
地区 名称 指定/登録 種別 員数 所在地 所有者/管理者

八女 武装石人残欠 国指定 重要美術品 1点 豊福709-１ 豊福町内会

八女 石人　石靭　石盾　附石人等残欠 国指定 重要文化財(考古資料) 62点
吉田1562-1(岩戸山歴史文化
交流館内)

八女市

八女 武装石人 国指定 重要文化財(考古資料) 1点
吉田1562-1(岩戸山歴史文化
交流館内)

八女市

八女 八女福島の燈籠人形 国指定 重要無形民俗文化財 1点 本町105-1(福島八幡宮境内)　　　
文化財福島燈籠人形保
存会

八女
八女古墳群(乗場古墳,岩戸山古墳,
丸山塚古墳,丸山古墳,茶臼塚古墳) 

国指定 史跡 - 吉田1640他

八女
八女市八女福島伝統的建造物群保存
地区

国選定 重要伝統的建造物群 19.8ha -

八女 石馬 県指定 有形文化財(考古資料) 1点 
吉田1396-1(岩戸山歴史資料
館内)

正福寺

八女 武装石人頭部 県指定 有形文化財(考古資料) 1点
吉田1396-1(岩戸山歴史資料
館内)

正福寺

八女 石人残欠 県指定 有形文化財(考古資料) 2点
吉田1396-1(岩戸山歴史資料
館内)

正福寺

八女 石人石馬等 県指定 有形文化財(考古資料) 16点
吉田1396-1(岩戸山歴史資料
館内)

八女市

八女 滑石経 県指定 有形文化財(考古資料) 1個 本町323(正福寺境内) 正福寺

八女 滑石経 県指定 有形文化財(考古資料) 2個 本町 個人

八女 瓦経 県指定 有形文化財(考古資料) 1個 本町 個人

八女 筑後手すき和紙 県指定 無形文化財 - 八女市・筑後市・みやま市

八女 童男山古墳 県指定 史跡 1基 山内1281他

八女 鈍土羅のクス 県指定 天然記念物 1本 馬場282(熊野神社境内) 八女市

八女 山内のチシャノキ 県指定 天然記念物 1本 山内544(祇園神社境内) 八女市

八女 南馬場の大クス 県指定 天然記念物 1本
馬場876-１(熊野速玉神社境
内)

八女市

八女 天福寺のボダイジュ 県指定 天然記念物 1本 馬場658(天福寺境内) 天福寺

八女
旧木下家「堺屋」　離れ座敷　附　
棟札　土塀　１号倉庫　３号倉庫

市指定 有形文化財(建造物) 3棟 本町184 八女市

八女
今里家住宅　主屋　離れ　附　渡り
廊下

市指定 有形文化財(建造物) 3棟 本町 個人

八女 木造阿弥陀如来坐像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 吉田1554-１(大神宮境内) 大神宮

八女 室園文書 市指定 有形文化財(書跡) 1巻 前古賀 個人

八女 牛島文書 市指定 有形文化財(書跡) 1枚 津江 個人

八女
天文二十四年源鑑述ら　今伊勢奉納
百首和歌

市指定 有形文化財(書跡) 1巻 兵庫県神戸市 個人

八女 石造猿田彦塔 市指定 有形民俗文化財 1基 吉田1554-１(大神宮境内) 大神宮

八女 石造青面金剛塔 市指定 有形民俗文化財 1基 本町485-１(般若院境内) 個人

八女 恵比須石祠並びに神像二体 市指定 有形民俗文化財 - 本町252 西古松町町内会

八女 石造「倉稲魂尊」塔 市指定 有形民俗文化財 1基 酒井田874(熊野神社境内) 酒井田町内会

八女 宇佐八幡宮農耕絵馬 市指定 有形民俗文化財 1面
本町2-123-2(八女民俗資料
館内)

宇佐八幡宮神社総代会

八女 木造恵比須像 市指定 有形民俗文化財 1躯 本町485-2 般若院

八女 岩崎の子ども川まつり 市指定 無形民俗文化財 - 岩崎地区内 岩崎町内会

八女 柳島の十七夜(あめがたまつり) 市指定 無形民俗文化財 - 柳島373(観音堂) 柳島町内会

八女 土橋八幡宮神幸行事 市指定 無形民俗文化財 -
本町１-18-１他(土橋八幡
宮)

