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１９－１．観光資源一覧

　

主な観光資源名 現況・みどころ

平成30年（2018年）7月、天草の﨑津集落を構成資産の一
つとする「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世
界文化遺産に登録されました。﨑津集落は、禁教下での潜
伏キリシタンの信仰継続を示す集落で、アワビの貝殻内側の
模様を聖母マリアに見立てて祈る風習や、鏡や古銭などの
身近なものを信心具として代用し信仰を継続したことが特徴
です。仏教・神道・キリスト教が共存しながら信仰を育んだ漁
村集落として、また、「国の重要文化的景観」に選定された集
落として、貴重な資産価値を有しています。

問：﨑津集落ガイダンスセンター　☎0969-78-6000

URL:http://www.city,amakusa.kumamoto.jp/sakitsu-sekai/

﨑津教会 昭和9年（1934年）、フランス人宣教師ハルブ神父の時代に
建築。尖塔の上に十字架を掲げた重厚なゴシック様式の教
会で、内部は国内でも数少ない畳敷きとなっています。建て
られた土地は、ハルブ神父の強い希望で、禁教期に絵踏が
行われていた吉田庄屋役宅跡が選ばれました。﨑津教会
は、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」の構成資産である「天草の﨑津集落」を象徴するスポット
のひとつです。

﨑津集落の歴史や文化を紹介し、キリスト教布教期から潜
伏期の資料を中心に展示しています。なかでも、﨑津の生
活・信仰を感じるジオラマやここにしかない漁村特有の信心
具は必見です。昭和初期の旅館を改修し、間取りなどは建
築当時のままとなっています。

営業時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）

休館日：12月30日～1月１日

料金：無料

☎0969-75-9911

天草コレジヨ（大神学校）の開校や天草本の出版等、16世紀
末に天草河浦の地に伝えられたキリシタン南蛮文化の資料
多数を展示。日本初の本格的金属活版印刷による天草本
（複製）や、復元されたグーテンベルク印刷機は必見です。
南蛮船模型、復元されたパイプオルガン等西洋古楽器の展
示、実演や、天正遣欧少年使節の足跡をたどるビデオ上映
もあります。平成２５年に「世界平和大使人形の館」などを含
めリニューアルしました。

営業時間：8：30～17：00（入館は16：30まで）

休館日：毎週木曜日、12月30日～1月1日

料金：一般 200円、高校生 150円、小中学生 100円 （幼児は
無料）
（市内の小中学生や高校生は無料、申請が必要）
 ※団体20人以上で2割引き

☎0969-76-0388

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜
伏キリシタン関連遺産」構成資産「天
草の﨑津集落」

﨑津資料館みなと屋

天草市立天草コレジヨ館
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主な観光資源名 現況・みどころ

大江教会 キリスト教解禁後、天草で最も早く建てられた教会。現在の
教会は、昭和8年（1933年）天草への伝道に生涯を捧げたフ
ランス人宣教師ガルニエ神父が地元信者と協力し建立。山
間に静かにただずむロマネスク様式の白亜の教会です。

江戸期潜伏キリシタンの暮らしや信仰を伝える資料を展示し
ています。なかでも、ご先祖が潜伏キリシタンだった家の屋根
裏に今でも残る「隠れ部屋」を再現したジオラマや、「経消し
の壺」、そして1500年代末期に宣教師によってもたらされた
「信心具」などは見ごたえがあります。大画面映像による「祈り
の里天草キリシタンのあゆみ」も必見です。

営業時間：8：30～17：00（入館は16：30まで）

休館日：毎週水曜日、12月30日～1月1日

料金：一般 300円、高校生 200円、小中学生 150円（幼児は
無料）
（市内の小中学生や高校生は無料、申請が必要）
 ※団体20人以上で2割引き

☎0969-42-5259

殉教戦千人塚やキリシタン墓地などがある城山公園に位置
し、館内は島原・天草一揆を中心に天草キリシタン史を4つの
ゾーンを設けて展示しています。特に、国指定重要文化財の
天草四郎陣中旗は必見です。また、映像室では乱や天草四
郎について分かりやすく紹介したビデオを放映しており、キリ
シタンの歴史や文化を知ることができます。

営業時間：8：30～17：00（入館は16：30まで）

休館日：毎週火曜日、12月30日～1月1日

（2階展示室）
料金：一般 300円、高校生 200円、小中学生 150円（幼児は
無料）
（市内の小中学生や高校生は無料、申請が必要）
※団体20人以上で2割引き

☎0969-22-3845

URL:http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kirishitan/

御所浦で恐竜の化石が発見されたことを機に設置された資
料館。日本最大級の肉食恐竜の歯や植物食恐竜の骨、日
本最古の大型ほ乳類の化石など、御所浦で発掘された化石
をはじめ、約1000点の展示物が見学できます。資料館から歩
いて5分のところには「化石採集場」があり、採集体験ができ
ます。

営業時間：8：30～17：00（入館は16：30まで）

休館日：月曜日（祝日の場合は次の平日）、12月29日～1月3日

料金：一般 200円、高校生 150円、小中学生 100円 （幼児は
無料）

☎0969-67-2325

URL:http://gcmuseum.ec-net.jp/

天草市立天草ロザリオ館

御所浦白亜紀資料館

天草市立天草キリシタン館
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主な観光資源名 現況・みどころ

