 加治木郷土館 昭和41年3月25日

36 黒釉御判手（黄河土）茶碗 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

37 欄干橋擬宝珠 加治木郷土館 昭和41年3月25日

38 一節切 姶良市歴史民俗資料館 昭和47年3月9日

39 唐金花瓶 森山家住宅 平成16年7月13日

40 森山家の鋳物製品 森山家住宅 平成16年7月13日

41 献上手黒釉玉流把手付花瓶 姶良市加治木町朝日町 平成17年8月10日

42 刀　銘隅州住貞宗 加治木郷土館 昭和41年3月25日

43 刀　新納旅庵が島津義弘より拝領した 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

44 刀　吉家 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

45 刀　備前兼光（朝鮮兼光） 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

46 脇差　銘柁城士正光 姶良市加治木町仮屋町 昭和41年3月25日

47 脇差　銘隅州住正景 姶良市加治木町仮屋町 昭和41年3月25日

48 南洲書　縦書「敬天愛人」 加治木郷土館 昭和41年3月25日

49 島津義弘筆扇面 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

50 島津家久筆扇面 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

51 竜伯公御沙汰書 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

52 島津義弘書状5巻16通 県歴史・美術センター黎明館 昭和41年3月25日

53 関ヶ原役感状・曽木弥次郎 県歴史・美術センター黎明館 昭和43年9月20日

54 関ヶ原役感状・本田親商 県歴史・美術センター黎明館 昭和43年9月20日

55 薩摩藩歴代君公名臣筆跡 県歴史・美術センター黎明館 昭和43年9月20日

56 西別府字絵図三幅 加治木郷土館 昭和43年9月20日

57 東良助交游文翰　四巻 加治木郷土館 昭和45年3月25日

58 加治木古老物語 加治木郷土館 昭和45年7月20日

59 古今雑撰 加治木郷土館 昭和45年7月20日

60 薩藩史料古記録 加治木郷土館 昭和45年7月20日

61 隅陽記 加治木郷土館 昭和45年7月20日

62 御付士子孫略系図 加治木郷土館 昭和45年7月20日

63 帖佐来歴 姶良市歴史民俗資料館 昭和47年1月20日

64 秋岡冬日書条幅 姶良市加治木町反土 昭和47年7月18日

65 龍門司焼文書 加治木郷土館 平成20年4月9日

66 高樋宇都宮文書 姶良市歴史民俗資料館 平成27年5月14日

67 帖佐修験米良氏文書 姶良市歴史民俗資料館 平成29年5月12日

68 曲田出土の土師器製蔵骨器 加治木郷土館 昭和41年3月25日

69 黒釉剥地牡丹文梅瓶 加治木郷土館 平成27年5月14日

70 三十六歌仙額 姶良市歴史民俗資料館 昭和44年9月19日

71 大井上神社伝来の墨書材 加治木郷土館 平成17年8月10日

72 蒲生御仮屋棟札 姶良市歴史民俗資料館 令和4年1月19日

無形文化財 工芸技術 73 龍門司焼技術 姶良市加治木町小山田 平成11年12月7日

74 日木山里の田の神 姶良市加治木町日木山669-1 昭和43年9月20日

75 網掛地蔵 姶良市加治木町網掛橋西袂 昭和45年7月20日

有形文化財

工 芸 品

工  芸  品
（刀剣）

書 跡
・

典 籍

古 文 書

考古資料

歴史資料

有形民俗文化財
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76 楠元の山の神 姶良市西餅田字上桜木2422-2 昭和49年5月15日