土橋八幡宮総代会

八女 岩戸山４号古墳(下茶屋古墳) 市指定 史跡 - 吉田1380-３ 八女市

八女 深田遺跡 市指定 史跡 - 酒井田246他 八女市

【八女市】指定文化財等一覧
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地区 名称 指定/登録 種別 員数 所在地 所有者/管理者

八女 山内天満宮の大樟 市指定 天然記念物 1本 山内487 山内町内会

八女 無量寿院のケヤキ 市指定 天然記念物 1本 本町283-1(無量寿院境内) 無量寿院

八女 宅間田天満宮のイヌマキ 市指定 天然記念物 1本
宅間田438-１(宅間田天満宮
境内)

宅間田町内会

八女
福島八幡宮　本殿　幣殿(渡殿)　拝
殿　正門　袖塀

市指定 有形文化財(建造物) 4棟、2構 本町105-1 宗教法人　八幡宮

八女 許斐家住宅 市指定 有形文化財(建造物) 7棟 八女市本町 個人

八女 子負いの女性石人 市指定 有形文化財(考古資料) 1点
八女市吉田1562-1(八女市岩
戸山歴史文化交流館)

八女市

八女 立山山８号墳出土垂飾付耳飾 市指定 有形文化財(考古資料) 1点
八女市吉田1562-1(八女市岩
戸山歴史文化交流館)

八女市

上陽 発心城跡 県指定 史跡 - 上陽町下横山1671-3付近 八女市

上陽 轟区のビャクシン 県指定 天然記念物 1本
上陽町下横山482(轟観音堂
境内)

轟区

上陽 洗玉眼鏡橋 市指定 有形文化財(建造物) 1基 上陽町北川内689-3付近 八女市

上陽 間層式五重塔 市指定 有形文化財(建造物) 1基 上陽町北川内 個人

上陽 洗玉眼鏡橋欄干部分発掘遺物 市指定 有形文化財(建造物) 1括 上陽町北川内629-1 八女市

上陽 倉員家住宅 国登録 有形文化財（建造物） 4棟 八女市上陽町北川内 個人

黒木 黒木のフジ 国指定 天然記念物 1株
黒木町黒木5-2(素盞鳴神社
境内)

素盞嗚神社

黒木 八女市黒木伝統的建造物群保存地区 国選定 重要伝統的建造物群 18.4ha 黒木町黒木・今・本分 -

黒木 五条家文書　 附　八幡大菩薩旗 国指定 重要文化財(古文書)
17巻、１

幅
黒木町大淵 個人

黒木 木造聖観音立像 県指定 有形文化財(彫刻) 1躯
黒木町北木屋759-1（北木屋
の観音堂）

下木屋聖観音保存会

黒木 田代の風流 県指定 無形民俗文化財 - 黒木町田代地区 田代風流保存会

黒木 旭座人形芝居 県指定 無形民俗文化財 -
黒木町笠原5005-2(旭座人形
芝居会館内)

旭座人形芝居保存会

黒木 猫尾城跡 県指定 史跡 - 黒木町北木屋155他 八女市

黒木 旧隈本家住宅 県指定 有形文化財(建造物) 1棟 黒木町今1053(学びの館内) 八女市

黒木 霊巌寺の奇岩 県指定 天然記念物 20,262㎡
黒木町笠原字霊巌寺9736-1
他(霊巌寺)

霊巌寺

黒木 津江神社の大クス 県指定 天然記念物 1本
黒木町本分1083-1(津江神社
境内)

津江神社

黒木 荒谷のカエデ 県指定 天然記念物 1本 黒木町北木屋5029 専勝寺

黒木 空室のカツラ 県指定 天然記念物 1本 黒木町北大淵546 空室のカツラ保存会

黒木 五條氏邸 市指定 有形文化財(建造物) 1棟 黒木町大淵 個人

黒木 明治の館 市指定 有形文化財(建造物) 1棟
黒木町木屋10939(グリーン
ピア八女内)

