
・所在地欄の市郡名を「頭文字．」で示しています
・無形文化財及び非公開で個人所有の有形文化財は省略しています。
・建造物の棟名、記念物の構成物件名は省略しています。
・附（つけたり）指定物件は省略しています。
・指定年月日は、最初の指定日を示しています。

 （高松市 その１）
種別 指定年月日

重文(彫) 大 2. 8.20
県有形(彫) 昭30. 4. 2
県史跡 昭30. 4. 2
県有形(工) 昭35. 7. 7
国宝(書) 昭27.11.22
重文(工) 大10.4.30

昭18.6.9
昭18.6.9
昭19.9.5
昭19.9.5

重文(古) 昭18.6.9
平11.6.22

絹本著色西谷藤兵衛肖像 昭35.7.7
絹本著色西谷藤兵衛夫人像 平29.9.1
絹本著色釈迦三尊二声聞図 昭47.5.23

県有形(彫) 金銅誕生釈迦仏立像 昭45.4.28
県有形(工) 蒟醤料紙箱及び硯箱 玉楮象谷作 令元.9.13
県有形(考) 平形銅剣高瀬町北条出土 昭53.12.26

絹本著色不動二童子像 明34. 3.27
絹本著色琴弾宮絵縁起 明34. 3.27

明34. 3.27
実相寺奉納和船 昭52.7.26 実相寺

昭52.7.26 松平公益会
昭52.6.14
平5.4.15
平27.3.2

県有形(工) 刀  無銘  伝江義弘 （号 芦葉江） 平11.6.22 高松市
特別名勝 大11.3.8

重文(建) 昭22.2.26

史跡 昭30.3.2

重文(建) 平24.7.9

名勝 平25.10.17

史跡 昭9.1.22

重文(建) 令4.2.9
県有形(工) 昭45. 4.28
県史跡 昭32.4.20 個人
県史跡 昭45. 8. 8

県有民

個人

香川県庁舎旧本館及び東館 高.番町 香川県

太刀  銘 元重
紙本墨書月江正印墨蹟  印可状  （泰定戊辰仲春）
紙本墨書清拙正澄墨蹟  平心字号  （嘉暦戊辰之秋）
光厳院宸翰御奉納心経
法華経

重文(書跡)

高松藩飛竜丸船明細切絵図

披雲閣庭園

香川県国・県指定文化財 地域別一覧表
令和４年３月現在

藤原佐理筆詩懐紙

栗林公園 高.栗林町･中野町 香川県

高松城

披雲閣（旧松平家高松別邸）

名   称 所在地 所有者

木造不動明王立像
高.錦町 弘憲寺木造地蔵菩薩立像

生駒親正夫妻墓所
銅鐘 高.番町 法泉寺

紙本墨書花園天皇宸翰御消息  （十二月二日）
紙本著色高松城下図  八曲屏風

高.昭和町（高松市歴史資料館）

香川県
香川県

刀 銘 龍藻軒多田鷹成 高.花の宮町 個人

高松市茶臼山古墳 高.前田西町･東山崎町･新田

高.玉藻町（県立ミュージアム） 香川県

石清尾山古墳群 高.峰山町ほか 高松市ほか

絹本著色志度寺縁起

ソテツの岡
根上りカシ

高.栗林町（栗林公園内）昭37.4.14

観音寺

県有形(絵)

重文(絵)

今岡古墳 高.鬼無町

志度寺

県天然

重有民 高.亀水町（瀬戸内海歴史民俗資料館） 香川県

高松城跡

西日本の背負運搬具コレクション
瀬戸内海の船図及び船大工用具
瀬戸内海及び周辺地域の漁撈用具

高.玉藻町（高松城跡内） 高松市ほか

【凡例】
重文-重要文化財、天然-天然記念物、県有形-県指定有形文化財、
県有民-県指定有形民俗文化財、県-県指定
(建)-建造物、(絵)-絵画、(彫)-彫刻、(工) -工芸品、(書)-書跡、(古)-

