
名称又は物件 指定年月日 所有者 備考

1 富貴寺大堂 昭和27.11.22 富貴寺 ※1

2 宇佐神宮本殿 昭和27.11.22 宇佐神宮 ※1

3 孔雀文磬 昭和28. 3.31 個人

4 臼杵磨崖仏 平成 7. 6.15 臼杵市 ※1

名称又は物件 指定年月日 所有者 備考

1 太刀 昭和25. 8.29 柞原八幡宮 ※1

2 太刀 昭和25. 8.29 柞原八幡宮 ※1

3 薙刀直シ刀 昭和25. 8.29 柞原八幡宮 ※1

4 銅造仏像 昭和25. 8.29 柞原八幡宮 ※1

5 木造十一面観音立像 昭和25. 8.29 永興寺 ※1

6 木造兜跋毘沙門天立像 昭和25. 8.29 永興寺

7 木造毘沙門天立像 昭和25. 8.29 永興寺

8 木造毘沙門天立像 昭和25. 8.29 永興寺

9 木造四天王立像 昭和25. 8.29 永興寺

10 木造阿弥陀如来坐像 昭和25. 8.29 真木大堂

11 木造不動明王二童子立像 昭和25. 8.29 真木大堂

12 木造大威徳明王像 昭和25. 8.29 真木大堂

13 木造四天王立像 昭和25. 8.29 真木大堂

14 木造阿弥陀如来坐像 昭和25. 8.29 富貴寺 ※1

15 銅板法華経 昭和25. 8.29 長安寺

16 照恩寺宝塔 昭和25. 8.29 照恩寺

17 岩戸寺宝塔 昭和25. 8.29 岩戸寺

18 泉福寺開山堂 昭和25. 8.29 泉福寺 ※1

19 木造僧形八幡神坐像・女神坐像 昭和25. 8.29 奈多宮

20 銅鐘 昭和25. 8.29 宇佐神宮

21
木造大鷦鷯命坐像・大葉枝皇子坐
像・小葉枝皇子坐像・雌鳥皇女坐像・
隼総別皇子坐像

昭和25. 8.29 宇佐神宮

22 白鞘入剣 昭和25. 8.29 宇佐神宮 ※1

23 善光寺本堂 昭和25. 8.29 善光寺

24 木造薬師如来坐像 昭和25. 8.29 龍岩寺

25 木造不動明王坐像 昭和25. 8.29 龍岩寺

26 木造阿弥陀如来坐像 昭和25. 8.29 龍岩寺

27 神角寺本堂 昭和25. 8.29 神角寺

28 銅鐘 昭和25. 8.29 中川神社

29 田原家五重塔 昭和29. 3.20 個人

30 長木家宝塔 昭和29. 3.20 個人

31 宝塔 昭和29. 3.20 杵築市

32 財前家宝塔 昭和29. 3.20 個人

33 宝塔 昭和29. 3.20 個人

34 龍岩寺奥院礼堂 昭和29. 9.17 龍岩寺

35 宝篋印塔 昭和29. 9.17 臼杵市

36 五輪塔 昭和29. 9.17 個人

37 九重塔 昭和29. 9.17 臼杵市

38 五輪塔 昭和29. 9.17 臼杵市

39 木造阿弥陀如来立像 昭和36. 1.26 豊後高田市 ※1

40 紙本淡彩稲川舟遊図 昭和37. 6.21 大分県 ※1

41 絹本著色歳寒三友雙鶴図 昭和38. 7. 1 個人 ※1

42 菅尾磨崖仏 昭和39. 5.26 豊後大野市

国宝

重要文化財

所在

豊後高田市田染蕗2395番地

宇佐市南宇佐2859　宇佐神宮

宇佐市南宇佐2859　宇佐神宮

臼杵市大字深田字古園、大字中尾字山王山・字ホキ

宇佐市院内町大門290-2

宇佐市院内町大門290-2

豊後大野市朝地町鳥田1355

国東市武蔵町三井寺407

国東市国東町岩戸寺1222

国東市国東町横手1913

杵築市奈多229

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

宇佐市院内町大門290-2

大分市八幡987

大分市八幡987

大分市八幡987

所在

日田市城町2丁目618 永興寺仏像収蔵庫

日田市城町2丁目618 永興寺仏像収蔵庫

大分市八幡987

日田市城町2丁目618 永興寺仏像収蔵庫

日田市城町2丁目618 永興寺仏像収蔵庫

日田市城町2丁目618 永興寺仏像収蔵庫

豊後高田市田染真木1796番地

豊後高田市田染真木1796番地

豊後高田市田染真木1796番地

豊後高田市田染真木1796番地

豊後高田市田染蕗2395番地

豊後高田市加礼川621-2

宇佐市南宇佐2859

宇佐市下時枝237

宇佐市院内町大門290-2

臼杵市大字深田字木原929の2番地

臼杵市大字中尾

臼杵市野津町大字王子字中馬場3089番地

臼杵市野津町大字八里合字津留平1162

大分市寿町2番1号　大分県立美術館

竹田市大字竹田2083番地　竹田市歴史文化館・由学館

杵築市大田沓掛

国東市国東町東堅来

杵築市大田石丸1412番地

杵築市大田小野

国東市安岐町朝来

豊後高田市長岩屋1152　鬼会の里

大分市寿町2番1号　大分県立美術館

豊後大野市三重町浅瀬466

国指定・選定文化財一覧



43 熊野磨崖仏 昭和39. 5.26 豊後高田市

44 田能村竹田関係資料 昭和44. 6.20 大分市 ※1

45 三浦梅園遺稿 昭和44. 6.20 個人

46 木造太郎天及二童子立像 昭和45. 5.25 長安寺

47 宇佐宮神領大鏡 昭和45. 5.25 個人

48 木造普賢延命菩薩坐像 昭和50. 6.12 大山寺

49 塑造三尊仏像残欠 昭和50. 6.12 地区

50 行徳家住宅 昭和50. 6.23 日田市 ※1

51 後藤家住宅 昭和50. 6.23 個人 ※1

52 神尾家住宅 昭和50. 6.23 個人 ※1

53 石甲 昭和51. 6. 5 臼杵神社 ※1

54 大野老松天満社旧本殿 昭和53. 5.31 大野老松天満社 ※1

55 大堂壁画 昭和53. 6.15 富貴寺

56 綾本著色法華経絵 昭和54. 6. 6 大分県 ※1

57 白檀塗浅葱糸威腹巻 昭和55. 6. 6 柞原八幡宮 ※1

58 木造金剛力士立像 昭和57. 6. 5 神角寺

59 旧矢羽田家住宅 昭和57. 6.11 日田市 ※1

60 薦神社神門 昭和63.12.19 薦神社

61 願成院本堂 昭和63.12.19 願成院 ※1

62 木造薬師如来坐像 平成元. 6.12 大善寺 ※1

63 木造弥勒仏及両脇侍像 平成元. 6.12 大楽寺

64 宇佐神宮造営図 平成 2. 6.29 宇佐神宮

65 絹本著色放牛光林像 平成 2. 6.29 龍祥寺

66 木造大日如来坐像 平成 3. 6.21 金剛宝戒寺

67 柞原八幡宮文書 平成 3. 6.21 柞原八幡宮 ※1

68 木造四天王立像 平成 5. 1.20 大楽寺

69 宋版宏智録 平成 7. 6.15 泉福寺

70 紙本著色遊行上人絵伝 平成 9. 6.30 永福寺 ※1

71 白水溜池堰堤水利施設 平成11. 5.13 富士緒井路土地改良区 ※1

72 旧日野医院 平成11.12. 1 個人 ※1

73 虹澗橋 平成11.12. 1 臼杵市・豊後大野市 ※1

74 泉福寺仏殿 平成13.11.14 泉福寺 ※1

75 木造倶利迦羅竜剣 平成16. 6. 8 小武寺

76 長福寺本堂 平成18. 7. 5 長福寺

77 草野家住宅 平成21.12. 8 個人 ※1

78 大分県吹上遺跡出土品 平成22. 6.29 日田市

79 柞原八幡宮 平成23. 6.20 柞原八幡宮 ※1

80 木造足利尊氏坐像 平成24. 9. 6 安国寺

81 銅像観音菩薩立像 平成24. 9. 6 長谷寺

82 豊前国宇佐宮絵図 平成25. 6.19 宇佐神宮

83 大分県免ヶ平古墳出土品 平成26. 8.21 大分県

84 羅漢寺石仏 平成26. 8.21 羅漢寺 ※1

85 旧成清家日出別邸 平成26. 9.18 日出町 ※1

86 大分県府内大友氏遺跡出土品 令和元. 7.23 大分県

名称又は物件 指定年月日 所在 備考

1 小鹿田焼 平成 7. 5.31 日田市源栄町皿山

名称又は物件 指定年月日 所有者 備考

1 傀儡子 昭和31. 4.26 古要神社

2 山香の石風呂 昭和40. 6. 9 地区

3 尾崎の石風呂 昭和43. 5.31 個人

重要無形文化財

所在

中津市大字伊藤田

杵築市山香町山浦

豊後大野市緒方町小宛

中津市大字大貞209

竹田市大字竹田寺町

宇佐市南宇佐2801

宇佐市南宇佐2077

宇佐市南宇佐2859

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

臼杵市大字稲田字林西平131番地

日田市前津江町大野833

豊後高田市田染蕗2395番地

大分市八幡987

豊後大野市朝地町鳥田1355

日田市大山町西大山3603番3

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市南宇佐

大分市下八幡1382

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

日田市大字夜明3256番地

大分市荷尾杵

中津市山国町守実

豊後高田市田染平野2544

大分市大字上野865番地　大分市美術館

国東市安岐町富清2507番地1　国東市三浦梅園資料館

豊後高田市加礼川621-2

竹田市大字次倉、荻町大字柏原

由布市湯布院町川西

臼杵市野津町大字西畑、豊後大野市三重町菅生

国東市国東町横手1913

杵築市山香町大字小武1592-1

大分市上野丘2丁目8-27

大分市八幡987

宇佐市南宇佐2077

国東市国東町横手1913

別府市風呂本1組

宇佐市南宇佐2859

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

中津市本耶馬溪町跡田1501

速見郡日出町三ノ丸2663番地　他

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

日田市豆田町5-13

日田市豆田町

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

大分市八幡987

国東市国東町安国寺2245

中津市1290番地　中津市歴史博物館

保存会

小鹿田焼技術保存会

重要有形民俗文化財



4 蒲江の漁撈用具 平成 6.12.13 佐伯市

名称又は物件 指定年月日 所在 備考

1 修正鬼会 昭和52. 5.17
豊後高田市長岩屋、国東市国東町岩戸寺・
成仏

2 古要神社の傀儡子の舞と相撲 昭和58. 1.11 中津市大字伊藤田

3 日田祇園の曳山行事 平成 8.12.20 日田市隈地区・竹田地区・豆田地区

4 吉弘楽 平成 8.12.20 国東市武蔵町吉広

5 別府明礬温泉の湯の花製造技術 平成18. 3.15 別府市大字鶴見・大字野田

6 御嶽神楽 平成19. 3. 7 豊後大野市清川町宇田枝

7 豊前神楽 平成28. 3. 2 中津市、宇佐市、福岡県

名称又は物件 指定年月日 備考

1
臼杵磨崖仏　附　日吉塔、嘉応二年
在銘五輪塔、承安二年在銘五輪塔

昭和27. 3.29

名称又は物件 指定年月日 備考

1 咸宜園跡 昭和 7. 7.23

2 穴観音古墳 昭和 8. 2.28

