
１） 本資料は、令和5年1月23日現在で、伊勢市内において国・県・市によって指定等されている
文化財の一覧である。

２） 本資料で使用している略語は、以下のとおりである。

「建」→建造物　　　　　「絵」→絵画　　　　　「彫」→彫刻

「工」→工芸品　　　　　「書」→書跡　　　　　「古」→古文書

「考」→考古資料　　　　「歴」→歴史資料

「有」→有形民俗文化財　「無」→無形民俗文化財　

「史」→史跡　　　　　　「名」→名勝　　　　　「天」→天然記念物

例　　言
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伊勢市内指定文化財等件数一覧（令和5年1月23日現在）
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2枚のうち1枚目

国　指　定
名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 指定年月日 件数

玉篇巻第22（延喜4年） ギョクヘンマキダイ22（エンギ４）

紙背皇太神宮祢宜譜図帳 シハイコウタイジングウネギフトチョウ

伊勢国朝熊山経ヶ峯経塚出土品 イセノクニアサマヤマキョウガミネキョウヅカシュツドヒン

　陶経筒（承安3）　　　　1口
　　　　　　　　　 以上第1経塚

　トウキョウヅツ　（ジョウアン３）　１クチ
　　　　　　　　　イジョウダイ１キョウヅカ

　銅経筒　　　　　　　　 2口 　ドウキョウヅツ　　　　　　　　　　２クチ

　銅鏡　　　　　　　　　 2面 　ドウキョウ　　　　　　　　　　　　２メン
　青白磁盒子　　　　　 　1口
　　　　　　　　　 以上第2経塚

　セイハクジゴウス　　　　　　　　　　１クチ
　　　　　　　　　　イジョウダイ２キョウヅカ

　銅経筒（平治元）　　　 1口 　ドウキョウヅツ（ヘイジガン）　　　１クチ

　経巻（平治元）　　　  13巻 　キョウカン（ヘイジガン）　　　　　13カン

　線刻阿弥陀三尊鏡像　　 1面 　センコクアミダサンゾンキョウゾウ　１メン

　線刻阿弥陀三尊来迎鏡像 2面 　センコクアミダサンゾンライゴウキョウゾウ　２メン

　線刻阿弥陀如来鏡像　　 1面 　センコクアミダニョライキョウゾウ　１メン

　銅提子　　　　　　　　 1口 　ドウヒサゲ　　　　　　　　　　　　１クチ

　土製外筒　　　　　　　 1具
　　　　　　　　　 以上第3経塚

　ドセガイトウ　　　　　　　　　　　１グ
　　　　　　　　　　イジョウダイ３キョウヅカ

1
金剛證寺本堂
附　厨子

コンゴウショウジホンドウ
ツケタリ　ズシ

1棟 桃山 朝熊町字岳 金剛證寺 大9.4.15
昭38.2.13追加指定

2 神宮祭主職舎本館（旧慶光院客殿） ジングウサイシュショクシャホンカン（キュウケイコウインキャクデン） 1棟 江戸 宇治浦田1丁目1-29 神宮 平14.12.26
3 旧賓日館　本館、大広間棟、土蔵 キュウヒンジツカン　ホンカン、オオヒロマトウ、ドゾウ 3棟 近代 二見町茶屋566番2号 伊勢市 平22.6.29
1 紙本著色九鬼嘉隆像 シホンチャクショククキヨシタカゾウ 1幅 桃山 朝熊町字岳 金剛證寺 明45.2.8
2 紙本著色伊勢新名所絵歌合 シホンチャクショクイセシンメイショエウタアワセ 1巻 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭24.5.30
1 木造雨宝童子立像 モクゾウウホウドウジリュウゾウ 1躯 平安 朝熊町字岳 金剛證寺 明45.2.8
2 木造阿弥陀如来立像 モクゾウアミダニョライリュウゾウ 1躯 鎌倉 矢持町菖蒲 久昌寺 昭31.6.28
3 木造千手観音坐像 モクゾウセンジュカンノンザゾウ 1躯 鎌倉 二見町江1659番地 太江寺 大5.5.24
4 木造薬師如来坐像 モクゾウヤクシニョライザゾウ 1躯 平安 二見町三津787番地 明星寺 昭31.6.28
5 木造諸尊仏龕 モクゾウショソンブツガン 1基 唐(7c) 中之町101 寂照寺 平20.7.10
6 木造地蔵菩薩立像 モクゾウジゾウホサツリョウゾウ 1躯 鎌倉 朝熊町字岳 金剛證寺 平22.6.29
1 銅造双鳳鑑 ドウヅクリソウホウカガミ 1面 平安 朝熊町字岳 金剛證寺 明45.2.8
2 太刀（伝吉包）　附　黒漆太刀拵 タチ（デンヨシカネ）　ツケタリ　クロウルシタチゴシラエ 1口 鎌倉 朝熊町字岳 金剛證寺 大2.4.14
3 毛抜形太刀 ケヌキガタタチ 1口 平安 宇治館町1番地 神宮 昭24.5.30
4 太刀　銘吉信　附　糸巻太刀拵 タチ　メイヨシノブ　ツケタリ　イトマキタチゴシラエ 1口 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭27.3.29
5 太刀　銘俊忠　附　糸巻太刀拵 タチ　メイトシタダ　ツケタリ　イトマキタチゴシラエ 1口 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭27.3.29
6 刀　折返銘有国 カタナ　オリカエシメイアリクニ 1口 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭28.3.31