古文書、(考)-考古資料、(歴)-歴史資料



（高松市 その２）
種別 指定年月日

重文(絵) 明34. 3.27
重文(絵) 明34. 3.27
重文(絵) 明34. 3.27
重文(古) 昭35. 6. 9

県有形(彫) 平23. 3.31

史跡 平31.2.26
県天然 昭35. 7. 7
県有形(彫) 令 3. 3.30

（ 高松市 その３）
種別 指定年月日

重文(彫) 昭30. 2. 2
県有形(彫) 昭44. 4. 3
県有形(彫) 平25. 3.29
史跡 平25.10.17
県天然 昭46. 4.30
重文(彫) 昭16.11. 6
重文(彫) 昭30. 2. 2
県有民 昭37. 9.20
重文(建) 昭46. 6.22
県名勝 昭46. 4.30

（ 高松市 その４ ）
種別 指定年月日

史跡・天然 昭9.11.10
重文(建) 昭57. 2.16
重文(建) 昭57. 2.16
重有民 昭58. 4.13
重有民 昭61. 3.31
県有形(建) 昭56. 4.21
県有形(建) 昭59. 8.14
県有形(建) 昭59. 8.14
重文(建) 昭30. 6.22
重文(彫) 昭30. 2. 2
重文(工) 昭42. 6.15

（高松市牟礼町） 
種別 指定年月日

重文(彫) 昭41. 6.11
重有民 平8.12.20

（ 高松市塩江町・香川町・香南町 ）
種別 指定年月日

重文(書) 昭58. 6. 6
県有民 昭40. 4.3
県有民 昭45. 4.28
県天然 昭46. 4.30

 （ 高松市国分寺町 ）
種別 指定年月日

重文(建) 明37. 8.29
重文(彫) 明34. 3.27
重文(工) 昭19. 9. 5
重文(彫) 大 8. 8. 8

冠纓神社の大獅子 高.香南町池内･由佐 池内・古川大獅子保

高.中山町

国分寺本堂
高.国分寺町国分 国分寺木造千手観音立像

銅鐘
木造四天王立像 高.国分寺町柏原 鷲峰寺

名   称 所在地 所有者

名   称 所在地 所有者

万葉集第十五残巻(天治本) 高.香南町由佐 冠纓神社
ひょうげ祭りの神具 高.香川町浅野 ひょうげ祭り保存会

岩部八幡神社のイチョウ 高.塩江町安原上 岩部八幡神社

名   称 所在地 所有者

板彫阿弥陀曼荼羅 開法寺
牟礼・庵治の石工用具 高.牟礼町牟礼（高松市石の民俗資料館） 高松市

旧河野家住宅

高.屋島中町 四国民家博物館

旧下木家住宅
讃岐及び周辺地域の砂糖製造用具と砂糖しめ小屋･釜屋
讃岐及び周辺地域の醤油醸造用具と醤油蔵･麹室
旧山下家住宅
旧黒瀬家丸亀藩御用蔵
旧丸亀藩番所
屋島寺本堂

高.屋島東町 屋島寺木造千手観音坐像
梵鐘

小比賀家住宅  主屋 他3棟
高.御厩町 個人

小比賀家築山庭園

名   称 所在地 所有者

木造菩薩立像 高.西山崎町 正花寺
香翠座人形頭 高.円座町 香翠座

屋島 高.屋島東町ほか 農林水産省 ほか

高.香西西町 香西寺

木造千手観音立像

根香寺
木造五大尊像
木造智証大師坐像
讃岐遍路道 根香寺道
一瀬神社社叢 高.中山町

名   称 所在地 所有者

絹本著色十王像 (陸信忠筆)

高.仏生山町
法然寺

紙本金地著色源氏物語図
後深草天皇宸翰御消息

木造六字明王立像 高.多肥上町 行徳院

名   称 所在地 所有者

木造阿弥陀如来坐像
木造釈迦如来坐像
木造弥勒菩薩坐像
（三仏堂安置）
高松藩主松平家墓所 高.仏生山町字上町
船山神社のクス 高.仏生山町 船山神社

高.牟礼町大町

絹本著色観世音功徳図

中山組
木造毘沙門天立像



（ 丸亀市 その１）
種別 指定年月日

重文(彫) 昭34.12.18

重文(彫) 昭42. 6.15

重文(工) 昭41. 6.11
史跡 昭45. 7.22
県有形(彫) 昭44. 4. 3
重伝建 昭60. 4.13
県史跡 昭62.10.30
県有形(彫) 昭44. 4. 3
県有形(彫) 昭44. 4. 3

