
重要文化財工芸品（６件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 紺紙金泥妙法蓮華経入黒漆蒔絵函 一合 百済寺 室町 明治33年4月7日 百済寺町

2 金銅唐草文磬 一面 百済寺 平安 昭和28年3月31日 百済寺町

3
石燈籠
　火袋に｢延慶二二年辛亥卯月十八日造立之、
　願主沙門僧聖円｣の刻銘がある

一基
河桁御河辺
　　　　　　神社

鎌倉　延慶４ 昭和37年2月2日 神田町

4
石燈籠
　奉造立燈爐、正和□年乙□三月三日、
　　　　　　　　　　　　　　　　　大勧進盛□の刻銘がある

一基 高木神社 鎌倉　正和４ 昭和37年6月21日 蒲生岡本町

5
　　鈸子
　　銅鑼
　　　　各に建長八年丙辰八月日の刻銘がある

一対
一口 百済寺 鎌倉 昭和51年6月5日 百済寺町

6
能装束 紅地花唐草入菱繋文唐織
　　附　白地草花色紙散文繍箔肩裾　     一領

一領 八幡神社 桃山 昭和59年6月6日 政所町

市指定工芸品（３１件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 孔雀文銅磬 一面 百済寺 室町（応永２５） 昭和44年4月1日 百済寺町

2 掛仏 六面 歳苗神社 室町 昭和45年5月1日 山上町

3 石燈籠 一基 望湖神社 南北朝 昭和47年11月3日 伊庭町

4 掛仏 一面 高野公民館 鎌倉 昭和48年3月1日 永源寺高野町

5 石燈籠 一基 白鳥神社 鎌倉 昭和52年4月26日 高木町

6 銅鉦 一口 高屋八幡神社 室町 昭和52年8月10日 御園町

7 梵鐘 一口 発願寺 室町 昭和55年11月3日 佐野町

8 菩薩形懸仏 一面 上山神社 平安～鎌倉 昭和55年11月3日 山路町

9 梵鐘 一口 東光寺 江戸 昭和62年10月2日 平尾町

10 法森寺石燈籠 一基 法森寺 鎌倉 平成1年3月31日 平林町

11 銅造孔雀文磬 一面 光林寺 鎌倉 平成1年8月22日 妙法寺町

12
懸仏　
　　裏板に応永廿八年二月廿七日の墨書銘あり

一面 野々宮神社 室町 平成1年8月22日 八日市金屋

13
鰐口
　大永四年甲申三月廿六日　の刻銘がある

一口 押立神社
室町
（大永４年・１５２４）

平成2年3月15日 北菩提寺町

14 八幡神社懸仏 一面 八幡神社
南北朝
永徳１〔墨書〕

平成2年3月31日 外原町

15
十三仏種字自然石塔婆
　永禄十一年願主浄英　の刻銘がある

一基 来迎寺
室町
（永禄１１年・１５６８）

平成3年4月3日 小八木町

16 石造燈籠 一基 玉緒神社 鎌倉 平成4年2月26日 柴原南町

17 駕篭 二丁 安養寺 江戸 平成4年3月30日 山上町

18 石造燈籠 一基 三所神社 南北朝 平成12年2月25日 市辺町（東）

19 石造燈籠 一基 成願寺 平安 平成15年2月25日 小脇町



名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

20 石造燈籠 一基 長緒神社 鎌倉 平成16年12月22日 蛇溝町

21
石造燈籠
　正応元年戊子八月八日の刻銘がある

一基 羽田神社 鎌倉（正応元年） 平成16年12月22日 上羽田町

22 百済寺懸佛七面　附一面 八面 百済寺 室町
平成17年12月22日
平成20年3月28日
(追加)

百済寺町

23 熊野三所権現御正躰 一面 百済寺 江戸 平成17年12月22日 百済寺町

24 翁面一面　附女面一面 二面 大森神社 室町 平成17年12月22日 大森町

25
鏧子台
　 天板裏面に「文明十九歳在丁未林鐘廿有八日」
   の墨書あり

一基 永源寺
室町
（文明１９年・１４８７）

平成21年3月25日 永源寺高野町

26 鰐口　享禄四年辛卯十ニ月廿六日の刻銘がある 一口 若宮神社
室町
（享禄４年・１５３１）

平成23年3月30日 市辺町

27 能装束及び関連裂 一括 八幡神社 桃山～江戸末期 令和4年9月1日 政所町

28 能面 二面 筒井神社 室町末期～桃山 令和4年9月1日 蛭谷町

29 能面 六面
大皇器地祖神
社

室町後期～江戸中
期

令和4年9月1日 君ヶ畑町

30 淡茶地草花文様錦狩衣 一領
大皇器地祖神
社

江戸時代後期 令和4年9月1日 君ヶ畑町

31 能面 三〇面 八幡神社 室町～江戸後期 令和4年9月1日 政所町