神宮古神宝類 ジングウコシンポウルイ
　玉纒横刀（1口）　　室町初期 　タママキノタチ（１クチ）　ムロマチショキ
　玉纒横刀（1口）　平安～鎌倉 　タママキノタチ（１クチ）　ヘイアン～カマクラ

　雑作横刀（1口）　　　　平安 　クサグサヅクリノタチ（１クチ）　　ヘイアン
　雑作横刀（1口）　　　　鎌倉 　クサグサヅクリノタチ（１クチ）　　カマクラ
　雑作横刀（1口）　　　南北朝 　クサグサヅクリノタチ（１クチ）　　ナンボクチョウ

　鉄鉾身　金銅鏑付（1口）鎌倉 　テツホコノミ　コンドウノカブラツキ（１クチ）　カマクラ

　金銅椯（1基）　　　　　室町 　コンドウノタタリ（１キ）   ムロマチ
　金銅高機　杼付（1基）　　　室町 　コンドウノタカハタ　ヒツキ（１キ）　ムロマチ

　金銅高機架（1基）　　　室町 　コンドウノタカハタカ（１キ）　  ムロマチ
　牡丹文八稜鏡（1面）　　南北朝  ボタンモンハチリョウキョウ（１メン）　 ナンボクチョウ

　装束類布帛本様（3帖）　江戸  ショウゾクルイフハクホンヨウ（３ジョウ）　 エド

8 太刀銘次家 タチメイツグイエ 1口 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭40.5.29
1 紙本墨書光明寺残篇 シホンボクショコウミョウジザンペン 1巻 鎌倉 岩渕3丁目3-11 光明寺 明39.4.14
2 紙本墨書結城宗広並夫人書状 シホンボクショユウキムネヒロナラビニフジンショジョウ 1巻 南北朝 岩渕3丁目3-11 光明寺 明39.4.14
3 古文尚書 コブンショウショ 13巻 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭24.5.30
4 古事記裏書（応永31） コジキウラガキ　（オウエイ31） 1冊 室町 宇治館町1番地 神宮 昭34.12.18
5 古事記上巻（応永33） コジキジョウカン　（オウエイ33） 1冊 室町 宇治館町1番地 神宮 昭34.12.18

日本書紀私見聞（道祥自筆本）（応永33） ニホンショキシケンモン（ドウショウジヒツボン）（オウエイ33）

日本書紀私見聞（春瑜自筆本） ニホンショキシケンモン（シュンユジヒツボン）
7 神宮法楽和歌（霊元天皇以下歴代天皇宸翰） ジングウホウラクワカ（レイゲンテンノウイカレキダイテンノウシンカン） 16巻 江戸 宇治館町1番地 神宮 昭38.7.1
8 度会氏系図（元徳元年） ワタライシケイズ　（ゲントクガンネン） 1巻 鎌倉 宇治館町1番地 神宮 昭44.6.20
9 日本書紀私記（応永35） ニホンショキシキ（オウエイ35） 1冊 室町 宇治館町1番地 神宮 昭46.6.22

皇太神宮儀式帳残巻　1帖 コウタイジングウギシキチョウザンカン　１ジョウ

等由気太神宮儀式帳　1巻 トユケダイジングウギシキチョウ　１カン
2 天養記 テンヨウキ 1巻 平安 宇治館町1番地 神宮 平18.6.9
3 神鳳鈔　附　神鳳鈔（御巫本） ジンポウショウ　ツケタリ　ジンポウショウ　（ミカンナギボン） 1冊 室町 宇治館町1番地 神宮 平19.6.8
4 氏経卿神事記 ウジツネキョウシンジキ 1冊 室町 宇治館町1番地 神宮 平22.6.29
5 氏経卿引付 ウジツネキョウヒキツケ 7冊 室町 宇治館町1番地 神宮 平22.6.29
1 陶経筒（治承2） トウキョウヅツ　（ジショウ２） 1口 平安 岡本2丁目10-80 世義寺 大2.4.14
2 据台付子持𤭯（福岡県早良郡金武村羽根土古墳出土） スエダイツキコモチハソウ（フクオカケンサワラグンカナタケムラハネドコフンシュツド） 1口 古墳 宇治館町1番地 神宮 昭34.6.27
3 金銅透彫金具（静岡県浜名郡浜北町大字根堅出土） コンドウスカシボリカナグ（シズオカケンハマナグンハマキタチョウオオアザネガタシュツド） 1枚 古墳 宇治館町1番地 神宮 昭35.6.9