77 木津志の田の神 姶良市木津志3096-1 昭和49年5月15日

78 触田の田の神 姶良市平松 稲留神社 昭和51年8月11日

79 木津志堂崎の田の神 姶良市木津志1879-1 平成14年2月7日

80 福岡家の田の神 姶良市宮島町44-3 平成14年2月7日

81 西田の田の神 姶良市下名2733 平成14年2月7日

82 網掛橋東袂の恵比須神祠 姶良市加治木町本町1番地先 平成16年3月22日

83 加治木中浜の恵比須神祠 姶良市加治木町港町68 八坂神社 平成16年3月22日

84 木田太鼓踊り 姶良市加治木町木田 昭和41年3月25日

85 反土太鼓踊り 姶良市加治木町反土 昭和41年3月25日

86 小山田太鼓踊り 姶良市加治木町小山田 昭和41年3月25日

87 お田植え祭 姶良市加治木町木田 昭和44年5月19日

88 初午祭　鈴懸け馬 姶良市加治木町木田 昭和44年5月19日

89 黒島神社お田植え祭り 姶良市上名 黒島神社 昭和49年5月15日

90 上名の棒踊り 姶良市上名 昭和49年5月15日

91 下名の疱瘡踊り 姶良市下名 昭和49年5月15日

92 下名の棒踊り 姶良市下名 昭和49年5月15日

93 春花の太鼓踊り 姶良市春花 昭和49年5月15日

94 木津志の山伏踊り 姶良市木津志 昭和49年5月15日

95 住吉の金山踊り 姶良市住吉 昭和50年9月30日

96 下久徳太鼓踊り 姶良市蒲生町下久徳 平成16年7月20日

97 北太鼓踊り 姶良市蒲生町北 平成16年7月20日

98 川東太鼓踊り 姶良市蒲生町上久徳 平成16年7月20日

99 宮脇棒踊り 姶良市蒲生町上久徳 平成16年7月20日

100 漆バラ踊り 姶良市蒲生町漆 平成16年7月20日

101 久末棒踊り 姶良市蒲生町久末 平成16年7月20日

102 久末田の神舞 姶良市蒲生町久末 平成16年7月20日

103 西浦棒踊り 姶良市蒲生町西浦 平成16年7月20日

104 米丸兵児踊り 姶良市蒲生町米丸 平成16年7月20日

105 帖佐八幡神社浜下り 姶良市鍋倉 新正八幡神社 平成19年2月13日

106 帖佐十九日馬踊り 姶良市鍋倉 稲荷神社 平成25年6月13日

107 帖佐宇都御屋地跡石垣 姶良市鍋倉 稲荷神社 昭和38年9月10日

108 平松城跡 姶良市平松 重富小学校 昭和38年9月10日

109 肝付氏の墓 姶良市加治木町日木山 東禅寺墓地 昭和38年12月27日

110 実窓寺磧 姶良市加治木町木田4015-5 昭和38年12月27日

111 鴻之巣園跡 姶良市加治木町木田3311-1 昭和38年12月27日

112 後藤塚 姶良市加治木町木田2481-3 昭和38年12月27日

113 入枝佐五右衛門尉長著墓 姶良市加治木町錦江町 吉祥寺墓地 昭和38年12月27日

114 松岳和尚墓 姶良市加治木町錦江町 吉祥寺墓地 昭和38年12月27日

115 鳳山和尚墓 姶良市加治木町反土 椿窓寺墓地 昭和38年12月27日

116 木脇刑部左衛門祐秀墓 姶良市加治木町反土 椿窓寺墓地 昭和38年12月27日

117 加治木銭鋳銭所跡 姶良市加治木町本町158 昭和38年12月27日

118 経典読誦塔 姶良市加治木町日木山 精矛神社 昭和38年12月27日

119 伊勢平左衛門貞成墓 姶良市加治木町木田2841-3 昭和38年12月27日

120 加治木城跡 姶良市加治木町反土城 昭和38年12月27日

121 加治木島津屋形跡 姶良市加治木町仮屋町213 昭和38年12月27日

122 千鳥庵水巴墓 姶良市加治木町反土 本誓寺墓地 昭和41年3月25日

123 日木山洞穴 姶良市加治木町日木山245-1 昭和41年3月25日

124 毓英館跡 姶良市加治木町反土2747-1 昭和41年3月25日

125 日木山窯跡 姶良市加治木町日木山308-1付近 昭和41年3月25日

126 山元窯跡 姶良市加治木町反土1849-2 昭和41年3月25日

127 弥勒窯跡 姶良市加治木町木田2437 昭和41年3月25日

128 御里窯跡 姶良市加治木町仮屋町314 昭和41年3月25日

有形民俗文化財

無形民俗文化財

記 念 物 史 跡
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129 大樟の跡 姶良市加治木町仮屋町73 昭和41年3月25日