（ 丸亀市 その２）
種別 指定年月日

昭18.6.9

昭32.6.18

昭28.3.31
平16.9.30 丸.綾歌町栗熊東 丸亀市

重文(絵) 昭46. 6.22
昭59.8.14

陣の丸古墳 昭48.5.12 個人
県有民 昭52. 7.26

（  坂出市 その１ ）
種別 指定年月日

重文(建) 昭29. 9.17

重文(建) 平29. 7.31

重文(工) 明34. 3.27
県有形(建) 昭36. 6. 6
県有形(建) 昭39. 4. 9
県有形(彫) 昭50. 7.31
県有形(工) 昭36. 6. 6
史跡 平25.10.17
国宝(建) 昭30. 2. 2
重文(彫) 昭41. 6.11
県有形(彫) 昭44. 4. 3

（ 坂出市 その２ ）
種別 指定年月日

重文(歴) 平26.8.21

県有形(考) 平11.2.23

県史跡 昭46. 4.30

県史跡 昭46.4.30

県史跡 平元.2.28

史跡 昭26. 6. 9

史跡 大11.10.12

史跡 令2.3.10

県史跡 昭45.8.8

県有形(考) 平22．3．30 香川県

県有形(考) 平29.9.1上天神遺跡出土辰砂関連資料 坂.府中町（香川県埋蔵文化財センター） 香川県

坂.沙弥島北通

坂出市

坂出市

坂.府中町 坂出市

城山 坂.西庄町･川津町･府中町 高松カントリー倶楽部ほか

府中･山内瓦窯跡 坂.府中町 個人

坂.府中町 個人讃岐国府跡

県史跡
丸.綾歌町富熊

重文(建)

久米通賢関係資料
坂.本町（鎌田共済会郷土博物館） 鎌田共済会郷土博物館

名   称 所在地 所有者

白峯寺十三重塔
名   称 所在地 所有者

鉄地金銀象嵌獣面紋大刀柄頭

坂.青海町

弥生土偶 坂.府中町（香川県埋蔵文化財センター）

讃岐遍路道 根香寺道
神谷神社本殿

坂.神谷町 神谷神社
木造随身立像
木造阿弥陀如来立像 坂.神谷町 清立寺

白峯寺

白峯寺  本堂  大師堂  阿弥陀堂  行者堂  薬師堂  頓證寺

殿  勅額門  客殿  御成門

木造頓證寺勅額  後小松帝宸翰
白峯寺笠塔婆
白峯寺五重塔
木造吉祥天立像
白峯寺石燈籠

田尾茶臼山古墳 坂.八幡町 個人

沙弥島千人塚

沙弥ナカンダ浜遺跡

開法寺塔跡

坂.沙弥島南通

名   称 所在地 所有者

紙本墨画蘇鉄図  与謝蕪村筆   丸.富屋町 妙法寺

山北神社奉納京極候参勤交代御船揃絵馬 丸.山北町 山北八幡神社

丸亀城天守  丸.一番丁 丸亀市

丸亀城 大手一の門、大手二の門 丸.一番丁 丸亀市

丸亀城跡 丸.一番丁 丸亀市ほか

青ノ山一号窯跡 丸.飯野町東分 丸亀市

木造薬師如来坐像
丸.本島町尻浜 長命寺

木造弥勒仏坐像

木造阿閦如来坐像 丸.本島町泊 持宝寺
笠島伝統的建造物群保存地区 丸.本島町笠島 個人
笠島城跡 丸.本島町笠島字城根 四国化成ほか

丸.本島町泊 正覚院
線刻十一面観音鏡像
塩飽勤番所跡 丸.本島町泊 塩飽人名会

名   称 所在地 所有者

木造薬師如来坐像 丸.本島町甲生 東光寺
木造観音菩薩
･不動明王像･毘沙門天像

快天山古墳
史跡



（ 善通寺市 その１ ）
種別 指定年月日

国宝(工) 昭56. 6. 9
国宝(書) 昭28.11.14
重文(彫) 明34. 3.27
重文(彫) 明34. 3.27
重文(古) 昭60. 6. 6
重文(建) 平24.12.28
史跡 平29.10.13
県天然 昭46. 4.30
県有形(彫) 平18.2.10
県有形(彫) 令  3. 3.30
県有形(書) 平19. 3.30
重文(絵) 明34. 3.27
重文(考古) 平5.6.10
史跡 昭59.11.29
重文(彫) 明34. 3.27
重文(彫) 明34. 3.27
名勝･天然 昭26.6.9

