
番号 種　　　別 名　　　称 指定年月日

1 重要有形民俗文化財 蒲江の漁撈用具 蒲江 竹野浦河内 H6.12.13

2 特別天然記念物 カモシカ 宇目 祖母傾山 S30.2.15

3 天然記念物 狩生鍾乳洞 佐伯 狩生 S9.12.28

4 天然記念物 堅田郷八幡社のハナガガシ林 佐伯 下城 S53.3.11

5 天然記念物 小半鍾乳洞 本匠 小半 T11.3.8

6 登録有形文化財 旧佐伯海軍航空隊掩体壕 佐伯 東浜 H13.8.28

7 登録有形文化財 豊後水道海事博物館（旧水ノ子島灯台吏員退息所） 鶴見 梶寄浦 H10.4.21

8 登録有形文化財 渡り鳥館（旧水ノ子島灯台吏員退息所物置所） 鶴見 梶寄浦 H10.4.21

9 登録有形文化財 豊後水道海事博物館塀（旧水ノ子島灯台吏員退息所塀） 鶴見 梶寄浦 H10.4.21

番号 種　　　別 名　　　称 指定年月日

1 有形文化財 十三重塔 佐伯 上岡 S28.3.1

2 〃 蔵骨器 佐伯 歴史資料館 S33.3.25

3 〃 佐伯城三の丸櫓門 佐伯 大手町 S51.3.30

4 〃 常楽寺鰐口 佐伯 歴史資料館 H9.3.25

5 〃 木造阿弥陀如来坐像及び観音・勢至菩薩立像 佐伯 樫野 H25.3.15

6 〃 床木河野家石幢 弥生 床木 H11.3.23

7 〃 大師庵宝塔 宇目 塩見 S51.3.30

8 〃 神内釈迦堂石幢 直川 赤木 S53.3.31

9 有形民俗文化財 切支丹柄鏡 宇目 長渕 S34.3.20

10 無形民俗文化財 神踊・杖踊 佐伯 黒沢 S41.3.22

11 〃 佐伯神楽 佐伯 下城 S41.3.22

12 〃 風流・杖踊 弥生 大坂本・尺間 S41.3.22

13 〃 千束楽 宇目 千束 S41.3.22

14 〃 蒲江神楽 蒲江 丸市尾浦 S43.3.29

15 〃 早吸日女神社八人太鼓　附獅子舞 蒲江 西野浦 S51.3.30

16 〃 葛原神楽 蒲江 葛原浦 S56.3.31

17 史　　跡 白潟遺跡 佐伯 若宮 S33.3.25

18 〃 磨崖石塔 弥生 上小倉 S28.4.20

19 〃 重岡キリシタン墓 宇目 重岡 S34.3.20

20 名　　勝 藤河内渓谷 宇目 藤河内 S34.3.20

21 天然記念物 狩生鍾乳洞内の動物 佐伯 狩生 S33.3.25

22 〃 五所明神のナギ 佐伯 臼坪 S36.3.14

23 〃 佐伯城山のオオイタサンショウウオ 佐伯 城山 S41.3.22

24 〃 狩生新鍾乳洞 佐伯 狩生 S51.3.30

25 〃 城八幡社の自然林 佐伯 下城 S52.3.31

26 〃 暁嵐の滝岩上植物群落 上浦 浅海井 S57.5.14

27 〃 最勝海浦のウバメガシ林 上浦 福泊 S57.5.14

28 〃 洞明寺のナギ 弥生 江良 S36.3.14

29 〃 八坂神社のハナガガシ林 弥生 江良 S49.3.19

30 〃 宿善寺のナギ 本匠 井ノ上 S36.3.14

31 〃 宇目の野生桐 宇目 藤河内 S34.3.20

32 〃 鷹鳥屋山の自然林 宇目 柳瀬 S60.3.29

33 〃 大島のアコウ林 鶴見 大島 S48.3.20

34 〃 竹野浦のビロウ 米水津 竹野浦 S18.7.13

35 〃 沖黒島の自然林 米水津･蒲江 沖黒島 S48.3.20

36 〃 横島のビャクシン自生地 米水津 横島 S48.3.20

37 〃 間越のウバメガシと自然林 米水津 間越 S59.3.30

38 〃 蒲江カズラ 蒲江 葛原浦 S43.3.29

県 選択 39 無形民俗文化財 堅田踊り 佐伯 下堅田 H5.3.5

所在地
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大分県指定（選択）文化財一覧

国 指定

国 登録

