
令和３年５月１１日

  市民文教委員会

文化財課

市の指定文化財等について

１ 浜松市指定文化財の指定 

  浜松市文化財保護条例第 4 条第 3 項に基づき、候補 1 件の指定について浜松市文化財保護

審議会へ諮問した結果、同条例第 44 条の規定により指定された。 

 名称等    ジェームズ・ペイトン号遭難事件関係資料 

  一、器物類    4 口、2 本、1 合、1 面 

  一、文書・記録類 19 冊、14 通、5枚 

 種 別    浜松市指定有形文化財（歴史資料） 

所有者    個人 

 年 代    明治時代 

 指定年月日  令和 3 年 3月 23 日 

２ 静岡県指定文化財の指定 

  静岡県文化財保護審議会での審議・議決を経て、静岡県知事に答申された 

結果、静岡県指定有形文化財に指定された。          
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 種 別    静岡県指定有形文化財（工芸品） 

 所有者    浜松市（浜松市博物館） 

 年 代    室町時代前期（南北朝時代） 

 指定年月日  令和 3 年 4月 2 日 

３ 浜松地域遺産の認定 

  浜松地域遺産認定制度実施要綱に基づき、市民団体等から提出された推薦書をもとに 

「浜松地域遺産」を認定した。 

 認定数      147 件 

 認定年月日    令和 3年 3 月 22 日 

 ※認定の詳細は別紙のとおり 



№ 区 町名等 名称 種別 所有者等 備考
1 中区 肴町 不二丘料理店主屋 建造物 個人 要事前連絡
2 中区 肴町 間淵商店主屋 建造物 株式会社間渕商店 見学不可(非公開)
3 中区 肴町 三米商店主屋 建造物 株式会社三米商店 要事前連絡
4 中区 肴町 林麹製造所土蔵 建造物 個人 要事前連絡
5 西区 舘山寺町 舘山寺町愛宕神社社殿 建造物 愛宕神社
6 北区 細江町気賀 岩根薬師堂 建造物 岩根振興会
7 浜北区 平口 平口足立家石蔵 建造物 個人
8 浜北区 西美薗 金子家石蔵 建造物 個人
9 天竜区 横山町 竜川地区忠霊塔 建造物 八幡神社
10 天竜区 西雲名～小川 雲名秋葉橋 建造物 浜松市
11 天竜区 春野町領家 領家秋葉橋 建造物 浜松市
12 天竜区 春野町領家 九里橋 建造物 浜松市
13 天竜区 春野町堀之内 若身橋 建造物 浜松市
14 浜北区 内野台一丁目 正壽院絵図 絵画 正壽院
15 中区 肴町 大安寺阿弥陀如来像 彫刻 大安寺 要事前連絡、撮影不可
16 西区 舘山寺町 舘山寺聖観音像 彫刻 舘山寺
17 浜北区 平口 不動寺今光明経塔 彫刻 不動寺
18 北区 初生町 兵藤家文書 古文書 個人 旧神宮寺村
19 浜北区 内野台一丁目 徳川将軍家朱印状写 古文書 正壽院
20 東区 薬師町 薬師町八柱神社社額 書跡・典籍 個人 2点
21 北区 細江町気賀 長楽寺扁額(独湛筆) 書跡・典籍 長楽寺 2点
22 天竜区 佐久間町浦川 浦川学校扁額(榎本武揚筆) 書跡・典籍 浜松市立浦川小学校
23 中区 肴町 不二丘料理店関係資料 歴史資料 個人 貸出不可
24 中区 肴町 天ぷらの桝形関係資料 歴史資料 日本料理浜松枡形 要事前連絡
25 中区 肴町 松作商店関係資料 歴史資料 個人 要事前連絡
26 中区 肴町 林麹製造所関係資料 歴史資料 個人 要事前連絡
27 中区 肴町 伊東商店関係資料 歴史資料 個人 要事前相談
28 中区 肴町 弁いち関係資料 歴史資料 個人 貸出不可
29 西区 雄踏町宇布見 賀茂鞆音墓碑 歴史資料 神道会
30 南区 青屋町 御嶽大神碑 歴史資料 個人
31 南区 堤町 堤村地券下図 歴史資料 個人
32 北区 三ヶ日町三ヶ日 内山牛松関係資料 歴史資料 個人
33 北区 三ヶ日町三ヶ日 日野屋関係資料 歴史資料 個人 一部展示中
34 浜北区 内野台一丁目 八王子千人隊の墓碑 歴史資料 正壽院
35 浜北区 平口 姥ヶ谷の半僧坊里程石 歴史資料 個人
