
①　国指定・国選定・国登録・国選択 54 件

区分、名称又は物件 所在地 指定年月日 摘要（年代ほか）

1 　　木造十一面観音立像 城町２（慈眼山仏像収蔵庫） 昭25.8.29 鎌倉時代

2 　　木造兜跋毘沙門天立像 城町２（慈眼山仏像収蔵庫） 昭25.8.29 平安時代後期

3 　　木造毘沙門天立像 城町２（慈眼山仏像収蔵庫） 昭25.8.29 文治３(1187)年の銘

4 　　木造四天王立像 城町２（慈眼山仏像収蔵庫） 昭25.8.29 元亨元年(1321)年の銘

5 　　木造毘沙門天立像 城町２（慈眼山仏像収蔵庫） 昭25.8.29 平安時代後期

6 　　行徳家住宅 夜明関町 昭50.6.23 天保13(1842)年

7 　　大野老松天満社旧本殿 前津江町大野 昭53.5.31 室町時代、三間社流れ造り栩板葺

8 　　旧矢羽田家住宅 大山町西大山 昭57.6.11 江戸後期、別棟形式の民家

9     長福寺本堂 豆田町 平18.7.5 寛文9（1669）年の建造

10     草野家住宅 豆田町 平21.12.8 享保～明治初期の建造

11     吹上遺跡出土品
宇佐市（大分県立歴史博物
館）

平22.6.29
弥生時代中期の武器、貝輪などの副
葬品

1     咸宜園跡 淡窓2 昭7.7.23 江戸後期～明治期にかけての私塾跡

2     穴観音古墳 内河町 昭8.2.28 古墳時代後期

3     廣瀬淡窓旧宅及び墓 中城町・豆田町 昭23.1.14
私塾・咸宜園を主宰 H25.3.27追加
指定・名称変更

4     法恩寺山古墳群 刃連町 昭34.5.13 古墳時代

5     ガランドヤ古墳 石井町3 平5.10.13 古墳時代後期、H24.9.19追加指定

6     小迫辻原遺跡 大字小迫 平8.10.31 弥生～古墳時代

1
    小野川の阿蘇４火砕流堆積物
　　及び埋没樹木群

鈴連町 平23.9.21
約9万年前の阿蘇４火砕流により埋
没

1     耶馬渓(一部) 東羽田町 大12.3.7 S11.7.14追加指定

日田市　指定等文化財一覧表

【重要文化財】

【史跡】

【天然記念物】

【名勝】



1     日田祇園の曳山行事 隈地区・竹田地区・豆田地区 平8.12.20
7月20日以降の土・日曜日
H28　ユネスコ無形文化遺産登録

1     小鹿田焼 源栄町皿山 平7.5.31 ９軒の窯元

1     小鹿田焼の里 源栄町皿山・池ノ鶴地区 平20.3.28 H22.2.22 追加選定

1
    日田市豆田町
　　伝統的建造物群保存地区

豆田町他 平16.12.10 歴史的町並みと伝統的建造物群

1     井上家住宅 　　8件 鶴河内町 平15.1.31 江戸時代後期～大正年間

2 　　岩尾家住宅（旧日本丸製薬所）3件 豆田町 平15.1.31 明治初期～昭和初期

3 　　隈まちづくりセンター黎明館 1件 隈2 平15.1.31 大正5(1916)年建築

4 　　後藤家住宅　　4件 隈2 平20.10.23 主屋は明治20(1887)年建築

5 　　山田家住宅　　4件 隈1 平20.10.23 主屋は文化13(1816)年建築

6 　　宇野家住宅　　1件 高瀬本町 平20.10.23 昭和2(1927)年建築

7 　　長善寺鐘楼門　1件 吹上町 平22.4.28 正徳3(1713)年建築

8 　　老松天満社　　4件 天瀬町 平22.9.10 本殿は明治31(1898)年建築

9 　　井上酒造店舗兼主屋  3件 大字大肥 平28.8.1 大正3(1914)年建築上棟

1     豊後の水車習俗 鈴連町ほか 昭58.12.27 小野谷の水車習俗

2     大原八幡宮の米占い行事 田島町 平11.12.3
粥のカビの状態でその年の豊作等を
占う

【重要無形文化財】

【国選定重要文化的景観】

【国選定重要伝統的建造物群保存地区】

【国登録有形文化財】

【国選択無形民俗文化財】

【重要無形民俗文化財】



②　県指定・県選択 41 件

区分、名称又は物件 所在地 指定年月日 摘要（年代ほか）

1     太刀　銘安綱 豆田町（廣瀬本家） 昭33.3.25 安綱の銘

2     石人（2体） 銭渕町 昭39.2.21 八女市岩戸山古墳出土

3     中村文書 豆田町（廣瀬本家） 昭41.3.22 筑前国怡土庄史料