八女市

黒木 八龍神社本殿・拝殿・楼門  市指定 有形文化財(建造物) 3棟 黒木町田代1273 八龍神社保存会

黒木 旧松木家住宅　附　釜屋 市指定 有形文化財(建造物) 2棟 黒木町黒木80-2 八女市

黒木 紙本墨書御境川筋水刎等図 市指定 有形文化財(絵画) 1巻 黒木町今1053(学びの館) 八女市

黒木 紙本著色涅槃図 市指定 有形文化財(絵画) 1幅 黒木町今1053(学びの館) 八女市

黒木 木造築地観音坐像 市指定 有形文化財(彫刻) 3躯 黒木町本分119 築地神社

黒木 木造薬師如来坐像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 黒木町北大淵7916-1 薬師如来奉賛会

黒木 木造十一面観音菩薩坐像  市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 黒木町北木屋2404-1 馬渡区

黒木 木造寿翰和尚頂相 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 黒木町今874(宗真寺境内) 宗真寺

黒木 木造周瑞和尚頂相 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯
黒木町笠原9731(霊巌寺境
内)

霊巌寺

黒木 木造釈迦如来坐像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯
黒木町笠原9731(霊巌寺境
内)

霊巌寺

黒木 紙本墨書木屋文書 市指定 有形文化財(書跡) 12通 黒木町今1053(学びの館内) 個人
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地区 名称 指定/登録 種別 員数 所在地 所有者/管理者

黒木 紙本墨書黒木物語 市指定 有形文化財(書跡) 1巻 黒木町今1053(学びの館内) 八女市

黒木 木屋行實の墓 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町木屋 個人

黒木 豪潮律師の誓願塔 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町今876(宗真寺境内) 宗真寺

黒木 伝・安倍晴明塔 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町北木屋1567 晴明保存会

黒木 中塚の古塔群 市指定 有形民俗文化財 - 黒木町笠原 個人

黒木 南城の古塔群 市指定 有形民俗文化財 15基 黒木町木屋829 四条野区

黒木 六地蔵幢の幢身 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町本分 個人

黒木 里程表示石柱(七里石) 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町土窪3319 下名老人クラブ

黒木 里程表示石柱(九里石) 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町木屋 個人

黒木 里程表示石柱(拾里石) 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町大淵 個人

黒木 里程表示石柱(拾一里石) 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町大淵 個人

黒木 唐谷円周庵の板碑 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町北木屋 -

黒木 阿弥陀堂の板碑群 市指定 有形民俗文化財 - 黒木町笠原656 椿原阿弥陀堂

黒木 若一王子神社棟札・神額・鬼瓦   市指定 有形民俗文化財
１枚､１
枚､１対

黒木町土窪1595 若一王子神社

黒木 道標 市指定 有形民俗文化財 3基
黒木町大淵7113・大淵4928-
6付近．土窪520-1

八女市

黒木 古須崎橋 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町木屋14177付近 原区

黒木 小原橋 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町大淵5970-2付近 小原隣組

黒木 熊野宮参道橋 市指定 有形民俗文化財 1基 黒木町北木屋794-1 熊野神社

黒木 大梅のヤマツバキ 市指定 天然記念物 1本
黒木町木屋4664-1(大梅天満
宮境内)

大梅天満宮

黒木 釜屋神社のクス 市指定 天然記念物 1本
黒木町湯辺田95(釜屋神社境
内)

釜屋神社

黒木 山中渓谷の重箱岩 市指定 天然記念物 - 黒木町木屋12611-2 八女市

黒木 光善寺のシダレザクラ 市指定 天然記念物 1本
黒木町木屋1773(光善寺境
内)

光善寺

立花 松延家住宅 　 国指定 重要文化財(建造物) 2棟 立花町兼松 個人

立花 円福寺のビャクシン 県指定 天然記念物 1本
立花町上辺春7530(円福寺境
内)