区分

区分 所在地

県 指定



番号 種　　　別 名　　　称 指定年月日

1 有形文化財 出納家文書 佐伯 歴史資料館 S44.9.8

2 〃 小林九左衛門の佩刀 佐伯 歴史資料館 S44.9.8

3 〃 櫛描文壺形土器 佐伯 若宮 S48.1.1

4 〃 石幢 佐伯 石打 S48.1.1

5 〃 矢野龍渓自筆書幅 佐伯 歴史資料館 S48.1.1

6 〃 御城下分見明細図絵 佐伯 歴史資料館 S48.1.1

7 〃 旧坂本家住宅 佐伯 城下東町 H12.9.25

8 〃 毛利家御居間 佐伯 歴史資料館 H22.8.23

9 〃 三府御門 佐伯 歴史資料館 H22.8.23

10 〃 盛嶽文書 佐伯 歴史資料館 H25.3.25

11 〃 石躰神社鳥居 上浦 蒲戸 S50.10.8

12 〃 石躰神社石燈籠 上浦 蒲戸 S50.10.8

13 〃 愛宕神社鳥居 上浦 蒲戸 S50.10.8

14 〃 愛宕神社石燈籠 上浦 蒲戸 S50.10.8

15 〃 瀧三柱神社鳥居 上浦 浅海井 S50.10.8

16 〃 年貢皆済二付御褒美下置覚 上浦 浪太 S50.10.8

17 〃 瀧三柱神社石燈籠 上浦 浅海井 S53.3.31

18 〃 毛利高政書状 上浦 浅海井 S53.3.31

19 〃 大山積神社石燈籠 上浦 浪太 S53.3.31

20 〃 津井夏井浦論地出入裁許申渡覚 上浦 夏井 S54.9.1

21 〃 瀬会神社石燈籠 上浦 津井 S54.9.1

22 〃 浅海井浦地目付起請文前書 上浦 浅海井 S56.3.31

23 〃 浅海井浦那部戸漁人連印差上申 上浦 浅海井 S56.3.31

24 〃 宗門及び庄屋往来手形 上浦 浅海井 S56.3.31

25 〃 御役目記録及び御納経 上浦 浅海井 H17.2.7

26 〃 ときは井堤の記 弥生 門田 S44.9.8

27 〃 常磐渠記 弥生 門田 S44.9.8

28 〃 常磐渠記碑 弥生 細田 S44.9.8

29 〃 上小倉横穴古墳出土品 弥生 上小倉 S44.9.8

30 〃 鰐口 弥生 提内 S44.9.8

31 〃 御年貢免相下札 弥生 山梨子 S44.9.8

32 〃 御年貢上納通（控） 弥生 上小倉 S44.9.8

33 〃 御順道御絵図 弥生 上小倉 S44.9.8

34 〃 小林九左衛門の廟 弥生 井崎 S44.9.8

35 〃 金馬橋碑 弥生 大坂本 S44.9.8

36 〃 西運寺山門 弥生 井崎 S44.9.8

37 〃 観音庵宝篋印塔群 弥生 尺間 S44.9.8

38 〃 宝篋印塔 弥生 提内 S44.9.8

39 〃 ガラス写真原板 弥生 床木 S44.9.8

40 〃 佐伯領内図 弥生 井崎 S44.9.8

41 〃 板碑 弥生 山梨子 S44.12.29

42 〃 板碑 弥生 床木 S44.12.29

43 〃 宝塔 弥生 平井 S49.12.26

44 〃 重制石幢（六地蔵） 弥生 床木 S49.12.26

45 〃 五輪塔 弥生 門田 S49.12.26

46 〃 五条文書 弥生 大坂本 S49.12.26

47 〃 戊申溜池築造関係資料 弥生 細田 S54.4.1

48 〃 須平庚申塔（瓦製） 弥生 門田 S54.4.1

49 〃 西運寺仏涅槃図 弥生 井崎 S62.4.16

50 〃 宇藤木橋 弥生 尺間 H6.6.27

51 〃 床木柿ノ木石幢 弥生 床木 H10.10.1

52 〃 床木光林庵十三仏 弥生 床木 H10.10.1

53 〃 洞明寺文殊菩薩像 弥生 江良 H10.10.1

54 〃 堂ノ間の宝塔 本匠 堂ノ間 S43.9

55 〃 堂ノ間の石幢 本匠 堂ノ間 S43.9

佐伯市指定文化財一覧

区分 所在地

市 指定



56 有形文化財 長楽庵の薬師如来像 本匠 上津川 H6.1

