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竹田市内指定文化財等一覧表
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

1 1 国 史　　跡 S11.12.16 岡城跡 竹田市

2 2 国 史　　跡 S23.1.14 旧竹田荘　附　田能村竹田墓 竹田市

3 3 国 史　　跡 S34.5.13 七ツ森古墳群 竹田市

4 4 国 史　　跡 H9.9.2 岡藩主中川家墓所
　（碧雲寺、おたまや公園、高流寺 . 大船山） 竹田市・久住町

5 5 国 重要文化財 S25.8.29 銅　　鐘 竹田市

6 6 国 重要文化財 S63.12.19 願成院本堂（愛染堂）　附　棟札 竹田市

7 7 国 重要文化財 H11.5.13 白水溜池堰堤水利施設　附　白水池碑 竹田市・荻町

8 8 国 特別天然記念物 S30.2.15 カモシカ 竹田市

9 9 国 天然記念物 S37.1.26 くじゅう山のコケモモ群落 久住町

10 10 国 天然記念物 S36.9.21 大船山のミヤマキリシマ群落 久住町

11 11 国 天然記念物 S40.5.12 イヌワシ 久住町・直入町

12 12 国 天然記念物 H23.9.21 竹田市の阿蘇火砕流堆積物 竹田市

13 1 県 史　　跡 S33.3.25 キリシタン洞窟礼拝堂 竹田市

14 2 県 史　　跡 H12.3.24 西光寺境内 竹田市

15 3 県 史　　跡 S50.3.28 野鹿洞穴 荻　町

16 4 県 史　　跡 S34.3.26 長湯線彫磨崖仏及び梵字石 直入町

17 5 県 史　　跡 S24.10.25 原のキリシタン墓碑 直入町

18 6 県 名　　勝 S18.7.13 納池公園 久住町

19 7 県 天然記念物 S35.3.22 宮砥八幡社の社叢 竹田市

20 8 県 天然記念物 S35.3.22 神原のトチ 竹田市

21 9 県 天然記念物 S41.3.22 祖母山系イワメ 竹田市

22 10 県 天然記念物 S54.5.15 久住のツクシボダイジュ 久住町

23 11 県 天然記念物 S33.3.25 宮処野神社の社叢 久住町

24 12 県 天然記念物 S37.2.17 陽目の陟贅（かわのり） 荻　町

25 13 県 天然記念物 S33.3.25 橘木のシンパク 直入町

26 14 県 天然記念物 S33.3.25 栃原のヒイラギ 直入町

27 15 県 天然記念物 S18.7.13 籾山神社の大ケヤキ 直入町

28 16 県 天然記念物 H6.3.25 山浦のイチイガシ林とウラジロガシ林 直入町

29 17 県 無形民俗文化財 S41.3.22 阿鹿野獅子 竹田市

30 18 県 無形民俗文化財 H5.3.23 宮砥神楽 竹田市

31 19 県 無形民俗文化財 S34.3.20 宮処野神社の神保会行事 久住町

32 20 県 無形民俗文化財 S.41.3.22 荻神社ゆたて 荻　町

33 21 県 有形文化財 S36.3.14 紙本墨書不死吟（田能村竹田筆） 竹田市

34 22 県 有形文化財 S36.3.14 絹本着色伊藤鏡河像（田能村竹田筆） 竹田市

35 23 県 有形文化財 S48.3.20 円福寺石幢 竹田市

竹田市指定文化財一覧表
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

36 24 県 有形文化財 S48.3.20 岩瀬観音堂石造宝塔 竹田市

37 25 県 有形文化財 S48.3.20 井手ノ上石幢 竹田市

38 26 県 有形文化財 H12.3.24 絹本着色中川家歴代藩主肖像画（14 幅） 竹田市

39 27 県 有形文化財 H12.3.24 絹本着色中川家歴代藩主肖像画（4 幅） 竹田市

40 28 県 有形文化財 H12.3.24 紙本着色三宅山御鹿狩絵巻（16 巻）
附　木製納箱 4 合 竹田市

41 29 県 有形文化財 H13.4.3 木造男神坐像（3 体）
 （中川清秀　中川秀政　中川秀成） 竹田市

42 30 県 有形文化財 S55.4.8 西法寺跡宝塔 久住町

43 31 県 有形文化財 S53.3.31 古澤家石幢 久住町

44 32 県 有形文化財 S49.3.19 岩戸橋 荻　町

45 33 県 有形文化財 H10.3.20 妙雲寺阿弥陀如来立像 荻　町

46 34 県 有形文化財 H21.9.11 木造男神坐像　女神坐像（老女）
女神坐像（若女） 竹田市

47 35 県 有形文化財 H21.9.11 木聖観音立像 竹田市

48 36 県 有形文化財 H22.3.30 木造阿弥陀如来坐像 竹田市

49 37 県 有形文化財 H22.3.30 木造観音菩薩立像 竹田市