3 豊後国分寺跡 昭和 8. 2.28

4 大分元町石仏 昭和 9. 1.22

5 高瀬石仏 昭和 9. 1.22

6 犬飼石仏 昭和 9. 1.22

7 菅尾石仏 昭和 9. 1.22

8 緒方宮迫東石仏 昭和 9. 1.22

9 緒方宮迫西石仏 昭和 9. 1.22

10 千代丸古墳 昭和 9. 5. 1

11 築山古墳 昭和11. 9. 3

12 岡城跡 昭和11.12.16

13 旧竹田荘　附　田能村竹田墓 昭和23. 1.14

14 廣瀬淡窓旧宅及び墓 昭和23. 1.14

15
熊野磨崖仏　附 元宮磨崖仏及び鍋
山磨崖仏

昭和30. 2.15

16 下山古墳 昭和32. 7.10

17 鬼塚古墳 昭和32.11.28

18 葛原古墳 昭和32.11.28

19 鬼ノ岩屋・実相寺古墳群 昭和32.11.28

20 四日市横穴群 昭和32.11.28

21 七ツ森古墳群 昭和34. 5.13

22 法恩寺山古墳群 昭和34. 5.13

23 三浦梅園旧宅 昭和34. 5.13

24 福沢諭吉旧居 昭和46. 6.22

25 法鏡寺廃寺跡 昭和53. 3.14

26 川部・高森古墳群 昭和55. 3.24

27 岩戸遺跡 昭和56. 3.31

28 古宮古墳 昭和58. 5.11

29 宇佐神宮境内 昭和61. 2.25

30 安国寺集落遺跡 平成 4. 4. 3

31 ガランドヤ古墳 平成 5.10.13

32 亀塚古墳 平成 8. 3.28

33 小迫辻原遺跡 平成 8.10.31

34 岡藩主中川家墓所 平成 9. 9. 2

35 大友氏遺跡 平成13. 8.13

日田市淡窓町

日田市大字内河野

大分市国分

大分市元町

大分市高瀬

豊後大野市犬飼町田原

保存会

竹田市大字竹田殿町

日田市中城町・豆田町・港町

特別史跡

史跡

重要無形民俗文化財

豊後高田市田染平野・田染真中・田染上野

臼杵市大字諏訪

所在

臼杵市大字前田・大字深田・大字中尾

所在

長岩屋修正鬼会保存会、岩戸寺修正鬼
会保存会、成仏寺修正鬼会保存会

古要傀儡子保存会

日田祇園山鉾振興会

吉弘楽保存会

明礬温泉湯の花製造技術保存会

御嶽神楽保存会

大分県豊前神楽保存連合会

佐伯市蒲江大字竹野浦河内

国東市国見町中

宇佐市大字葛原

豊後大野市三重町浅瀬

豊後大野市緒方町久土知

豊後大野市緒方町久土知

大分市宮苑

大分市本神崎

竹田市大字竹田

宇佐市法鏡寺

宇佐市川部・高森

豊後大野市清川町臼尾

大分市大字三芳

宇佐市南宇佐・日足・正覚寺

国東市国東町安国寺

別府市大字北石垣

宇佐市四日市

竹田市大字戸上

日田市大字日高

国東市安岐町富清

中津市

日田市大字石井

大分市里

日田市大字小迫

竹田市会々・久住町大字有氏、豊後大野市緒方町寺原

大分市顕徳町・上野丘西・六坊北町



36 角牟礼城跡 平成17. 3. 2

37 横尾貝塚 平成21. 2.12

38 長者屋敷官衙遺跡 平成22. 2.22

39 富貴寺境内 平成25.10.17

40 小熊山古墳・御塔山古墳 平成29. 2. 9

41 下藤キリシタン墓地 平成30.10.15

42 杵築城跡 令和 2. 3.10

43 小部遺跡 令和 3. 3.26

名称又は物件 指定年月日 備考

1 耶馬渓 大正12. 3. 7

2 別府の地獄 平成21. 7.23

3 旧久留島氏庭園 平成24. 1.24

4 天念寺耶馬及び無動寺耶馬 平成29.10.13

5 中山仙境（夷谷） 平成30.10.15

6 文殊耶馬 平成30.10.15

名称又は物件 指定年月日 備考

1 オオサンショウウオ 昭和27. 3.29

2 カモシカ 昭和30. 2.15

名称又は物件 指定年月日 備考

1 柞原八幡宮のクス 大正11. 3. 8

2 小半鍾乳洞 大正11. 3. 8

3 松屋寺のソテツ 大正13.12. 9

4 風連洞窟 昭和 2. 4. 8

5 オオサンショウウオ生息地 昭和 2. 4. 8

6 大杵社の大スギ 昭和 9. 8. 9

7 狩生鍾乳洞 昭和 9.12.28

8 耶馬渓猿飛の甌穴群 昭和10. 6. 7

9 大岩扇山 昭和10. 6. 7

10 尾崎小ミカン先祖木 昭和12. 6.15

11 鷹巣山 昭和16. 8. 1

12 高崎山のサル生息地 昭和28.11.14

13 大船山のミヤマキリシマ群落 昭和36. 9. 2

14 九重山のコケモモ群落 昭和37. 1.26

15 イヌワシ 昭和40. 5.12

16 犬ヶ岳ツクシシャクナゲ自生地 昭和40. 6. 4

17 宇佐神宮社叢 昭和52. 4.12

18 堅田郷八幡社のハナガガシ林 昭和53. 3.11

19 姫島の黒曜石産地 平成19. 7.26

20
小野川の阿蘇４火砕流堆積物及び埋
没樹木群

平成23. 9.21

21 竹田の阿蘇火砕流堆積物 平成23. 9.21

22
竹田市神原の大野川水系イワメ生息
地

平成31. 2.26

名称又は物件 指定年月日 備考

1 日田市豆田町 平成16.12.10

2 杵築市北台南台 平成29.11.28

名勝

特別天然記念物

宇佐市大字荒木

天然記念物

重要伝統的建造物群保存地区

大分市大字横尾

中津市大字永添

豊後高田市田染蕗

杵築市大字狩宿

臼杵市野津町大字原

杵築市大字杵築

玖珠郡玖珠町大字森

国東市国東町岩戸寺・大恩寺

所在

大分県ほか17府県

大分県ほか29都府県

所在

大分市八幡

所在

中津市、宇佐市、日田市、玖珠郡九重町・玖珠町

別府市大字鉄輪・野田

玖珠郡玖珠町大字森

豊後高田市長岩屋・黒土

豊後高田市夷

中津市山国町草本

玖珠郡玖珠町大字森・帆足

津久見市上青江

中津市山国町、福岡県

大分市神崎

竹田市久住町

佐伯市本匠大字小半

速見郡日出町

臼杵市野津町大字泊

宇佐市院内町

由布市湯布院町川南

佐伯市大字狩生

日田市大字小野

竹田市大字飛田川・挾田・竹田

竹田市大字神原

所在

日田市

杵築市

竹田市久住町、玖珠郡九重町

地域を定めず指定

中津市耶馬溪町、福岡県

宇佐市南宇佐

佐伯市大字長谷

東国東郡姫島村



名称又は物件 指定年月日 備考

1 小鹿田焼の里 平成20. 3.28

2 田染荘小崎の農村景観 平成22. 8. 5

3 別府の湯けむり・温泉地景観 平成24. 9.19

4 瀬戸内海姫島の海村景観 令和 3. 3.26

名称又は物件 指定年月日 所有者 備考

1 十三重塔 昭和28. 3. 1 地区

2 木造薬師如来座像 昭和28. 4.20 岩戸寺

3 梵鐘 昭和28. 4.20 文殊仙寺

4 銅鏡 昭和28. 4.20 地区

5 木造毘沙門天立像 昭和30. 5.27 地区

6 梵鐘 昭和30. 5.27 安住寺

7 三重塔 昭和32. 3.26 龍原寺

8 石幢 昭和32. 3.26 個人

9 石造三重塔 昭和32. 3.26 地区

10 石造宝塔 昭和32. 3.26 西光寺

11 石造宝塔 昭和32. 3.26 地区

12 石造宝塔 昭和32. 3.26 地区

13 木造金剛力士立像 昭和32. 3.26 地区

14 平尾社鳥居 昭和33. 3.25 平尾社

15 石造宝塔 昭和33. 3.25 平尾社

16 石造宝塔 昭和33. 3.25 地区

17 石造宝塔 昭和33. 3.25 蓮城寺

18 石造宝塔 昭和33. 3.25 蓮城寺

19 石造宝塔 昭和33. 3.25 別宮社

20 石造宝塔 昭和33. 3.25 神宮寺

21 石造宝篋印塔 昭和33. 3.25 地区

22 石造五輪塔 昭和33. 3.25 個人

23 石造五輪塔 昭和33. 3.25 最明寺

24 木造阿弥陀如来座像 昭和33. 3.25 市辺田八幡社

25 木造大威徳明王像 昭和33. 3.25 吉祥寺

26 画像石 昭和33. 3.25 地区

27 太刀　銘安綱 昭和33. 3.25 個人

28 蔵骨器 昭和33. 3.25 佐伯市

29 石造宝塔 昭和34. 3.20 願成就寺

30 岡板碑 昭和34. 3.20 個人

31 梅遊寺板碑 昭和34. 3.20 梅遊寺

32 石造九重塔 昭和34. 3.20 国東市

33 川原板碑 昭和34. 3.20 個人

34 鳴板碑 昭和34. 3.20 個人

35 護聖寺板碑 昭和34. 3.20 護聖寺

36 佐田社板碑 昭和34. 3.20 佐田社

37 石造宝塔 昭和34. 3.20 地区

38 木造薬師如来立像 昭和34. 3.20 小武寺

39 木造阿弥陀如来坐像及脇侍 昭和34. 3.20 富貴寺

40 太刀　銘景則 昭和34. 3.20 個人

41 唐草文透彫鏡板 昭和34. 3.20 別府市 ※2

42 善光寺板碑 昭和35. 3.22 善光寺

43 左荘板碑 昭和35. 3.22 地区

県指定文化財

有形文化財

重要文化的景観

国東市国東町岩戸寺1222

国東市国東町大恩寺2432

豊後高田市草地

杵築市山香町大字内河野

杵築市南杵築379

臼杵市福良134

所在

日田市源栄町

豊後高田市田染小崎及び田染真中の一部

別府市大字鉄輪及び鶴見の各一部

所在

佐伯市大字上岡

東国東郡姫島村の全域及び接する海域の一部

豊後大野市千歳町新殿941

豊後大野市千歳町新殿651

豊後大野市三重町川辺

豊後大野市三重町内山527

豊後大野市三重町内山521

国東市国見町伊美2710

豊後大野市朝地町上尾塚

杵築市山香町大字内河野

国東市武蔵町吉広2556

豊後高田市田染平野（近道）

豊後高田市田染平野（屋敷）

宇佐市安心院町松本

豊後高田市美和

日田市豆田町9-7　廣瀬資料館

佐伯市大手町1丁目2番25号　佐伯市歴史資料館

速見郡日出町大字藤原字下免6559番1

国東市国東町見地

豊後高田市一畑663-1

国東市国東町横手8390

豊後大野市三重町西泉

豊後大野市三重町久田

宇佐市安心院町下毛1858

豊後大野市三重町赤嶺1461-3

豊後大野市三重町松尾1496

杵築市山香町大字小武1592-1

豊後高田市田染蕗2395番地

別府市鶴見

宇佐市下時枝237

国東市国東町赤松

国東市国東町北江961

国東市国東町川原

国東市国東町東堅来

国東市安岐町朝来583

宇佐市安心院町佐田458

杵築市山香町大字内河野



44 木造薬師如来坐像及び十二神将 昭和35. 3.22 無動寺

45 木造薬師如来坐像 昭和35. 3.22 無動寺

46 木造大日如来坐像 昭和35. 3.22 無動寺

47 梵鐘 昭和35. 3.22 大楽寺

48 池大雅筆障壁書画 昭和35. 3.22 自性寺

49 到津文書 昭和35. 3.22 個人

50 小山田文書 昭和35. 3.22 個人

51 永弘文書 昭和35. 3.22 個人

52 入江文書 昭和35. 3.22 個人 ※1

53 詫摩文書 昭和35. 3.22 個人