円福寺

立花
木造薬師如来立像　附　日光菩薩像　
月光菩薩像

県指定 有形文化財(彫刻) 3躯 立花町谷川565(谷川寺境内) 谷川寺

立花 大塚古墳 市指定 史跡 - 立花町北山2540-2 八女市外５名

立花 浦田古墳 市指定 史跡 - 立花町谷川 個人

立花 鬼隈横穴群 市指定 史跡 - 立花町山崎 個人

立花 里程標示石柱 市指定 有形文化財(歴史資料) 1基 立花町北山595-1 八女市

立花 前川内橋 市指定 有形文化財(建造物) 1基 立花町上辺春前川内 八女市

立花 黒岩橋 市指定 有形文化財(建造物) 1基 立花町上辺春黒岩 八女市

立花 古立石橋 市指定 有形文化財(建造物) 1基 立花町上辺春立石 八女市

立花 仁合石橋群 市指定 有形文化財(建造物) 1括 立花町兼松字仁合 八女市

立花 旧大内邸 市指定 有形文化財(建造物) 2棟 立花町白木3245 八女市

立花 谷川寺　仁王像 市指定 有形文化財(彫刻) 2躯 立花町谷川565(谷川寺境内) 谷川寺

立花 境原薬師如来像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 立花町谷川319-1 境原区

星野 はんや舞 県指定 無形民俗文化財 - 星野村麻生 風流はんや舞保存会

星野 旧久留米藩・天領日田国境石 県指定 史跡 - 星野村熊渡 熊本営林局ほか
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地区 名称 指定/登録 種別 員数 所在地 所有者/管理者

星野 桁山のカヤの木 県指定 天然記念物 1本 星野村14293-2 桁山・広蔵講組、個人

星野 室山熊野神社のスギ 県指定 天然記念物 3本 星野村12683(室山熊野神社) 室山熊野神社

星野 麻生池のオグラコウホネ自生地 県指定 天然記念物 - 星野村10761 財務省／八女市

星野 高野堂(行空上人の墓) 市指定 史跡 - 星野村 個人

星野 懐良親王墓所 市指定 史跡 - 星野村3072-3 大円寺

星野 御書塚及び孝子太郎兵衛の碑 市指定 史跡 - 星野村5923 旧５区

星野 鷹取城跡 市指定 史跡 - 星野村3538-2 八女市

星野 星野氏墓所 市指定 史跡 - 星野村10328 本星野

星野 星野氏館跡庭園 市指定 史跡 - 星野村 個人

星野 御良八幡宮 市指定 史跡 -
星野村10428-1(御良八幡神
社)

八幡神社

星野 室山熊野神社 市指定 史跡 - 星野村12683(室山熊野神社) 室山熊野神社

星野 鎮の優婆塚 市指定 史跡 - 星野村11883-2 八女市

星野 金山神社 市指定 史跡 - 星野村16013-1(金山神社) 金山神社

星野 初代庄屋(樋口越前の守実長)墓 市指定 史跡 - 星野村 個人

星野 浦館跡 市指定 史跡 - 星野村 個人

星野 御旅所跡地 市指定 史跡 - 星野村13326-1 八女市

星野 御手負いの水と鷹取越古道 市指定 史跡 - 星野村6023-2付近 八女市

星野 玉水山　大円寺 市指定 史跡 - 星野村2702(大円寺) 大円寺

星野 小野神社 市指定 史跡 - 星野村736(小野神社) 小野神社

星野 合瀬耳納峠 市指定 名勝 - 星野村7276-13他 八女市

星野 池の山 市指定 名勝 - 星野村10761他 八女市

星野 室山 市指定 名勝 - 星野村12683他 室山熊野神社

星野 欅 市指定 天然記念物 1本 星野村2400(旧小野小学校) 八女市

星野 檜 市指定 天然記念物 1本 星野村13068(浄円寺境内) 浄円寺

星野 唐迫の川のり 市指定 天然記念物 - 星野村唐迫 旧１５区

星野 大銀杏 市指定 天然記念物 1本 星野村736(小野神社境内) 小野神社氏子　

星野 石割岳山桜群生林 市指定 天然記念物 - 星野村16409 八女市

星野 高樹神社のキンモクセイ 市指定 天然記念物 1本
星野村1183-2(高樹神社境
内)

高樹神社

星野 八幡神社の大杉 市指定 天然記念物 2本
星野村10428-1(御良八幡神
社境内)

八幡神社

星野 ヤブツバキ 市指定 天然記念物 1本 星野村 個人

星野 中島弁財天社 市指定 有形文化財(建造物) 1棟 星野村10873 麻生神社

星野 浄源寺山門 市指定 有形文化財(建造物) 1棟 星野村5203-2(浄源寺境内) 浄源寺

星野 古塚の石橋 市指定 有形文化財(建造物) 1基 星野村3477-1付近 八女市

星野 一木の石橋 市指定 有形文化財(建造物) 1基
星野村8131-5付近(市道一木
上原線)

八女市

星野 鰐口 市指定 有形文化財(工芸品) 1口 星野村内宮 個人

星野 (伝)熊野神社鏡と和鏡(柄鏡) 市指定 有形文化財(工芸品) 3面 星野村13102-1 八女市

星野 星野焼灯篭一対 市指定 有形文化財(工芸品) 1対
星野村11865-1(星野焼展示
館)