36 浜北区 平口 姥ヶ谷の道標 歴史資料 (公開不可) 非公開
37 浜北区 平口 姥ヶ谷植林記念碑 歴史資料 個人
38 浜北区 平口 平口の道標群 歴史資料 （各地一括）
39 浜北区 北浜地区 北浜の道標群 歴史資料 （各地一括）
40 浜北区 中瀬 中瀬畜産祭り関係資料 歴史資料 中瀬郷土史の会
41 浜北区 中瀬 第1回全日本豚共進会記念碑 歴史資料 個人
42 浜北区 中瀬 中瀬大平の道標 歴史資料 中瀬3区自治会
43 浜北区 根堅 根堅の道標群 歴史資料 （各地一括）
44 浜北区 根堅 山下青厓記徳碑 歴史資料 岩水寺
45 浜北区 宮口 宮口の道標群 歴史資料 （各地一括）
46 浜北区 東美薗 東美薗の道標 歴史資料 個人
47 天竜区 大谷 二俣諏訪神社祭典記録 歴史資料 浜松市 一般の閲覧不可
48 天竜区 二俣町二俣 清瀧寺寺領絵図 歴史資料 個人 個人宅での公開不可
49 天竜区 春野町堀之内 高札(五榜の掲示第五札) 歴史資料 個人 写真の二次利用不可
50 西区 舞阪町舞阪 岐佐神社の赤猪石(あかいし) 有形民俗文化財 宗教法人岐佐神社
51 浜北区 内野 真光寺の烏枢沙摩明王像 有形民俗文化財 真光寺
52 浜北区 内野 真光寺の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 真光寺
53 浜北区 内野 内野小島の如意輪観音像 有形民俗文化財 内野小島町内会
54 浜北区 内野 福王寺の北向観音堂 有形民俗文化財 福応寺
55 浜北区 内野 内野小島の三十三観音像 有形民俗文化財 内野小島町内会
56 浜北区 内野 内野小島の阿弥陀如来像 有形民俗文化財 内野小島町内会
57 浜北区 内野台一丁目 正壽院の一字一石塔 有形民俗文化財 正壽院
58 浜北区 平口 平口新田の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 平口新田自治会
59 浜北区 平口 徳生寺の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 徳生寺 （いたずら地蔵）
60 浜北区 平口 西福寺の弁財天像 有形民俗文化財 西福寺
61 浜北区 平口 不動寺の松尾芭蕉句碑 有形民俗文化財 不動寺
62 浜北区 平口 平口新田の観音堂及び六地蔵堂 有形民俗文化財 平口新田自治会
63 浜北区 平口 平口の馬頭観音像 有形民俗文化財 （各地一括）
64 浜北区 平口 平口新田の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財 平口新田自治会
65 浜北区 寺島 大伝寺の弘法大師像 有形民俗文化財 大伝寺
66 浜北区 北浜地区 北浜の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
67 浜北区 北浜地区 北浜の馬頭観音像群 有形民俗文化財 （各地一括）
68 浜北区 中条 中条の山の神像 有形民俗文化財 個人
69 浜北区 上島 上島の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財 上島自治会
70 浜北区 中瀬 中瀬の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
71 浜北区 中瀬 中瀬の石仏 有形民俗文化財 個人
72 浜北区 中瀬 中瀬の弘法大師像 有形民俗文化財 個人
73 浜北区 北浜地区 四塔の観音堂及び道標 有形民俗文化財 個人
74 浜北区 中瀬 中瀬の馬頭観音像 有形民俗文化財 個人
75 浜北区 中瀬 中瀬の延命地蔵像 有形民俗文化財 個人
76 浜北区 中瀬 中瀬の観音菩薩像 有形民俗文化財 個人
77 浜北区 中瀬 中瀬の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 個人
78 浜北区 於呂 於呂のごうりん様 有形民俗文化財 赤佐４区自治会