54 都甲文書 昭和35. 3.22 個人

55 八幡宇佐宮御託宣集 昭和35. 3.22 奈多宮

56 八幡宇佐宮御託宣集 昭和35. 3.22 宇佐神宮

57 八幡宇佐宮御託宣集 昭和35. 3.22 柞原八幡宮 ※1

58 仏光寺六地蔵石幢 昭和36. 3.14 佛光寺

59 木造阿弥陀如来立像 昭和36. 3.14 瑠璃光寺

60 生桑寺大般若経及び裏文書 昭和36. 3.14 生桑寺

61 絹本著色稲葉家歴代藩主画像 昭和36. 3.14 月桂寺

62 紙本墨書不死吟田能村竹田筆 昭和36. 3.14 竹田市

63 絹本着色伊藤鏡河像田能村竹田筆 昭和36. 3.14 竹田市

64 板碑 昭和38. 2.15 個人

65 国東塔 昭和38. 2.15 地区

66 石人 昭和39. 2.21 個人

67 国東塔 昭和40. 3. 9 田原若宮八幡社

68 富貴寺笠塔婆 昭和40. 3. 9 富貴寺

69 石幢 昭和40. 3. 9 個人

70 石幢 昭和40. 3. 9 個人

71 刀 昭和40. 3. 9 個人

72 須恵器 昭和41. 3.22 国東市

73 中村文書 昭和41. 3.22 個人

74 稲葉文書 昭和41. 3.22 臼杵市

75 銅経筒 昭和42. 3.31 三宮神社

76 銅経筒 昭和42. 3.31 大行事八幡社 ※1

77 銅鰐口 昭和42. 3.31 文殊仙寺

78 北辰神社 昭和43. 3.29 宇佐神宮

79 高倉 昭和43. 3.29 宇佐神宮

80 西大門 昭和43. 3.29 宇佐神宮

81 南中楼門 昭和43. 3.29 宇佐神宮

82 呉橋 昭和43. 3.29 宇佐神宮

83 石幢 昭和43. 3.29 岩戸寺

84 神輿 昭和43. 3.29 宇佐神宮 ※1

85 刀 昭和43. 3.29 個人

86 刀 昭和43. 3.29 個人

87 陣道面 昭和43. 3.29 奈多宮

88 木造地蔵菩薩坐像 昭和44. 3.22 地区

89 木造聖観音立像 昭和44. 3.22 地区

90 木造阿弥陀三尊像 昭和44. 3.22 報恩寺

91 木造阿弥陀如来坐像 昭和44. 3.22 任聖寺

92 木造地蔵菩薩立像 昭和44. 3.22 千光寺

93 木造不動明王坐像 昭和44. 3.22 行入寺

94 木造不動明王坐像 昭和44. 3.22 無動寺

95 木造不動明王坐像 昭和44. 3.22 応暦寺

96 木造千手観音立像 昭和44. 3.22 蓮華寺

97 木造毘沙門天立像 昭和44. 3.22 妙経寺

98 木造地蔵菩薩立像 昭和44. 3.22 胎蔵寺

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市南宇佐

杵築市南杵築

大分市大字国分

大分市王子西町14番1号　大分県立先哲史料館

杵築市奈多229

豊後高田市黒土1475

豊後高田市黒土1475

豊後高田市黒土1475

宇佐市南宇佐2077

中津市1903番地

宇佐市南宇佐

竹田市大字竹田2083番地　竹田市歴史文化館・由学館

竹田市大字竹田2083番地　竹田市歴史文化館・由学館

杵築市山香町大字山浦

杵築市山香町大字山浦

日田市大字高瀬

杵築市大田永松200

宇佐市南宇佐2859

大分市八幡987

由布市湯布院町川北515

国東市安岐町糸永1339

杵築市八坂1669

臼杵市大字二王座197

臼杵市吉小野4296番地　臼杵市文化財管理センター

豊後大野市三重町内田881番地　豊後大野市資料館

豊後大野市三重町内田881番地　豊後大野市資料館

国東市国東町大恩寺2432

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

豊後高田市田染蕗2395番地

豊後大野市朝地町池田

豊後大野市清川町宇田枝

大分市田尻

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

日田市豆田町9-7　廣瀬資料館

大分市高松東

杵築市奈多229

杵築市大田永松

豊後高田市小田原

国東市武蔵町麻田643

宇佐市法鏡寺124

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

国東市国東町岩戸寺1222

宇佐市南宇佐2859

大分市森

国東市国見町岐部1806

国東市国東町田深429-1

国東市国東町横手4728

豊後高田市黒土1475

豊後高田市大岩屋401-1

速見郡日出町2830

杵築市南杵築1539番地



99 木造大日如来坐像 昭和44. 3.22 胎蔵寺

100 木造観音菩薩立像 昭和44. 3.22 永明寺

101 木造如来立像 昭和44. 3.22 万徳寺

102 木造薬師如来坐像 昭和44. 3.22 万福寺

103 木造釈迦三尊像 昭和44. 3.22 地区 ※2

104 木造二天王立像 昭和44. 3.22 地区

105 木造不動明王坐像 昭和44. 3.22 金剛宝戒寺

106 絹本著色仏涅槃図 昭和44. 3.22 大楽寺

107 絹本著色仏涅槃図 昭和44. 3.22 松屋寺

108 絹本著色仏涅槃図 昭和44. 3.22 蓮華寺

109 絹本著色肖像画 昭和44. 3.22 松屋寺

110 五鈷杵 昭和44. 3.22 大楽寺

111 懸仏 昭和44. 3.22 神宮寺

112 密教法具 昭和44. 3.22 神宮寺

113 八幡奈多宮縁起箱 昭和44. 3.22 奈多宮

114 岐部文書 昭和44. 3.22 個人

115 八幡鳥居 昭和44. 3.22 宇佐神宮

116 石造五輪塔 昭和45. 3.31 日吉神社

117 石造五輪塔 昭和45. 3.31 地区

118 石造国東塔 昭和45. 3.31 個人

119 木造不動明王立像 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

120 木造女神形坐像 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

121 木造祖師形坐像 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

122 木造菩薩形坐像 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

123 板彫多聞天立像 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

124 板彫不動明王立像 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

125 紙本著色由原八幡宮縁起絵巻 昭和45. 3.31 柞原八幡宮 ※1

126 紺紙金泥増壱阿含経 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

127 山水蒔絵縁起絵巻納箱 昭和45. 3.31 柞原八幡宮

128 石造国東塔 昭和46. 3.23 両子寺

129 笠塔婆 昭和46. 3.23 個人

130 板碑 昭和46. 3.23 個人

131 宝塔及び五輪塔 昭和46. 3.23 個人

132 宝塔 昭和46. 3.23 個人

133 木造釈迦如来坐像 昭和46. 3.23 天念寺

134 木造日光月光菩薩立像 昭和46. 3.23 天念寺

135 木造勢至菩薩立像 昭和46. 3.23 天念寺

136 木造吉祥天立像 昭和46. 3.23 天念寺

137 木造仮面 昭和46. 3.23 富貴寺

138 紙本著色厩図六曲屏風 昭和46. 3.23 円寿寺

139 絹本著色柿本人麿図 昭和46. 3.23 円寿寺

140 蔵骨器 昭和46. 3.23 個人

141 軒先丸瓦 昭和46. 3.23 個人

142 法鏡寺古瓦 昭和46. 3.23 個人

143 芝原善光寺鬼瓦 昭和46. 3.23 善光寺

144 石戈 昭和46. 3.23 個人

145 弥勒寺古瓦 昭和46. 3.23 宇佐神宮

146 其ノ田板碑 昭和47. 3.21 個人

147 富貴寺板碑 昭和47. 3.21 富貴寺

148 大年社板碑 昭和47. 3.21 大年神社

149 石幢 昭和47. 3.21 個人

150 国東塔 昭和47. 3.21 個人

151 笠塔婆 昭和47. 3.21 別府市

152 石造五輪塔 昭和47. 3.21 龍祥寺

153 板碑 昭和47. 3.21 地区

国東市国見町岐部1806

国東市国見町櫛来3395

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

国東市国見町櫛海1532

宇佐市南宇佐2077

国東市国東町横手8378番地

国東市国東町横手8378番地

杵築市奈多229

国東市国見町岐部

宇佐市南宇佐2859

国東市国見町野田

大分市上野丘2丁目8番27号

宇佐市南宇佐2077

速見郡日出町石道1921

速見郡日出町2830

速見郡日出町石道1921

大分市八幡987

大分市八幡987

大分市八幡987

大分市八幡987

大分市八幡987

大分市八幡987

臼杵市大字深田字古園1936番の2

豊後大野市千歳町新殿

国東市国見町千灯

大分市八幡987

大分市八幡987

大分市八幡987

豊後高田市長岩屋1152-1

豊後高田市長岩屋1152　鬼会の里

豊後高田市長岩屋1152-1

豊後高田市田染蕗2395番地

大分市上野丘西23-19

大分市上野丘西23-19

国東市安岐町両子1548番地

由布市庄内町柿原

由布市庄内町淵

由布市庄内町龍原

由布市庄内町大龍

豊後高田市長岩屋1152-1

豊後高田市田染蕗

豊後高田市田染蕗2395番地

宇佐市安心院町山蔵484

由布市庄内町長野

別府市鉄輪

別府市大字別府字野口原3030番地16　別府市美術館

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市法鏡寺

宇佐市下時枝237

宇佐市芝原

宇佐市南宇佐2859

由布市挾間町挾間

国東市国東町深江



154 板碑 昭和47. 3.21 個人

155 板碑 昭和47. 3.21 個人

156 石造五輪塔 昭和47. 3.21 個人

157 石造宝塔 昭和47. 3.21 個人

158 石造五輪塔 昭和47. 3.21 個人

159 石幢 昭和47. 3.21 個人

160 石幢 昭和47. 3.21 個人

161 仁聞国東塔 昭和47. 3.21 千燈寺

162 真覚寺国東塔 昭和47. 3.21 個人

163 竜蓮寺国東塔 昭和47. 3.21 地区

164 石造宝塔 昭和47. 3.21 個人

165 木造如来坐像 昭和47. 3.21 千燈寺

166 木造観音菩薩立像 昭和47. 3.21 地区