4     蔵骨器
宇佐市（大分県立歴史博物
館）

昭46.3.23 宇佐虚空蔵寺跡出土

5     軒先丸瓦
宇佐市（大分県立歴史博物
館）

昭46.3.23 宇佐虚空蔵寺跡出土

6     木造阿弥陀如来坐像 大日町 昭47.3.21 応永10(1403)年の銘

7     老松天満社懸仏 前津江町大野 昭49.3.19 平安後期から鎌倉時代

8     金凝神社木造仮面 天瀬町本城 昭50.3.28 天狗、翁、鬼、河童の木製面四躯

9     烏宿神社鰐口 大山町西大山 昭51.3.30
「応年16（1409）年奉納・永正2
（1505）年寄進」銘

10     老松神社銅鉾 日田市埋蔵文化財センター 昭51.3.30 長さ70ｃｍで弥生時代の銅鉾

11     山中薬師堂鰐口 天瀬町出口 昭51.3.30 「享徳2年霜月15日」陰刻銘

12     草三郎大神宮五輪塔婆附角塔婆 天瀬町馬原 昭51.3.30 「貞和3年3月」銘

13     玉来神社神像 天瀬町五馬市 昭54.5.15 鎌倉時代から室町時代に製作

14     森家五部大乗経
宇佐市（大分県立歴史博物
館）

昭55.4.8
櫃に「応永23(1416）年」書体・室
町時代の写本

15     岳林寺木造明極楚俊坐像 北友田1（市立郷土史料館） 昭56.3.31 南北朝時代

16     岳林寺絹本著色仏涅槃図 北友田1（市立郷土史料館） 昭56.3.31 室町時代

17     草野文書 豆田町 昭57.3.30 大友田原氏関係史料

18     日隈神社平縁細線式獣帯鏡 隈２（日田祇園山鉾会館） 昭58.4.12 中国漢代

19     大原八幡宮銅鉾 田島町 昭60.3.29 弥生時代後期

20
    西雉谷笠塔婆附
    石造塔婆(１基）

上津江町上野田 昭60.3.29
「元亀元(1570）年庚牛10月吉日」
銘

21     石井神社銅鉾 隈２（日田祇園山鉾会館） 平1.3.30 弥生時代後期

22     朝日宮ノ原遺跡4号中世墓出土品 日田市埋蔵文化財センター 平7.3.10 青磁碗、湖州鏡など81点

23     ガランドヤ古墳出土品 日田市埋蔵文化財センター 平7.3.10 古墳時代後期

【有形文化財】



1     川原隧道と石畳 天瀬町女子畑川原区 昭51.3.30
江戸末期、新たに築成・隧道長さ52
ｍ

2     石坂石畳道 市ノ瀬町・伏木町 昭62.3.27 嘉永3(1850)年の築造

3     城山古墳 諸留町 平1.3.30 全長29.9ｍの前方後円墳

4     薬師堂山古墳 田島町 平2.3.29 古墳時代中期

5     吹上遺跡 大字小迫 平8.3.29 弥生時代中期

6     朝日天神山古墳 大字小迫 平16.3.30 古墳時代後期の前方後円墳2基

7     永山城跡 丸山２丁目 平28.2.23 江戸時代初期

1     伝来寺庭園 中津江村栃野 昭45.3.31 伝来寺建立以前に築造

1     津江神社のスギと自然林 中津江村合瀬 昭50.3.28 日田杉の元祖

2     高塚愛宕地蔵のイチョウ 天瀬町馬原 昭51.3.30 雄株で大小20数本の集合株

3     鞍形尾神社の自然林 天瀬町馬原 昭56.3.31 神社の北西背後地約１ヘクタール

1     磐戸楽 三ノ宮1 昭41.3.22
大行事八幡宮の秋祭り　通称「かっ
ぱおどり」

2     鵜飼 竹田地区 昭41.3.22 5月中頃から10月中頃

3     大野楽 前津江町大野 昭41.3.22 河童の動作を演技化した雅楽の一種

4     本城くにち楽 天瀬町本城 昭42.3.31 10月中旬の土日

5     大原八幡宮御田植祭 田島町 昭59.3.30 4月15日実施

1     老松様の餅搗祭 中津江村合瀬 昭50.3.28 戦いの様子を模した祭り(7月15日)

2     老松様の的ほがし祭 中津江村合瀬 昭50.3.28
五穀豊穣と家内安全を祈願(4月15
日)

【無形民俗文化財】

【県選択無形民俗文化財】

【史跡】

【名勝】

【天然記念物】



③　市指定（有形文化財・有形民俗文化財、無形民俗文化財・史跡・天然記念物）

92 件

区分、名称又は物件 所在地 指定年月日 摘要（年代ほか）

【有形文化財】

1
    開山頂相
   (普門寺木造笑巌和尚坐像)

