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参考資料 

西予市内指定文化財一覧  

NO   指定 種別 1 種別 2 文化財の名称 地区 

1 国 有形文化財 建造物 旧開明学校校舎 宇和 

2 国 有形文化財 書跡 紙本墨書歯長寺縁起 宇和 

3 国 記念物 天然記念物 ニホンカワウソ 三瓶 

4 国選択 無形文化財 工芸技術 泉貨紙 野村 

5 
国選択 

県 

民俗文化財 

民俗文化財 

無形民俗文化財 

無形民俗文化財 

窪野の八つ鹿踊り 

窪野の八つ鹿踊り 
城川 

6 国選択 民俗文化財 無形民俗文化財 伊予の茶堂の習俗 － 

7 国選択 民俗文化財 無形民俗文化財 城川遊子谷の神仏講の習俗 城川 

8 国登録 有形文化財   明石寺本堂 宇和 

9 国登録 有形文化財   明石寺大師堂 宇和 

10 国登録 有形文化財   明石寺鐘楼堂 宇和 

11 国登録 有形文化財   明石寺地蔵堂 宇和 

12 国登録 有形文化財   明石寺仁王門 宇和 

13 国登録 有形文化財   明石寺手水舎 宇和 

14 国登録 有形文化財   明石寺客殿 宇和 

15 国登録 有形文化財   明石寺石垣及び塀 宇和 

16 国登録 有形文化財   明石寺石段及び石垣 宇和 

17 国選定 重要伝統的建造物群保存地区 
宇和町卯之町伝統的建造物群 

保存地区 
宇和 

18 国登録 有形文化財   三瓶隧道 宇和 

19 国 記念物 史跡 八幡浜街道笠置峠越 宇和 

20 国 記念物 史跡 
伊予遍路道（明石寺境内） 

伊予遍路道（大寶寺道） 
宇和 

21 国選定 文化的景観   宇和海狩浜の段畑と農漁村景観 明浜 

22 県 有形文化財 工芸品 金幣 宇和 

23 県 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 宇和 

24 県 有形文化財 絵画 絹本著色虎関師練像 宇和 

25 県 有形文化財 絵画 絹本著色回塘和尚像 宇和 

26 県 有形文化財 絵画 絹本著色熊野曼陀羅図 宇和 

27 県 有形文化財 古文書 顕手院文書 城川 

28 県 民俗文化財 無形民俗文化財 朝日文楽 三瓶 

29 県 民俗文化財 無形民俗文化財 遊子谷の七鹿踊り 城川 

30 県 民俗文化財 無形民俗文化財 俵津文楽 明浜 

31 県 民俗文化財 無形民俗文化財 土居の御田植神事 城川 

32 県 民俗文化財 有形民俗文化財 朝日文楽人形頭・衣装道具一式 三瓶 
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33 県 民俗文化財 有形民俗文化財 俵津文楽人形頭・衣装道具一式 明浜 