130 伊集院源次郎墓 姶良市加治木町木田3912-4 昭和42年1月18日

131 西一峰墓 姶良市加治木町木田 観音寺墓地 昭和42年1月18日

132 和田円覚院墓 姶良市加治木町小山田316 昭和42年1月18日

133 渋谷兵庫之助墓 姶良市加治木町小山田5951-1 昭和42年1月18日

134 江夏友賢墓 姶良市加治木町木田4001-3 昭和42年1月18日

135 伊丹道甫墓 姶良市加治木町木田2841-3 昭和43年9月20日

136 曽木播磨守重治墓 姶良市加治木町錦江町 吉祥寺墓地 昭和43年9月20日

137 本田源右衛門親商墓 姶良市加治木町反土 本誓寺墓地 昭和43年9月20日

138 運誉上人墓 姶良市加治木町反土 本誓寺墓地 昭和43年9月20日

139 伊藤世粛（瓊山）墓 姶良市加治木町朝日町 東楽寺墓地 昭和43年9月20日

140 川畑道仁墓 姶良市加治木町朝日町 東楽寺墓地 昭和43年9月20日

141 刀匠墓 姶良市加治木町朝日町 東楽寺墓地 昭和43年9月20日

142 秋岡冬日墓 姶良市加治木町日木山123-1 昭和43年9月20日

143 義堂和尚墓 姶良市加治木町日木山120-5 昭和43年9月20日

144 葛城彦一墓 姶良市加治木町朝日町 真光寺墓地 昭和44年5月19日

145 相良藤次墓 姶良市加治木町反土 本誓寺墓地 昭和44年5月19日

146 小浜芝亭墓 姶良市加治木町錦江町 吉祥寺墓地 昭和44年5月19日

147 川原芳工墓 姶良市加治木町小山田 扶蔵院墓地 昭和44年5月19日

148 山元碗右衛門墓 姶良市加治木町小山田 扶蔵院墓地 昭和44年5月19日

149 蕉下庵玉笥墓 姶良市加治木町朝日町 東楽寺墓地 昭和45年3月25日

150 滝観音 姶良市加治木町木田5266-2 昭和45年3月25日

151 島津豊後守季久の墓 姶良市鍋倉 総禅寺墓地 昭和49年5月15日

152 島津豊後守朝久の墓 姶良市鍋倉 総禅寺墓地 昭和49年5月15日

153 御屋地様の墓 姶良市鍋倉 総禅寺墓地 昭和49年5月15日

154 本田勝吉の墓 姶良市鍋倉 天福寺墓地 昭和49年5月15日

155 天福寺磨崖仏 姶良市鍋倉 天福寺墓地 昭和49年5月15日

156 新納旅庵の墓 姶良市東餅田 願成寺墓地 昭和49年5月15日

157 膝跪騂の墓 姶良市鍋倉 亀泉院墓地 昭和49年5月15日

158 上井次郎左衛門尉里兼墓 姶良市中津野235 昭和49年5月15日

159 上場庚申供養碑 姶良市船津23-8 昭和49年5月15日

160 織（折）田和泉守墓 姶良市加治木町反土 椿窓寺墓地 昭和58年4月1日

161 蒲生どん墓 姶良市蒲生町上久徳1334-1 昭和60年1月23日

162 竜ヶ城磨崖一千梵字仏蹟 姶良市蒲生町下久徳2562-1 昭和60年1月23日

163 岩剣城跡 姶良市平松5219-6 平成7年3月6日

164 蒲生城跡 姶良市蒲生町久末3455･3457-1 平成30年5月14日

165 赤塚源太左衛門墓 姶良市蒲生町上久徳2276　永秀庵墓地 令和２年1月20日

166 福崎甚作墓 姶良市蒲生町上久徳2276　永秀庵墓地 令和２年1月20日

167 帖佐八幡神社の大銀杏 姶良市鍋倉 新正八幡神社 昭和38年9月10日

168 寺師臥竜梅 姶良市寺師336・338 昭和63年7月25日

169 御仮屋犬槇（一ツ葉） 姶良市蒲生町上久徳2399 昭和43年3月24日

<登録文化財　13件>

№ 名　　　　　称 所在地又は管理者 登録年月日

1 白金酒造石蔵 姶良市脇元1943-1 平成13年8月28日

2 山田の凱旋門 姶良市下名1178 平成13年8月28日

3 加治木図書館（旧郷土館陳列館） 姶良市加治木町仮屋町250 平成14年6月25日

4 加治木図書館（旧郷土館日本館） 姶良市加治木町仮屋町250 平成14年6月25日

5 加治木図書館（旧郷土館付属石造倉庫） 姶良市加治木町仮屋町250 平成14年6月25日

6 森山家住宅土蔵 姶良市加治木町朝日町172 平成14年6月25日

7 森山家住宅主屋 姶良市加治木町朝日町172 平成18年8月3日

8 森山家住宅旧作業場 姶良市加治木町朝日町172 平成19年10月2日

9～12 新照寺本堂・石塀・正門・通用門 姶良市住吉545 平成20年4月18日

13 重富小学校正門(旧県庁正門) 姶良市平松5636 平成21年4月28日

区　　　分

有形文化財 建 造 物

記 念 物

史 跡

天然記念物
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