北友田1（市立郷土史料館） 昭47.6.12 応永16(1409)年の銘

2
    龍林寺木造薬師如来坐像付・
　  龍林寺薬師如来縁起版木

財津町 昭50.3.28 平安時代後期

3     石憧 上野町 昭50.3.28 長禄4(1460)年の銘

4     永平寺跡板碑 高瀬本町 昭50.3.28 応長元(1311)年等の銘

5     絹本着色明極楚俊坐像 北友田1（市立郷土史料館） 昭55.2.13 室町時代

6     宝篋印塔 神来町 昭57.5.11 貞和3(1347)年の銘

7     大原八幡宮 田島町 平1.11.22 楼門、拝殿、幣殿、本殿

8     大般若波羅密多経 田島町 昭47.6.12 神宮寺、写経600巻

9     吹上観音坐像 吹上町（吹上神社） 昭50.6.10 平安時代後期

10     玉来神社拝殿と棟札 天瀬町五馬市 昭51.11.20
神殿を含め80アール・棟札に「応仁
2（1468）年」銘

11     宝筐印塔 中津江村合瀬 昭51.11.1
鎌倉時代作・高さ約1.37m、笠は上
部5段、下部2段

12     間地橋 中津江村栃野・合瀬 昭51.11.1 中津江村内で唯一の石造アーチ橋

13     先祖元、五輪塔（３基） 上津江町上野田 昭54.7.26
風化作用等により形や文字等全く判
明せず

14     十一面観世音菩薩座像（１体） 上津江町上野田 昭54.7.26 「天文17(1548)年創立」墨書銘

15
    木造釈迦三尊像(附)
　　釈迦如来像奉篭物

北友田１（市立郷土史料館） 昭55.2.13 康永2(1343)年

16     木造大日如来坐像 山田町 昭55.9.3 天文10(1541)年の銘

17     木造毘沙門天立像 山田町 昭55.9.3 天文16(1547)年の銘

18     紙本墨書明極墨蹟 北友田１（市立郷土史料館） 昭55.2.13 南北朝時代

19     岳林寺文書 北友田１（市立郷土史料館） 昭55.2.13 慶長～明治

20     紙本西国筋郡代陣屋絵図 隈1 昭57.5.11 文化14年～天保4年頃

21     大野老松天満社逆修塔 前津江町大野 昭57.9.21
地輪、水輪、火輪にはそれぞれ四方
に梵字

22     懸仏（御前嶽神社） 前津江町柚木 昭57.9.21 平安後期から鎌倉時代、13面

23     木造薬師三尊像 南友田町 昭58.7.13 平安時代

24     金銅筒臑当 宇佐市(大分県立歴史博物館) 昭58.7.13 鎌倉時代

25     方格規矩鏡片 田島町 昭58.7.13 草場遺跡出土



26     須恵器子持高坏 吹上町 昭58.7.13 (伝)北友田横穴墓出土

