
指定種別 通称※場所 画像 員数 内容 所有者等 所在地 指定年月日 制作年代

国宝 朝光寺本堂 １棟 建造物 朝光寺 畑609 昭和29年3月20日 応永20(1413)年

重要文化財 朝光寺鐘楼 １棟 建造物 朝光寺 畑609 昭和29年9月17日 鎌倉末期

重要文化財
若宮八幡宮本殿
※黒谷若宮八幡宮境内

１棟 建造物 黒谷地区 黒谷275 昭和37年6月21日 永禄7(1564)年再建

重要文化財 上鴨川住吉神社本殿 １棟 建造物 上鴨川地区 上鴨川571 昭和35年6月9日 室町中期

重要文化財
大刀
※清水寺大講堂裏（写真）

　 工芸 清水寺 平木1194 昭和56年6月9日 奈良末期～平安中期

重要文化財
大字法華経巻五
※清水寺大講堂裏（写真） 典籍 清水寺 平木1194 平成7年6月15日 奈良時代後半

県指定 秋津薬師堂 １棟 建造物 常田地区 秋津912 昭和42年3月31日 永禄11(1568)頃？

県指定 朝光寺多宝塔 １棟 建造物 朝光寺 畑609 平成14年4月9日 江戸中期

県指定 河高住吉神社石鳥居 １基 建造物 河高地区 河高2400 昭和42年3月31日 江戸初頭以前

県指定 大芋神社石鳥居 １基 建造物 上田地区 上田783 昭和47年3月24日 寛永2（1625）

県指定 中村家五輪塔 １基 建造物 中村　実 上三草134 昭和63年3月22日 鎌倉中期を下らない

県指定
銅造菩薩立像
※清水寺根本中堂

１躯 工芸 清水寺 平木1194 平成1年3月31日 白鳳期

加東市の文化財（常時見ていただける建造物・石造物等をご紹介）
2013年2月4日現在



国登録文化財 光明寺本堂 １棟 建造物 光明寺 光明寺433 平成11年6月7日 大正14年３月設計

国登録文化財 持宝院大師堂 １棟 建造物 持宝院 社1369 平成11年6月7日
大正１４年設計
大正１５年建立

国登録文化財 清水寺根本中堂 １棟 建造物 清水寺 平木1194 平成11年6月7日 大正６年

国登録文化財 清水寺大講堂 １棟 建造物 清水寺 平木1194 平成11年6月7日 大正６年

国登録文化財 清水寺鐘楼 １棟 建造物 清水寺 平木1194 平成11年6月7日 大正６年

国登録文化財 清水寺本坊・客殿 １棟 建造物 清水寺 平木1194 平成11年6月7日 大正６年

市指定 朝光寺仁王門 １棟 建造物 朝光寺 畑609 昭和56年5月22日 江戸初期～中期

市指定 禅瀧寺本堂 １棟 建造物 禅瀧寺 栄枝72 昭和60年3月27日 元禄元(1688)年再建

市指定 山王神社本殿 １棟 建造物 厚利地区 厚利535 昭和60年3月27日 元禄2(1689)再建

市指定 秋津住吉神社本殿 １棟 建造物 秋津住吉神社 秋津1113 平成4年11月25日 江戸時代

市指定 秋津住吉神社随神門 １棟 建造物 秋津住吉神社 秋津1113 平成4年11月25日

市指定 了徳寺山門 １棟 建造物 了徳寺 高岡1724 平成2年3月30日 江戸中期

市指定 佐保神社瑞神門 １棟 建造物 佐保神社 社777-4 平成24年8月30日 文化２年(1805)

市指定 掎鹿廃寺心礎 １基 考古資料 掎鹿谷地区 掎鹿谷535 昭和60年3月27日 奈良末期～平安初期



市指定 西戸板碑 １基 石造物 西戸地区 西戸1995 昭和60年3月27日 長禄2(1458)

市指定 安国寺宝篋印塔 １基 石造物 安国寺 新定851 昭和60年3月27日 室町中期

市指定 釜ケ坂宝篋印塔 １基 石造物 西戸地区 秋津1987-1 平成1年5月27日 室町時代

市指定 大門阿弥陀堂石造五輪塔 ２基 石造物 大門地区 大門居垣内683 平成1年12月21日

市指定 朝光寺石造五輪塔 ３基 石造物 朝光寺 畑609 昭和56年5月22日 3基ともに室町初期

市指定 朝光寺六面石幢 １基 石造物 朝光寺 畑609 昭和56年5月22日 宝徳２(1450）

市指定 木梨石造五輪塔 １基 石造物 木梨地区 木梨283 昭和56年5月22日 永和4（1378）

市指定 平木道標 １基 石造物 個人 平木 平成3年11月25日 文化5年(1808)12月

市指定 上滝野道標 １基 石造物 上滝野地区 上滝野291 平成16年12月22日 天和２年(1682)

市指定 阿弥陀石棺仏 １基 石造物 家原地区 家原字御霊38-1 平成22年3月31日 鎌倉後期？～南北朝

市指定
三草藩武家屋敷旧尾崎邸
※内部見学は土日祝日のみ

１棟 史跡 加東市 上三草1157 平成5年4月27日 江戸時代末期

市指定
赤穂義士菩提所
※観音寺裏

１ 史跡 家原地区 家原14-5 平成7年4月25日

市指定 上鴨川住吉神社境内 史跡
上鴨川住吉神社
神事舞保存会

上鴨川野尻571
571-1 571-4 571-5

平成13年5月10日



市指定
制札および制札箱
※清水寺大講堂裏

３枚 典籍 清水寺 平木1194 平成16年12月22日 永正・弘治・慶長

市指定
銅椀
※清水寺大講堂裏

１口 工芸 清水寺 平木1194 平成20年3月31日 永正３年(1506)

市指定
清水寺紺紙金字妙法蓮華経
※清水寺大講堂裏

８巻一括
経箱共 典籍 清水寺 平木1194 平成20年3月31日 応永９年(1402)

重要無形
民俗文化財

上鴨川住吉神社神事舞
※10月第1土日に開催

　 無形民俗
住吉神社
神事舞踊保存会

上鴨川571 昭和52年5月17日 室町

県指定無形
民俗文化財

秋津百石踊
※秋津住吉神社境内
※4月29日に開催

無形民俗 西戸百石踊保存会 秋津 昭和47年3月24日

県指定無形
民俗文化財

朝光寺鬼追踊
※5月5日に開催 無形民俗

朝光寺
鬼追踊保存会

畑609 昭和57年3月26日 起源は室町期

市指定
ツクバネ
※朝光寺。ツクバネの滝付近
　（秋）

天然記念物 朝光寺 畑609 昭和58年10月28日

市指定
クリンソウ
※清水寺境内（5～6月） 天然記念物 清水寺 平木1194 昭和58年10月28日

重要文化財
銅造如来坐像
※光明寺遍照院

１躯 彫刻 遍照院 光明寺433 昭和56年6月9日 平安前期

市指定
絹本著色善導大師画像
※光明寺大慈院

１幅 絵画 大慈院 光明寺433 昭和62年3月31日 鎌倉～南北朝

加東市の三大踊り（開催日をご確認下さい）

加東市の天然記念物（ご覧になれる時期は目安です）

花まつり開催日（5月3日）に公開
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