渋川春海天文関係資料　12種 シブカワシュンカイテンモンカンケイシリョウ　12シュ

　天文瓊統自筆本（元禄11） 8冊 　テンモンケイトウジヒツボン（ゲンロク１１）　８サツ

　日本長暦自筆本（貞享2）  2冊 　ニホンチョウレキジヒツボン（ジョウキョウ２）　２サツ

　日本長暦自筆本（元禄6）  2冊 　ニホンチョウレキジヒツボン（ゲンロク６）　２サツ

　日本長暦自筆本（元禄5）　2冊 　ニホンチョウレキジヒツボン　（ゲンロク５）　　　　２サツ

　日本書紀暦考自筆本（内宮奉納本）1冊 　ニホンショキレキコウジヒツボン（ナイクウホウノウボン）　１サツ

　日本書紀暦考自筆本（元禄5） 1冊 　ニホンショキレキコウジヒツボン（ゲンロク５）　１サツ

　両宮御鎮座古暦自筆本（貞享元）1巻 　リョウグウゴチンザコレキジヒツボン（ジョウキョウガン）１カン

　元禄二年七曜御暦自筆本(元禄2)1巻 　ゲンロクニネンシチヨウオンレキ　ジヒツボン（ゲンロク２）１カン

　元禄三年具注暦自筆本（元禄2）1巻 　ゲンロクサンネングチュウレキ　ジヒツボン（ゲンロク２）１カン

　元禄四年具注暦自筆本（元禄3）1巻 　ゲンロクヨネングチュウレキ　ジヒツボン（ゲンロク３）１カン

　天球儀（元禄3）　　　　　1基 　テンキュウギ（ゲンロク３）　　　　　　１キ
　地球儀         　　　　　1基 　チキュウギ　　　　　　　　　　　　　　１キ 平2.6.29追加指定

附　貞享暦儀　　　　　　　 7冊 ツケタリ　ジョウキョウレキギ　７サツ
　　日本古今交食考　　　　 1冊           ニホンココンコウショクコウ　１サツ
　　春海先生実記（延享元） 1冊 シュンカイセンセイジッキ（エンキョウガン）　１サツ

角屋家貿易関係資料　4種 カドヤケボウエキカンケイシリョウ　４シュ
　アジア航海図(羊皮紙著色) 1面 　アジアコウカイズ（ヨウヒシチャクショク）　１メン

　御朱印旗　　　　　　　　 1旒 　ゴシュインキ　　　　　　　　　　　１リュウ
　大湊角屋家旗　　　　　　 1旒 　オオミナトカドヤケハタ　　　　　　１リュウ
　角屋家文書　　　　　　7巻1冊 　カドヤケモンジョ　　　　　　　７カン１サツ

6 室町 宇治館町1番地 神宮 昭37.2.2
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2枚のうち2枚目

国　指　定
名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 指定年月日 件数種別

民

俗

文

化

財
無 1 御頭神事 オカシラジンジ － － 御薗町高向 高向区 昭52.5.17 1件

1 旧豊宮崎文庫 キュウトヨミヤザキブンコ － 江戸 岡本3丁目 伊勢市 大12.3.7
2 旧林崎文庫 キュウハヤシザキブンコ － 江戸 宇治今在家町林崎163番地 神宮 昭29.12.25
3 朝熊山経塚群 アサマヤマキョウヅカグン － 平安 朝熊町字岳 金剛證寺 昭41.4.15
4 離宮院跡 リキュウインアト － 平安 小俣町本町 官舎神社 大13.12.9

名 1 二見浦 フタミウラ － － 二見町江ほか 伊勢市ほか 平18.7.28 1件

名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 選択年月日 備考

1 伊勢の「お木曳き」行事 イセノ「オキヒキ」ギョウジ － 伊勢市 昭41.3.
2 伊勢の「白石持ち」行事 イセノ「シライシモチ」ギョウジ － 伊勢市 昭48.8.
3 一色の翁舞 イッシキノオキナマイ － 一色町 一色町能楽保存会 平6.12.7

名　　　　　　　　称 名称カナ 員数 時代 所　　在　　地 所有者・伝承者・管理者 登録年月日 備考

1 神宮徴古館 ジングウチョウコカン 1棟 明治42 神田久志本町1754-1 神宮 平10.10.9
2 神宮農業館 ジングウノウギョウカン 1棟 明治38 神田久志本町1754-1 神宮 平10.10.9
3 伊勢河崎商人館 主屋 イセカワサキショウニンカン　シュオク 1棟 明治中期 河崎2－25－32 伊勢市
4 伊勢河崎商人館 離れ イセカワサキショウニンカン　ハナレ 1棟 明治中期 河崎2－25－32 伊勢市

5 伊勢河崎商人館 南蔵一 イセカワサキショウニンカン　ミナミグライチ 1棟 慶応3
（1867）

河崎2－25－32 伊勢市

6 伊勢河崎商人館 南蔵二 イセカワサキショウニンカン　ミナミグラニ 1棟 明治25 河崎2－25－32 伊勢市
7 伊勢河崎商人館 南蔵三 イセカワサキショウニンカン　ミナミグラサン 1棟 明治25 河崎2－25－32 伊勢市
8 伊勢河崎商人館 北蔵一 イセカワサキショウニンカン　キタグライチ 1棟 明治中期 河崎2－25－32 伊勢市
9 伊勢河崎商人館 北蔵二 イセカワサキショウニンカン　キタグラニ 1棟 明治中期 河崎2－25－32 伊勢市
10 伊勢河崎商人館 内蔵一 イセカワサキショウニンカン　ウチグライチ 1棟 天保年間 河崎2－25－32 伊勢市