167 木造阿弥陀如来坐像 昭和47. 3.21 地区

168 短刀 昭和47. 3.21 個人

169 刀 昭和47. 3.21 個人

170 余瀬文書 昭和47. 3.21 大分県

171 円福寺石幢 昭和48. 3.20 円福寺

172 岩瀬観音堂石造宝塔 昭和48. 3.20 地区

173 地蔵原石幢 昭和48. 3.20 地区

174 三反畑板碑 昭和48. 3.20 個人

175 西岸寺石造宝篋印塔 昭和48. 3.20 個人

176 井手ノ上石幢 昭和48. 3.20 個人

177 北原石造無縫塔 昭和48. 3.20 個人

178 慈航寺石造宝塔 昭和48. 3.20 慈航寺

179 銅鰐口 昭和48. 3.20 地区

180 呉崎新田検地帳 昭和48. 3.20 興隆寺 ※1

181 古羅漢国東塔 昭和49. 3.19 個人

182 花月園国東塔 昭和49. 3.19 個人

183 諸田越板碑 昭和49. 3.19 個人

184 西野口五輪塔婆 昭和49. 3.19 別府市

185 向原石幢 昭和49. 3.19 個人

186 千燈寺石造宝塔 昭和49. 3.19 個人

187 妙吉寺五輪塔 昭和49. 3.19 個人

188 来浦宝篋印塔 昭和49. 3.19 個人

189 向畑角塔婆 昭和49. 3.19 個人

190 下川久保宝篋印塔 昭和49. 3.19 地区

191 下川久保国東塔 昭和49. 3.19 地区

192 表宝篋印塔 昭和49. 3.19 個人

193 表五輪塔 昭和49. 3.19 個人

194 長寿庵五輪塔 昭和49. 3.19 個人

195 三徳石幢 昭和49. 3.19 個人

196 柴山石幢 昭和49. 3.19 個人

197 高添石幢 昭和49. 3.19 地区

198 岩戸橋 昭和49. 3.19 竹田市

199 木造十二神将 昭和49. 3.19 龍岩寺

200 奈多宮木造神像 昭和49. 3.19 奈多宮

201 刀 昭和49. 3.19 個人

202 永松天満宮懸仏 昭和49. 3.19 地区

203 新宮権現社鰐口 昭和49. 3.19 新宮権現社

204 大太刀 昭和49. 3.19 奈多宮

205 岐部氏鰐口 昭和49. 3.19 個人

206 神角寺懸仏 昭和49. 3.19 神角寺

207 老松天満社懸仏 昭和49. 3.19 大野老松天満社

208 成恒文書 昭和49. 3.19 大分県・個人 ※1

豊後大野市三重町川辺

豊後大野市三重町久田

豊後大野市三重町上田原

国東市国見町千灯字寺迫

国東市国見町野田

杵築市大田波多方

国東市国東町下成仏

国東市国東町見地

豊後大野市三重町赤嶺

豊後大野市三重町本城

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

竹田市会々2540

竹田市岩瀬

豊後大野市緒方町大石

豊後大野市緒方町上自在

豊後大野市三重町久田

豊後大野市清川町六種

国東市国見町千灯558-1

国東市国見町野田

日田市大日町

別府市石垣西

由布市湯布院町川北

杵築市大田沓掛

杵築市大田小野

別府市大字別府字野口原3030番地16　別府市美術館

別府市鉄輪

国東市国見町千灯

国東市国見町中

竹田市神原

由布市挾間町鬼崎

由布市挾間町篠原204

豊後大野市緒方町冬原

豊後高田市呉崎1646

中津市本耶馬渓町跡田

豊後大野市大野町長畑

豊後大野市大野町夏足

豊後大野市千歳町柴山

豊後大野市千歳町長峰

竹田市荻町馬場字岩戸・柏原字岩戸口

宇佐市院内町大門290-2

国東市国東町来浦

国東市国東町岩戸寺

速見郡日出町藤原

速見郡日出町藤原

豊後大野市大野町中土師

豊後大野市大野町中土師

豊後大野市朝地町鳥田1355

日田市前津江町大野837-1　前津江郷土文化保存伝習施設

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

杵築市奈多229

由布市挾間町筒口

杵築市大田永松

中津市1290番地　中津市歴史博物館

杵築市奈多229

国東市国見町岐部



209 敢語及び梅園詩集版木 昭和49. 3.19 大分県

210 八幡縁起 昭和49. 3.19 奈多宮

211 紙本十六羅漢像 昭和49. 3.19 松屋寺

212 天福寺奥院仏像群 昭和50. 3.28 地区

213 大渡石造地蔵菩薩像 昭和50. 3.28 地区

214 金凝神社木造仮面 昭和50. 3.28 地区

215 報恩寺鰐口 昭和50. 3.28 報恩寺

216 新宮権現社懸仏 昭和50. 3.28 新宮権現社

217 庵ノ迫板碑 昭和50. 3.28 個人

218 梅遊寺板碑 昭和50. 3.28 梅遊寺

219 名塚板碑 昭和50. 3.28 地区

220 中山板碑 昭和50. 3.28 個人

221 城ヶ平板碑 昭和50. 3.28 地区

222 御嶽権現社宝塔 昭和50. 3.28 御嶽権現社

223 名塚宝塔 昭和50. 3.28 地区

224 新飼宝塔 昭和50. 3.28 個人

225 竃門氏墓地五輪塔 昭和50. 3.28 地区

226 細枝石幢 昭和50. 3.28 地区

227 大聖寺宝篋印塔 昭和50. 3.28 個人

228 祖霊廟宝塔 昭和50. 3.28 蓮乗寺

229 田原若宮八幡社八幡曼陀羅 昭和50. 3.28 田原若宮八幡社

230 臨川庵石幢 昭和51. 3.30 地区

231 慈雲庵石幢 昭和51. 3.30 個人

232 神目寺石幢 昭和51. 3.30 地区

233 神山石幢 昭和51. 3.30 個人

234 的場石幢 昭和51. 3.30 個人

235 湯迫石幢 昭和51. 3.30 地区

236 浄運寺宝篋印塔 昭和51. 3.30 浄運寺

237 草三郎大神宮五輪塔婆 昭和51. 3.30 地区 ※1

238 宝命寺国東塔 昭和51. 3.30 宝命寺

239 大師庵宝塔 昭和51. 3.30 地区

240 蓮華寺跡五輪塔 昭和51. 3.30 個人

241 延寿寺石殿 昭和51. 3.30 延寿寺

242 芝尾板碑 昭和51. 3.30 個人

243 佐伯城三ノ丸櫓門 昭和51. 3.30 佐伯市

244 木造阿弥陀如来坐像 昭和51. 3.30 千光寺

245 木造釈迦如来坐像 昭和51. 3.30 万弘寺

246 木造地蔵菩薩坐像 昭和51. 3.30 地区

247 木造菩薩形坐像 昭和51. 3.30 地区

248 岩戸寺石造金剛力士立像 昭和51. 3.30 岩戸寺

249 刀 昭和51. 3.30 個人 ※1

250 太刀 昭和51. 3.30 個人 ※1

251 神宮寺懸仏 昭和51. 3.30 神宮寺

252 胎蔵寺懸仏 昭和51. 3.30 胎蔵寺 ※1

253 烏宿神社鰐口 昭和51. 3.30 烏宿神社

254 山中薬師堂鰐口 昭和51. 3.30 個人

255 老松神社銅鉾 昭和51. 3.30 老松神社

256 芝尾一乗妙典一万部塔 昭和51. 3.30 個人

257 大迫磨崖大日如来坐像 昭和51. 3.30 地区

258 真玉寺石殿 昭和52. 3.31 真玉寺

259 宮脇宝塔 昭和52. 3.31 個人

260 オダニの車橋 昭和52. 3.31 地区

261 上津神社一ノ鳥居 昭和52. 3.31 上津神社

262 紙本着色風俗画 昭和52. 3.31 宗玄寺

263 絹本彩色弘法大師画像 昭和52. 3.31 蓮城寺

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

杵築市奈多229

速見郡日出町石道1921

豊後高田市一畑663-1

臼杵市野津町大字八里合

臼杵市野津町大字宮原

臼杵市野津町大字宮原

別府市東山１番地

臼杵市野津町大字八里合

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

豊後大野市緒方町越生

日田市天瀬町五馬市

国東市武蔵町麻田643

中津市1290番地　中津市歴史博物館

豊後高田市梅木

臼杵市野津町大字西畑

豊後大野市三重町秋葉

豊後大野市三重町久田

豊後大野市三重町小坂

豊後大野市三重町宮野

豊後大野市緒方町栗生

豊後大野市犬飼町黒松

別府市野田

臼杵市野津町大字東谷

豊後大野市犬飼町柴北

由布市庄内町西長宝842

杵築市大田永松200

臼杵市野津町大字老松

佐伯市大手町1丁目1番1号

国東市国東町田深429-1

国東市国東町富来浦238

中津市本耶馬渓町西谷

中津市本耶馬渓町西谷

豊後大野市三重町内田95

日田市天瀬町馬原

国東市武蔵町小城534

佐伯市宇目大字塩見園

宇佐市院内町小坂

豊後高田市田染小崎2085-1

日田市天瀬町出口

日田市大字友田2893-44　日田市埋蔵文化財センター

臼杵市野津町大字老松

豊後大野市千歳町長峰

豊後高田市西真玉3105

豊後大野市犬飼町黒松

国東市国東町岩戸寺1222

別府市鶴見

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

国東市国東町横手8378番地

豊後高田市田染平野2579

日田市大山町西大山5417

由布市庄内町櫟木

豊後大野市大野町片島1754

大分市寿町2番1号　大分県立美術館

豊後大野市三重町内山527



264 木造如来形坐像 昭和52. 3.31 熊野社

265 木造不動明王坐像残欠 昭和52. 3.31 熊野社

266 上津神社鰐口 昭和52. 3.31 上津神社

267 羽田家鰐口 昭和52. 3.31 個人

268 智恩寺国東塔 昭和53. 3.31 智恩寺

269 屋成家墓地国東塔 昭和53. 3.31 個人

270 下辻異形国東塔 昭和53. 3.31 個人

271 妙楽寺板碑 昭和53. 3.31 妙楽寺

272 神内釈迦堂石幢 昭和53. 3.31 地区

273 松尾五輪塔 昭和53. 3.31 個人

274 小河内山神社宝篋印塔 昭和53. 3.31 小河内山神社

275 古沢家石幢 昭和53. 3.31 個人

276 金丸宝篋印塔 昭和53. 3.31 地区

277 稲積山石柱塔婆 昭和53. 3.31 地区

278 妙楽寺木造阿弥陀如来坐像 昭和53. 3.31 妙楽寺 ※1･2

279 長安寺国東塔 昭和54. 5.15 長安寺

280 城山国東塔 昭和54. 5.15 地区

281 宝八幡宮国東塔 昭和54. 5.15 宝八幡宮

282 大内家墓地宝篋印塔 昭和54. 5.15 個人

283 西専寺宝篋印塔 昭和54. 5.15 西専寺

284 戸崎石幢 昭和54. 5.15 地区

285 滝上石幢 昭和54. 5.15 個人

286 塔ノ御堂板碑 昭和54. 5.15 地区

287 宝八幡宮板碑 昭和54. 5.15 宝八幡宮

288 川上角塔婆 昭和54. 5.15 個人

289 深田の鳥居 昭和54. 5.15 地区