50 1 市 史　　跡 S47.4.1 御客屋敷 竹田市

51 2 市 史　　跡 S47.4.1 洗竹窓跡 竹田市

52 3 市 史　　跡 S47.4.1 唐橋君山の墓 竹田市

53 4 市 史　　跡 S47.4.1 鏡処刑場跡 竹田市

54 5 市 史　　跡 S47.4.1 市用横穴古墳群 竹田市

55 6 市 史　　跡 S47.4.1 妙見寺の磨崖不動明王 竹田市

56 7 市 史　　跡 S47.4.1 上畑釈迦堂磨崖仏 竹田市

57 8 市 史　　跡 S47.4.1 上坂田磨崖仏 竹田市

58 9 市 史　　跡 S47.4.1 碧雲寺線彫磨崖仏 竹田市

59 10 市 史　　跡 S54.4.1 愛宕山線彫磨崖仏 竹田市

60 11 市 史　　跡 S54.4.1 広瀬中佐の墓 竹田市

61 12 市 史　　跡 S56.5.25 小塚古墳群 竹田市

62 13 市 史　　跡 H12.8.16 久戸谷旧隧道　 竹田市

63 14 市 史　　跡 S36.9.23 南山城跡 久住町

64 15 市 史　　跡 S36.9.22 久住山本堂跡 久住町

65 16 市 史　　跡 S36.9.22 千人塚 久住町

66 17 市 史　　跡 S44.6.24 湯の上古墳 久住町

67 18 市 史　　跡 S44.6.24 義天公の墓 久住町

68 19 市 史　　跡 S44.6.24 山野城跡 久住町

69 20 市 史　　跡 S44.6.24 朽網宗暦の墓 久住町

70 21 市 史　　跡 S50.12.25 北原遺跡 荻　町
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

71 22 市 史　　跡 S50.12.25 日向遺跡 荻　町

72 23 市 史　　跡 S50.12.25 桜山遺跡 荻　町

73 24 市 史　　跡 S50.12.25 横迫遺跡 荻　町

74 25 市 史　　跡 S50.12.25 下滝水遺跡 荻　町

75 26 市 史　　跡 S50.12.25 政所西遺跡 荻　町

76 27 市 史　　跡 S50.12.25 政所南原遺跡 荻　町

77 28 市 史　　跡 S50.12.25 立石遺跡 荻　町

78 29 市 史　　跡 S50.12.25 竜宮遺跡 荻　町

79 30 市 史　　跡 S50.12.25 下原城跡 荻　町

80 31 市 史　　跡 S50.12.25 仲村横穴古墳群 荻　町

81 32 市 史　　跡 H2.10.22 古川遺跡 荻　町

82 33 市 史　　跡 H6.5.17 古賀遺跡 荻　町

83 34 市 史　　跡 H6.5.17 中山遺跡 荻　町

84 35 市 史　　跡 H17.3. 馬背野峠 荻　町

85 36 市 史　　跡 S62.12.7 牧の原遺跡 直入町

86 37 市 名　　勝 S36.9.22 松並木 久住町

87 38 市 名　　勝 S57.10.4 稲葉公園 久住町

88 39 市 名　　勝 H17.1.12 南登山口のノシバ . ネザサ群落 久住町

89 40 市 天然記念物 S47.4.1 城原神社社叢 竹田市

90 41 市 天然記念物 S47.4.1 中村のイスノキ 竹田市

91 42 市 天然記念物 S47.4.1 下原のクロガネモチ 竹田市

92 43 市 天然記念物 S47.4.1 六柱社のイチイカシ 竹田市

93 44 市 天然記念物 S47.4.1 禰疑野神社のタブ 竹田市

94 45 市 天然記念物 S54.4.1 大塚神社のサカキ 竹田市

95 46 市 天然記念物 S54.4.1 片ヶ瀬の唐椿（トウツバキ） 竹田市

96 47 市 天然記念物 S54.4.1 小富士神社のイロハモミジ 竹田市

97 48 市 天然記念物 S54.4.1 霧島ツツジ 竹田市

98 49 市 天然記念物 S57.10.4 灰迫のアカガシ 久住町

99 50 市 天然記念物 S57.10.4 塔の原のツバキ 久住町

100 51 市 天然記念物 S57.10.4 平木のコナラ 久住町

101 52 市 天然記念物 S57.10.4 桑迫神社のトチノキ 久住町

102 53 市 天然記念物 S50.12.25 モクレン 荻　町

103 54 市 天然記念物 S50.12.25 イチョウ 荻　町

104 55 市 天然記念物 S55.3.8 籾山神社の二又ケヤキ 直入町

105 56 市 天然記念物 S55.3.8 籾山神社の杉並木 直入町

106 57 市 天然記念物 S55.3.8 八社神社のヒノキ 直入町

107 58 市 天然記念物 S55.3.8 山浦神社の杉 直入町
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