天草市五和町の通詞島沖合には、約200頭の野生のミナミ
ハンドウイルカが生息しており、一年中高い確率で野生のイ
ルカを間近で見ることができます。春先から夏にかけては、
赤ちゃんイルカを見れるチャンスも！

荒天で出航できない場合や船が苦手な方は、天草市イル
カセンター内でVR（バーチャルリアリティ）によるイルカウォッ
チングの疑似体験をどうぞ。

出航時間：①10：00、②11：30、③13：00、④14：30、⑤16：00

料金：大人・中学生以上3,000円、小学生2,500円、幼児（2歳
以上）1,000円

所要時間：約1時間

問：道の駅 天草市イルカセンター　☎0969-33-1500

URL：https://www.amakusa-dolphin.jp

天草ありあけタコ街道 　タコが特産の有明町では、地ダコや干しダコを使った料理
や加工品が提供されています。
　有明海に面した国道324号沿いでは、干しダコが風に揺れ
る風景やさざ波の音を楽しむことができます。

ありあけタコ入道 　高さ3ｍ、幅4.5ｍの巨大なタコのモニュメント。今にも動き出
しそうなほどにリアルな姿は人気のスポットとなっています。
　また、このモニュメントの隣には小さくかわいらしい「祈りダ
コ」があります。

牛深海域公園 国指定の海域公園。築ノ島、法ケ島は昭和45年に日本で
初めて海中公園（現在は海域公園）に指定されました。トサカ
類やイソバナ類など色とりどりのサンゴが群生し、グラスボート
で気軽に楽しむことができます。

牛深港から発着している半潜水型グラスボートで、気軽に
海中散歩。1日5便、所要時間は約80分。冬場には、カモメ
ウォッチングも楽しめます。

料金：大人2,200円、小中学生1,100円、幼児（3～5歳）300
円、幼児(2歳以下)無料

問：（株）ブルーマリンサービス　☎0969-73-1173

URL：http://blue-marine-srv.co.jp/

天草海域公園 国指定の海域公園。大ヶ瀬、小ヶ瀬付近の海域は、昭和45
年に牛深、富岡ともに、日本で初めて海中公園（現在は海域
公園）に指定されました。この海域は西海岸でも最も海水の
透明度が高く、海底は石サンゴ、ウミトサカなどの熱帯系の生
物が鮮やかな彩りをみせています。

牛深海域公園遊覧・グラスボート

イルカウォッチング
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主な観光資源名 現況・みどころ

四方を海に囲まれた天草には、熊本県でも有数の海水浴
場が点在しています。波が穏やかで小さいお子様連れでも
安心して遊べる海水浴場が多く、透明度も抜群です。

・ 四郎ヶ浜ビーチ（有明）　　・ 黒島海水浴場（御所浦）

・ えびすビーチ（倉岳）　　　・ 黒崎海水浴場（五和）

・ 本渡海水浴場（本渡）　　 ・ 若宮公園海水浴場（五和）

・ 魚貫崎海水浴場（牛深）　・ 立海水浴場（新和）

・ 砂月海水浴場（牛深）　　　・ 小高浜海水浴場（河浦）

・ 茂串海水浴場（牛深）　　　・ 白鶴浜海水浴場（天草）

天草西海岸地域は、東シナ海に沈む美しい夕陽を見ること
ができる、絶好の夕陽鑑賞スポットとして知られています。天
草市では、この夕陽鑑賞スポットの中から、特に優れた８ヵ所
を“天草夕陽八景”として選定しています。

〇 下田の夕陽　　　　　　 〇 拝瀬・鳴瀬の夕陽

〇 十三仏公園の夕陽　　〇 魚貫・黒石の夕陽

〇 大ヶ瀬の夕陽 　　　　　〇 遠見山公園の夕陽

〇 マリア像の夕陽　　　　 〇 小森海岸の夕陽

十三仏公園 天草西海岸随一の景勝ポイントである十三仏公園からは、
国の名勝・天然記念物の奇岩洞門が立ち並ぶ妙見浦を一望
できます。また、公園内には与謝野鉄幹が「五足の靴」の旅
後、昭和7年（1932年）に妻の晶子を連れ再来島したときに詠
んだ歌が自然石に刻まれ、建立されています。

鬼海ヶ浦展望所 風光明媚な天草西海岸の景勝ポイントで、青く透きとおり奇
岩の続く天草灘の水平線に沈む夕景は日本の夕陽百選の
一つにも選ばれています。

牛深ハイヤ祭り 毎年4月中旬に開催される牛深ハイヤ祭りは、天草の春を
彩る牛深地域最大のイベントです。祭りは3日間行われ、牛
深の街がハイヤ節一色に染まり、総勢5,000名の老若男女が
道中を踊り歩く総踊りは圧巻です。その他にも水産フェア、
漁船団海上パレード等の催しも行われます。

天草ほんどハイヤ祭り 毎年7月下旬から8月上旬に開催される天草ほんどハイヤ
祭りは、天草二大ハイヤの一つとして夏の風物詩となってい
ます。街中が熱気に包まれ、活気に溢れる道中総踊りでは、
総勢2,500名が参加し、色鮮やかな衣装や山車で見る人を
楽しませてくれます。