34 県 記念物 史跡 高野長英の隠れ家 宇和 

35 県 記念物 史跡 泉貨居士の墓 野村 

36 県 記念物 史跡 三滝城跡 城川 

37 県 記念物 名勝 三滝城跡 城川 

38 県 記念物 史跡 穴神洞遺跡 城川 

39 県 記念物 天然記念物 大イチョウ 城川 

40 県 記念物 天然記念物 ゴトランド紀石灰岩 城川 

41 県 記念物 天然記念物 田穂の石灰岩 城川 

42 県 記念物 天然記念物 小屋の羅漢穴 野村 

43 県 記念物 天然記念物 客人神社のアコウ 明浜 

44 県 有形文化財 古文書 鴫山菊池家文書 三瓶 

45 県 記念物 史跡 中津川洞穴遺跡 城川 

46 市 有形文化財 建造物 藩政時代の庄屋本宅（土居家） 野村 

47 市 有形文化財 建造物 船渡の森三島神社本殿 野村 

48 市 有形文化財 建造物 妙見寺本堂 城川 

49 市 有形文化財 建造物 大師堂 宇和 

50 市 有形文化財 建造物 大洲藩鳥坂口留番所 宇和 

51 市 有形文化財 建造物 申義堂 宇和 

52 市 有形文化財 建造物 宇和町小学校講堂 宇和 

53 市 有形文化財 建造物 宇和町小学校第１校舎 宇和 

54 市 有形文化財 建造物 宇和町小学校第２校舎 宇和 

55 市 有形文化財 建造物 善福寺薬師堂 宇和 

56 市 有形文化財 建造物 鳥居門 宇和 

57 市 有形文化財 建造物 御成門 宇和 

58 市 有形文化財 建造物 西林寺阿弥陀堂内厨子 宇和 

59 市 有形文化財 建造物 林庭院 城川 

60 市 有形文化財 建造物 龍澤寺 城川 

61 市 有形文化財 建造物 末光邸住宅 宇和 

62 市 有形文化財 建造物 善福寺山門 宇和 

63 市 有形文化財 建造物 善福寺厨子 宇和 

64 市 有形文化財 建造物 松の窪堂 野村 

65 市 有形文化財 絵画 十二天画幅 宇和 

66 市 有形文化財 彫刻 如意輪観音像 城川 

67 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 三瓶 

68 市 有形文化財 彫刻 薬師如来坐像 宇和 

69 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 宇和 

70 市 有形文化財 彫刻 毘沙門天 宇和 

71 市 有形文化財 彫刻 十一面観音立像及び脇侍 野村 
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72 市 有形文化財 彫刻 御神像 野村 

73 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 野村 

74 市 有形文化財 彫刻 恵比寿坐像 野村 

75 市 有形文化財 彫刻 大黒天坐像 野村 

76 市 有形文化財 彫刻 釈迦如来立像 明浜 

77 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来立像 明浜 

78 市 有形文化財 彫刻 薬師如来坐像 宇和 

79 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来立像および脇仏 明浜 

80 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来立像 宇和 

81 市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 宇和 

82 市 有形文化財 彫刻 西林寺阿弥陀堂内光背 宇和 

83 市 有形文化財 工芸品 藍文丸鉢 明浜 

84 市 有形文化財 工芸品 寛文の金幣 明浜 

85 市 有形文化財 工芸品 鰐口 宇和 

86 市 有形文化財 工芸品 熊野本地懸仏 宇和 

87 市 有形文化財 工芸品 須弥壇、台座 宇和 

88 市 有形文化財 書跡 乃木将軍揮毫の軸 野村 

89 市 有形文化財 書跡 「朝立十二勝」屏風 三瓶 

90 市 有形文化財 典籍 大般若経 宇和 

91 市 有形文化財 典籍 大般若経 城川 

92 市 有形文化財 典籍 大般若経 三瓶 

93 市 有形文化財 典籍 大般若経 明浜 

94 市 有形文化財 古文書 天保時代の卯之町全景図 宇和 

95 市 有形文化財 古文書 極山境界絵図及び裁定書 三瓶 

96 市 有形文化財 古文書 旧三瓶村鳥瞰図 三瓶 

97 市 有形文化財 古文書 須崎神社棟札 三瓶 

98 市 有形文化財 古文書 棟札 城川 

99 市 有形文化財 歴史資料 鬨の太鼓 野村 

100 市 有形文化財 歴史資料 木彫立体地図 明浜 

101 市 有形文化財 歴史資料 打掛 城川 

102 市 有形文化財 歴史資料 陣旗 宇和 

103 市 有形文化財 歴史資料 若宮神社棟札 明浜 

104 市 有形文化財 歴史資料 榜示石 宇和 

105 市 有形文化財 歴史資料 開明学校扁額 宇和 

106 市 有形文化財 歴史資料 申義堂記 宇和 

107 市 有形文化財 考古資料 中広銅矛 宇和 

108 市 有形文化財 考古資料 平形銅剣 宇和 

109 市 有形文化財 考古資料 金環 宇和 

110 市 有形文化財 考古資料 土器 宇和 
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111 市 有形文化財 考古資料 弥生土器 宇和 