11 伊勢河崎商人館 内蔵二 イセカワサキショウニンカン　ウチグラニ 1棟 天保6
（1835）

河崎2－25－32 伊勢市

12 伊勢河崎商人館 ｻｲﾀﾞｰ検査室 イセカワサキショウニンカン　サイダーケンサシツ 1棟 昭和初期 河崎2－25－32 伊勢市
13 伊勢河崎商人館 応接室及び前室 イセカワサキショウニンカン　オウセツシツオヨビゼンシツ 1棟 大正期 河崎2－25－32 伊勢市
14 伊勢河崎商人館 ｻｲﾀﾞｰろ過施設 イセカワサキショウニンカン　サイダーロカシセツ 1棟 昭和初期 河崎2－25－32 伊勢市
15 近鉄宇治山田駅本屋 キンテツウジヤマダエキホンヤ 1棟 昭和6 岩淵2－1－43 近畿日本鉄道株式会社 平13.11.20
16 麻吉旅館本館 アサキチリョカンホンカン 1棟 江戸末期 中之町109-3 有限会社　麻吉

17 麻吉旅館土蔵 アサキチリョカンドゾウ 1棟 江戸末期 中之町109-3 有限会社　麻吉

18 麻吉旅館聚遠楼 アサキチリョカンジュエンロウ 1棟 江戸末期 中之町111 有限会社　麻吉

19 麻吉旅館名月・雪香之間 アサキチリョカンメイゲツ・セッコウノマ 1棟 江戸末期 中之町109-3 有限会社　麻吉

20 麻吉旅館前蔵 アサキチリョカンマエグラ 1棟 江戸末期 中之町108-2 有限会社　麻吉

21 皇學館大学記念館（旧神宮皇學館大学本館） コウガッカンダイガクキネンカン（キュウジングウコウガッカンダイガクホンカン） 1棟 大正8 神田久志本町1704 学校法人　皇學館 平18.8.3

22 寂照寺金毘羅堂 ジャクショウジコンピラドウ 1棟 天保10
（1839）

中之町101 寂照寺

23 寂照寺観音堂 ジャクショウジカンノンドウ 1棟 江戸末期 中之町101 寂照寺

24 寂照寺山門 ジャクショウジサンモン 1棟 江戸後期 中之町101 寂照寺

25 中山寺本堂 チュウザンジホンドウ 1棟 明暦2
（1656）

勢田町410 中山寺

26 中山寺経蔵 チュウザンジキョウゾウ 1棟 元禄15
（1702）

勢田町410 中山寺

27 中山寺山門 チュウザンジサンモン 1棟 元禄12
（1699）

勢田町410 中山寺

28 麻野館玄関棟 アサノカンゲンカントウ 1棟 明治後期 二見町茶屋537-10 有限会社　麻野館

29 麻野館広間棟 アサノカンヒロマトウ 1棟 昭和初期 二見町茶屋537-10 有限会社　麻野館

30 麻野館土蔵 アサノカンドゾウ 1棟 大正10 二見町茶屋537-10 有限会社　麻野館

31 丸岡家住宅主屋 マルオカケジュウタクシュオク 1棟 慶応2
（1866）

宮町１丁目115 個人

32 丸岡家住宅長屋門及び築地塀 マルオカケジュウタクナガヤモンオヨビツイジベイ 1棟 慶応2
（1866）

宮町１丁目115 個人

33 小西萬金丹本舗店舗兼主屋 コニシマンキンタンホンポテンポケンシュオク 1棟 明治初期 八日市場町８ 個人

34 小西萬金丹本舗内蔵 コニシマンキンタンホンポウチグラ 1棟 明治初期 八日市場町８ 個人

35 小西萬金丹本舗外蔵 コニシマンキンタンホンポソトグラ 1棟 安永8
（1779）

八日市場町７ 個人

36 旧山田郵便局電話分室 キュウヤマダユウビンキョクデンワブンシツ 1棟 大正12
（1923）

本町96-5 西日本電信電話株式会社 令元.9.10

37 星出館主屋 ホシデカンオモヤ 1棟 昭和２
（1927）

河崎二丁目156-3 個人

38 星出館塀 ホシデカンヘイ 1棟 昭和２
（1927）

河崎二丁目156-3 個人

平27.8.4

平27.8.4

平23.7.25

平17.2.9

平13.8.28

平26.4.25

3件無
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念
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1枚のうち1枚目

県　指　定
名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 指定年月日 件数

1 経蔵 キョウゾウ 1棟 江戸 中之町101 寂照寺 昭27.3.13
神宮祭主職舎（旧慶光院） ジングウサイシュショクシャ（キュウケイコウイン）

　勝手所 　カッテドコロ
　表門 　オモテモン

3 大五輪の五輪塔 オオゴリノゴリントウ 1基 南北朝～室町 楠部町字大五輪115 個人 平23.3.10
1 紙本著色伊勢両宮曼荼羅図 シホンチャクショクイセリョウグウマンダラズ 1幅 江戸 宇治館町1番地 神宮 昭43.3.22
2 紙本著色長谷川等伯筆四季山水図屏風 シホンチャクショクハセガワトウハクヒツシキサンスイズビョウブ 1双 桃山 八日市場町12-14 等観寺 昭57.4.27

一色町の木造能面 イッシキチョウノモクゾウノウメン
附　能装束54点・小道具類22点・鏡板類7点 ツケタリ　ノウショウゾク54テン・コドウグルイ22テン・カガミイタルイ7テン

2 木造愛染明王坐像 モクゾウアイゼンミョウオウザゾウ 1躯 鎌倉 岡本2丁目10-80 世義寺 昭33.1.20
3 木造阿弥陀如来坐像 モクゾウアミダニョライザゾウ 1躯 平安 岩渕3丁目3-11 光明寺 昭35.5.17
4 獅子頭（永禄2） シシガシラ（エイロク２） 1躯 室町 豊川町274 茜社 昭57.4.27