（ 善通寺市 その２ ）
種別 指定年月日

史跡 平 2. 5.16

史跡 平26.10.6
県有形(彫) 昭30. 4.20
県天然 昭34. 6.27

名   称 所在地 所有者

木造聖観音立像 善.吉原町 曼荼羅寺
木熊野神社社叢 善.中村町 木熊野神社

天霧城跡
善.吉原町･碑殿町
仲.多度津町奥白方
三.三野町大見

一市二町天霧城跡保
存会

讃岐遍路道 曼荼羅寺道 善.碑殿町 善通寺市ほか

木造天太玉命坐像

善.文京町（善通寺市民会館）
善.善通寺町・生野町

金刀比羅宮善.大麻町

善.大麻町 大麻神社
木造彦火瓊々杵命坐像

名   称 所在地 所有者

木造薬師如来坐像（金堂安置）
仏説観仏三昧海経巻第六
絹本著色智証大師像 善.金蔵寺町 金倉寺

象頭山

割竹形石棺 香川県善通寺市磨臼山古墳出土 善通寺市
有岡古墳群 善通寺市

善.善通寺町 善通寺

一字一仏法華経序品
金銅錫杖頭

木造地蔵菩薩立像
木造吉祥天立像
善通寺伽藍併寺領絵図
善通寺金堂 善通寺五重塔
讃岐遍路道 善通寺境内（香色山経塚群）
善通寺境内の大グス
木造毘沙門天立像



（ 観音寺市 その１）
種別 指定年月日

重文(建) 昭34. 6.27
重文(絵) 明34 3.27
重文(彫) 明34 3.27
県有形(絵) 昭44. 4. 3

県有形(彫) 昭44. 4. 3

県有形(考) 昭33.6.5
県有形(考) 昭35.7.7

（ 観音寺市 その２）

種別 指定年月日

県天然 昭29. 8.18
重文(絵) 大 8. 8. 8
重文(絵) 昭42. 6.15

重文(書) 大  5. 5.24
史跡 平27.10. 7
県史跡 昭28. 9.15
県有形(彫) 平 2. 6.29

県史跡 昭49. 6.15

（ さぬき市志度 ）
種別 指定年月日

重文(建) 昭58. 6. 2
重文(絵) 明34. 3.27
重文(彫) 明34. 3.27
県有形(建) 昭59. 8.14
県有形(彫) 昭44. 4. 3
県有形(彫) 昭44. 4. 3
県有形(工) 令元.9.13
重文(古) 昭27. 7.19
重文(古) 平 3. 6.21

県有形(書) 昭30. 4. 2

重文(彫) 明34. 3.27
史跡 平25.10.17
県有民(建) 昭52.7.26

（ さぬき市長尾・寒川  ）
種別 指定年月日

重文(建) 昭29. 9.17
重文(彫) 明34. 3 27
県有形(彫) 昭37. 4.14
県有形(考) 平19.3.30
県天然 昭29. 2. 2
県天然 昭38.4.9
重文(彫) 昭16.11. 6

史跡 平31.2.26

重文(建) 昭46. 6.22
史跡 R3.3.26
県有形(彫) 平18.2.10
県有形(工) 平19.3.30
重文(建) 昭46.6.22 さぬき市
史跡 平5.7.26
県有形(建) 昭51.6.29
県天然 昭45.4.28
県天然 昭44.4.3 個人

さ.多和額東 個人
讃岐遍路道 大窪寺道 さ.多和兼割 さぬき市ほか
木造薬師如来坐像

観音寺市室本町出土品
細形銅剣 観.有明町（観音寺市郷土資料館） 個人

旧恵利家住宅
さ.大川町富田中 さぬき市ほか
さ.大川町富田中

さ.津田町ほか さぬき市ほか
さ.津田町 実相寺

長尾衝上断層 さ.長尾名

津田古墳群
実相寺奉納模型和船

富田茶臼山古墳

さぬき市

細川家住宅

観.有明町（観音寺市郷土資料館） 観音寺市

観音寺金堂

観.八幡町 観音寺

絹本著色琴弾八幡本地仏像
木造涅槃仏像
絹本著色両界曼荼羅図
木造大日如来坐像(伝聖観音坐像)