290 玉来神社神像 昭和54. 5.15 玉来神社

291 五所家刀 昭和54. 5.15 個人

292 安藤家刀 昭和54. 5.15 個人

293 福寿寺薬師堂磨崖国東塔 昭和55. 4. 8 地区

294 西法寺跡宝塔 昭和55. 4. 8 個人

295 滝貞石幢 昭和55. 4. 8 地区

296 中間石幢 昭和55. 4. 8 地区

297 地蔵院石幢 昭和55. 4. 8 地区

298 王座石幢 昭和55. 4. 8 地区

299 有田石幢 昭和55. 4. 8 地区

300 小俣道板碑 昭和55. 4. 8 地区

301 風瀬板碑 昭和55. 4. 8 個人

302 松木自然石板碑 昭和55. 4. 8 個人

303 万年橋 昭和55. 4. 8 西寒多神社

304 光明寺木造聖観音立像 昭和55. 4. 8 光明寺

305 永岡家刀 昭和55. 4. 8 個人 ※1

306 五所家刀 昭和55. 4. 8 個人 ※1

307 森家五部大乗経 昭和55. 4. 8 個人

308 後藤家石幢 昭和56. 3.31 個人

309 耶馬溪橋 昭和56. 3.31 中津市

310 ゆずりは両面板碑 昭和56. 3.31 地区

311 岳林寺絹本著色仏涅槃図 昭和56. 3.31 岳林寺

312 岳林寺木造明極楚俊坐像 昭和56. 3.31 岳林寺

313 太刀 昭和56. 3.31 大分県 ※1

314 覚正寺支坊石幢 昭和57. 3.30 覚正寺

315 潮観橋 昭和57. 3.30 別宮八幡社 ※1

316 とくしん橋 昭和57. 3.30 宇佐市

317 最大寺木造薬師三尊像 昭和57. 3.30 地区

318 金剛宝戒寺木造釈迦如来立像 昭和57. 3.30 金剛宝戒寺

豊後大野市大野町片島

豊後大野市三重町内田881番地　豊後大野市資料館

豊後高田市鼎1351

中津市本耶馬渓町東屋形

玖珠郡九重町松木

宇佐市木内326

豊後大野市三重町内田881番地　豊後大野市資料館

豊後大野市三重町内田881番地　豊後大野市資料館

豊後高田市加礼川623-3

豊後高田市田染真木

玖珠郡九重町松木1362-1

杵築市大田小野

杵築市大田永松106

佐伯市直川大字赤木

臼杵市野津町大字亀甲

豊後高田市黒土5374

竹田市久住町白丹

宇佐市金丸

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

日田市天瀬町五馬市791

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

大分市横尾

豊後高田市田染平野

竹田市久住町白丹

宇佐市院内町滝貞

豊後大野市朝地町市万田

玖珠郡九重町野上

豊後高田市小田原

玖珠郡九重町松木1362-1

玖珠郡九重町松木

臼杵市大字深田

玖珠郡九重町松木

大分市寒田1644

宇佐市松崎1932

中津市大字一ツ松

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

大分市上志津留

豊後大野市三重町秋葉

臼杵市大字吉小野

豊後大野市三重町宮野

杵築市大田小野

臼杵市野津町大字西畑

宇佐市院内町副860-1

豊後高田市香々地3596-1

宇佐市山本

杵築市山香町大字内河野

大分市上野丘2丁目8番27号

豊後大野市清川町天神

中津市本耶馬渓町曽木・樋田

豊後高田市梅木

日田市北友田1丁目1317

日田市北友田1丁目1317

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館



319 草野文書 昭和57. 3.30 個人

320 豊後国諸検地帳 昭和57. 3.30 大分県

321 瑞雲寺遺跡出土遺物 昭和57. 3.30 大分県

322 八坂社石造旧本殿 昭和58. 4.12 八坂神社

323 若宮八幡神社石造橋 昭和58. 4.12 若宮八幡神社

324 安養寺国東塔 昭和58. 4.12 安養寺

325 雲雀丘国東塔 昭和58. 4.12 地区

326 藤ノ木石幢 昭和58. 4.12 地区

327 梅友庵金銅釈迦如来坐像 昭和58. 4.12 地区

328 伊丹家刀 昭和58. 4.12 個人

329 徳永家槍 昭和58. 4.12 個人

330 泉福寺正法眼蔵抄 昭和58. 4.12 泉福寺

331 岬古墳出土遺物 昭和58. 4.12 大分県

332 森貝塚出土遺物 昭和58. 4.12 大分県

333 東貝塚出土遺物 昭和58. 4.12 大分県

334 日隈神社平縁細線式獣帯鏡 昭和58. 4.12 日隈神社

335 蜘蛛取石殿 昭和59. 3.30 個人

336 護聖寺石殿 昭和59. 3.30 護聖寺

337 八坂社板碑 昭和59. 3.30 八坂社

338 富貴寺石殿 昭和59. 3.30 富貴寺

339 岩尾板碑 昭和59. 3.30 地区

340 妙見堂木造妙見菩薩坐像 昭和59. 3.30 地区 ※1

341 文殊仙寺石造十王像 昭和59. 3.30 文殊仙寺

342 善光寺銅造阿弥陀如来立像 昭和59. 3.30 善光寺

343 宇佐神宮太刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

344 宇佐神宮太刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

345 永弘家刀 昭和59. 3.30 個人 ※1

346 宇佐神宮刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

347 宇佐神宮刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

348 宇佐神宮刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

349 宇佐神宮刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

350 宇佐神宮脇差 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

351 宇佐神宮短刀 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

352 宇佐神宮剣 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

353 宇佐神宮短剣 昭和59. 3.30 宇佐神宮 ※1

354 西雉谷笠塔婆 昭和60. 3.29 日田市 ※1

355 大原八幡宮銅鉾 昭和60. 3.29 大原八幡宮

356 光明寺板碑 昭和62. 3.27 光明寺

357
破亀甲花菱沢瀉軍配紋散蒔絵婚礼
調度

昭和62. 3.27 臼杵市

358 木造阿弥陀如来坐像 昭和63. 3.15 大聖寺

359 太刀 昭和63. 3.15 個人 ※1

360 御許山町石 昭和63. 3.15 宇佐神宮

361 吉祥寺木造不動明王立像 平成元. 3.30 吉祥寺 ※1

362 石井神社銅鉾 平成元. 3.30 石井神社

363 箭山神社角塔婆 平成 2. 3.29 箭山神社

364 伊丹家刀 平成 2. 3.29 個人

365 深水家遺跡出土遺物 平成 2. 3.29 個人

366 古羅漢石造観音菩薩坐像 平成 2. 3.29 個人 ※1

367 泉福寺山門 平成 3. 3.26 泉福寺

368 羅漢寺橋 平成 3. 3.26 中津市

369 宝陀寺無縫塔 平成 3. 3.26 宝陀寺

370 地蔵寺石殿 平成 3. 3.26 地蔵寺

371 両子寺木造阿弥陀如来坐像 平成 3. 3.26 両子寺

372 柞原八幡宮絵図 平成 3. 6.21 柞原八幡宮

日田市豆田

豊後大野市犬飼町高津原

国東市安岐町西本

豊後大野市三重町小坂

中津市大字大新田

国東市国東町横手1913

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

大分市王子西町14番1号　大分県立先哲史料館

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

杵築市杵築1162

豊後高田市是永町

豊後高田市中真玉5560-1

豊後高田市臼野

豊後高田市田染蕗2395番地

国東市安岐町朝来

中津市1290番地　中津市歴史博物館

国東市国東町大恩寺2432

宇佐市下時枝237

宇佐市南宇佐2859

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

日田市隈2-7-10　祇園山鉾会館内

国東市安岐町油留木

国東市安岐町朝来594-1

国東市安岐町朝来2588

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

日田市上津江町上野田1659-2

日田市田島2丁目184番地

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

宇佐市南宇佐2859

豊後大野市三重町松尾1496-2

日田市隈2-7-10　祇園山鉾会館内

中津市三光田口3567-1

豊後大野市三重町小坂

中津市1290番地　中津市歴史博物館

中津市本耶馬渓町跡田

宇佐市佐野611

臼杵市吉小野4296番地　臼杵市文化財管理センター

豊後大野市犬飼町柴北1329-1

大分市坂ノ市

宇佐市南宇佐2859

国東市国東町横手1913

中津市本耶馬渓町跡田・曽木

杵築市大田沓掛1371

杵築市大田石丸1327

国東市安岐町両子1548番地

大分市八幡987



373 焼尾塔ノ本国東塔 平成 4. 3.27 地区

374 鳥居橋 平成 4. 3.27 宇佐市

375 十王堂板碑 平成 4. 3.27 地区

376 銅造厨子入菩薩形立像 平成 4. 3.27 個人

377 石造地蔵菩薩立像及び比丘尼立像 平成 5. 3.23 地区

378 成田家短刀 平成 5. 3.23 大分県

379 杵築城下町町役所文書 平成 5. 3.23 天満社

380 文殊仙寺石造仁王像 平成 6. 3.25 文殊仙寺

381 安国寺木造地蔵菩薩立像 平成 6. 3.25 安国寺

382 木造大応国師坐像及び胎内納入品 平成 6. 3.25 圓福寺

383 蓮城寺木造薬師如来三尊像 平成 6. 3.25 蓮城寺

384 中尾区木造如来形立像 平成 6. 3.25 地区

385 木造舞楽面 平成 6. 3.25 宇佐神宮

386 長安寺の太鼓 平成 6. 3.25 長安寺

387 八坂神社本殿 平成 7. 3.10 八坂神社

388 絹本著色快川紹喜画像 平成 7. 3.10 月桂寺

389 ガランドヤ古墳出土品 平成 7. 3.10 日田市

390 朝日宮ノ原遺跡四号中世墓出土品 平成 7. 3.10 日田市