（別紙）令和２年度認定 浜松地域遺産一覧表



№ 区 町名等 名称 種別 所有者等 備考
79 浜北区 赤佐地区 赤佐の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
80 浜北区 根堅 根堅の馬頭観音像 有形民俗文化財 個人
81 浜北区 根堅 根堅の双体道祖神像 有形民俗文化財 岩水寺
82 浜北区 根堅 根堅の耳足地蔵像 有形民俗文化財 六所神社
83 浜北区 根堅 根堅の大原御前祠 有形民俗文化財 個人
84 浜北区 根堅 岩水寺の松島十湖句碑 有形民俗文化財 岩水寺
85 浜北区 根堅 岩水寺の賀茂真淵歌碑 有形民俗文化財 岩水寺
86 浜北区 根堅 岩水寺の松尾芭蕉句碑 有形民俗文化財 岩水寺
87 浜北区 尾野 尾野の馬頭観音像 有形民俗文化財 尾野の昔を語る会
88 浜北区 尾野 養徳寺地蔵堂の石仏 有形民俗文化財 養徳寺
89 浜北区 宮口 宮口の馬頭観音像 有形民俗文化財 個人
90 浜北区 宮口 宮口の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財 （各地一括）
91 浜北区 宮口 藤村観音堂の石仏 有形民俗文化財 個人
92 浜北区 堀谷 堀谷洞窟の不動明王像 有形民俗文化財 堀谷町内会
93 浜北区 堀谷 堀谷の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財 堀谷町内会
94 浜北区 堀谷 堀谷の馬頭観音像 有形民俗文化財 堀谷町内会
95 浜北区 西美薗 西美薗の延命地蔵像 有形民俗文化財 西美薗大上自治会
96 浜北区 西美薗 西美薗の常盤稲荷堂 有形民俗文化財 西美薗大上自治会
97 浜北区 東美薗 東美薗の不動堂 有形民俗文化財 個人
98 浜北区 竜南 竜南の地蔵菩薩像 有形民俗文化財 個人
99 浜北区 八幡 八幡庚申堂の石仏 有形民俗文化財 個人
100 浜北区 上善地 上善地の青面金剛童子像 有形民俗文化財 上善地自治会
101 天竜区 春野町堀之内 行者山の役行者像 有形民俗文化財 犬居自治会
102 天竜区 春野町堀之内 瑞雲院の龕(がん) 有形民俗文化財 宗教法人瑞雲院 要事前連絡
103 天竜区 春野町堀之内 静修地区の龕(がん) 有形民俗文化財 意昌庵
104 天竜区 春野町和泉平 和泉平地区の龕(がん) 有形民俗文化財 和泉平自治会
105 天竜区 春野町筏戸大上 筏戸大上地区の龕(がん) 有形民俗文化財 筏戸組
106 天竜区 春野町花島 花島地区の龕(がん) 有形民俗文化財 個人
107 天竜区 春野町宮川 宮川里原地区の龕(がん) 有形民俗文化財 個人
108 天竜区 春野町豊岡 春野町豊岡篠原地区の龕(がん) 有形民俗文化財 春野町篠原自治会
109 天竜区 春野町豊岡 春野町豊岡野尻地区の龕(がん) 有形民俗文化財 春野町野尻自治会
110 中区 肴町 大安寺の酉の市 無形民俗文化財 大安寺