57 〃 番ノ原の宝塔 本匠 小川 H17.3

58 〃 猿谷の石風呂 本匠 上津川 H17.3

59 〃 河野家文書 本匠 地区公民館 H17.3

60 〃 上爪板碑 宇目 上爪 S53.8.18

61 〃 崇円寺宝篋印塔 宇目 酒利 S53.8.18

62 〃 楢野木五輪塔群 宇目 楢野木 S53.8.18

63 〃 上津小野石幢 宇目 上津小野 S53.8.18

64 〃 上津小野宝塔 宇目 上津小野 S53.8.18

65 〃 田原石幢 宇目 田原 S53.8.18

66 〃 河内石幢 宇目 河内 S53.8.18

67 〃 河内笠地蔵 宇目 河内 S53.8.18

68 〃 宮野観音 宇目 宮野 S53.8.18

69 〃 宇目型宝篋印塔 宇目 重岡 S53.8.18

70 〃 市園道祖神 宇目 市園 S53.8.18

71 〃 長昌寺五輪塔 宇目 重岡 H2.5.25

72 〃 市園吉祥寺跡無縫塔 宇目 市園 H2.5.25

73 〃 仲江笠塔婆 宇目 重岡 H2.5.25

74 〃 塩見大師庵延命地蔵 宇目 塩見 H2.5.25

75 〃 花木五輪塔 宇目 花木 H2.5.25

76 〃 見明今立板碑 宇目 上爪 H2.5.25

77 〃 松河内三車塔 宇目 河内 H2.5.25

78 〃 松河内宝塔 宇目 河内 H2.5.25

79 〃 神田弓場宝篋印塔 宇目 河内 H2.5.25

80 〃 豊藤宝光庵血盆塔 宇目 豊藤 H2.5.25

81 〃 河尻補陀羅院延命地蔵 宇目 河尻 H2.5.25

82 〃 田原常敬寺宝塔 宇目 田原 H2.5.25

83 〃 大道庵薬師如来と脇侍十二神将 宇目 木浦内 H2.5.25

84 〃 木浦山神社 宇目 木浦鉱山 H9.2.17

85 〃 長徳寺宝篋印塔 宇目 上小野市 H13.9.12

86 〃 重岡愛宕山聖観音 宇目 重岡 H16.6.29

87 〃 松河内石幢 宇目 河内 H16.6.29

88 〃 悪所内熊野神社懸仏 宇目 西山 H16.6.29

89 〃 神内釈迦堂石幢（通称笠地蔵） 直川 赤木 S51.10.13

90 〃 栗林正明寺跡層塔 直川 赤木 S51.10.13

91 〃 転輪山浄光寺跡の宝塔と宝篋印塔 直川 赤木 S51.10.13

92 〃 寺ノ迫天山源光寺跡五輪塔 直川 赤木 S51.10.13

93 〃 海潮山観音寺跡の宝篋印塔 直川 赤木 S51.10.13

94 〃 吹原石幢（笠地蔵）と五輪塔 直川 赤木 S51.10.13

95 〃 神明山地蔵院層塔並宝篋印塔 直川 赤木 S51.10.13

96 〃 功休庵跡宝塔と宝篋印塔 直川 赤木 S57.3.20

97 〃 木ノ原古戦場千人塚 直川 赤木 S57.3.20

98 〃 標柱「従是東佐伯領」 直川 赤木 S57.3.20

99 〃 愛宕さんの石塔婆 直川 横川 S57.3.20

100 〃 大乗妙典一石一字漸写塔 直川 上直見 S57.3.20

101 〃 稲荷神社の宝塔と板碑 直川 下直見 S57.3.20

102 〃 石工　平兵衛之墓 直川 下直見 S57.3.20

103 〃 黒岩の美女墓と位牌 直川 横川 S57.3.20

104 〃 青柳の経王塔 直川 仁田原 S57.3.20

105 〃 正定禅寺の鐘楼 直川 仁田原 S57.3.20

106 〃 月形の鴟尾神社社殿 直川 横川 S57.3.20

107 〃 千又の愛宕神社社殿 直川 下直見 S57.3.20

108 〃 常得山心光寺跡の阿弥陀如来仏像 直川 赤木 S57.3.20

109 〃 赤木村大庄屋の御用日記 直川 赤木 S57.3.20

110 〃 十一面観音菩薩立像と刻板 鶴見 沖松浦 S55.3.20

111 〃 一石五輪塔 鶴見 帆波浦 H17.2.14