391 末廣神社本殿及び覆屋 平成 8. 3.29 末廣神社 ※1

392 末廣神社栖鳳楼 平成 8. 3.29 末廣神社

393 絹本著色月桂寺歴代住職画像 平成 8. 3.29 月桂寺

394 木造弥勒仏坐像 平成 8. 3.29 極楽寺

395 木造釈迦三尊像 平成 8. 3.29 実際寺

396 木造十一面観音立像 平成 8. 3.29 実際寺

397 蓮城寺千体薬師像 平成 8. 3.29 蓮城寺

398 旧平井家住宅 平成 9. 3.25 臼杵市

399 経相白衣観音像 平成 9. 3.25 月桂寺

400 木造聖徳太子立像 平成 9. 3.25 金剛宝戒寺

401 常楽寺鰐口 平成 9. 3.25 地区

402 御沓橋 平成10. 3.20 宇佐市

403 木造阿弥陀如来立像 平成10. 3.20 妙雲寺

404 刀 平成10. 3.20 個人 ※1

405 脇指 平成10. 3.20 個人 ※1

406 装飾器台 平成10. 3.20 国東市

407 築山古墳出土品 平成10. 3.20 地区

408 教尊寺 平成11. 3.23 教尊寺 ※1

409 下山角塔婆 平成11. 3.23 個人

410 老松花原石幢 平成11. 3.23 個人

411 床木河野家石幢 平成11. 3.23 個人

412 絹本著色阿弥陀来迎図 平成11. 3.23 専想寺

413 木造阿弥陀如来立像 平成11. 3.23 専想寺

414 巴形銅器 平成11. 3.23 大分県

415 絹本著色中川家歴代藩主画像 平成12. 3.24 碧雲寺

416 絹本著色中川家歴代藩主画像 平成12. 3.24 西光寺

417 紙本著色三宅山御鹿狩絵巻 平成12. 3.24 竹田市 ※1

418 備後尾板碑 平成13. 4. 3 地区

419 木造男神坐像 平成13. 4. 3 中川神社 ※1

420 太刀 平成13. 4. 3 個人 ※1

421 刀 平成13. 4. 3 個人 ※1

422 刀 平成13. 4. 3 個人 ※1

423 脇指 平成13. 4. 3 個人 ※1

424 重藤十王堂石造仏像群 平成14. 3.29 地区

425 木造聖観音菩薩坐像 平成14. 3.29 大山寺

426 木造十一面観音菩薩立像 平成14. 3.29 臨済寺

427 千燈寺跡石造仁王像 平成14. 3.29 個人

豊後高田市夷

宇佐市院内町香下・新洞

国東市国見町野田

宇佐市院内町土岩屋

国東市国見町岐部

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

宇佐市南宇佐2859

豊後高田市加礼川621-2

臼杵市大字臼杵１

臼杵市大字二王坐197

日田市大字友田2893-44　日田市埋蔵文化財センター

日田市大字友田2893-44　日田市埋蔵文化財センター

杵築市南杵築　杵築市立図書館

国東市国東町大恩寺2432

国東市国東町安国寺2245

豊後高田市玉津495

豊後大野市三重町内山521

豊後大野市三重町久田

豊後大野市三重町内山521

臼杵市大字臼杵14-1

臼杵市二王坐197

大分市上野丘2丁目8番27号

佐伯市大手町1丁目2番25号　佐伯市歴史資料館

宇佐市院内町御沓

玖珠郡玖珠町森864番地

玖珠郡玖珠町森864番地

臼杵市大字二王坐197

宇佐市南宇佐2176

国東市安岐町瀬戸田838

国東市安岐町瀬戸田838

杵築市山香町大字山浦

臼杵市野津町大字老松

佐伯市弥生大字床木

大分市森549

大分市森549

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

竹田市荻町馬場1219-2

大分市大道町

大分市大道町

国東市国東町安国寺1639-2　国東市歴史体験学習館

大分市本神崎

大分市本神崎864

大分市常行

大分市森

臼杵市稲田

国東市国東町重藤

大分市八幡1382

大分市永興10組

竹田市会々2029

大分市寿町2番1号　大分県立美術館

竹田市大字竹田2083番地　竹田市歴史文化館・由学館

臼杵市野津町大字八里合

竹田市大字拝田原159

豊後大野市三重町市場

国東市国見町千灯



428 檜原山の梵字鳥居 平成15. 3.31 正平寺

429 泉福寺厨子 平成15. 3.31 泉福寺

430 薙刀 平成15. 3.31 個人 ※1

431 薙刀 平成15. 3.31 個人 ※1

432 経相羅漢図 平成16. 3.30 善徳寺

433 早吸日女神社本殿 平成16. 3.30 早吸日女神社

434 早吸日女神社総門 平成16. 3.30 早吸日女神社

435 早吸日女神社社家 平成16. 3.30 早吸日女神社 ※1

436 天満社本殿 平成16. 3.30 天満社 ※1

437 四日市別院山門 平成17. 3.29 四日市別院 ※1

438 明治橋 平成17. 3.29 臼杵市

439 木造地蔵菩薩立像 平成17. 3.29 地区

440 宇佐参宮線二六号蒸気機関車 平成17. 3.29 宇佐市

441 長湯横穴墓群第七号墓出土品 平成17. 3.29 大分県

442 木造聖徳太子二歳立像 平成18. 3.31 法専寺

443 絹本著色涅槃図 平成18. 3.31 金剛宝戒寺

444 銅造如来立像 平成19. 3.30 金剛宝戒寺

445 近世絵図資料群 平成19. 3.30 臼杵市

446 妙楽寺経塚出土遺物 平成20. 3.28 宇佐市

447 大志生木宝篋印塔 平成21. 3.17 西岡神社

448 臼杵藩御会所日記 平成21. 3.17 臼杵市 ※1

449
木造男神坐像、女神坐像及び女神坐
像

平成21. 9.11 健男霜凝日子神社 ※1

450 木造聖観音立像 平成21. 9.11 地区

451 旧大原家住宅 平成22. 3.30 杵築市 ※1

452 木造阿弥陀如来坐像 平成22. 3.30 地区

453 木造観音菩薩立像 平成22. 3.30 地区

454 飯塚遺跡出土品　木簡及び墨書土器 平成22. 3.30 国東市

455 惣町大帳及び市令録 平成22. 3.30 中津市

456 王ノ瀬石棺 平成24. 3.13 地区

457 宇佐神宮所蔵絵図等 平成25. 3.15 宇佐神宮

458
竹ノ尾石造地蔵菩薩坐像、幻住普応
国師像及び宝樹院碑

平成25. 3.15 個人

459
木造阿弥陀如来坐像及び観音・勢至
菩薩立像

平成25. 3.15 地区

460 宇佐宮御祓会絵図 平成26. 2.14 宇佐神宮

461 泉福寺伝香炉台 平成26. 2.14 泉福寺

462 木造無著妙融坐像 平成26. 2.14 泉福寺

463 岩室宝篋印塔 平成26. 2.14 個人

464 先哲史料館稲葉家文書 平成26. 2.14 大分県

465 薦社絵縁起 平成27. 2.24 薦神社

466 木造如来坐像 平成27. 2.24 国東市

467 木造阿弥陀如来立像 平成27. 2.24 浄安寺

468 日出城隅櫓 平成28. 2.23 日出町 ※1

469 木造釈迦如来坐像 平成28. 2.23 長興寺

470 猪野遺跡出土銅矛 平成28. 2.23 大分市

471 佐知遺跡十七号遺構出土品 平成28. 2.23 大分県

472 龍頭遺跡出土編袋 平成28. 2.23 大分県

473 若宮八幡神社 平成29. 3. 7 若宮八幡神社 ※1

474 木造仁王像 平成29. 3. 7 真木大堂 ※1

475 高野山本覚院文書 平成29. 3. 7 大分県

476 一方平Ⅰ遺跡出土石器群 平成29. 3. 7 大分県

477 東田室遺跡出土絵画土器 平成29. 3. 7 大分県

478 馬溪橋 平成30. 2. 6 中津市

479 絹本著色十一面観音来迎図 平成30. 2. 6 神宮寺

大分市佐賀関3329

大分市佐賀関3329

大分市佐賀関3331-1

国東市国東町原2833-1

宇佐市四日市1425-1

臼杵市野津町大字野津市

中津市耶馬渓町大字中畑1422

国東市国東町横手1913

豊後大野市三重町市場

豊後大野市三重町井迫

臼杵市大字末広455

臼杵市吉小野4296番地　臼杵市文化財管理センター

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

大分市大字志生木1052-2

臼杵市吉小野4296番地　臼杵市文化財管理センター

竹田市大字神原1822

竹田市大字城原

大分市木佐上

宇佐市南宇佐2197・2199

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

大分市勢家町3丁目1番32号

大分市上野丘2丁目8番27号

大分市上野丘2丁目8番27号

宇佐市南宇佐2859

杵築市大字鴨川

佐伯市大字上岡

宇佐市南宇佐2859

国東市国東町横手1913

国東市国東町横手1913

杵築市杵築207

竹田市門田

竹田市門田

国東市国東町安国寺1639-2　国東市歴史体験学習館

中津市1290番地　中津市歴史博物館

大分市里

大分市大字松岡5743番地

大分市大字国分960番地1　大分市歴史資料館

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

豊後高田市是永町1番地1

豊後高田市田染真中2253番地

玖珠郡玖珠町大字岩室

大分市王子西町14番1号　大分県立先哲史料館

中津市1290番地　中津市歴史博物館

国東市国東町安国寺1639-2　国東市歴史体験学習館

中津市995番地

速見郡日出町字二ノ丸2602番1

大分市王子西町14番1号　大分県立先哲史料館

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

中津市耶馬溪町大字平田・戸原

国東市国東町横手8378番地



480 紙本著色隠元・木庵・即非三幅対像 平成30. 2. 6 長福寺

481 木造観音菩薩立像 平成30. 2. 6 両子寺

482 石造地蔵菩薩坐像 平成30. 2. 6 富貴寺

483 古後文書 平成30. 2. 6 個人

484 元重文書 平成30. 2. 6 大分県

485 四日市遺跡木棺墓出土品 平成30. 2. 6 大分県

486 島原藩領田染組村絵図 平成30. 2. 6 豊後高田市

487 宇佐神宮神能明覧 平成30. 2. 6 宇佐神宮

488 紙本著色文殊仙寺境内図 平成30. 2. 6 文殊仙寺

489 豊後国速見郡鶴見七湯廼記 平成30. 2. 6 大分県

490 早田国東塔 平成31. 3.12 個人

491 木造金剛力士立像 平成31. 3.12 宇佐神宮

492 城山薬師堂四面石仏 平成31. 3.12 地区

493
木造薬師如来坐像及び日光・月光菩
薩立像

令和 2. 2.25 願成就寺

494 田尻家文書 令和 2. 2.25 大分県 ※1

495 木造十一面観音菩薩立像 令和 3. 3. 2 光嚴寺