天草大陶磁器展 天草西海岸地域で掘り出される天草陶石は品質、埋蔵量
ともに日本一と言われています。国内生産の約8割を占め、
有田焼などの県外の焼き物産地に出荷されています。強度
が高く、焼き上がりは濁りのない透き通った美しい白色に仕
上がるのが特徴です。江戸時代の才人、平賀源内が「天下
無双の上品」と絶賛したと伝えられています。

毎年11月上旬に開催される天草大陶磁器展では、天草島
内をはじめ、全国からの窯元が一堂に会し、展示販売を行い
ます。また、ろくろを使った陶芸体験や、その年のテーマを設
けて募集した作品の展示会なども開催しています。

　資料：観光文化部観光振興課

海水浴場

天草夕陽八景
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地 施    　 　設　     　の   　 　概　　    要

今釜新町3706 鉄筋コンクリート２階建、延べ床面積811㎡、昭和56年4月11日開館
　☎23-5353

有明歴史民俗資料館 有明町下津浦
3001‐9
　☎53-1111（有明支所）

木造平屋建、延べ床面積202㎡、平成19年4月1日開館
天草の歴史民俗資料を収蔵展示。
休館日：土･日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)　　　※休館中

倉岳町棚底
1786-4

　☎23-5353（本渡歴史）

鉄筋平屋建（高床式）、延べ床面積208㎡、昭和52年11月15日開館
近代における農漁業の生産用具を中心に所蔵展示。

　☎23-5353（本渡歴史） 休館日：土･日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)　　※休館中
五和町二江384 鉄筋コンクリート平屋建、延べ床面積479㎡、昭和60年2月19日開館

　☎33-1645 縄文時代の沖ノ原貝塚出土品、江戸時代の漁具、生活用品等を展示。イルカ
の見える展示室。
休館日：毎週月曜日、月曜日が祝日の場合その日以降祝日でない日、年
末年始(12/29～1/3)

船之尾町19-52

　☎22-3845

休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月30日～1月
1日）

天草ロザリオ館 天草町大江1749
　☎42-5259

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋一部2階建、延べ床面積、612㎡、昭和63年4月23日開
館。江戸期潜伏キリシタンの信仰を示す「隠れ部屋」や「信心具」、そして
発覚事件「天草くずれ」関係資料を収蔵展示。休館日：毎週火曜日（祝日
の場合は翌平日）、年末年始（12月30日～1月1日）

天草町大江1740-1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建、延べ床面積205㎡、平成6年4月28日開館

　☎42-5259 天草ロザリオ館に併設。全国各地から収集した郷土玩具や五足の靴関連
資料を収蔵・展示。休館日：年末年始（12月30日～1月1日）

河浦町白河内
175-13

　☎76-0388

牛深町2286-116

　☎73-3818

船之尾町8－25 木造2階建、延べ床面積564㎡、平成20年4月1日開館

　☎27－5665

名　　　　　　　　　称 所   　在　   地 施    　 　設　     　の   　 　概　　    要

東町3 【市民会館】鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地上４階、地下１階、延べ床面積4,073㎡
昭和43年11月1日開館
ホール701席、展示ホール、大会議室、小会議室3、和室１

☎ 22-4125 【体育館】アリーナ面積1,540㎡、平成26年3月28日落成

【総合武道館】5階建、延べ床面積4,182㎡、昭和57年10月30日落成

柔道場、剣道場、弓道場、トレーニング室、会議室

牛深町160 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造地上4階、地下1階、延べ床面積4,378㎡

☎ 73-4191 昭和55年4月１日開館、下島開発総合センター併設（2～4階）、図書館を
併設
ホール710席、練習室3部屋、楽屋5、大会議室、小会議室4、和室2、調理
室

牛深総合センター

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建、延べ床面積1,384㎡　　平成2年5月12日開館
キリシタン南蛮文化時代のコレジヨ（大神学校）関係の資料（復元されたグーテ
ンベルク印刷機や中世古楽器等）を収蔵、展示。　「世界平和大使人形の館」
新設を含め、平成25年11月30日リニューアルオープン。休館日：年末年始（12
月30日～1月1日）

うしぶか海彩館展示室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ２階建、延べ床面積1,858.7㎡（うしぶか海彩館全体）平成9年4月
1日開館　　土器・石器・漁業の歴史資料を複合施設の中に展示。
休館日：毎月第3火曜日、決算棚卸日、年末年始（12月31日～1月1日）

天草文化交流館

（２）市民会館・文化会館

天草市民センター

１階：天草の伝統工芸体験室（手まり、土人形、凧、押し絵、陶芸、竹細工）
2階：展示室。　休館日：毎週月曜日、月曜日が祝日の場合その日以降祝日で
ない日、年末年始（12月29日～1月3日）

天草キリシタン館

御所浦白亜紀資料館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り3階建（御所浦島開発総合ｾﾝﾀｰ内）、延べ床面積472㎡
平成9年7月1日開館、恐竜やアンモナイト・哺乳類・貝の化石等収蔵･展
示　　休館日：毎週月曜日、月曜日が祝日の場合その日以降祝日でない
日、年末年始（12月28日～1月3日）