112 〃 羽出浦天満社絵馬と天井絵 鶴見 羽出浦 H17.2.14

113 〃 高標書「山号額」 米水津 浦代浦 S52.5.21

114 〃 十一面観音縁起の刻文 米水津 浦代浦 S52.6.21

市 指定



115 有形文化財 成松文書 米水津 浦代浦・千葉県 S52.6.21

116 〃 中ノ鼻宝篋印塔 米水津 色利浦 S61.12.19

117 〃 立岩神社額「権現宮」 米水津 色利浦 S63.7.26

118 〃 木造阿弥陀如来坐像 米水津 宮野浦 H6.11.29

119 〃 木造不動明王坐像 米水津 宮野浦 H6.11.29

120 〃 木造魚藍観音像 米水津 宮野浦 H6.11.29

121 〃 木造薬師如来坐像 米水津 宮野浦 H6.11.29

122 〃 木造聖観音菩薩立像 米水津 竹野浦 H6.11.29

123 〃 木造地蔵菩薩立像 米水津 竹野浦 H6.11.29

124 〃 木造十一面観音菩薩立像 米水津 浦代浦 H6.11.29

125 〃 御手洗家文書 米水津 竹野浦 H6.11.29

126 〃 天保四年　改正郷村明細帳 米水津 浦代浦 H6.11.29

127 〃 小浦地区「上納覚日記」及び「役本諸上納覚帳」 米水津 地区公民館 H6.11.29

128 〃 清水庵の観音像 蒲江 畑野浦 S52.6.1

129 〃 清水庵の五輪塔群 蒲江 畑野浦 S52.6.1

130 〃 京塚の庚申塔群 蒲江 畑野浦 S52.6.1

131 〃 黒木家の石殿 蒲江 畑野浦 S52.6.1

132 〃 臨江庵の八十八体仏 蒲江 楠本浦 S52.6.1

133 〃 石斧 蒲江 畑野浦 S52.6.1

134 〃 楠本の庄屋古文書 蒲江 楠本浦 S52.6.1

135 〃 長瀬家五輪塔群 蒲江 竹野浦河内 S52.6.1

136 〃 浦之迫の古塔群 蒲江 丸市尾浦 S52.6.1

137 〃 葛原の宝篋印塔 蒲江 葛原浦 S52.6.1

138 有形民俗文化財 庚申塔 佐伯 西野 S48.1.1

139 〃 庚申塔群 上浦 長田 S53.3.31

140 〃 鯨の墓 上浦 浅海井 S54.9.1

141 〃 螽蝗衆蟲供養塔 弥生 大坂本 S44.9.8

142 〃 上仲江観音堂庚申塔群 宇目 上仲江 H2.5.25

143 〃 河内四国八十八箇所石像弘法大師坐像 宇目 河内 H2.5.25

144 〃 通山庚申塔 宇目 酒利 H2.5.25

145 〃 河尻登尾庚申塔 宇目 河尻 H2.5.25

146 〃 桑の原三十三観音石像 宇目 柳瀬 H2.5.25

147 〃 舞楽面 宇目 岩崎 H9.2.17

148 〃 八幡河原庚申塔群 宇目 豊藤 H13.9.12

149 無形民俗文化財 とんど焼 上浦 夏井 S53.3.31

150 〃 小半の扇子踊り・団七踊り 本匠 小半 H15.3

151 〃 墨つけ祭り 宇目 木浦鉱山 S53.8.18

152 〃 田原獅子 宇目 田原 S53.8.18

153 〃 宇目神楽 宇目 田原 S53.8.18

154 〃 重岡獅子 宇目 重岡 S60.3.13

155 〃 重岡岩戸神楽 宇目 酒利 S60.3.13

156 〃 荒川流河尻杖 宇目 河尻 S60.3.13

157 〃 酒利獅子 宇目 酒利 S60.3.13

158 〃 上津小野獅子 宇目 上津小野 S60.3.13

159 〃 釘戸白熊 宇目 釘戸 S60.3.13

160 〃 中津留楽 宇目 中津留 S60.3.13

161 〃 落水的はり祭 宇目 落水 H2.5.25

162 〃 風流杖踊り 直川 赤木 S54.9.1

163 史　　跡 安井 佐伯 城下西町 S48.1.1

164 〃 東島古墳石棺 佐伯 荒網代東 S48.1.1

165 〃 中島子玉墓 佐伯 城下西町 H24.8.23