5 木造阿弥陀如来坐像 モクゾウアミダニョライザゾウ 1躯 平安 二見町三津787番地 明星寺 昭30.4.7

6 木造薬師如来坐像 モクゾウヤクシニョライザゾウ 1躯 平安 宮後3丁目7-7 養草寺 平18.3.17

7 木造聖観音菩薩立像 モクゾウショウカンノンボサツリュウゾウ 1躯 鎌倉 中之町101 寂照寺 平21.3.11

8 木造薬師如来坐像 モクゾウヤクシニョライザゾウ 1躯 平安 楠部町2012-1 心證寺 平21.3.11

工 1 雲版 ウンパン 1口 室町 八日市場町12-14 等観寺 昭52.3.28 1件
紙本墨書大般若経 シホンボクショダイハンニャキョウ
附　経櫃6個　帙箱60個 ツケタリ　キョウビツ６コ　チツバコ60コ

2 紙本墨書荒木田守武連歌等稿本類 シホンボクショアラキダモリタケレンガトウコウホンルイ 32点 室町 宇治館町1番地 神宮 昭52.3.28
紙本墨書神道五部書の内 シホンボクショシントウゴブショノウチ
　伊勢二所皇太神御鎮座伝記1巻 　イセニショコウタイシンゴチンザデンキ　１カン

　豊受皇太神御鎮座本紀　　1巻 　トヨウケコウタイシンゴチンザホンキ　１カン
　天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記 1巻 アマテラシマスイセニショコウタイジングウゴチンザシダイキ　１カン

4 紙本墨書大般若経 シホンボクショダイハンニャキョウ 200帖 平安
（997）

二見町松下 松下区 昭29.4.1

1 紙本墨書光明寺文書 シホンボクショコミョウジモンジョ 3巻 鎌倉～桃山 岩渕3丁目3-11 光明寺 昭35.5.17
紙本墨書御塩殿文書 シホンボクショミシオデンモンジョ
附　荒木田氏顕書写御塩殿古文書　1巻 ツケタリ　アラキダウジアキショシャミシオデンコモンジョ　１カン

　　 二見郷刀祢職譲状ほか　1巻 　　フタミウゴウトネシキユズリジョウホカ　１カン

3

大湊古文書
　廻船造船関係類
　堤防関係類
　会所関係類
　会所日記、神社、御木曳関係類
　鳥羽氏寄贈文書

オオミナトコモンジョ
　カイセンゾウセンカンケイルイ
　テイボウカンケイルイ
　カイショカンケイルイ
　カイショニッキ、ジンジャ、オキヒキカンケイルイ
　トバシキゾウモンジョ

1,420
点

室町～近代 大湊町 大湊町振興会
昭55.3.31
平20.3.19種別・
員数変更、追加指
定

1 木簡（柚井遺跡出土2号） モッカン（ユイイセキシュツド２ゴウ） 1点 平安 神田久志本町1704 皇學館大学 平12.3.17
2 弥生土器広口壺（三津遺跡出土） ヤヨイドキヒロクチツボ（ミツイセキシュツド） 1点 弥生 二見町三津 個人 平16.3.17

有 1 紙本著色熊野観心十界曼荼羅 シホンチャクショククマノカンシンジュカイマンダラ 1幅 江戸 小俣町元町753 浄土寺 平3.10.23 1件
1 馬瀬の狂言 マゼノキョウゲン － － 馬瀬町 馬瀬狂言保存会 昭38.1.11
2 円座の羯鼓踊 エンザノカンコオドリ － － 円座町 羯鼓踊保存会 昭39.10.16
3 佐八の羯鼓踊 ソウチノカンコオドリ － － 佐八町 若衆組 昭39.10.16
4 猿田彦神社の御田祭 サルタヒコジンジャノオミタ － － 宇治浦田町 猿田彦神社 昭46.3.17
5 伊勢神宮の御田祭 イセジングウノオミタ － － 楠部町 神宮 昭46.3.17
6 東大淀の御頭神事 ヒガシオイズノオカシラシンジ － － 東大淀町 東大淀町会 昭52.3.28
7 和谷式神楽 ワヤシキシンガク － － 一色町 一色町能楽保存会 平3.3.26

1 宮川堤 ミヤガワツツミ － － 中島町、宮川町 伊勢市
（管理協力　宮川保勝会）

昭12.6.30

2 二見浦 フタミウラ － － 二見町茶屋 伊勢市ほか 昭11.1.22
1 鷲嶺の水穴 シュウレイノミズアナ － － 矢持町下村字古屋577-1 下村区 昭40.12.9
2 覆盆子洞（いちごどう） イチゴドウ － － 矢持町菖蒲字冷水204 菖蒲区 昭43.3.18
3 松下社の大クス マツシタシャノオオクス － － 二見町松下1346番地 松下社 昭12.12.10