御所浦町御所浦
4310-5
　☎67-2325

鉄筋コンクリート2階建、延べ床面積997㎡、昭和41年8月1日開館
平成22年7月1日新築オープン。天草四郎陣中旗をはじめキリシタン関係
の資料を収蔵・展示。常設展

天草コレジヨ館

天草玩具資料館

五和歴史民俗資料館
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（１）資料館・博物館等

本渡歴史民俗資料館

倉岳歴史民俗資料館 木造平屋建、延べ床面積363㎡、平成4年5月2日開館
棚底城跡出土遺物、古書等の歴史資料や漁具農具の民俗資料を収蔵展
示。
休館日：土･日、祝日、年末年始(12/29～1/3)   　※休館中

新和歴史民俗資料館

天草の遺跡出土品や民俗資料を収蔵展示。常設展、特別展。
休館日：毎週月曜日、月曜日が祝日の場合その日以降祝日でない日、年
末年始(12/29～1/3)

新和町小宮地
8918-2
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地区名 名　　称 指定年月日 所在地 備　　考

本渡 祇園橋　附石造記念碑 国指定 建造物 平成 9年 12月 3日 船之尾町、中央新町 天保三年（1832）建造

本渡
綸子地著色聖体秘蹟図指物
（天草四郎時貞関係資料のうち）

国指定 歴史資料 昭和39年1月11日 船之尾町19-52 天草キリシタン館展示

本渡 旧天草教育会館本館 国登録 建造物 平成18年4月12日 船之尾町336－3 昭和10年開館　建築面積271㎡

本渡 旧天草教育会館正門及び塀 国登録 建造物 平成18年4月12日 船之尾町336－3 正門　間口4.4ｍ　　　塀　延長40m

本渡 兜梅　　 県指定 天然記念物 昭和57年8月28日 浜崎町3696 樹高３ｍ、枝張東西１１ｍ

本渡 山口の施無畏橋　附架橋碑 県指定 建造物 平成18年5月29日 本渡町溝端 明治十五年（1882）建造

本渡 楠浦の眼鏡橋 県指定 建造物 平成18年5月29日 楠浦町中田原 明治十一年（1878）建造

本渡 大矢遺跡 県指定 史跡 平成 7年 3月 15日 本渡町字広瀬 縄文時代・最古の籾圧痕付土器出土

本渡 大矢遺跡出土品 県指定 考古資料 平成 7年 3月 15日 今釜新町3706 九州では稀少な土偶・石銛等55点　本渡歴史民俗資料館展示

本渡 妻の鼻墳墓群および出土遺物一括 県指定 考古資料 昭和48年8月27日 佐伊津町明瀬　今釜新町3706
地下式板石積石室墓
遺跡：明瀬に移築復元　遺物：本渡歴民展示