27     浦宮神社「拝殿・神殿」 上津江町川原 昭58.6.28 拝殿は入母屋造り・神殿は流造り

28     浦宮神社「せり持ち式石橋」 上津江町川原 昭58.6.28 旧参道北側の谷川

29     宝筐印塔 前津江町柚木 昭61.3.17
総高55㎝余り・南北朝ないし室町時
代造立

30     大友書状 日田市埋蔵文化財センター 昭61.3.17
前津江町柚木に残る天正12年以降に
贈ったもの

31     百姓日記 日田市埋蔵文化財センター 昭61.3.17
前津江町柚木に残る元禄より宝暦ま
で60年間の記録

32     穴井家古文書一巻 北友田1（市立郷土史料館） 昭62.4.20
延享3（1746）年の直訴状、会合証
文の写し

33     有田古墳出土一括遺物 本町 平1.11.22 古墳時代

34     大乗妙典経 前津江町柚木 平2.3.8
妙法蓮華経八巻・正徳5（1714）年
奉納

35     岳林寺木造弥勒菩薩坐像 北友田１（市立郷土史料館） 平3.3.30 応永30(1423)年作

36     世尊寺木造薬師如来坐像他２体 諸留町 平4.3.10 天文16(1547)年、弘治3(1557)年

37     内河野村古絵図 日田市埋蔵文化財センター 平4.3.10 江戸時代

38     四季農耕図絵馬 前津江町柚木 平11.10.25 横長の画面に稲作の行程等を描写

39     中西村・梅野村の絵地図 中津江村合瀬 平11.4.7
延宝5年（1677）梅野村庄屋七郎兵
衛外3人により作成

40     天井絵馬 前津江町柚木 平12.12.8 享保時代

41     像代 前津江町大野 平12.12.8
神や人の代わりに祭るもので人形に
作られた木像

42     どうぼう様（藤房様４体） 前津江町柚木 平13.11.14 南北朝時代

43     元大原神社 神来町 平14.3.7
神殿、幣殿、拝殿、水盤舎、神輿蔵
宝暦10（1760）年再興

44     求来里笠塔婆 神来町 平14.3.7 観應元（1350）年墨書銘

45     木造釈迦如来立像 北友田１（市立郷土史料館） 平23.3.31 鎌倉時代

46     伝姫塚古墳出土鉄剣（蛇行剣） 日田市埋蔵文化財センター 平23.5.31 古墳時代

47     阿弥陀如来坐像 高瀬本町 平28.3.25 鎌倉時代後期

1 　　精米用箱水車 鈴連町 平1.11.22 明治時代

2 　  おきあげ人形製作資料 有田町 令1.7.25
明治後期から昭和中期頃までに作ら
れたおきあげ人形と下絵及びその製
作用具

【無形民俗文化財】

1     有田町若八幡社やっこ振り行列 有田町 平3.3.30 若八幡社秋祭り(10月下旬)

