
令和４年６月 13 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１項及び第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。 

 （１）名 称  絹本著色南渓瑞聞像
けんぽんちゃくしょくなんけいずいもんぞう

 永禄十三年の自賛がある  

（２）員 数  １幅 

 （３）種 別  有形文化財（絵画） 

（４）所有者  宗教法人 龍潭寺 

 （５）年 代  室町時代 

 （６）指定年月日 2022 年３月 24 日 

２ 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。 

 （１）認定数  90 件 

 （２）認定年月日 2022 年３月 23 日 

  ※認定の詳細は別紙のとおり 



2021年度認定　浜松地域遺産一覧表

№ 区名 町名等 名称 種別

1 中区 池町 浜松凧の型紙 有形民俗文化財

2 中区 池町 浜松凧の凧絵 有形民俗文化財

3 中区 松城町 曠原三方 歴史資料

4 中区 ― 浜松の大菊栽培技術 無形文化財

5 東区 上西町 浜松凧の型紙　附　保管箱 有形民俗文化財

6 東区 上西町 浜松凧の凧絵 有形民俗文化財

7 西区 大山町 西大山の初午祭 無形民俗文化財

8 西区 入野町 入野町織布工場 建造物

9 西区 入野町 入野町織物工場 建造物

10 西区 入野町 瀧本家土蔵 建造物

11 西区 舞阪町弁天島 いかり瀬の海浜植物群 天然記念物

12 西区・南区 舞阪町～五島地区 浜松海岸の浜おり 無形民俗文化財

13 南区 堤町 田地売渡証文 歴史資料

14 南区 古川町 旧石川鉄工場の鞴 歴史資料

15 北区 都田町 河西訓導殉職関係資料 歴史資料

16 北区 豊岡町 旧陸軍三方原爆撃演習場視察築山 史跡

17 北区 豊岡町 旧陸軍三方原爆撃演習場掩体壕 建造物

18 北区 初生町 三方原の半僧坊里程石 有形民俗文化財

19 北区 初生町 長池排水壕 史跡

20 北区 初生町 旧陸軍第七航空教育隊正門門柱 歴史資料

21 北区 初生町～三方原町 三方原の中道 近代化遺産

22 北区 三方原町 気賀林顕彰碑 歴史資料

23 北区 三方原町 三方原開拓之碑 歴史資料

24 北区 三方原町 三方原神社の忠魂碑 有形民俗文化財

25 北区 三方原町 四勇士之碑 歴史資料

26 北区 三方原町 三方原の道標 歴史資料

27 北区 三方原町 三方原士族屋敷跡 史跡

28 北区 三方原町 精鎮塚 歴史資料

29 北区 三方原町 三方原大正開墾記念碑 歴史資料

30 北区 三方原町 横田保顕彰碑 歴史資料

31 北区 三方原町 渡辺素夫顕彰碑 歴史資料

32 北区 三方原町 三方原の馬頭観音像 有形民俗文化財

33 北区 東三方町 東三方の道標 歴史資料

34 北区 細江町中川 中川寺の宝篋印塔 有形民俗文化財

35 北区 引佐町西黒田 旧井伊郷の地の神祭祀 無形民俗文化財

36 北区 三ヶ日町本坂 本坂高札場跡 史跡

37 北区 三ヶ日町本坂 本坂の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財

38 浜北区 寺島 中安家土蔵 建造物

39 浜北区 寺島 寺島の半僧坊里程石 有形民俗文化財

40 浜北区 中瀬 八方地蔵尊境内 史跡

41 浜北区 中瀬 貞明皇后中瀬行啓関係資料 歴史資料