108 59 市 天然記念物 H2.11.21 上野のタブノキ 直入町

109 60 市 天然記念物 H2.11.21 水ヶ迫のウラジロガシ 直入町

110 61 市 天然記念物 H2.11.21 金刀比羅のコナラ 直入町

111 62 市 天然記念物 H2.11.21 原山のムクノキ 直入町

112 63 市 天然記念物 H6.12.21 鹿伏山自然林 直入町

113 64 市 天然記念物 H8.1.25 沢水のフジキ 直入町

114 65 市 無形文化財 S47.4.1 和紙製造技術 竹田市

115 66 市 無形民俗文化財 S47.4.1 城原神楽 竹田市

116 67 市 無形民俗文化財 S47.4.1 姫だるま製造技術 竹田市

117 68 市 無形民俗文化財 S47.4.1 庚申講 竹田市

118 69 市 無形民俗文化財 S54.4.1 禰疑野神楽 竹田市

119 70 市 無形民俗文化財 S56.2.4 小富士神社獅子 . 白熊 竹田市

120 71 市 無形民俗文化財 S56.2.4 平田獅子 竹田市

121 72 市 無形民俗文化財 S56.2.4 禰疑野神社獅子 . 白熊　 竹田市

122 73 市 無形民俗文化財 S56.8.4 三宅獅子 竹田市

123 74 市 無形民俗文化財 S57.11.1 緩木獅子 竹田市

124 75 市 無形民俗文化財 S58.5.22 中村白熊 竹田市

125 76 市 無形民俗文化財 S58.5.22 中角獅子 竹田市

126 77 市 無形民俗文化財 S63.8.24 禰疑野神社病除祭 竹田市

127 78 市 無形民俗文化財 S50.12.25 荻神社神楽 荻　町

128 79 市 無形民俗文化財 S50.12.25 田代八幡神楽 荻　町

129 80 市 無形民俗文化財 S57.2.25 荻神社獅子舞 荻　町

130 81 市 無形民俗文化財 S57.2.25 荻神社白熊 荻　町

131 82 市 無形民俗文化財 S57.2.25 田代八幡神社獅子舞 荻　町

132 83 市 無形民俗文化財 S57.2.25 田代八幡神社白熊 荻　町

133 84 市 無形民俗文化財 S57.2.25 恵良原天満社獅子舞 荻　町

134 85 市 無形民俗文化財 S57.2.25 八坂神社獅子舞 荻　町

135 86 市 無形民俗文化財 S57.2.25 橘木神社神楽 荻　町

136 87 市 無形民俗文化財 S57.2.25 橘木神社獅子舞 荻　町

137 88 市 無形民俗文化財 S57.2.25 橘木神社白熊 荻　町

138 89 市 無形民俗文化財 S62.12.7 二又天祖神社岩戸神楽 直入町

139 90 市 無形民俗文化財 S21.7.7 久住夏越祭りの曳山行事 久住町

140 91 市 有形文化財
（工芸） H3.3.22 西光寺梵鐘 竹田市

141 92 市 有形文化財
（絵画） S47.4.1 碧雲寺の扁額 竹田市

142 93 市 有形文化財 S47.4.1 中川藩資料 竹田市

143 94 市 有形文化財
（絵画） H14.1.16 紙本墨書淡彩河豚図（田能村竹田筆） 竹田市
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