薬師如来坐像･釈迦如来坐像

名   称 所在地 所有者

鉄錫杖

西教寺六面石幢 さ.大川町富田東 西教寺
さ.大川町南川
さ.大川町南川

南川のふじ さぬき市
大北のクワ

さ.多和兼割 大窪寺

さ.長尾東 蛭子神社

乾漆聖観音坐像 さ.造田是弘 願興寺

高松藩主松平家墓所 さ.造田乙井字北山田 霊芝寺

長尾寺経幢 さ.長尾西 長尾寺
木造薬師如来立像

さ.長尾東 極楽寺木造薬師如来坐像
鉄錫杖
蛭子神社境内のムクの木

志度寺本堂 志度寺仁王門

さ.志度 志度寺

絹本著色十一面観音像
木造十一面観音両脇士立像
志度寺琰魔堂及び奪衣婆堂

名   称 所在地 所有者

木造金剛力士立像
木造如来形坐像
存清鏡箱 附 菊花散らし梵字鏡 さ.志度 圓通寺
東大寺写経文書

さ.志度 個人
弘福寺領讃岐国山田郡田図

紙本墨書後小松天皇宸翰御消息
紙本墨書後小松天皇宸翰女房奉書

木造薬師如来坐像 さ.鴨部 長福寺

木造阿弥陀如来坐像 観.大野原町有木 五郷有木地区

赤岡山古墳 観.大野原町中姫 個人

名   称 所在地 所有者

絹本著色法華曼荼羅図

彩絹墨書急就章
大野原古墳群 観.大野原町大野原 八幡神社、慈雲寺

角塚古墳 観.大野原町大野原 八幡神社

名   称 所在地 所有者

日枝神社の樟 観.柞田町 日枝神社
絹本著色観経曼荼羅図

観.大野原町萩原 萩原寺



（  東かがわ市 その１）
種別 指定年月日

重文(工) 大11. 4.13
県有形(絵) 昭41. 3.31
県有形(彫) 昭41. 3.31
県史跡 昭44. 4. 3
重文(彫) 明34. 3.27
天然 昭15. 2.10
史跡 令2.3.10

（  東かがわ市 その２）
種別 指定年月日

重文(彫) 明34. 3.27
重文(彫) 明34. 3.27
重文(工) 昭34. 6.27
重文(書) 明34. 3.27
県有形(彫) 昭47. 5.23
県有形(彫) 昭47. 5.23
県天然 昭42. 5.30
県名勝 平30.9.4
重文(絵) 明34. 3.27
重文(絵) 明34. 3.27
重文(彫) 平10. 6.30
県有形(建) 昭47. 5.23
県有形(絵) 昭29. 8.18
県有形(絵) 昭29. 8.18
県有形(絵) 昭47. 5.23
県有形(彫) 昭29. 8.18
県有形(彫) 昭44. 4. 3
県有形(工) 昭39. 4. 9
県天然 昭29. 8.18

（  三豊市高瀬町   ）
種別 指定年月日

史跡 昭 7. 4.25
県有形(工) 昭38. 4. 9
重文(彫) 大 2. 8.20
県史跡 昭29. 2. 2
県有形(建) 昭38. 4. 9
県有形(彫) 昭50. 7.31
県有形(彫) 昭50. 7.31