本渡 木造十一面観音立像 県指定 彫刻 昭和36年11月21日 諏訪町 文永十年（1273）銘　康円作

本渡 明徳寺山門 市指定 建造物 昭和 33年 5月 1日 本渡町本戸馬場

本渡 亀川古寺古塔群 市指定 建造物 昭和 33年 5月 1日 亀場町亀川 五輪塔６基　宝筐印塔１基　応永年銘

本渡 市ノ瀬橋と石碑 市指定 建造物 昭和 59年 1月 9日 本町下河内

本渡 下浦石工元祖松室五郎左衛門の墓 市指定 建造物 昭和 59年 1月 9日 下浦町石場

本渡 本渡南の梵字板碑と礎石 市指定 建造物 昭和49年3月19日 本渡町本渡染岳

本渡 伊賀倉権現古塔群 市指定 建造物 昭和50年6月13日 楠浦町寺中 五輪塔４３基　宝筐印塔６基

本渡 下浦丸田薬師堂の梵字板碑 市指定 建造物 昭和50年6月13日 下浦町崎野

本渡 立浦の板碑 市指定 建造物 昭和49年3月19日 楠浦町大中 天文八年（1539）建立

本渡 志安橋 市指定 建造物 平成 5年 3月 22日 亀場町食場 明治十五年（1882）架橋

本渡 鷹羽紋螺鈿鞍 市指定 工芸品 平成11年1月29日 船之尾町19-52 天草キリシタン館収蔵

本渡 メダリオン 市指定 工芸品 平成10年1月28日 船之尾町19-52 天草キリシタン館展示

本渡 木山弾正の墓 市指定 史跡 昭和 33年 5月 1日 本渡町本戸馬場字馬場

本渡 染岳の霊場 市指定 史跡 昭和 33年 5月 1日 本渡町本渡染岳

本渡 志柿大松道古墳 市指定 史跡 昭和46年4月26日 志柿町大松道 横穴式石室

本渡 楠浦新田古墳 市指定 史跡 昭和 33年 5月 1日 楠浦町鬼塚 円墳　横穴式石室

本渡 三宅藤兵衛の墓 市指定 史跡 昭和 33年 5月 1日 本渡町広瀬上ノ山

本渡 船之尾尾越の板碑 市指定 史跡 昭和 33年 5月 1日 船之尾町 享禄四年（1531）建立

本渡 茂木根の横穴古墳 市指定 史跡 昭和50年6月13日 本渡町茂木根江古平 横穴墓４基

本渡 下浦須森古墳 市指定 史跡 昭和50年6月13日 下浦町出崎 円墳　横穴式石室

本渡 東向寺歴代住職の墓 市指定 史跡 昭和50年6月13日 本町新休字横久保

本渡 金浜城石垣 市指定 史跡 昭和50年6月13日 佐伊津町金ヶ丘字城廻

本渡 江川地の延命地蔵尊 市指定 彫刻 昭和49年3月19日 佐伊津町上在郷

本渡 遊行僧像 市指定 彫刻 昭和52年10月1日 大浜町 建仁二年（1202）銘

本渡 諏訪神社の大蘇鉄 市指定 天然記念物 昭和47年9月27日 諏訪町 樹齢200年超

本渡 下浦船場天満宮の大楠 市指定 天然記念物 昭和 59年 1月 9日 下浦町船場 樹齢500年余

本渡 四郎乱物語 市指定 古文書 昭和52年10月1日 船之尾町19-52 天草キリシタン館展示

本渡 木山家古文書 市指定 古文書 昭和52年10月1日 浜崎町

指定区分

１９－３．天草市内所在指定文化財
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地区名 名　　称 指定年月日 所在地 備　　考

本渡 高札 市指定 歴史資料 昭和52年10月1日 浜崎町 切支丹禁制の札　正徳五年（1716）

本渡 ロザリオと壺 市指定 歴史資料 昭和52年10月1日 船之尾町19-52 昭和40年頃﨑津にて発見　天草キリシタン館展示

本渡 あぶみ（一対） 市指定 歴史資料 昭和52年10月1日 船之尾町19-52 昭和34年瀬戸にて発見　天草キリシタン館展示

本渡 鈴木明神伝碑 市指定 歴史資料 昭和46年4月26日 本町本　鈴木神社内

本渡 徒党禁止高札（木製） 市指定 歴史資料 平成10年1月28日 船之尾町19-52 明和七年（1770）発布　天草キリシタン館展示

牛深 六郎次山 国指定 名勝 昭和10年6月7日 牛深町深海・河浦町路木

牛深 龍仙島（片島） 国指定 天然記念物及び名勝 昭和10年8月27日 牛深町片島

牛深 久玉城跡 県指定 史跡 昭和48年3月28日 久玉町 戦国時代城郭

牛深 サソリモドキ 県指定 天然記念物 昭和39年3月10日 牛深町域 サソリ似の無毒虫

牛深 元下須遺跡より出土の土器石器類 市指定 考古資料 昭和55年4月1日 牛深町元下須 石刀様石器等

牛深 眼鏡橋 市指定 建造物 昭和50年6月10日 久玉町上場 享保年間建造

牛深 竜王宮 市指定 建造物 昭和55年4月1日 魚貫町池ノ元

牛深 日輪碑（切石様） 市指定 建造物 昭和55年4月1日 魚貫町

牛深 平野成政碑 市指定 建造物 昭和55年4月1日 牛深町船津 明和九年（1772）建立

牛深 干拓記念碑 市指定 建造物 昭和55年4月1日 二浦町亀浦 享和年間（1801～03）建立

牛深 星の浦古墳 市指定 考古資料 昭和55年4月1日 深海町星の浦 箱式石棺

牛深 御用井戸 市指定 史跡 昭和50年6月10日 牛深町 二ヶ所に所在

牛深 遠見岳見張り番所跡 市指定 史跡 昭和50年6月10日 魚貫町遠見岳

牛深 遠見山中番所跡 市指定 史跡 昭和55年4月1日 牛深町桜木

牛深 官軍墓地 市指定 史跡 昭和55年4月1日 牛深町船津

牛深 下馬刀島 市指定 史跡 昭和55年4月1日 深海町向山

牛深 久玉権現様 市指定 史跡 平成4年12月2日 久玉町西権現平

牛深 烏帽子坑跡 市指定 史跡 平成4年12月2日 牛深町字西田代 海底炭坑口　明治三十年頃創業

牛深 三日月瀬 市指定 史跡 平成4年12月2日 魚貫町唐干田下

牛深 牛深鰹流れ舟慰霊碑 市指定 史跡 平成9年5月28日 牛深町船津

牛深 石神様 市指定 史跡 平成9年5月28日 二浦町亀浦

牛深 西国三十三観音像 市指定 彫刻 昭和55年4月1日 久玉町無量寺境内

牛深 一石二字一字十念供養石仏 市指定 彫刻 昭和55年4月1日 久玉町無量寺境内

牛深 無量寺無患子 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 久玉町無量寺境内

牛深 中ノ浦蘇鉄 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 久玉町中ノ浦 樹齢約200年

牛深 正光寺の公孫樹 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 久玉町正光寺境内 樹齢約300年

牛深 魚貫崎の榕 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 魚貫町

牛深 山之神杉 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 久玉町上揚 樹齢約300年

牛深 楠 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 深海町　旧深海小学校 樹齢約350年

牛深 姫之河内の木斛 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 二浦町亀浦

牛深 大蛇池 市指定 天然記念物 昭和55年4月1日 魚貫町池の元

牛深 木杯 市指定 工芸品 昭和55年4月1日 牛深町鬼塚

牛深 獅子舞い 市指定 無形民俗文化財 昭和55年4月1日 牛深町

牛深 牛深おはら 市指定 無形民俗文化財 昭和55年4月1日 牛深町

牛深 塩振り踊り 市指定 無形民俗文化財 昭和55年4月1日 魚貫町

牛深 内の原虫追い 市指定 無形民俗文化財 昭和55年4月1日 久玉町内之原

牛深 もんつき唄 市指定 無形民俗文化財 昭和55年4月1日 深海町下平

指定区分
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地区名 名　　称 指定年月日 所在地 備　　考