彫 8件

3件

一色町室町～江戸

2件
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神宮 平9.3.6

昭54.3.23

平4.2.21
平6.3.9追加指定

昭30.4.7599帖

宇治浦田1丁目1-29

鎌倉 村松町3899

3件

4件

3件

2件

2件

7件

昭44.3.28

3巻

41面

2

1

2 神宮2巻 平安～江戸 宇治館町1番地



2枚のうち1枚目
名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 指定年月日 件数

1 御師邸門 オンシテイモン 1棟 江戸 楠部町19-12 神宮 昭33.12.22

2 極楽橋 ゴクラクバシ 1基 桃山～江戸 朝熊町字岳 金剛證寺 平24.9.24
1 月僊筆富士の図 ゲッセンヒツフジノズ 1幅 江戸 昭33.12.22

2 月僊筆仏涅槃図 ゲッセンヒツブツネハンズ 1幅 江戸 昭33.12.22

3 絹本著色仏涅槃図 ケンポンチャクショクブツネハンズ 1幅 鎌倉 昭33.12.22

4 絹本著色十三仏画像 ケンポンチャクショクジュウサンブツガゾウ 1幅 室町 昭33.12.22

5 絹本著色当麻曼荼羅図 ケンポンチャクショクタイママンダラズ 1幅 江戸 久世戸町96 本誓寺 昭33.12.22

6 絹本著色結城宗広肖像図 ケンポンチャクショクユウキムネヒロショウゾウズ 1幅 江戸 岩渕3-3-11 光明寺 昭33.12.22

7 十六善神画像 ジュウロクゼンシンガゾウ 1幅 鎌倉 岩渕3-3-11 光明寺 平16.3.1
8 絹本観経曼荼羅 ケンポンカンギョウマンダラ 1幅 室町 小俣町元町753 浄土寺 昭30.6.10
1 舞楽面　蘭陵王 ブガクメン　ランリョウオウ 1面 鎌倉 昭33.12.22

2 舞楽面　退走徳 ブガクメン　タイソウトク 1面 平安 昭33.12.22

3 舞楽面　納曽利 ブガクメン　ナソリ 1面 平安 昭33.12.22

4 木造十一面観音立像 モクゾウジュウイチメンカンノンリュウゾウ 1躯 平安 岡本2-10-80 世義寺 昭33.12.22

5 獅子頭 シシガシラ 1口 室町 吹上1-2-6 世木神社 昭33.12.22

6 獅子頭 シシガシラ 1口 桃山 八日市場町12-10 坂社 昭39.3.19
7 獅子頭 シシガシラ 1口 室町 岩渕1-14-25 箕曲中松原神社 昭48.12.5
8 木造不動明王立像 モクゾウフドウミョウオウリュウゾウ 1躯 室町 吹上2-6-12 不動院 昭40.5.1
9 木造地蔵菩薩坐像 モクゾウジゾウボサツザゾウ 1躯 室町 柏町525 真福寺 昭40.5.1
10 木造薬師如来坐像 モクゾウヤクシニョライザゾウ 1躯 平安 岡本2-10-80 世義寺 昭48.12.5
11 木造勢至菩薩立像 モクゾウセイシボサツリュウゾウ 1躯 平安 岩渕3-3-11 光明寺 昭61.7.3
12 阿弥陀如来立像 アミダニョライリュウゾウ 1躯 鎌倉 宮後3丁目7-7 養草寺 平16.3.1
13 木造不動明王立像 モクゾウフドウミョウオウリュウゾウ 1躯 平安 二見町三津787番地 明星寺 平7.3.1
14 木造毘沙門天立像 モクゾウビシャモンテンリュウゾウ 1躯 平安 二見町三津787番地 明星寺 平7.3.1
15 木造阿弥陀如来坐像 モクゾウアミダニョライザゾウ 1躯 平安～鎌倉 小俣町元町753 浄土寺 昭30.6.10
16 木造阿弥陀如来立像 モクゾウアミダニョライリュウゾウ 1躯 室町 小俣町元町1092-1 無量寺 昭30.6.10
17 木造阿弥陀如来坐像 モクゾウアミダニョライザゾウ 1躯 鎌倉 小俣町元町1211 慶蔵院 平1.6.8
18 木造不動明王立像 モクゾウフドウミョウオウリュウゾウ 1躯 鎌倉 浦口3-1-29 法住院 平22.9.22
19 木造薬師如来立像 モクゾウヤクシニョライリュウゾウ 1躯 平安 中村町893 中村町共有財産自治会 平22.9.22

20 橋本平八作片履達磨像 ハシモトヘイハチサクヘンリダルマゾウ 1躯 大正
（1925） 朝熊町1212 永松寺 平26.9.25

1 厨子 ズシ 1基 桃山 八日市場町12-14 等観寺 昭33.12.22

2 六字名号板碑（明応10年銘） ロクジミョウゴウイタビ（メイオウ10ネンメイ） 1基 室町 二俣1-10-4 玄忠寺 昭33.12.22

3 六地蔵石幢（大永6年銘） ロクジゾウセキドウ（タイエイ６ネンメイ） 1基 室町 鹿海町墓地 鹿海町 昭33.12.22

4 鰐口 ワニグチ 1口 室町 朝熊町公民館 朝熊町 昭40.5.1
5 六地蔵石幢（大永8年銘） ロクジゾウセキドウ（タイエイ８ネンメイ） 1基 室町 神久4-7-26 神久町 昭40.5.1
6 孔雀文磬・磬架 クジャクモンケイ・ケイカ 1組 桃山 浦口3-1-29 法住院 昭48.12.5
7 宇治橋供養塔 ウジバシクヨウトウ 1基 桃山 宇治浦田町　今北山墓地 宇治浦田町 昭48.12.5