県有形(彫) 昭51. 6.29

（ 三豊市山本町・財田町）
種別 指定年月日

天然記念物 昭53.10.30
県有形(彫) 昭44. 4. 3
県有形(彫) 昭44. 4. 3

県有形(彫)
昭44. 4. 3
平29. 4. 4

県有形(彫) 昭51. 6.29
県有形(工) 昭49. 6.15

三.高瀬町下勝間

名   称 所在地 所有者

菅生神社社叢 三.山本町辻西側 菅生神社
木造帝釈天立像 三.山本町財田西 宗運寺
木造薬師如来坐像

三.山本町辻 大興寺
木造天台大師坐像
木造弘法大師坐像
木造金剛力士立像
木造大興寺扁額

木造狛犬

東.水主 水主神社

木造神像７躯
雷文螺鈿鞍
大般若経
木造狛犬
木造獅子頭

木造兜跋毘沙門天立像

東.入野山 三宝寺
宝光寺庭園 東.東山 宝光寺
絹本著色地蔵曼荼羅図

三宝寺のボダイジュ

木造不空羂索観音坐像
三.高瀬町下麻 法蓮寺

歓喜院内の瓦窯跡
勝造寺層塔

勝造寺木造阿弥陀如来立像

三.高瀬町羽方

木造阿弥陀如来坐像
木造観音菩薩立像
木造勢至菩薩立像

三.高瀬町比地 下司･成行･長畷自治会

石造宝篋印塔
与田寺所蔵山水万壑松祷図
与田寺所蔵山王祭屏風
絹本著色稚児大師像
与田寺本尊薬師如来(坐像)
金銅誕生釈迦仏立像

東.中筋 與田寺

絹本著色仏涅槃図
木造不動明王及童子像

十二天像版木
与田寺のムクの木

名   称 所在地 所有者

二ノ宮窯跡
大水上神社

石燈籠

引田城跡 東.引田 東かがわ市ほか

名   称 所在地 所有者

白鳥廃寺跡 東.湊 個人
木造聖観音立像 東.大谷 釈王寺
絹島及び丸亀島 東.馬篠.小磯 東讃漁業協同組合

絹本著色胎蔵界曼荼羅図
東.白鳥 白鳥美術館

木造阿弥陀如来坐像

名   称 所在地 所有者

太刀  銘正恒 東.松原 白鳥神社



（  三豊市三野町  ）
種別 指定年月日

県有民 昭37. 9.20
県有形(書) 平19.3.30
県史跡 昭43. 6. 4

平8.9.10 三.三野町吉津 三豊市ほか
平26.10.6

県有形(絵) 平24.3.30
県有形(古) 平24.3.30

（ 三豊市豊中町   ）
種別 指定年月日

国宝(建) 昭30. 6.22
重文(建) 明37. 8.29
県有形(彫) 昭63. 2.26
県有形(建) 平元. 2.28
県有形(彫) 平9. 5.23
県有形(彫) 平9. 5.23
県有形(歴) 平11.2.23
重文(彫) 大 8. 8. 8
県有形(考) 昭48. 5.12
県有民 昭37. 9.20

（ 三豊市仁尾町   ）
種別 指定年月日

重文(建) 昭22. 2.26
県有形(彫) 昭56. 4.21
重文(建) 昭30. 6.22
県有形(絵) 昭63. 2.26

（ 三豊市詫間町   ）
種別 指定年月日

史跡 令元.10.16
県有民 昭52. 7.26
県天然 昭45. 4.28

名   称 所在地 所有者

名   称 所在地 所有者

粟島伊勢神宮奉納舟絵馬（寄託分除く） 三.詫間町粟島粟島潟 個人
志々島の大くす 三.詫間町志々島 利益院

覚城院鐘楼
三.仁尾町仁尾丁 覚城院

木造千手観音立像
常徳寺円通殿

三.仁尾町仁尾丁

紫雲出山遺跡 三.詫間町積 三豊市ほか

宇賀神社古式醸造用具 三.豊中町笠田笠岡 宇賀神社

常徳寺
絹本著色八相涅槃図

三.三野町大見乙

本山寺蔵経文板木
木造阿弥陀如来坐像

三.豊中町上高野 妙音寺
妙音寺出土古瓦

名   称 所在地 所有者

本山寺本堂

三.豊中町本山甲 本山寺

本山寺二王門
木造善女龍王像
本山寺鎮守堂
木造愛染明王坐像
木造金剛力士立像

讃岐遍路道 曼荼羅寺道 三.三野町大見乙 三豊市ほか
絹本著色日蓮聖人像

三.三野町下高瀬 本門寺
本門寺中世文書

弥谷寺
弥谷寺信仰遺跡

名   称 所在地 所有者

讃岐源之丞人形頭及び衣裳 三.三野町大見甲 讃岐源之丞保存会

仏説観仏三眛海経巻第二

宗吉瓦窯跡
史跡



（ 土庄町   ）
種別 指定年月日

重有民 昭50. 9.13
県天然 昭32. 4.20

県史跡 昭46. 4.30

県天然 昭47. 5.23
特別天然 昭30. 8.22
県史跡 昭46. 4.30
県史跡 昭46. 4.30
県史跡 昭35. 7. 7
県天然 昭29.2.2
県有形(建) 昭38. 4. 9
県有形(彫) 昭44. 4. 3