牛深 牛深ハイヤ節 市指定 無形民俗文化財 平成 4年 12月 2日 牛深町

牛深 魚貫草刈り唄 市指定 無形民俗文化財 平成 4年 12月 2日 魚貫町

有明 正覚寺キリシタン墓碑群 県指定 建造物 平成 5年 9月 17日 有明町上津浦 慶長十一年（1606）銘　イエズス会紋入り　３基　正覚寺所蔵

有明 五輪塔 市指定 建造物 昭和62年5月19日 有明町上津浦字谷号 天草上島最大級の五輪塔　上津浦氏にゆかりのものか

有明 五輪塔 市指定 建造物 昭和62年5月19日 有明町楠甫

有明 唐津武士の墓 市指定 建造物 昭和62年5月19日 有明町大島子字沖ノ田

有明 ロザリオの聖母子銅牌 市指定 工芸品 昭和62年5月19日 有明町上津浦

有明 キリシタン花壺 市指定 工芸品 昭和62年5月19日 有明町上津浦

有明 古代石器コレクション 市指定 考古資料 昭和62年5月19日 有明町大浦

有明 竹嶋古墳群 市指定 史跡 昭和62年5月19日 有明町大浦字竹嶋 円墳６基

有明 台田古墳 市指定 史跡 昭和62年5月19日 有明町大浦字荒潮 横穴式石室

有明 朝鳥古墳 市指定 史跡 昭和62年5月19日 有明町大浦

有明 鬼塚古墳 市指定 史跡 昭和62年5月19日 有明町須子字馬越 横穴式石室　

有明 権六古墳 市指定 史跡 昭和62年5月19日 有明町下津浦字権六

有明 老岳古代祭祀遺跡 市指定 史跡 昭和62年5月19日 有明町大浦

有明 小崎義明遺墨 市指定 書跡 昭和62年5月19日 有明町楠甫

有明 ナウマン象の牙の化石 市指定 天然記念物 昭和62年5月19日 有明町須子

有明 対岳楼跡アコウ樹 市指定 天然記念物 昭和62年5月19日 有明町大島子字下

有明 正覚寺のナギ 市指定 天然記念物 平成 24年 7月 2日 有明町上津浦字内山

有明 正覚寺文書 市指定 古文書 昭和62年5月19日 有明町上津浦字内山

有明 下津浦検地帳 市指定 古文書 昭和62年5月19日 有明町赤崎

有明 北野家文書 市指定 古文書 昭和62年5月19日 有明町赤崎

有明 御用触写 市指定 古文書 昭和62年5月19日 有明町赤崎字三笠山

御所浦 近衛殿跡 市指定 史跡 昭和50年1月15日 御所浦町御所浦字飛龍山

御所浦 黒崎古墳 市指定 史跡 昭和50年1月15日 御所浦町牧島字榎

御所浦 東岸寺五輪の塔 市指定 史跡 昭和50年1月15日 御所浦町御所浦字村

御所浦 天満宮ともずな石跡 市指定 史跡 昭和50年1月15日 御所浦町御所浦字村

御所浦 串ヶ崎古墳 市指定 史跡 昭和50年1月15日 御所浦町牧島字串ヶ崎

御所浦 元浦阿弥陀仏像 市指定 彫刻 昭和50年1月15日 御所浦町御所浦

御所浦 田ノ尻古墳 市指定 史跡 昭和51年12月14日 御所浦町牧島字田ノ頭

御所浦 牧向古墳 市指定 史跡 昭和51年12月14日 御所浦町牧島字牧向

御所浦 松依姫 市指定 史跡 昭和51年12月14日 御所浦町御所浦字大浦

御所浦 帆柱石 市指定 史跡 昭和51年12月14日 御所浦町嵐口

御所浦 若宮様 市指定 史跡 昭和51年12月14日 御所浦町御所浦字瀬戸目

御所浦 嵐口鞴製鉄遺跡 市指定 史跡 昭和51年12月14日 御所浦町御所浦字鞴

御所浦 唐木崎五輪塔 市指定 史跡 昭和54年12月1日 御所浦町唐木崎

御所浦 祇園社 市指定 史跡 昭和54年12月1日 御所浦町御所浦字飛龍山

御所浦 天満宮の樟 市指定 天然記念物 昭和 53年 3月 1日 御所浦町御所浦字村

御所浦 アンモナイト化石 市指定 天然記念物 昭和54年12月1日 御所浦町長浦

御所浦 あこうの木 市指定 天然記念物 昭和54年12月1日 御所浦町牧島字ホウノ木

御所浦 肥後さざん花 市指定 天然記念物 昭和54年12月1日 御所浦町御所浦字大浦

指定区分
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倉岳 棚底城跡 国指定 史跡 平成21年7月23日 倉岳町棚底字尾崎