8 光明寺境内石塔群 コウミョウジケイダイセキトウグン 6基 南北朝
～室町 岩渕3-3-11 光明寺 昭54.2.1

9 六字名号板碑（大永5年銘） ロクジミョウゴウイタビ（タイエイ５ネンメイ） 1基 室町 大世古墓地 個人 昭54.2.1
10 阿弥陀三尊種子碑（元亀３年銘） アミダサンゾンシュジヒ（ゲンキ３ネンメイ） 1基 室町 二見町江1659番地 太江寺 平7.12.22
11 大五輪塔（永正４年銘） ダイゴリントウ（エイショウ４ネンメイ） 1基 室町 二見町西 西区 平7.3.1

12 六字名号日待供養塔 ロクジミョウゴウヒマチクヨウトウ 1基 安土桃山
（1586） 二見町西 西区 平7.3.1

13 中小俣六地蔵石幢（大永３年銘） ナカオバタロクジゾウセキドウ（タイエイ３ネンメイ） 1基 室町 小俣町中小俣自治区内 中小俣自治区 昭30.6.10
14 下小俣庚申碑（天正19年銘） シモオバタコウシンヒ（テンショウ19ネンメイ） 1基 安土桃山 小俣町下小俣自治区内 下小俣自治区 昭30.6.10
15 湯田六地蔵石幢(元禄13年銘） ユタロクジゾウセキドウ（ゲンロク13ネンメイ） 1基 江戸 小俣町湯田自治区内 湯田自治区 昭32.9.10
16 掛橋六字名号塔 カケハシロクジミョウゴウトウ 1基 室町 小俣町掛橋自治区内 掛橋区 昭32.9.10
17 三猿庚申塔 サンエンコウシントウ 1基 室町 辻久留3丁目 個人 平19.7.31
18 左衛門太郎六字名号碑（文明17年銘） サエモンタロウロクジミョウゴウヒ（ブンメイ17ネンメイ） 1基 室町 中村町 中村墓地 中村町共有財産自治会 平24.9.24
19 風宮十三仏石塔（天正18年銘） カゼノミヤジュウサンブツセキトウ（テンショウ18ネンメイ） 1基 安土桃山 宇治浦田町　今北山墓地 個人 平25.6.17
1 一切経 イッサイキョウ 1括 江戸 中之町101 寂照寺 昭33.12.22

2 宋版大般若経 ソウバンダイハンニャキョウ 104冊 北宋 円座町1502 正覚寺 昭48.12.5

3 大般若経 ダイハンニャキョウ 430冊 奈良
～南北朝 中村町893 中村町共有財産自治会 昭48.12.5

4 中臣祓注抄 ナカトミノハラエチュウショウ 1冊 南北朝 宇治館町1 神宮 昭55.12.20
5 和歌色葉集抜書 ワカイロハシュウヌキガキ 1冊 室町 昭55.12.20
6 梵燈庵主返答書 ボントウアンシュヘントウショ 1冊 室町 昭55.12.20

7 敬白牛頭天王儀軌之事 ケイハクゴズテンノウギキノコト 1巻 江戸
（1620）

二見町松下 松下区 平7.12.22

8 太江寺観音堂建立之勧進帳 タイコウジカンノンドウコンリュウノカンジンチョウ 1巻 江戸
（1635）

二見町江1659番地 太江寺 平7.12.22

9 五部大乗経 ゴブダイジョウキョウ 200帖 南北朝
（1390）

二見町三津 三津区 平7.3.1

10 海水浴開典祝文　全16通 カイスイヨクカイテンシュクブン　ゼン16ツウ 16通 明治
（1882）

二見町江 江区 平15.10.30

1 神風館資料 シンプウカンシリョウ 1括 江戸 宇治中之切町 個人 昭33.12.22

2 伏見天皇口宣案（永仁6年） フシミテンノウクゼンアン（エイニン６ネン） 1帖 鎌倉後 岩渕3丁目3-11 光明寺 昭61.7.3
3 田丸中務寄進状 タマルナカツカサキシンジョウ 1通 安土桃山 小俣町元町1092-1 無量寺 昭30.6.10
4 離宮、八王子神主宛稲場大夫寄進状 リキュウ、ハチオウジカンヌシアテイナバタイフキシンジョウ 1通 江戸 小俣町本町1446 官舎神社 平1.6.8
5 離宮神主中宛藤堂和泉守寄進状 リキュウカンヌシチュウアテトウドウイズミノカミキシンジョウ 1通 江戸 小俣町本町1446 官舎神社 平1.6.8
6 掃守某畠地売券 カニモリナニガシハタチバイケン 1通 平安末 神田久志本町1704 皇學館大学 令3.11.29
1 丸山古墳出土品 マルヤマコフンシュツドヒン 1括 古墳 中村町893 中村町共有財産自治会 昭48.12.5
2 菩提山神宮寺　曼陀羅石 ボダイセンジングウジ　マンダライシ 1基 － 中村町 中村墓地 中村町共有財産自治会 昭54.2.1
3 籾塔 モミトウ 1口 － 八日市場町12-14 等観寺 昭54.2.1
4 南山古墳出土品 ミナミヤマコフンシュツドヒン 1括 古墳 岩渕1丁目7-29 伊勢市 昭55.12.20