（小豆島町内海 ） 
種別 指定年月日

名勝 大12. 3. 7
県天然 昭32. 4.20
県史跡 昭47. 4.27
県天然 昭46. 4.30
史跡 昭47. 3.16
県史跡 昭45. 4.28
県天然 昭46. 4.30

（小豆島町池田  ） 
種別 指定年月日

重文(建) 明40. 5.27
重文(彫) 大 8. 8. 8
重文(工) 昭41. 6.11
重有民 昭51. 8.23
重有民 昭62. 3. 3
天然 昭 3. 1.31
天然 大13.12. 9
県有形(彫) 昭41. 3.31
県有形(彫) 昭41. 3.31

（ 三木町  ） 
種別 指定年月日

県天然 昭29. 2. 2
県天然 昭31. 5.12

（ 直島町  ） 
種別 指定年月日

県有形(建) 昭47. 5.23
県有民 昭37. 9.20

石造鳥居 香.直島町 八幡神社
直島女文楽人形頭及び衣裳 香.直島町 直島女文楽

名   称 所在地 所有者

名   称 所在地 所有者

蓮成寺のイヌマキとフウラン 木.三木町氷上 蓮成寺
熊野神社の二本杉 木.三木町奥山 熊野神社

明王寺釈迦堂 小.小豆島町池田 明王寺
木造伝池田八幡本地仏坐像

小. 小豆島町池田 長勝寺
梵鐘
池田の桟敷 小. 小豆島町池田

誓願寺のソテツ 小. 小豆島町二面 誓願寺
木造大日如来坐像

小. 小豆島町吉野 正法寺
木造二天立像

亀山八幡宮
中山の舞台 小. 小豆島町中山杉尾 中山自治会ほか
皇子神社社叢 小. 小豆島町神浦外浜甲 亀山八幡宮

神懸山保勝会

大坂城石垣石切丁場跡 小. 小豆島町岩谷 個人
大坂城用残石及番屋七兵衛屋敷跡 小. 小豆島町岩谷 個人

星が城跡 小. 小豆島町安田･片城

神懸山(寒霞渓) 小.小豆島町神懸通

内海八幡神社社叢 小. 小豆島町苗羽 内海八幡神社

名   称 所在地 所有者

老杉洞の日本サル群 小.小豆島町神懸通 神懸山保勝会

福田八幡神社社叢 小. 小豆島町福田甲 福田八幡神社
草壁･安田財産区

名   称

宝生院のシンパク 小.土庄町上庄 宝生院
大坂城石垣石切千軒丁場跡 小.土庄町

八幡神社石鳥居 小.土庄町豊島家浦 土庄八幡神社
木造観音菩薩立像 小.土庄町豊島家浦 神条地区

所在地 所有者

浄源坊のウバメガシ 小.土庄町渕崎甲 土庄町

小海自治会

名   称 所在地 所有者

個人
大坂城石垣石切小瀬原丁場跡 小.土庄町平尾乙 個人
富丘古墳群 小.土庄町渕崎甲 富丘八幡神社

銚子渓の日本サル群 小.土庄町肥土山蛙子 安全モーターズ

大坂城石垣石切とび越丁場跡および小海残石群
小.土庄町小海釿石
     土庄町小海波止

個人・小海自治会

王子神社社叢 小.土庄町小海甲

肥土山の舞台 小.土庄町肥土山 肥土山地区



（ 宇多津町  ） 
種別 指定年月日

重文(彫) 昭30. 2. 2
県天然 昭48. 5.12
県有形(建) 昭44. 4. 3
県有形(書) 昭33. 6. 5
県有形(絵) 昭44. 4. 3
県有形(彫) 昭47. 5.23
県有形(彫) 平５.12.28
県史跡 昭46. 4.30