112 市 有形文化財 考古資料 石斧 宇和 

113 市 有形文化財 考古資料 高坏 宇和 

114 市 有形文化財 考古資料 台付椀 宇和 

115 市 有形文化財 考古資料 はそう 宇和 

116 市 有形文化財 考古資料 短頸壷 宇和 

117 市 有形文化財 考古資料 環頭柄頭 宇和 

118 市 有形文化財 考古資料 須恵器と凹石 三瓶 

119 市 有形文化財 考古資料 中広銅矛 野村 

120 市 有形文化財 考古資料 和鏡 城川 

121 市 有形文化財 考古資料 縄文の石斧 明浜 

122 市 有形文化財 考古資料 縄文の釣針 明浜 

123 市 有形文化財 考古資料 弥生の石斧 明浜 

124 市 有形文化財 考古資料 石斧 三瓶 

125 市 有形文化財 考古資料 蕨手刀 宇和 

126 市 無形文化財 工芸技術 泉貨紙製造技術伝承者 菊地孝 野村 

127 市 石造美術   高橋玄藩五輪塔 野村 

128 市 石造美術   お姫様の塚 三瓶 

129 市 石造美術   大塚源十郎五輪塔 野村 

130 市 石造美術   一字一石塔 野村 

131 市 石造美術   岩本将監の墓 野村 

132 市 石造美術   五輪塔群 野村 

133 市 石造美術   松渓経塚 野村 

134 市 石造美術   五輪塔群 野村 

135 市 石造美術   河童の狛犬 明浜 

136 市 石造美術   五輪塔群 野村 

137 市 石造美術   泉貨居士の墓 野村 

138 市 石造美術   紀貫之の墓 城川 

139 市 石造美術   ハシロリの五輪塔群 明浜 

140 市 石造美術   広福寺の宝篋印塔 明浜 

141 市 石造美術   青石経塚 明浜 

142 市 石造美術   享保の供養地蔵 明浜 

143 市 石造美術   天満神社狛犬 明浜 

144 市 石造美術   大浦の五輪塔群 明浜 

145 市 石造美術   威徳院源界法印の墓 明浜 

146 市 石造美術   賀茂神社常夜燈 明浜 

147 市 石造美術   馬頭観音像 明浜 

148 市 石造美術   回国供養地蔵塔 明浜 

149 市 石造美術   春日神社鳥居 明浜 
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150 市 石造美術   広福寺開山塔 明浜 

151 市 石造美術   広福寺一石五輪塔 明浜 

152 市 民俗文化財 有形民俗文化財 伊予の里神楽道具 野村 

153 市 民俗文化財 有形民俗文化財 木彫りの獅子頭 明浜 

154 市 民俗文化財 有形民俗文化財 祭事用天狗古面 明浜 

155 市 民俗文化財 有形民俗文化財 碆ノ手の鯨塚 明浜 

156 市 民俗文化財 有形民俗文化財 楠の浦の鯨塚 明浜 

157 市 民俗文化財 有形民俗文化財 子持岩の鯨塚 明浜 

158 市 民俗文化財 有形民俗文化財 鹿面 城川 

159 市 民俗文化財 有形民俗文化財 五つ鹿の古面 明浜 

160 市 民俗文化財 有形民俗文化財 江戸期の天秤針口 明浜 

161 市 民俗文化財 有形民俗文化財 春日神社絵馬 明浜 

162 市 民俗文化財 有形民俗文化財 天満神社発句献額 明浜 

163 市 民俗文化財 有形民俗文化財 阿下歌舞伎衣装 野村 

164 市 民俗文化財 有形民俗文化財 百人一首絵馬 野村 

165 市 民俗文化財 有形民俗文化財 絵馬 野村 

166 市 民俗文化財 有形民俗文化財 鹿頭 宇和 

167 市 民俗文化財 無形民俗文化財 川津南楽念仏 城川 

168 市 民俗文化財 無形民俗文化財 花取り踊り 野村 

169 市 民俗文化財 無形民俗文化財 小踊り 野村 

170 市 民俗文化財 無形民俗文化財 伊予の里神楽 野村 

171 市 民俗文化財 無形民俗文化財 花とり踊り 城川 

172 市 民俗文化財 無形民俗文化財 五ツ鹿踊り 野村 

173 市 民俗文化財 無形民俗文化財 五ツ鹿踊り 野村 

174 市 民俗文化財 無形民俗文化財 五ツ鹿踊り 野村 

175 市 民俗文化財 無形民俗文化財 五ツ鹿踊り 野村 

176 市 民俗文化財 無形民俗文化財 五ツ鹿踊り 野村 

177 市 民俗文化財 無形民俗文化財 六ツ鹿踊り 野村 

178 市 民俗文化財 無形民俗文化財 八ツ鹿踊り 野村 

179 市 民俗文化財 無形民俗文化財 大窪四国八十八ヶ所 野村 

180 市 民俗文化財 無形民俗文化財 子供ねり相撲甚句 野村 

181 市 民俗文化財 無形民俗文化財 野村四国八十八ヶ所 野村 

182 市 民俗文化財 無形民俗文化財 実盛送り 城川 

183 市 民俗文化財 無形民俗文化財 浦安の舞 城川 

184 市 民俗文化財 無形民俗文化財 春日神社お船練り 明浜 

185 市 民俗文化財 無形民俗文化財 賀茂神社宵宮潮垢離 明浜 

186 市 民俗文化財 無形民俗文化財 坂戸五ツ鹿踊り 宇和 

187 市 民俗文化財 無形民俗文化財 渡江の盆踊り 明浜 

188 市 民俗文化財 無形民俗文化財 魚成新四国 城川 
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189 市 民俗文化財 無形民俗文化財 成龍寺念仏踊り 野村 

