
指定文化財目録

番号 区分 指定年月日 名          称 員数 所在地域

1 県指定 昭32.8.16
致道館祭器

附絹本著色聖賢画像一幅
１具 鶴岡

2 県指定 昭37.1.12 漢籍版木 317枚 鶴岡

3 県指定 昭61.4.1 出羽一国乃絵図 １張 鶴岡

4 県指定 平元.4.14 鶴岡城内道具渡目録 １点 鶴岡

5 県指定 平2.4.3 献軸　最上川谷地押切渡より柏沢迄絵図 ２幅 鶴岡

6 県指定 平10.5.6 峯中碑伝 ３基 羽黒

7 市指定 昭54.7.20

鶴岡美濃派俳諧関係資料

　二見形文台

　三頫図

　芭蕉翁尊像図

　蕉門秘訣弐拾五条

　大泉俳諧叢書

　大泉俳諧筆蹟

１脚

１幅

１幅

１冊

12冊

２冊

鶴岡

8 市指定 昭54.7.20

鶴岡美濃派俳諧関係資料

　二見形文台

　附　制礼

１脚

１枚

鶴岡

9 市指定 昭58.1.31

天保義民関係資料

　旗

　古文書

　巻物

３枚

１冊

２巻

藤島

10 市指定 昭59.6.1 旧西田川郡役所　塔時計 １式 鶴岡

11 市指定 平2.9.21 正保庄内絵図 １舗 鶴岡

12 市指定 平4.3.31 天宥別当両親供養塔 １基 羽黒

13 市指定 平4.3.31 慶安二年十月宥源三十三会供養塔板碑 １基 羽黒

14 市指定 平4.3.31 石造六面幢 １基 羽黒

15 市指定 平4.3.31 佛足石 １基 羽黒

指定文化財一覧　(歴史資料の部)
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指定文化財目録

番号 区分 指定年月日 名          称 員数 所在地域

16 市指定 平4.3.31 元応二年板碑 １基 羽黒

17 市指定 平4.3.31
玉川寺16世嶺南泰策大和尚供養碑寛永八年板

碑
１基 羽黒

18 市指定 平9.3.26
庄内藩主酒井氏長岡転封阻止一件関係資料

　夢の浮橋
３巻 鶴岡

19 市指定 平11.1.28 破軍星旗 １旒 鶴岡

20 市指定 平12.6.13 三石仏像供養塔 １塔 櫛引

21 市指定 平13.3.16 偏額羽黒三所大権現　公雄別当筆 １枚 羽黒

22 市指定 平13.3.16 偏額旧南谷紫苑寺　大僧正尚誂筆 １枚 羽黒

23 市指定 平13.3.16 額三山開基照見大菩薩　一品公猷法親王筆 １枚 羽黒

24 市指定 平13.3.16 正一位羽黒三所大権現 １幅 羽黒

25 市指定 平13.3.16 秋峯床帳 １冊 羽黒

26 市指定 平13.3.16 三山總絵図 ２巻 羽黒

27 市指定 平13.3.16 東照大権現　一品公辨親王筆 １幅 羽黒

28 市指定 平13.3.16 秋峯床帳　折本仕立 １巻 羽黒

29 市指定 平13.3.16 偏額無量壽葊　覚諄別当筆 １枚 羽黒

30 市指定 平13.3.16 羽黒山七部集
１巻

（７冊）
羽黒

31 市指定 平13.3.16 三山雅集版木 32枚 羽黒

32 市指定 平13.3.16
請十方檀那の芳助を蒙りたき華藏院の御願状

版木
６枚 羽黒

33 市指定 平15.7.25 黒い聖母マリア像 １躯 鶴岡

34 市指定 平17.3.6 芭蕉句碑（発句塔） １基 羽黒

35 市指定 平17.3.6 南谷句碑（翁塚） １基 羽黒

36 市指定 平17.3.6 芭蕉塚（三日月塚） １基 羽黒

37 市指定 平17.3.6 妙法蓮華経壱字壱石供養碑 １基 羽黒
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指定文化財目録

番号 区分 指定年月日 名          称 員数 所在地域

38 市指定 平17.3.6 随神門華表 １基 羽黒

39 市指定 平17.3.6 女人禁制碑（是より女人きん世以） １基 羽黒

40 市指定 平17.3.6 女人道碑（從是羽黒女人道） １基 羽黒

41 市指定 平17.3.6 称願上人名号塔 １基 羽黒

42 市指定 平17.3.6 南無阿弥陀佛念佛車 １基 羽黒

43 市指定 平17.3.6 大乗妙典一千部供養塔 １基 羽黒

44 市指定 平17.3.6 大東学校記碑　附　碑文掛軸 １基 羽黒

45 市指定 平17.3.6 図司呂丸追悼句碑 １基 羽黒

46 市指定 平17.3.6 歌碑 １基 羽黒

47 市指定 平17.3.6 弥陀三尊（弁慶の投げ石）板碑 １基 羽黒

48 市指定 平17.3.6 庚申塔 １基 羽黒

49 市指定 平17.3.6 道標　追分石 １基 羽黒

50 市指定 平17.3.6 道標　追分石 ２基 羽黒

51 市指定 平17.3.6 鶴塚碑 １基 羽黒

52 市指定 平17.3.6 道標　追分石 １基 羽黒
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