（ 綾川町 ） 
種別 指定年月日

重文(彫) 昭 4. 4. 6
重文(彫) 昭30. 2. 2
県史跡 昭43.6.4
県史跡 昭43.6.4

（ 琴平町  ）
種別 指定年月日

重文(建） 昭45.6.17 仲.琴平町 琴平町

重文(建) 昭30. 6.22

重文(建) 昭30. 6.22

重文(建) 昭57. 2.16

重文(絵) 明34. 3.27

重文(絵) 明34. 3.27

重文(絵) 明34. 3.27

重文(絵) 明34. 3.27

重文(絵) 明34. 3.27

重文(絵) 明34. 3.27

重文(彫) 大 8. 8. 8

重文(工) 明44. 4.17

重文(工) 大11. 4.13

重文(工) 大12. 3.28

重文(書) 大 8. 8. 8

県有形(絵) 昭49. 6.15

県有形(絵) 昭49. 6.15

県有形(絵) 昭49. 6.15

県有形(絵) 昭49. 6.15

県有形(絵) 昭49. 6.15

県有形(絵) 昭49. 6.15

県有形(書) 昭49. 6.15

県有形(書) 昭49. 6.15

県有形(工) 平8 .11. 8

県有形(工) 平8 .11. 8

県有形(工) 平8 .11. 8

重有民 昭54. 5.21

名勝･天然 昭26. 6. 9

県有形(彫) 平21.3. 31

（  多度津町   ）
種別 指定年月日

重文(絵) 明34.3.27
県有形(書) 昭32. 4.20
県史跡 昭51. 6.29
県有民 昭40. 4. 3
県有民 昭53. 12. 26
県天然 昭40. 4. 3

高見八幡宮奉納模型和船 仲.多度津町家中（町立資料館） 高見八幡宮
佐柳島長崎の埋め墓 仲.多度津町佐柳長崎 佐柳長崎地区
盛土山古墳 仲.多度津町奥白方 個人

高見島龍王宮社叢 仲.多度津町高見六社通 多度津町

名   称

絹本著色星曼荼羅図 仲.多度津町北鴨 道隆寺
大般若波羅蜜多経 仲.多度津町南鴨 加茂神社

仲.琴平町

刀  銘 肥前国忠吉

金毘羅庶民信仰資料

象頭山

所在地 所有者

紙本金地著色柳に白鷺の図

紙本墨書保元物語

紙本墨書平治物語

太刀 銘 助真

紙本金地著色若松の図

紙本金地著色花菖蒲に水禽の図

紙本金地著色群蝶の図

名   称 所在地 所有者

木造弘法大師坐像 仲.琴平町 松尾寺

金刀比羅宮表書院及び四脚門

金刀比羅宮

金刀比羅宮奥書院

金刀比羅宮旭社

紙本著色なよ竹物語絵巻

太刀  銘 長光

短刀  銘 筑州住國弘作

太刀  銘 備州長船(以下不明)

伏見天皇宸翰御歌集(百首)

紙本著色金毘羅祭礼図

紙本金砂子地著色百花の図

紙本墨画瀑布及山水図

紙本墨画竹林七賢図

紙本墨画遊虎図

紙本墨画遊鶴図

絹本著色弁財天十五童子像

木造十一面観音立像

太刀 銘 定利

木造地蔵菩薩立像 綾.綾川町山田下 法道寺

ますえ畑窯跡 綾.綾川町陶 綾川町

田尾茶臼山古墳 綾.宇多津町 個人

名   称 所在地 所有者

木造十一面観音立像 綾.綾川町滝宮 堂床区
すべつと窯跡 綾.綾川町陶 綾川町

名   称 所在地 所有者

木造千手観音立像 綾.宇多津町
聖通寺

ゆるぎ岩 綾.宇多津町
船屋形茶室

木造阿弥陀如来坐像 綾.宇多津町 郷照寺
木造聖徳太子二歳立像 綾.宇多津町 聖徳院

綾.宇多津町 西光寺
徳川光圀筆書状
絹本墨画不動明王立像二童子像 綾.宇多津町 円通寺

旧金毘羅大芝居



（  まんのう町  ）
種別 指定年月日

史跡 平20.3.28
名勝 令元.10.16
天然 昭55.12.17
県天然 昭46. 4.30
県有形(彫) 昭56. 4.21

中寺廃寺跡 仲. まんのう町造田 まんのう町
満濃池 仲. まんのう町神野 満濃池土地改良区ほか

木造菩薩立像 仲.まんのう町十郷買田 恵光寺

名   称 所在地 所有者

天川神社社叢 仲. まんのう町造田 天川神社
杉王神社のスギ 仲.まんのう町川東 杉王神社