190 市 民俗文化財 無形民俗文化財 お伊勢踊 三瓶 

191 市 民俗文化財 無形民俗文化財 揚神楽 三瓶 

192 市 民俗文化財 無形民俗文化財 八幡神楽 三瓶 

193 市 民俗文化財 無形民俗文化財 
周木地区盆踊り 

きそん節・高松踊 
三瓶 

194 市 民俗文化財 無形民俗文化財 皆江地区盆踊り 歌舞伎くずし 三瓶 

195 市 民俗文化財 無形民俗文化財 渡江の竹綱 明浜 

196 市 民俗文化財 無形民俗文化財 朝立地区の秋祭 三瓶 

197 市 民俗文化財 無形民俗文化財 蔵貫三島神社の秋祭 三瓶 

198 市 民俗文化財 無形民俗文化財 小原の五つ鹿踊り 宇和 

199 市 記念物 史跡 二宮敬作住居跡 宇和 

200 市 記念物 史跡 小森古墳 宇和 

201 市 記念物 史跡 龍澤寺 城川 

202 市 記念物 史跡 白岩城跡 城川 

203 市 記念物 史跡 甲ヶ森城跡 城川 

204 市 記念物 史跡 黄幡城跡 城川 

205 市 記念物 史跡 龍ヶ森城跡 
野村 

城川 

206 市 記念物 史跡 白木ヶ城跡 野村 

207 市 記念物 史跡 御番所跡 野村 

208 市 記念物 史跡 御番所跡 野村 

209 市 記念物 史跡 上城跡 野村 

210 市 記念物 史跡 鎌田ヶ城跡 野村 

211 市 記念物 史跡 大審院長児島惟謙苦学之地 野村 

212 市 記念物 史跡 樫木駄場古墳 宇和 

213 市 記念物 史跡 松ノ本古墳 宇和 

214 市 記念物 史跡 妙法寺裏山古墳 宇和 

215 市 記念物 史跡 河内奥ナルタキ 1号墳 宇和 

216 市 記念物 史跡 東大谷古墳 宇和 

217 市 記念物 史跡 粟尻 1号墳 宇和 

218 市 記念物 史跡 谷ヶ内古墳 宇和 

219 市 記念物 史跡 宇都宮正綱廟 明浜 

220 市 記念物 史跡 大崎狼煙場 明浜 

221 市 記念物 史跡 渡江の主谷池 明浜 

222 市 記念物 名勝⇒史跡？ 前嶽溝 野村 

223 市 記念物 名勝 桂川渓谷 野村 

224 市 記念物 名勝 樽滝 野村 

225 市 記念物 天然記念物 ビャクシン（柏木） 城川 
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226 市 記念物 天然記念物 三島神社のイブキビャクシン 三瓶 

227 市 記念物 天然記念物 
とげなしバラ 

（テリハノイバラ） 
野村 

228 市 記念物 天然記念物 客神社社叢 野村 

229 市 記念物 天然記念物 オオシラカシ（大白樫） 野村 

230 市 記念物 天然記念物 国造神社の樹叢 三瓶 

231 市 記念物 天然記念物 
天満神社の這いアスナロ 

（あすなろ） 
野村 

232 市 記念物 天然記念物 穴神鍾乳洞 城川 

233 市 記念物 天然記念物 宝泉坊オオカシ（大樫）群 城川 

234 市 記念物 天然記念物 ナギ 三瓶 

235 市 記念物 天然記念物 岩井のアコウジュ（樹） 明浜 

236 市 記念物 天然記念物 黒瀬川鍾乳洞 城川 

237 市 記念物 天然記念物 リュウキュウマメガキ（黒柿） 城川 

238 市 記念物 天然記念物 ツバキ（椿） 城川 

239 市 記念物 天然記念物 大山神社のモガシ・ムクノキ 明浜 

240 市 記念物 天然記念物 春日神社社叢 明浜 

241 市 記念物 天然記念物 イヌマキ 宇和 

242 市 記念物 天然記念物 タブノキ 宇和 

243 市 記念物 天然記念物 金剛寺の夫婦イチョウ（銀杏） 明浜 

244 市 記念物 天然記念物 客人神社社叢 明浜 

245 市 記念物 天然記念物 カツラギ（桂木） 城川 

246 市 記念物 天然記念物 ニューサマーオレンジ 三瓶 

247 市 記念物 天然記念物 オオスギ（大杉） 野村 

248 市 記念物 天然記念物 トゥファ 城川 

249 市 伝統的建造物群保存地区 宇和町卯之町町並み保存地区 宇和 

 