144 95 市 有形文化財
（絵画） H14.1.16 紙本淡彩茂林啼鳥図（田能村竹田筆） 竹田市

145 96 市 有形文化財
（絵画） H14.1.16 紙本著色御城真景図 竹田市

146 97 市 有形文化財
（建造物） S47.4.1 円通閣 竹田市

147 98 市 有形文化財
（建造物） S47.4.1 由学館の門 竹田市

148 99 市 有形文化財
（建造物） S47.4.1 西光寺本殿 竹田市

149 100 市 有形文化財
（建造物） S47.4.1 高流寺鐘楼門 竹田市

150 101 市 有形文化財
（建造物） S47.4.1 中川神社社殿 竹田市

151 102 市 有形文化財
（建造物） S47.4.1 高流寺金神堂 竹田市

152 103 市 有形文化財
（建造物） S54.4.1 城原神社社殿 竹田市

153 104 市 有形文化財
（建造物） S54.4.1 英雄寺鐘楼門 竹田市

154 105 市 有形文化財
（建造物） H3.3.22 西光寺鐘楼 竹田市

155 106 市 有形文化財
（建造物） H3.3.22 西光寺山門 竹田市

156 107 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 高流寺の石造仁王 竹田市

157 108 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 小仲尾の石造物 竹田市

158 109 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 小高野の宝筐印塔 竹田市

159 110 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 仏足石 竹田市

160 111 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 植木の地蔵塔 竹田市

161 112 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 植木の多宝塔 竹田市

162 113 市 有形文化財
（石造物） S47.4.1 織部灯籠 竹田市

163 114 市 有形文化財
（石造物） S54.4.1 観音寺の十六羅漢 竹田市

164 115 市 有形文化財
（石造物） S54.4.1 遠見灯籠 竹田市

165 116 市 有形文化財
（石造物） S54.4.1 若宮井路橋 竹田市

166 117 市 有形文化財
（石造物） S54.4.1 山王橋 竹田市

167 118 市 有形文化財
（石造物） H12.8.16 二俣石幢 竹田市

168 119 市 有形文化財
（石造物） H17.3.14 下坂田の板碑 竹田市
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

169 120 市 有形文化財 H15.8.5 人馬の鞍 竹田市

170 121 市 有形文化財 H20.7.7 木造天部形立像 竹田市

171 122 市 有形文化財 H20.7.7 木造不動明王立像 竹田市

172 123 市 有形文化財 H20.7.7 木造菩薩形立像 直入町

173 124 市 有形文化財 H20.7.7 木造菩薩形立像（両肘先欠） 直入町

174 125 市 有形文化財 H20.7.7 木造菩薩形立像（両肘先 . 足先欠） 直入町

175 126 市 有形文化財 H20.7.7 木造阿弥陀如来立像 竹田市

176 127 市 有形文化財 H20.7.7 御物石器 竹田市

177 128 市 有形文化財 H24.9.5 木造阿弥陀如来立像（厨子入） 竹田市

178 129 市 有形文化財 H24.9.5 木造千手観音立像（厨子入）　
附　男子童像、弘法大師像、不動明王立像 竹田市

179 130 市 有形文化財 S44.6.24 久住神社の銅戈 久住町

180 131 市 有形文化財 S57.10.4 宇土の石造宝篋印塔 久住町

181 132 市 有形文化財 S57.10.4 神馬の石橋 久住町

182 133 市 有形文化財 S57.10.4 塔立の石幢 久住町

183 134 市 有形文化財 S57.10.4 塔の原の石幢 久住町

184 135 市 有形文化財 S57.10.4 入山公人鞍 久住町

185 136 市 有形文化財 S57.10.4 入山公大鏡 久住町

186 137 市 有形文化財 S57.10.4 久住神社の懸仏 久住町

187 138 市 有形文化財 S57.10.4 久住神社の神饌鉢 久住町

188 139 市 有形文化財 S57.10.4 常楽寺石造十一面観音座像
附　石造不動明王立像 久住町

189 140 市 有形文化財 S57.10.4 坂本石造地蔵供養塔 久住町

190 141 市 有形文化財 S57.10.4 潤島の石橋 久住町

191 142 市 有形文化財 S63.12.19 東光寺仏像 久住町

192 143 市 有形文化財 S63.12.19 伯楽天王 久住町

193 144 市 有形文化財 S63.12.19 古閑庵地蔵菩薩 . 脇立 久住町

194 145 市 有形文化財 H16.1.12 久住高原石燈籠 久住町

195 146 市 有形文化財 H16.1.12 一里山石燈篭 久住町

196 147 市 有形文化財 H16.1.12 米賀橋 久住町

197 148 市 有形文化財 S50.12.25 東福寺供養塔 荻　町

198 149 市 有形文化財 S50.12.25 宝篋印塔 荻　町

199 150 市 有形文化財 S50.12.25 浄土五輪塔 荻　町

200 151 市 有形文化財 H3.9.17 野鹿板碑 荻　町

201 152 市 有形文化財 H3.9.17 菅家鰐口 荻　町

202 153 市 有形文化財 H3.9.17 今永家鰐口 荻　町

203 154 市 有形文化財 H10.3.20 萬年祭碑及び角田簡の掛軸 荻　町
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№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　　　称 旧市町名