166 〃 佐伯城跡 佐伯 城山 R1.5.2

167 〃 上小倉横穴古墳群 弥生 上小倉 S44.9.8

168 〃 栂牟礼城跡 弥生 井崎、小田、上小倉 S44.9.8

169 〃 出納氏（藤左衛門位英他三氏）四基の墓 弥生 江良 H2.4.27

170 〃 因尾砦跡 本匠 井ノ上 S43.9.5

171 〃 聖嶽洞穴 本匠 宇津々 S43.9.5

172 〃 柳井館跡 本匠 因尾 S43.9.5

173 〃 三国峠 本匠 山部・樫峯 S43.9.5

174 〃 寺屋敷跡 本匠 風戸 S43.9.5

市 指定



175 史　　跡 田野磨崖仏 宇目 田野 S53.8.18

176 〃 木浦千人間歩 宇目 木浦鉱山 S53.8.18

177 〃 木浦女郎の墓 宇目 木浦鉱山 S53.8.18

178 〃 朝日嶽城跡 宇目 塩見 S53.8.18

179 〃 蔵小野砦跡 宇目 蔵小野 S63.5.7

180 〃 キリシタン不動 宇目 長渕 H13.9.12

181 〃 西南戦役古戦場陸地峠 直川 仁田原 S57.3.20

182 〃 用来城趾 直川 仁田原 S57.3.20

183 〃 霊場八十八ヶ所 鶴見 地松浦 S55.3.20

184 〃 丹賀砲台跡 鶴見 丹賀浦 S55.3.20

185 〃 御手洗家墓地 米水津 竹野浦 S50.5.1

186 〃 西南の役津島畑古戦場 蒲江 葛原浦 S52.6.1

187 〃 仙崎砲台跡 蒲江 西野浦 S52.6.1

188 名　　勝 暁嵐の瀧 上浦 浅海井 S50.10.8

189 〃 豊後二見ヶ浦 上浦 津井 H17.2.7

190 〃 銚子八景 本匠 小川 S43.9.5

191 〃 蓮光寺湧水 宇目 木浦鉱山 H2.5.25

192 〃 滝内渓谷 蒲江 丸市尾浦 S52.6.1

193 〃 宇土崎洞門 蒲江 波当津浦 S52.6.1

194 〃 洲崎 蒲江 西野浦 S52.6.1

195 天然記念物 大宮八幡神社の自然林 佐伯 大宮 H2.3.30

196 〃 ホウライクジャク 本匠 小半 S43.9.5

197 〃 蝙蝠穴 本匠 風戸 S43.9.5

198 〃 柳瀬大イチョウ 宇目 柳瀬 H16.6.29

199 〃 吹原の金木犀 直川 赤木 S57.3.20

200 〃 細川内のモチノキ 直川 仁田原 S57.3.20

201 〃 黒沢の柞ノ木 直川 仁田原 S57.3.20

202 〃 後持の子鹿ノ木 直川 横川 S57.3.20

203 〃 保食神社のいちいがし 直川 横川 S57.3.20

204 〃 御嶽神社の大杉 直川 上直見 S57.3.20

205 〃 久留須の霧島つつじ 直川 赤木 S57.3.20

206 〃 小学校のヤマモモ 直川 上直見 S57.3.20

207 〃 竹林山観音庵のナギ 直川 上直見 S57.3.20

208 〃 沖ノ津留の柿の木 直川 上直見 S57.3.20

209 〃 愛宕将軍延命地蔵庵の椿 直川 下直見 S57.3.20

210 〃 イスノキ 鶴見 地松浦 S55.3.20

211 〃 スダジイ 鶴見 沖松浦 H17.2.14

212 〃 養福寺の大イチョウ 米水津 浦代浦 S50.5.1

213 〃 東林庵のアコウ 米水津 小浦 S50.5.1

214 〃 田鶴音防風林 米水津 浦代浦 S50.5.1

215 〃 西河神社のムク 蒲江 畑野浦 S52.6.1

216 〃 早吸日女神社のクロガネモチ 蒲江 西野浦 S52.6.1

217 〃 河内田のアコウ 蒲江 蒲江浦 S52.6.1

218 〃 洲の鼻の海浜植物群落 蒲江 屋形島 S52.6.1

219 〃 弁天島天満社々叢 蒲江 猪串浦 S52.6.1

220 〃 天満社のクス 蒲江 葛原浦 S52.6.1

市 指定