496 木造釈迦如来坐像 令和 3. 3. 2 圓明寺

497 髙牟禮文書 令和 3. 3. 2 個人

498 木造大日如来坐像 令和 4. 2.25 久福寺

499 木造僧形八幡神坐像・女神坐像 令和 4. 2.25 桜八幡神社

名称又は物件 指定年月日 所在 備考

1 山内流泳法 昭和41. 3.22 臼杵市大字臼杵

2 宇佐神宮御神能 昭和50. 3.28 宇佐市南宇佐

名称又は物件 指定年月日 所有者 備考

1 切支丹柄鏡 昭和34. 3.20 個人

2 織部燈籠 昭和34. 3.20 円龍寺

3 辻河原石風呂 昭和41. 3.22 地区

4 市穴石風呂 昭和41. 3.22 個人

5 中ノ原石風呂 昭和42. 3.31 個人

6 塩石の石風呂 昭和42. 3.31 個人

7 木造鈴鬼面 昭和44. 3.22 両子寺

8 杵築高等学校郷土研究部民俗資料コレクション 昭和45. 3.31 大分県

9 庚申塔 昭和46. 3.23 個人

10 上戸石風呂 昭和49. 3.19 個人

11 宇佐神宮能衣裳類 昭和50. 3.28 宇佐神宮

12 千燈寺修正鬼会面 昭和52. 3.31 千燈寺

13 慈雲寺跡庚申塔 昭和54. 5.15 個人

14 道園庚申塔二基 令和 3. 3. 2 個人 ※1

名称又は物件 指定年月日 所在 備考

1 北原人形芝居 昭和32. 3.26 中津市大字北原

2 神踊・杖踊 昭和41. 3.22 佐伯市大字青山黒沢

3 犬山神楽 昭和41. 3.22 豊後大野市大野町田代

4 千束楽 昭和41. 3.22 佐伯市宇目大字千束

5 深山神楽 昭和41. 3.22 豊後大野市朝地町市万田

6 緒方神楽 昭和41. 3.22 豊後大野市緒方町軸丸

7 玖珠神楽 昭和41. 3.22 玖珠郡九重町引治

8 佐伯神楽 昭和41. 3.22 佐伯市大字堅田

佐伯市宇目大字南田原

中津市991番地

豊後大野市緒方町辻

豊後大野市緒方町原尻

無形文化財

有形民俗文化財

国東市安岐町両子1548番地

豊後高田市田染蕗2395番地

玖珠郡九重町大字粟野

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

大分市牧緑町1番61号　大分県立埋蔵文化財センター

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

大分市田室町9番61号

速見郡日出町大字藤原字下免6596番1

大分市王子西町14番1号　大分県立先哲史料館

保存会

臼杵山内流遊泳所

宇佐神能会

所在

宇佐市南宇佐2859番地

国東市国東町大恩寺2432番地

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

豊後高田市香々地

宇佐市南宇佐2859

豊後高田市田染真木

豊後高田市鍛治屋町字鍛治屋町566番1

国東市武蔵町成吉1089番地

宇佐市大字下高

中津市耶馬渓町大字平田39番地

国東市国東町鶴川213番地

宇佐市南宇佐2859

国東市国見町千灯558-1

玖珠郡九重町野上

保存会

北原人形芝居保存会

富尾神社神踊杖踊保存会

豊後大野市緒方町井上

臼杵市大字福良

国東市安岐町両子1548番地

宇佐市大字高森字京塚　大分県立歴史博物館

豊後大野市千歳町前田

豊後大野市緒方町原尻

無形民俗文化財

豊後高田市夷

上津流犬山神楽保存会

千束楽保存会

朝地町神楽保存会

緒方神楽保存会

玖珠神楽神祇社

佐伯神楽保存会



9 阿鹿野獅子 昭和41. 3.22 竹田市大字上坂田

10 辻間楽 昭和41. 3.22 速見郡日出町豊岡

11 若宮楽 昭和41. 3.22 杵築市宮司

12 立石楽 昭和41. 3.22 杵築市山香町立石

13 ゆたて 昭和41. 3.22 竹田市荻町新藤

14 磐戸楽 昭和41. 3.22 日田市大字西有田

15 鵜飼 昭和41. 3.22 日田市大字竹田

16 風流・杖踊 昭和41. 3.22 臼杵市大字東神野

17 風流・杖踊 昭和41. 3.22 臼杵市野津町大字西神野

18 風流・杖踊 昭和41. 3.22 佐伯市弥生大字大坂本

19 大野楽 昭和41. 3.22 日田市前津江町大野

20 本城くにち楽 昭和42. 3.31 日田市天瀬町本城

21 津島神楽 昭和43. 3.29 速見郡日出町豊岡

22 蒲江神楽 昭和43. 3.29 佐伯市蒲江大字丸市尾浦

23 山下岩戸楽 昭和46. 3.23 玖珠郡玖珠町大字山下

24 滝瀬楽 昭和46. 3.23 玖珠郡玖珠町大字戸畑

25 別宮社の神楽 昭和48. 3.20 国東市国見町伊美

26 早吸日女神社八人太鼓 昭和51. 3.30 佐伯市蒲江大字西野浦 ※1

27 浅草流松尾神楽 昭和52. 3.31 豊後大野市三重町松尾

28 奥嶽流上畑獅子舞 昭和53. 3.31 豊後大野市緒方町上畑

29 宝楽 昭和53. 3.31 玖珠郡九重町松木

30 町田楽 昭和53. 3.31 玖珠郡九重町町田

31 三輪流臼杵神楽 昭和55. 4. 8 臼杵市大字臼杵

32 葛原神楽 昭和56. 3.31 佐伯市蒲江大字葛原浦

33 桧原マツ 昭和58. 4.12 中津市耶馬渓町大字中畑

34 大原八幡宮御田植祭 昭和59. 3.30 日田市田島町

35 上田原湯立神楽 昭和63. 3.15 豊後大野市三重町上田原

36 宮砥神楽 平成 5. 3.23 竹田市次倉

37 堅浦霜月祭りの芸能 平成10. 3.20 津久見市堅浦

38 奈多宮の御田植祭 平成12. 3.24 杵築市奈多

39 杵築若宮八幡社の御田植祭 平成12. 3.24 杵築市宮司

40 諸田山神社の御田植祭 平成13. 4. 3 国東市安岐町明治

41 中津祇園 平成16. 3.30 中津市

42 臼杵祇園まつり 平成20. 3.28 臼杵市大字臼杵

43 鶴市傘鉾神事 平成21. 3.17 中津市

44 大浦楽 平成24. 3.13 玖珠郡玖珠町大字古後

45 津久見扇子踊り 平成24. 9.18 津久見市津久見浦

46 宮園楽 平成29. 3. 7 中津市耶馬溪町大字宮園

47 御嶽流奥畑神楽 平成30. 2. 6 豊後大野市三重町奥畑

名称又は物件 指定年月日 備考

1 瑞巌寺石仏 昭和17. 6.11

2 青の洞門 昭和17. 8.10

3 臼塚古墳 昭和23. 9.10

4 原のキリシタン墓碑 昭和24.10.25

5 鬼ヶ城古墳 昭和24.10.25

6 致道館 昭和28. 4.20

7 地下式土拡 昭和28. 4.20

8 狐塚古墳 昭和28. 4.20

9 七双司古墳 昭和28. 4.20

10 塚山古墳 昭和28. 4.20

11 鬼塚古墳 昭和28. 4.20

12 磨崖石塔 昭和28. 4.20

13 線彫板碑 昭和28. 4.20

阿鹿野獅子保存会

辻間楽保存会

杵築市若宮楽保存会

立石楽継承活動応援隊

荻神社ゆたて保存会

磐戸楽保存会

津島神楽社

富尾神社祭員会

山下岩戸楽保存会

滝瀬楽保存会

伊美別宮社里楽師

早吸日女神社八人太鼓保存会

鵜飼保存会

東神野風流杖踊保存会

西神野風流杖踊保存会

風流・杖踊保存会

大野楽保存会

本城くにち楽保存会

桧原まつ保存会

大原八幡宮

上田原俚楽保存会

宮砥神楽保存会

堅浦古典芸能保存会

奈多宮御田植祭保存会

松尾神楽保存会

奥嶽流上畑獅子舞保存会

宝楽保存会

町田楽保存会

三輪流臼杵神楽保存会

葛原岩戸神楽保存会

津久見扇子踊り保存連絡協議会

宮園かっぱ楽保存会

御嶽流奥畑神楽保存会

所在

玖珠郡九重町松木

中津市本耶馬渓町樋田・曽木

若宮八幡社御田植祭保存会

諸田山神社御田植祭保存会

中津祇園祭保存協議会

臼杵祇園祭保存会

鶴市花傘鉾神事振興会

大浦楽保存会

史跡

杵築市大字本荘

国東市安岐町塩屋

玖珠郡玖珠町大字小田

佐伯市弥生大字上小倉

豊後高田市夷

臼杵市稲田

竹田市直入町長湯

玖珠郡玖珠町大字帆足

速見郡日出町日出二ノ丸

国東市安岐町矢川

国東市国東町富来浦



14 掻懐キリシタン墓 昭和28. 4.20

15 丑殿古墳 昭和30. 5.27

16 虚空蔵寺塔跡 昭和32. 3.26

17 植野貝塚 昭和32. 3.26

18 楢本磨崖仏 昭和32. 3.26

19 普光寺磨崖仏 昭和32. 3.26

20 千燈石仏 昭和32. 3.26

21 脇蘭室墓 昭和32. 3.26

22 帆足万里墓 昭和33. 3.25

23 キリシタン洞窟礼拝堂 昭和33. 3.25

24 白潟遺跡 昭和33. 3.25

25 浜崎祖形五輪塔群 昭和34. 3.20

26 重岡キリシタン墓 昭和34. 3.20

27 長湯線彫磨崖仏　付石幢 昭和34. 3.20

28 楠木生石造五重塔 昭和34. 3.20

29 福真磨崖仏　付　堂ノ迫磨崖仏 昭和35. 3.22

30 竹田津元宮遺跡　付　鬼籠列石 昭和35. 3.22

31 由布院のキリシタン墓群 昭和35. 3.22

32 府内城跡 昭和38. 2.15

33 曲石仏　付双塔磨崖連碑 昭和41. 3.22

34 臼杵城跡 昭和41. 3.22

35 久木小野マンダラ石 昭和41. 3.22

36 足曳山両子寺 昭和41. 3.22

37 五輪塔群 昭和42. 3.31

38 口戸磨崖仏　付　磨崖五輪双塔 昭和44. 3.22

39 毛利空桑旧宅及び塾跡 昭和45. 3.31

40 財前家墓地 昭和45. 3.31

41 田原家墓地 昭和45. 3.31

42 岩屋寺石仏 昭和45. 3.31

43 穴瀬横穴群 昭和46. 3.23

44 凶首塚古墳 昭和46. 3.23

45 姪子ヶ原古墳 昭和46. 3.23

46 高倉古墳 昭和46. 3.23

47 久々姥古墳 昭和46. 3.23

48 貴船平・下の裏山横穴群 昭和46. 3.23

49 宝塔及び五輪塔群 昭和46. 3.23

50 挟間氏五輪塔群 昭和47. 3.21

51 参勤交代道路 昭和47. 3.21

52 道ノ上古墳 昭和47. 3.21

53 大塚古墳 昭和47. 3.21

54 千燈寺跡 昭和47. 3.21

55 重政古墳 昭和48. 3.20

56 入津原丸山古墳 昭和49. 3.19

57 猫石丸山古墳 昭和49. 3.19

58 京徳遺跡 昭和49. 3.19

59 古稲荷古墳 昭和50. 3.28

60 野鹿洞穴 昭和50. 3.28

61 竈門氏墓地古塔群 昭和50. 3.28

62 川原隧道と石畳 昭和51. 3.30

63 坊ノ原古墳 昭和51. 3.30

64 三角池と薦神社 昭和51. 3.30

65 長岩屋山天念寺 昭和54. 5.15

66 金剛山長安寺 昭和54. 5.15

67 石立山岩戸寺 昭和54. 5.15

68 峨眉山文殊仙寺 昭和54. 5.15

臼杵市掻懐

大分市鶴崎寺司浜

速見郡日出町狐塚

竹田市竹田