204 155 市 有形文化財 H14.3.14 岩戸橋文書 荻　町

205 156 市 有形文化財
（石造物彫刻） S55.3.8 湯の原の薬師如来 直入町

206 157 市 有形文化財
（石造物彫刻） S55.3.8 長野の山の神 直入町

207 158 市 有形文化財
（木造仏彫刻） S55.3.8 宝泉寺の仏像 直入町

208 159 市 有形文化財
（石造建造物） S55.3.8 冬田の宝篋印塔 直入町

209 160 市 有形文化財
（石造建造物） S62.12.7 日向塚の干十字架残欠 直入町

210 161 市 有形文化財
（石造建造物） S62.12.7 羽田野家の竹田畦五輪塔残欠 直入町

211 162 市 有形文化財
（石造建造物） S62.12.7 祐田寺の石幢 直入町

212 163 市 有形文化財
（石造建造物） S62.12.7 是専寺五輪塔群 直入町

213 164 市 有形文化財
（木造仏彫刻） H2.11.21 木造文珠菩薩騎獅像 直入町

214 165 市 有形文化財
（木造仏彫刻） H2.11.21 木造十一面観音菩薩立像 直入町

215 166 市 有形文化財
（石造建造物） H2.11.21 真法院の五輪塔残欠 直入町

216 167 市 有形文化財
（木造仏彫刻） H12.3.31 正光寺の仏像 ⑴木造虚空蔵菩薩坐像 直入町

217 168 市 有形文化財
（木造仏彫刻） H12.3.31 正光寺の仏像 ⑵木造観音菩薩坐像 直入町

218 169 市 有形文化財
（工芸品） H12.3.31 原口天満神社の宝物　銅和鏡２面 直入町

219 170 市 有形文化財
（木造仏彫刻） H12.3.31 籾山神社の仏像　木造如来（伝弥勒）座像 直入町

220 171 市 有形文化財
（木造仏彫刻） H12.3.31 沢水の仏像　木造十一面観世音菩薩座像 直入町

221 172 市 有形民俗文化財 H3.3.22 上坂田神明社湯立荒神面 竹田市

222 173 市 有形民俗文化財 H13.5.18 下本町下組恵比寿講文書　　　　　　　附　
木製納箱１合 竹田市

223 174 市 有形民俗文化財 S57.10.4 相ケ鶴井手家の石蔵 久住町

224 175 市 有形民俗文化財 S50.12.25 荻小学校沿革史 荻　町

225 176 市 有形民俗文化財 S50.12.25 柏原小学校沿革史 荻　町

226 177 市 有形民俗文化財 H17.3.14 神原獅子舞の獅子頭 竹田市
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登録有形文化財

№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　称 旧市町名

1 国 登録文化財 H3.3.22 明治岡本井路（石垣井路） 竹田市

2 国 登録文化財 H3.3.22 若宮井路笹無田拱橋 竹田市

3 国 登録文化財 H15.12.25 塩屋主屋 竹田市

4 国 登録文化財 H15.12.25 塩屋中蔵 竹田市

5 国 登録文化財 H15.12.25 塩屋古蔵 竹田市

6 国 登録文化財 H18.12.19 佐藤家住宅主屋 竹田市

7 国 登録文化財 H18.12.19 佐藤家住宅旧店舗兼主屋 竹田市

8 国 登録文化財 H18.12.19 佐藤家住宅旧味噌蔵 竹田市

9 国 登録文化財 H18.12.19 佐藤家住宅土蔵 竹田市

10 国 登録文化財 H19.10.22 吉川家住宅主屋 竹田市

11 国 登録文化財 H19.10.22 吉川家住宅土蔵 竹田市

12 国 登録文化財 H19.10.22 吉川家住宅倉庫一 竹田市

13 国 登録文化財 H19.10.22 吉川家住宅倉庫二 竹田市

14 国 登録文化財 H19.10.22 吉川家住宅倉庫三 竹田市

15 国 登録文化財 H23.10.26 竹田市公民館竹田分館（旧一味楼） 竹田市

16 国 登録文化財 H23.10.26 塩屋旧大蔵 竹田市

17 国 登録文化財 H23.10.26 旧竹屋書店　店舗兼主屋 竹田市

18 国 登録文化財 H23.10.26 旧竹屋書店　土蔵 竹田市

№ 種別 種　　類 指定年月日 名　　　　称 旧市町名

1 国 登録記念物 H19.7.26 白水の滝 荻　町

登録記念物
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