2     出口本村楽 天瀬町出口 平6.4.29 隔年10月24，25日

【有形民俗文化財】



3     出口袋七夕楽 天瀬町出口 平6.4.29 隔年10月24，25日

4     五馬楽 天瀬町五馬市 平6.4.29 10月26、27日

5     烏宿神社はだか参り 大山町西大山 平25.3.28
12月14日夜に締め込み姿の男衆が参
道を駆ける

【史跡】

1     丸山古墳 城町2 昭47.6.12 古墳時代中期

2     片山磨崖種子 北友田2 昭50.3.28 康永3(1344)年の銘

3     惣田塚古墳 琴平町 平1.11.22 古墳時代後期

4     三郎丸古墳 北友田2 平1.11.22 古墳時代後期

5     菊池七人塚 中津江村合瀬 昭51.11.1
塚は2m四方程で自然石を7個環状に
立てている

6     御所跡と御所の谷 中津江村合瀬 昭51.11.1 御所跡は200㎡程の平坦地

7
    年の神境内地伝、
　　相垣越前守の墓（１基）

上津江町上野田 昭54.7.26 「間部越前守義直」の供養塔

8     台の殿様屋敷跡 前津江町大野 昭57.9.21 津江殿の館跡

9     平島古墳 諸留町 平1.11.22 古墳時代後期

10
    木地師半兵衛
   ・徳兵衛の墓（２基）

上津江町川原 平1.7.5 表面上部に菊の御紋とみられる印

11     宇土遺跡３号墳 天瀬町五馬市 平3.10.29 古墳時代（5世紀中頃～後半）

12     筑前台岩木塁遺跡 天瀬町馬原 平3.10.29 山頂2000㎡

13     牧原千人塚 桃山町 平7.3.31 室町時代

14     小竹供養塔（１基） 上津江町川原 平11.8.9
土台5㎝～30㎝大の高まりの上に正
面西向き

15     姫塚古墳 高瀬本町 平19.3.29 古墳時代中期の円墳

16     台神社前旧往還石畳道 天瀬町女子畑台 平28.3.25 旧往還石畳道　約41ｍ

【天然記念物】

1     むらくもの松 隈2（八坂神社） 昭47.6.12 樹齢300年以上

2     台神社の森 天瀬町女子畑台 平28.3.25 旧日田往還添い・熊野神社の境内林

3     見竹天満宮の天満かつら 天瀬町出口 昭54.3.20
胸高樹周4.5m、樹高推定20m余、樹
齢不詳

4     年の神境内地樹林（26本） 上津江町上野田 昭54.7.26 カヤの推定樹齢は500年以上

5
    浦宮神社境内地
   「樹林・下草シダ類」

上津江町川原 昭58.6.28
県の特別保護樹林「津江大杉の森」
と指定

6     ユズリハ自然林 前津江町大野 昭61.3.17 ユズリハを優占種とする自然林

7     桂の木 前津江町柚木 平2.3.8 幹周り10m、樹高20mの雌の桂

8     烏宿自然林 大山町西大山 平4.9.18 森林構成樹種約158種



9     銀杏の木 中津江村栃野 平9.1.27 樹齢600年（推定）

10 　　杉 前津江町柚木 平12.12.8 樹齢600年（推定）

11     ズミの群生地 伏木町 平15.3.26 自生の南限地

12     エドヒガンザクラの木 上津江町川原 平16.10.8 樹齢300年（推定）

13     クスの木 上津江町川原 平16.10.8
樹齢不明、クスノキとしては上津江
町内最大

14     ムクの木 上津江町川原 平16.10.8 樹齢不明

15     手水野のカツラ林 上津江町川原 平16.10.8 樹齢不明

16     小平のカツラ林 上津江町川原 平16.10.8 樹齢不明

17     モミの木 上津江町川原 平16.10.8 樹齢不明

18     スギの木 上津江町川原 平16.10.8 樹齢120年（推定）

19     イチョウの木 上津江町川原 平16.10.8 樹齢不明

20     イタヤカエデの木 上津江町上野田 平16.10.8 樹齢不明

21 　　モミジの木 上津江町上野田 平16.10.8 樹齢不明

22 　　アカマツの木 上津江町上野田 平16.10.8 樹齢約90年(推定)