5 蓮台寺滝ノ口経塚群出土品 レンダイジタキノクチキョウヅカグンシュツドヒン 1括 平安～鎌倉 岩渕1丁目7-29 伊勢市 平16.3.31
6 蓮台寺瑞花双鳳文八稜鏡 レンダイジズイカソウホウモンハチリョウキョウ 1面 平安 神田久志本町1754-1 神宮 平25.6.17
7 安養寺跡出土品 アンヨウジアトシュツドヒン 1括 平安末～鎌倉 岩渕1丁目7-29 伊勢市 平26.9.25

1 二見浦浴場石表 フタミウラヨクジョウセキヒョウ 1基 明治
（1884）

二見町茶屋 伊勢市 平7.12.22

2 花房志摩守供養碑 ハナブサシマノカミクヨウヒ 1基 江戸
（1641）

二見町西 西区 平7.3.1

3 中村左洲筆塚 ナカムラサシュウフデヅカ 1基 昭和
（1956）

二見町今一色 高城神社 平7.12.22

4
杉木普斎作茶杓
附 共筒2個　共箱1個

スギキフサイサクチャシャク
ツケタリ　トモヅツ２コ　　トモバコ１コ

4本 江戸 一志町 個人 平22.9.22

5 旧市川造船所資料（船舶設計図面） キュイチカワゾウセンショシリョウ（センパクセッケイズメン） 911葉 明治～昭和 岩渕1丁目7-29 伊勢市 令2.8.24
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2枚のうち2枚目
名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 指定年月日 件数

市　指　定
種別

有 1 不断念仏講札額 フダンネンブツコウサツガク 9面 江戸 久世戸町96 本誓寺 平24.9.24 1件
1 能楽（能面・能衣装） ノウガク（ノウメン・ノウイショウ） － － 一色町 一色町 昭33.12.22

2 能楽（能面・能衣装） ノウガク（ノウメン・ノウイショウ） － － 通町 通町 昭33.12.22

3 獅子舞 シシマイ － － 村松町 村松町 昭33.12.22

4 鹿海町の河崎音頭 カノミチョウノカワサキオンド － － 鹿海町 河崎音頭保存会 昭40.5.1
5 伊勢のお木曳行事 イセノオキヒキ　ギョウジ － － 昭40.7.1
6 伊勢のお白石持行事 イセノオシライシモチギョウジ － － 昭48.7.27
7 神前普請 コウザキブシン － 江戸 二見町松下 松下区 平7.3.1
8 松下弓祭 マツシタユミマツリ － 江戸 二見町松下 松下区 平7.12.22
9 箕獅子舞 ミジシマイ － 江戸 二見町西 西区 平7.3.1
10 小林大念仏かんこ踊り オハヤシダイネンブツカンコオドリ － － 御薗町小林 小林区 昭46.8.1
11 上條大念仏かんこ踊り カミジョウダイネンブツカンコオドリ － － 御園町上條 上條区 昭46.8.1
12 中小俣かんこ踊り ナカオバタカンコオドリ － － 小俣町中小俣 中小俣かんこ踊り保存会 昭30.6.10
13 下小俣かんこ踊り シモオバタカンコオドリ － － 小俣町下小俣 下小俣かんこ踊り保存会 平元.6.8
14 共敬かんこ踊り キョウケイカンコオドリ － － 小俣町共敬 共敬社 平元.6.8
15 官舎神社獅子舞 カンシャジンジャシシマイ － － 小俣町 官舎神社獅子舞保存会 平元.6.8
16 掛橋御頭舞 カケハシオカシラマイ － － 小俣町掛橋 掛橋御頭舞保存会 平元.6.8
17 朝熊町の河崎音頭 アサマチョウノカワサキオンド － － 朝熊町 朝熊町河崎音頭保存会 令2.8.24
1 高倉山古墳 タカクラヤマコフン － 古墳 豊川町 神宮 昭48.12.5
2 米山新田 ヨネヤマシンデン － － 円座町 円座町 昭48.12.5
3 南山古墳 ミナミヤマコフン － 古墳 鹿海町字南山866-2 中部電力株式会社 昭55.12.20

4 山田奉行所跡 ヤマダ（ヨウダ）ブギョウショアト － 江戸 御薗町小林399番地2 伊勢市 昭46.8.1

5 境楠 サカイグス － －
伊勢市中島１丁目・
宮川２丁目

国有地（楠奉賛会） 令元.7.25

1 蓮台寺柿 レンダイジガキ － － 勢田町 勢田町蓮台寺区 昭33.12.22

2 おがたまの木 オガタマノキ － － 矢持町下村 個人 昭48.12.5
3 オヤネザクラ（お屋根桜） オヤネザクラ 2本 － 岡本3　旧豊宮崎文庫内 伊勢市 昭61.7.3
4 旭町のアイナシ アサヒチョウノアイナシ 1本 － 旭町401 個人 平元.3.3
5 臥竜梅 ガリュウバイ － － 御薗町新開387番地1 新開臥竜梅保存会 昭46.8.1
6 弥栄の松 イヤサカノマツ 1株 － 大湊町1062-6 日保見山八幡宮 平21.5.1
7 浅間堤のケヤキ センゲンテイノケヤキ 1本 － 中島2丁目 松井孫右衛門顕彰会 令5.1.23

名称 名称カナ 員数 時代 所在地 所有者・伝承者・管理者 選択年月日 備考

民俗文化財 無 1 伊勢音頭 イセオンド － － 伊勢市 特定せず 平31.2.14 1件

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（選択無形民俗文化財）
種別

史

無 17件

伊勢市 伊勢市奉献連合会
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