111 西区 舞阪町舞阪 宝珠院の海苔供養祭 無形民俗文化財 宝珠院
112 北区 引佐町井伊谷 井伊谷二宮神社の先囃子 無形民俗文化財 二宮神社
113 天竜区 佐久間町大井 和泉及び鮎釣の神楽 無形民俗文化財 和泉・鮎釣神楽保存会
114 西区 舘山寺町 弘法穴古墳 史跡 舘山寺
115 南区 青屋町 水晶六所神社境内 史跡 六所神社
116 浜北区 平口 平口不動寺境内 史跡 不動寺
117 浜北区 平口 平口八幡神社境内 史跡 平口八幡神社
118 浜北区 中瀬 中瀬ドンボ跡 史跡 個人
119 浜北区 於呂 於呂榊神社境内 史跡 個人
120 浜北区 於呂 於呂八幡神社境内 史跡 赤佐１区自治会
121 浜北区 根堅 人形山３号墳 史跡 個人 入山要許可
122 浜北区 根堅 将軍塚古墳 史跡 岩水寺
123 浜北区 根堅 岩水寺八幡神社境内 史跡 岩水寺
124 浜北区 尾野 高根山古墳 史跡 個人
125 浜北区 堀谷 堀谷六所神社境内 史跡 堀谷町内会
126 浜北区 堀谷 堀谷荒 (あらはばき)神社境内 史跡 堀谷町内会
127 浜北区 堀谷 堀谷清水井戸跡 史跡 堀谷町内会
128 浜北区 根堅 座禅岩 名勝 龍泉寺
129 浜北区 根堅 上臈岩及び御座岩 名勝 静岡県 立入禁止
130 天竜区 春野町豊岡 明神峡 名勝
131 浜北区 根堅 岩水寺鍾乳洞 天然記念物 岩水寺 立入禁止
132 浜北区 根堅 根堅鍾乳洞 天然記念物 岩水寺 立入禁止
133 天竜区 春野町堀之内 堀之内静修のヤマザクラ 天然記念物 浜松市
134 天竜区 春野町堀之内 意昌庵のヤマザクラ 天然記念物 意昌庵
135 天竜区 春野町堀之内 意昌庵のサルスベリ 天然記念物 意昌庵
136 天竜区 春野町大時 大時のシダレザクラ 天然記念物 個人
137 天竜区 龍山町大嶺 白倉諏訪神社のエドヒガンザクラ 天然記念物 白倉諏訪神社
138 天竜区 龍山町大嶺 龍山町平沢のヤマザクラ 天然記念物 浜松市
139 天竜区 佐久間町浦川 浦川小学校のシラカシ 天然記念物 浜松市立浦川小学校
140 浜北区 根堅 根堅石灰窯跡 近代化遺産 個人
141 天竜区 春野町豊岡 旧気田森林鉄道小石間トンネル 近代化遺産 浜松市
142 中区 葵西六丁目 旧萩の原開拓村の区画 文化的景観 葵西自治会
143 天竜区 只来 只来の集落景観 文化的景観 ―
144 北区 都田町 白昭開拓村の区画 文化的景観 白昭自治会
145 北区 三ヶ日町平山 才の神宿場の景観 文化的景観 ―
146 天竜区 二俣町二俣・鹿島 二俣の小路(しょうな)景観 文化的景観 ―
147 中区 肴町 山口屋寿司店のかまど炊き 伝統的生活文化 個人 店外からの見学可、店内不可

令和元年度認定分に追加 

№ 区 町名等 名称 種別 所有者等 備考
1 東区 有玉北町 近世近代浜松関係資料 歴史資料 個人 （令和元年度認定に細目追加）
2 浜北区 中瀬 袖ヶ浦三十三観音霊場 有形民俗文化財 個人 （令和元年度認定に細目追加）