倉岳 ヒモヅル 県指定 天然記念物 昭和34年10月27日 倉岳町浦字暮迫

倉岳 宮崎石棺墓群 市指定 史跡 平成 9年 7月 1日 倉岳町棚底字宮崎 箱式石棺２２基　３～４世紀頃

倉岳 小崎義明遺墨 市指定 書跡 昭和62年5月19日 倉岳町棚底 ５点

栖本 栖本太鼓踊り 県指定 無形民俗文化財 昭和 55年 3月 3日 栖本町湯船原

栖本 利明寺の梵鐘 県指定 工芸品 昭和42年4月19日 栖本町湯船原 応永二十六年（1419）銘

栖本 大河内六地蔵 市指定 建造物 昭和51年1月10日 栖本町河内字松之尾 文化六年（1809）建立

栖本 河内六十六部塔 市指定 建造物 昭和51年1月10日 栖本町河内字竹之内 文化十五年（1818）建立

栖本 馬場の義民塔 市指定 建造物 昭和55年10月1日 栖本町馬場字村 寛延三年（1750）建碑　昭和16年再建

栖本 下ノ門五輪塔 市指定 建造物 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字玉川 ３０基弱　

栖本 平ノ口五輪塔 市指定 建造物 昭和52年10月1日 栖本町馬場字下平の口 ３０基弱　

栖本 法界平等碑 市指定 建造物 昭和52年10月1日 栖本町古江字沖ノ瀬 文政十一年（1828）建立

栖本 常夜燈 市指定 建造物 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字本丸

栖本 大河内梵鐘 市指定 工芸品 昭和51年1月10日 栖本町河内字松之尾 元禄十五年（1702）銘

栖本 河内焼窯跡 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町河内字堤

栖本 学半舎跡 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町河内字竹之内

栖本 沖の瀬古墳群 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町古江字沖ノ瀬 ３基

栖本 下平古墳 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町古江字下平 横穴式石室

栖本 永田隆三郎役宅跡 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町古江字柱松

栖本 栖本諏訪神社 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字本丸 正保二年（1645）鈴木重成建立

栖本 仏日山円性寺及栖本郡代所跡 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字本丸

栖本 栖本城跡 市指定 史跡 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字本丸

栖本 小ヶ倉観音磨崖碑 市指定 彫刻 昭和51年1月10日 栖本町河内字倉ケ岳 長享元年（1487）銘

栖本 馬場の板碑 市指定 彫刻 昭和51年1月10日 栖本町馬場字村

栖本 山浦観音磨崖碑 市指定 彫刻 昭和51年1月10日 栖本町馬場字西竜の口 元禄十四年（1701）銘　

栖本 金剛力士像 市指定 彫刻 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字本丸

栖本 利明寺薬師如来 市指定 彫刻 昭和51年1月10日 栖本町湯船原字本丸

栖本 アコウ大樹 市指定 天然記念物 昭和55年10月1日 栖本町湯船原字大崎

新和 大宮地五輪塔 市指定 建造物 昭和50年2月18日 新和町大宮地字高見 ２４基　宮地氏ゆかりのものか

新和 小宮地焼窯跡 市指定 史跡 昭和50年2月18日 新和町小宮地字城ノ平

新和 麟仙宮 市指定 史跡 昭和50年2月18日 新和町大多尾字土佐平 志岐麟泉墓所か

新和 経塚 市指定 史跡 昭和50年2月18日 新和町大多尾字土佐平

新和 天附古墳群 市指定 史跡 平成 5年 1月 27日 新和町大多尾字太田 ４基　積石塚

新和 大堂家古文書 市指定 古文書 昭和50年2月18日 新和町小宮地 新和歴史民俗資料館所蔵

五和 ペーが墓（キリシタン墓碑群） 市指定 建造物 昭和 56年 6月 2日 五和町御領字釜の迫 キリシタン墓碑群

五和 岩宗のキリシタン墓碑群 市指定 建造物 昭和 56年 6月 2日 五和町御領字岩宗 キリシタン墓碑群

五和 豪商松坂屋（石本家）屋敷 市指定 建造物 昭和 56年 6月 2日 五和町御領字堀 江戸時代　

五和 御領神社二の鳥居 市指定 建造物 平成 3年 2月 15日 五和町御領字沖ノ畑 天保十一年（1840）建立

五和 芳證寺衆寮堂 市指定 建造物 昭和 56年 6月 2日 五和町御領字馬場

五和 尼港事変殉難者碑 市指定 建造物 平成 17年 8月 1日 五和町手野一丁目 昭和12年建立

天草 妙見浦 国指定 名勝及び天然記念物 昭和10年8月27日 天草町高浜

天草 上田家住宅主家 国登録 建造物 平成18年4月12日 天草町高浜南 建築面積467㎡
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天草 上田家住宅離座敷 国登録 建造物 平成18年4月12日 天草町高浜南 建築面積105㎡