室山熊野神社

星野 銅矛 市指定 有形文化財(考古資料) 2口
吉田1562-1(岩戸山歴史文化
交流館)

八女市
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地区 名称 指定/登録 種別 員数 所在地 所有者/管理者

星野 大円寺関係古文書 市指定 有形文化財(古文書) 1括 星野村2702(大円寺境内) 大円寺

星野 伝・懐良親王御真筆 市指定 有形文化財(書跡) 1幅 星野村字内宮 個人

星野 水晶の巻軸 市指定 有形文化財(書跡) 2巻 星野村13102-1 麻生神社

星野 釈迦如来像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 星野村2702(大円寺境内) 個人

星野 十一面観世音菩薩像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 星野村2702(大円寺境内) 大円寺

星野 六地蔵浮彫石塔 市指定 有形文化財(彫刻) 1基 星野村13068(浄円寺境内) 浄円寺

星野 神面 市指定 有形文化財(彫刻) 1面 星野村13102-1 八女市

星野 平野不動尊像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 星野村 個人

星野 神面 市指定 有形文化財(彫刻) 4面 星野村5126 長尾天照御祖神社

星野 版木 市指定 有形民俗文化財 1枚 星野村2702(大円寺境内) 大円寺

星野 板碑(興国塔) 市指定 有形民俗文化財 1基 星野村2702(大円寺境内) 大円寺

星野 福田衣 市指定 有形民俗文化財 1点 星野村2702(大円寺境内) 大円寺

星野 石器類 市指定 有形民俗文化財 1括 星野村13102-1 八女市

星野 二十八日講文書 市指定 有形民俗文化財 1冊 星野村13102-1 八女市

星野 奉捧願書 市指定 有形民俗文化財 1巻 星野村13102-1 八女市

星野 石臼 市指定 有形民俗文化財 1個 星野村16927(正念寺境内) 正念寺

星野 ゆり鉢 市指定 有形民俗文化財 1口 星野村16927(正念寺境内) 正念寺

星野 室山熊野神社(神社記) 市指定 有形民俗文化財 2巻 星野村13102-1 八女市

星野 星野金山絵図 市指定 有形民俗文化財 1枚 星野村10816-5(茶の文化館) 八女市

星野 百手的 市指定 無形民俗文化財 - 星野村室山 室山熊野神社

矢部 厨子 県指定 有形文化財(工芸品) 1基
矢部村北矢部4869(善正寺境
内)

善正寺

矢部 八女津媛神社の浮立 県指定 無形民俗文化財 -
矢部村北矢部4015(八女津媛
神社境内)

八女津媛神社浮立保存
会

矢部 厨子 市指定 有形文化財(工芸品) 1基 矢部村矢部4535 栗原観音堂総代

矢部 十一面観世音菩薩座像 市指定 有形文化財(彫刻) 1躯 矢部村矢部4535 栗原観音堂総代

矢部 公卿唄 市指定 無形文化財 - 矢部村御側地区 公卿唄保存会

矢部 権現杉 市指定 天然記念物 1本
矢部村北矢部4015(八女津媛
神社境内)

八女津媛神社宮司

矢部 イチョウ 市指定 天然記念物 1本
矢部村北矢部10529(老松天
満宮)

老松天満宮宮司

矢部 イチョウ 市指定 天然記念物 1本
矢部村北矢部10484(三柱神
社境内)

三柱神社総代

矢部 イヌマキ 市指定 天然記念物 1本
矢部村北矢部4867(善正寺境
内)

善正寺総代

矢部 イチョウ 市指定 天然記念物 1本 矢部村矢部 個人

矢部 カラタチ(枳殻の木) 市指定 天然記念物 11本 矢部村北矢部3216 八女市

矢部 旧矢部中学校校舎 市指定 有形文化財(建造物) 1棟
矢部村北矢部11060-1(杣の
ふるさと文化館)

八女市

矢部 臼ノ払の林業関係資料 市指定 有形民俗文化財 - 矢部村矢部2797-3他
臼ノ払山の神・風の神
保存会

矢部 杣人の家 国登録 有形文化財（建造物） 1棟 矢部村北矢部字松尾9932 八女市
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