42 浜北区 中瀬 中瀬の干し芋 伝統的生活文化

43 浜北区 中瀬 江間猪佐美歌碑 有形民俗文化財

44 浜北区 中瀬 中瀬天神社境内 史跡

45 浜北区 中瀬 並松稲荷神社境内 史跡

46 浜北区 油一色 油一色八幡宮境内 史跡

47 浜北区 油一色 常光院境内 史跡

48 浜北区 貴布祢 須佐之男神社境内 史跡

49 浜北区 貴布祢 貴布祢薬師堂 建造物

50 浜北区 貴布祢 全心坊の地蔵菩薩像 有形民俗文化財

51 浜北区 貴布祢 長泉寺境内 史跡

52 浜北区 貴布祢 長泉寺山門 建造物

53 浜北区 小林 下小林八幡宮境内 史跡

54 浜北区 小林 上小林稲荷神社境内 史跡



№ 区名 町名等 名称 種別

55 浜北区 小林 自徳院境内 史跡

56 浜北区 小林 自徳院の多層塔 有形民俗文化財

57 浜北区 小林 心宝寺境内 史跡

58 浜北区 高畑 八雲神社境内 史跡

59 浜北区 道本 道本の子安堂 建造物

60 浜北区 道本 道本於呂神社境内 史跡

61 浜北区 西美薗 西美薗諏訪神社境内 史跡

62 浜北区 西美薗 素戔之男吾妻神社境内 史跡

63 浜北区 西美薗 多宝院境内 史跡

64 浜北区 沼 沼の地蔵菩薩像 有形民俗文化財

65 浜北区 沼 沼八幡宮境内 史跡

66 浜北区 東美薗 東美薗八幡宮境内 史跡

67 浜北区 東美薗 一林寺境内 史跡

68 浜北区 本沢合 本沢合水神社境内 史跡

69 浜北区 本沢合 龍現寺境内 史跡

70 浜北区 横須賀 横須賀諏訪神境内 史跡

71 天竜区 二俣町鹿島 椎ヶ脇神社本殿 建造物

72 天竜区 二俣町鹿島 椎ヶ脇神社の祭礼関係資料 有形民俗文化財

73 天竜区 二俣町鹿島 伊奈忠次判物 古文書

74 天竜区 二俣町鹿島 椎ヶ脇神社の宝篋印塔 有形民俗文化財

75 天竜区 二俣町鹿島 金貸水神社境内 史跡

76 天竜区 二俣町鹿島 椎ヶ脇神社の神輿渡御 無形民俗文化財

77 天竜区 二俣町鹿島 建部新八郎慕徳碑及び石灯籠 歴史資料

78 天竜区 二俣町鹿島 建部新八郎墓碑 歴史資料

79 天竜区 春野町越木平 民蔵の墓 有形民俗文化財

80 天竜区 春野町気田 秋葉街道の一杯水碑 有形民俗文化財

81 天竜区 春野町砂川 砂川の秋葉山常夜灯 有形民俗文化財

82 天竜区 春野町堀之内 犬居の秋葉山常夜灯群 有形民俗文化財

83 天竜区 春野町堀之内 静修の大日山道標 歴史資料

84 天竜区 春野町堀之内 若身の大日如来像 有形民俗文化財

85 天竜区 春野町堀之内 犬居の道標群 歴史資料

86 天竜区 春野町堀之内 若身鷹尾連の屋台　附　天幕 有形民俗文化財

87 天竜区 春野町宮川 平木の常夜灯 有形民俗文化財

88 天竜区 春野町領家 西領家の庚申堂 有形民俗文化財

89 天竜区 春野町領家 金蔵坊大日如来堂 有形民俗文化財

90 天竜区 佐久間町浦川 相川掘割記念碑 歴史資料

2019年度認定分に追加

№ 区名 町名等 名称 種別

1 東区 有玉北町 近世近代浜松関係資料　※構成要素に18件追加 歴史資料

2020年度認定分に追加

№ 区名 町名等 名称 種別

1 浜北区 東美薗 北浜の秋葉山常夜灯群　※構成要素に1件追加 有形民俗文化財

2020年度認定分の名称等変更

№ 変更内容 認定番号：381（中瀬ドンボ跡）
変更前 中瀬ドンボ跡
変更後 愛さドンボ跡

№ 変更内容 認定番号：361（姥ヶ谷の半僧坊里程石）
変更前 歴史資料
変更後 有形民俗文化財

名称

種別

1

2