天草 上田家住宅表玄関 国登録 建造物 平成18年4月12日 天草町高浜南 建築面積44㎡

天草 上田家住宅正門 国登録 建造物 平成18年4月12日 天草町高浜南 間口2.5m

天草 上田家住宅裏門及び塀 国登録 建造物 平成18年4月12日 天草町高浜南 裏門間口2.1m　　塀延長62m

天草 上田家文書 県指定 書跡 昭和53年2月2日 天草町高浜南 地方文書2000点超　典籍1400冊

天草 高浜焼色絵三ツ割草花唐草文六稜大皿 県指定 工芸品 昭和50年7月18日 天草町高浜南 西洋風大皿

天草 高浜焼色絵三ツ割草花文六稜大皿三揃 県指定 工芸品 昭和50年7月18日 天草町高浜南 西洋風大皿

天草 高浜焼色絵絵鳥爪文六稜大皿　二揃 県指定 工芸品 昭和50年7月18日 天草町高浜南 西洋風大皿

天草 高浜焼色絵牡丹文花生 県指定 工芸品 昭和50年7月18日 天草町高浜南 輸出用花生

天草 高浜焼色絵草花宝珠文蓋付壺　三揃 県指定 工芸品 昭和50年7月18日 天草町高浜南 輸出用蓋付壷　大・中・小３組

天草 高浜焼窯跡及び灰原 県指定 史跡 昭和50年3月24日 天草町高浜南 江戸時代

天草 キリシタン禁制の遺物一括 県指定 有形民俗文化財 昭和41年1月31日 天草町大江1749 経消し壷　かくれことば一巻他セット　天草ロザリオ館展示

天草 天草サラサ 市指定 工芸品 平成4年5月31日 天草町大江1749 天草ロザリオ館収蔵

天草 かくし御堂 市指定 史跡 昭和49年2月27日 天草町大江

天草 荒尾岳遠見番所跡 市指定 史跡 昭和49年2月27日 天草町高浜

天草 伏魔洞 市指定 天然記念物 昭和49年2月27日 天草町大江向辺田

天草 ヤブツバキ 市指定 天然記念物 昭和49年2月27日 天草町大江 自生植物

天草 大ヶ瀬・小ヶ瀬 市指定 天然記念物 昭和49年2月27日 天草町大江 海上1km沖

天草 小ヶ瀬 市指定 名勝 天草町大江

天草 福連木の子守唄 市指定 無形民俗文化財 昭和49年2月27日 天草町福連木

天草 軍ヶ浦十五社神社太鼓踊り 市指定 無形民俗文化財 昭和49年2月27日 天草町大江

天草 大江の新地節と綾竹踊り 市指定 無形民俗文化財 昭和49年2月27日 天草町大江

天草 大江八幡宮の獅子舞・太鼓踊り 市指定 無形民俗文化財 平成4年5月31日 天草町大江

天草 福連木の獅子舞・太鼓踊り 市指定 無形民俗文化財 平成4年5月31日 天草町福連木

天草 下津深江神社の獅子舞・太鼓踊り 市指定 無形民俗文化財 平成4年5月31日 天草町下田

天草 高浜八幡宮の獅子舞・太鼓踊り 市指定 無形民俗文化財 平成4年5月31日 天草町高浜南

天草 小田床菅原神社の獅子舞・太鼓踊り 市指定 無形民俗文化財 平成4年5月31日 天草町下田南中村

天草 松浦家古文書 市指定 古文書 昭和49年2月20日 天草町大江 　

天草 大内義隆の書状 市指定 古文書 平成9年1月30日 天草町高浜南

天草 高浜八幡宮社宝「天草伊豆守鎮種献納軍旗」 市指定 歴史資料 平成9年1月30日 天草町高浜南

天草 旅館白磯　本館 国登録 建造物 平成26年12月19日 天草町高浜南 木造一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建、瓦葺、建築面積456㎡

天草 旅館白磯　離座敷 国登録 建造物 平成26年12月19日 天草町高浜南 木造一部2階建、瓦葺、建築面積219㎡

天草 旅館白磯　倉庫 国登録 建造物 平成26年12月19日 天草町高浜南 木造2階建、瓦葺、建築面積74㎡

河浦 天草市﨑津・今富の文化的景観 国選定 文化的景観 平成23年2月7日 河浦町﨑津・今富 平成24年9月19日　追加選定

河浦 貨幣石産地 県指定 天然記念物 昭和39年3月10日 河浦町宮野河内字越地 化石

河浦 ヘゴ自生地 県指定 天然記念物 昭和44年3月20日 河浦町宮野河内 自生植物

河浦 巌戸山観音寺の板碑 市指定 建造物 昭和56年1月20日 河浦町今田 永正二年（1505）銘

河浦 轟橋 市指定 建造物 昭和56年1月20日 河浦町今田 大正3年建造

河浦 鬼塚古墳出土品 市指定 考古資料 昭和56年8月1日 河浦町白木河内175-13 天草コレジヨ館展示（一部のみ展示、残りは収蔵庫）

河浦 薬師寺のナギ 市指定 天然記念物 平成24年7月2日 河浦町今田登瀬

河浦 鬼塚古墳 市指定 史跡 昭和56年8月1日 河浦町今富字鬼塚 円墳　６世紀後半～７世紀前半頃

河浦 一町田八幡宮虫追祭 市指定 無形民俗文化財 昭和56年1月20日 河浦町河浦

河浦 産島八幡宮例祭 市指定 無形民俗文化財 昭和56年1月20日 河浦町宮野河内
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