佐伯市若宮町

国東市国東町浜崎

佐伯市宇目大字重岡

大分市賀来片面

宇佐市山本

中津市大字植野

宇佐市安心院町楢本

豊後大野市朝地町上尾塚

国東市国見町千燈

大分市曲

臼杵市臼杵

臼杵市久木小野

国東市安岐町両子

豊後大野市犬飼町田原

大分市口戸

竹田市直入町大字長湯

大分市下戸次

豊後高田市黒土・大岩屋

国東市国見町元宮・鬼籠

由布市湯布院町川上・川北

大分市荷揚町

宇佐市別府

宇佐市長洲

宇佐市猿渡

宇佐市山下・上元重

由布市庄内町龍原

由布市挾間町挾間

大分市鶴崎

杵築市大田小野

杵築市大田沓掛

大分市古国府

豊後高田市美和

宇佐市北宇佐

豊後高田市草地

宇佐市下敷田

宇佐市法鏡寺

竹田市荻町南河内

別府市野田

日田市天瀬町女子畑

大分市今市

豊後大野市三重町赤嶺

豊後大野市三重町小坂

国東市国見町千灯・上岐部

豊後大野市三重町内田

豊後高田市新栄

豊後大野市大野町桑原

中津市大字大貞

豊後高田市長岩屋

豊後高田市加礼川

国東市国東町岩戸寺

国東市国東町大恩寺



69 下市磨崖仏 昭和56. 3.31

70 上原遺跡 昭和56. 3.31

71 樋尻道遺跡 昭和56. 3.31

72 野口遺跡 昭和56. 3.31

73 蓬来山古墳 昭和56. 3.31

74 棒垣遺跡 昭和57. 3.30

75 光岡城跡 昭和58. 4.12

76 川平間歩の跡 昭和59. 3.30

77 真玉氏居館跡 昭和60. 3.29

78 石坂石畳道 昭和62. 3.27

79 毛利空桑墓 昭和62. 6.29

80 城山古墳 平成元. 3.30

81 枌洞穴 平成 2. 3.29

82 薬師堂山古墳 平成 2. 3.29

83 御塔山古墳 平成 3. 3.26

84 立野古墳 平成 4. 3.27

85 虚空蔵寺１号瓦窯跡 平成 5. 3.23

86 秋葉鬼塚古墳 平成 6. 3.25

87 切寄瓦窯跡 平成 7. 3.10

88 カワラガマ遺跡 平成 8. 3.29

89 吹上遺跡 平成 8. 3.29

90 蝙蝠滝舟路跡 平成 9. 3.25

91 月桂寺境内 平成10. 3.20

92 西光寺境内 平成12. 3.24

93 竜ヶ鼻古墳 平成14. 3.29

94 泉福寺境内 平成16. 3.30

95 朝日天神山古墳 平成16. 3.30

96 妙楽寺経塚 平成20. 3.28

97 中津城おかこい山 平成21. 3.17

98 相原山首遺跡 平成22. 3.30

99 長岩城跡 平成23. 3.29

100 小牧山古墳群 平成23. 3.29

101 井上主水左衛門並古・並増墓所 平成24. 3.13

102 相原廃寺跡　付塔心礎 平成25. 3.15

103 中津城跡 平成26. 2.14

104 六郷山夷岩屋の寺社境内 平成28. 2.23

105 永山城跡 平成28. 2.23

106 平田城跡 平成31. 3.12

107 法垣遺跡 令和 2. 2.25

名称又は物件 指定年月日 備考

1 納池公園 昭和18. 7.13

2 藤河内溪谷 昭和34. 3.20

3 九酔溪 昭和34. 3.20

4 由布川峡谷 昭和34. 3.20

5 伝来寺庭園 昭和45. 3.31

6 妙経寺庭園 平成15. 3.31

名称又は物件 指定年月日 備考

1 桜八幡神社社叢 昭和17. 8.10

2 籾山八幡の大ケヤキ 昭和18. 7.13

3 竹野浦のビロウ 昭和18. 7.13

4 ミカドアゲハ 昭和28. 4.20

名勝

宇佐市安心院町下毛

宇佐市法鏡寺

宇佐市上田

宇佐市上田

大分市大字賀来

中津市大字福島

中津市本耶馬渓町今行

日田市田島町

杵築市狩宿

豊後大野市三重町上田原

宇佐市山本

豊後大野市三重町秋葉

宇佐市赤尾

中津市三光土田・臼木

豊後高田市西真玉

日田市大字花月

大分市常行

日田市大字東有田

豊後大野市三重町赤嶺

国東市国東町横手

日田市大字小迫

宇佐市大字木内

中津市

中津市大字相原

宇佐市山本

豊後高田市佐野

日田市大字小迫

豊後大野市朝地町上尾塚

臼杵市二王座

竹田市会々

日田市丸山

中津市耶馬溪町大字平田

中津市大字加来

所在

竹田市久住町宮脇

佐伯市宇目大字木浦内

中津市耶馬溪町大字川原口

大分市大字松岡

豊後大野市朝地町朝地

中津市大字相原

中津市

豊後高田市夷

竹田市直入町長湯

佐伯市米水津大字竹野浦

臼杵市津久見島

玖珠郡九重町飯田

由布市挾間町朴木、別府市東山

日田市中津江村栃野

杵築市南杵築

所在

国東市国東町鶴川

天然記念物



5 ブナの原生林 昭和28. 4.20

6 千本カツラ 昭和28. 4.20

7 高島のウミネコ営巣地 昭和30. 5.27

8 高島のビロウ自生地 昭和30. 5.27

9 山蔵のイチイガシ 昭和30. 5.27

10 清田川のレンゲツツジ群落 昭和30. 5.27

11 日出の大サザンカ 昭和32. 3.26

12 ゲンカイツツジ 昭和32. 3.26

13 キシツツジ 昭和32. 3.26

14 奥祖母のオオダイガハラサンショウウオ 昭和32. 3.26

15 橘木のシンパク 昭和33. 3.25

16 長湯のヒイラギ 昭和33. 3.25

17 宮処野神社の社叢 昭和33. 3.25

18 狩生鍾乳洞内の動物 昭和33. 3.25

19 宇目の野生キリ 昭和34. 3.20

20 鶴見の坊主地獄 昭和34. 3.20

21 姫島の藍鉄鉱 昭和34. 3.20

22 姫島の地層褶曲 昭和34. 3.20

23 宮砥八幡社の社叢 昭和35. 3.22

24 神原のトチ 昭和35. 3.22

25 姥目のウバメガシ 昭和35. 3.22

26 武蔵のサツキツツジ 昭和35. 3.22

27 鹿嵐山のツクシシャクナゲ群落 昭和35. 3.22

28 岳本のコナラ原生林 昭和36. 3.14

29 五所明神のナギ 昭和36. 3.14

30 洞明寺のナギ 昭和36. 3.14

31 宿善寺のナギ 昭和36. 3.14

32 御嶽の原生林 昭和37. 2.27

33 陽目のカワノリ 昭和37. 2.27

34 長崎鼻の海蝕洞穴 昭和38. 2.15

35 祖母山系イワメ 昭和41. 3.22

36 佐伯城山のオオイタサンショウウオ 昭和41. 3.22

37 蒲江カズラ 昭和43. 3.29

38 スダシイ原生林 昭和47. 3.21

39 御手洗神社のナギ 昭和47. 3.21

40 穴権現社叢 昭和47. 3.21

41 沖黒島の自然林 昭和48. 3.20

42 横島のビャクシン自生地 昭和48. 3.20

43 野平のミツガシワ自生地 昭和48. 3.20

44 鹿毛のスダシイ原生林 昭和48. 3.20

45 大島のアコウ林 昭和48. 3.20

46 武多都社の境内林 昭和49. 3.19

47 文殊仙寺の自然林 昭和49. 3.19

48 経塚山ミヤマキリシマ自生地 昭和49. 3.19

49 八坂神社のハナガガシ林 昭和49. 3.19

50 矢形神社の境内林 昭和49. 3.19

51 鶴見権現社のイチイガシ林 昭和50. 3.28

52 御嶽権現社の自然林 昭和50. 3.28

53 日吉社のコジイ林 昭和50. 3.28

54 津江神社のスギと自然林 昭和50. 3.28

55 長谷寺境内林 昭和51. 3.30

56 田口のイチイガシ林 昭和51. 3.30

57 高塚地蔵のイチョウ 昭和51. 3.30

58 畳石のオトメクジャク 昭和51. 3.30

59 内成・田代のオトメクジャク 昭和51. 3.30

中津市山国町中摩・耶馬溪町大字樋山路

中津市耶馬渓町大字津民

大分市高島

豊後大野市緒方町祖母・傾山系

竹田市直入町長湯

竹田市直入町長湯

竹田市久住町仏原

佐伯市大字狩生

佐伯市宇目大字木浦内

大分市高島

宇佐市安心院町山倉

玖珠郡玖珠町大字四日市

速見郡日出町二ノ丸

中津市耶馬渓町大字津民

中津市耶馬渓町

国東市武蔵町内田

宇佐市院内町小野川内

由布市湯布院町川上

佐伯市臼坪

佐伯市弥生大字江良

佐伯市本匠大字井ノ上

別府市鶴見

東国東郡姫島村ス鼻岬

東国東郡姫島村大海

竹田市次倉

竹田市神原

津久見市中央町

国東市武蔵町小城

豊後大野市三重町上田原

豊後大野市三重町大白谷

佐伯市米水津大字宮野浦・蒲江大字畑野浦

佐伯市米水津大字浦代浦

玖珠郡玖珠町大字古後

豊後大野市清川町宇田枝

竹田市荻町柏原

豊後高田市見目

竹田市神原川上流

佐伯市城山

佐伯市蒲江大字葛原浦

豊後大野市大野町安藤

別府市鶴見

別府市東山

臼杵市深田

日田市中津江村合瀬

中津市三光西秣

豊後大野市三重町中津留

佐伯市鶴見大字大島

国東市国見町竹田津

国東市国東町大恩寺

速見郡日出町豊岡

佐伯市弥生大字江良

中津市三光原口

日田市天瀬町馬原

宇佐市安心院町畳石

由布市挾間町内成・田代



60 狩生新鍾乳洞 昭和51. 3.30

61 野津町のキンメイモウソウ 昭和52. 3.31

62 健男社のスギと自然林 昭和52. 3.31

63 城八幡社の自然林 昭和52. 3.31

64 内田神社のイチイガシ 昭和53. 3.31

65 久住のツクシボダイジュ 昭和54. 5.15

66 朝見神社のアラカシ林とクスノキ 昭和54. 5.15

67 高平のイワシデ林 昭和54. 5.15

68 三角池の水生・湿地群落 昭和55. 4. 8

69 杵築若宮八幡社の境内林 昭和55. 4. 8

70 鞍形尾神社の自然林 昭和56. 3.31

71 暁嵐の滝岩上植物群落 昭和57. 3.30

72 最勝海浦のウバメガシ林 昭和57. 3.30

73 大原の境木カシワ 昭和58. 4.12

74 相挟間のブンゴボダイジュ 昭和58. 4.12

75 間越のウバメガシと自然林 昭和59. 3.30

76 鷹鳥屋山の自然林 昭和60. 3.29

77 山浦のイチイガシ林とウラジロガシ林 平成 6. 3.25

78 オンセンミズゴマツボ 平成27. 2.24

79 向田天満社自然林 令和 3. 3. 2

名称又は物件 指定年月日 保持者 備考

1 屋根桧皮づくり及び屋根桧皮葺きの技術 平成28. 2.23 個人

※1 官報及び県報記載名称を簡略化した文化財

※2 盗難にあい被害届を提出している文化財

国東市国見町向田

選定保存技術

佐伯市大字狩生

臼杵市野津町王子

宇佐市大字北宇佐

玖珠郡九重町菅原

佐伯市米水津大字浦代浦

佐伯市宇目大字南田原

竹田市直入町下田北

由布市湯布院町川上

所在

中津市大字大貞

杵築市宮司

日田市天瀬町馬原

佐伯市上浦大字浅海井浦

佐伯市上浦大字最勝海浦

玖珠郡九重町田野

豊後大野市緒方町上畑

佐伯市大字長谷

豊後大野市三重町内田

竹田市久住町久住

別府市朝見

中津市本耶馬渓町東屋形


