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三好市歴史的風致維持向上計画 

主な参考資料 

  資  料  名 
編著者・訳者・発行者 

※()内は発行者。 

記載のない場合は編著者と同一。 

発 行 年 

1 阿波誌 佐野之憲・笠井藍水（秦山哲之） 明治４４年（１９１１） 

2 山城谷村史 近藤辰郎（山城町） 昭和３４年（１９５９） 

3 西祖谷山村史 
喜多重昌、片山頼政、前川嘉吉（西祖谷山

村） 
昭和３４年（１９５９） 

4 東祖谷山村誌 東祖谷山村誌編集委員会（東祖谷山村） 昭和５３年（１９７８） 

5 池田のあゆみ 
「池田のあゆみ」編集委員会（池田町ふるさ

とづくり推進協議会） 
昭和５４年（１９７９） 

6 山城町二十年史 山城町２０年史編集委員会（山城町） 昭和５４年（１９７９） 

7 三好郡歴史散歩 吉岡浅一（湯浅良幸） 昭和５５年（１９８０） 

8 井川町誌 西井治夫（井川町） 昭和５７年（１９８２） 

9 西祖谷山村史 西祖谷山村史編纂委員会（西祖谷山村） 昭和６０年（１９８５） 

10 池田工場のあゆみ 工場史編集委員会（日本たばこ産業㈱） 昭和６３年（１９８８） 

11 ひがしいやの民俗 
東祖谷山村故事収集委員会・ひがしいやの民

俗編集委員会（東祖谷山村教育委員会） 
平成２年（１９９０） 

12 祖谷のかたりべ 森本 徳（祖谷観光開発(有)） 平成５年（１９９３） 

13 図説 徳島県の歴史 三好昭一郎、高橋啓（清水勝） 平成６年（１９９４） 

14 
東祖谷落合伝統的建造物群保存対策

調査報告書 

東祖谷落合伝統的建造物群保存対策調査委員

会（東祖谷山村教育委員会） 
平成１５年（２００３） 

15 新編三野町史 新編三野町史編集委員会（三野町） 平成１７年（２００５） 

16 山城町伝承・伝説ガイドブック 山城ふるさと大学（山城町） 平成１８年（２００６） 

17 
保存版 三好・美馬・阿波・吉野川

の今昔 
三好昭一郎（㈱郷土出版） 平成２０年（２００８） 

18 井川町辻の町並み調査報告書 三好市教育委員会 平成２７年（２０１５） 

19 山城町怪しの森の巨木たち 下岡昭一（四国の秘境山城・大歩危妖怪村） 平成２７年（２０１５） 

20 剣山系の世界的農業文化遺産 林 博章 平成２７年（２０１５） 

21 阿波遍路道調査報告書 徳島県教育委員会 平成２８年（２０１６） 

22 とくしま橋[はし]ものがたり 長尾文明（徳島県県土整備部道路整備課） 平成２９年（２０１７） 
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国指定等文化財一覧 

２１２ 

種 別 名 称 所在地 指定年 

重要文化財 

（建造物） 

木村家住宅 三好市東祖谷 昭和５１年 

小采家住宅 三好市東祖谷 昭和５１年 

箸蔵寺(本殿附御本社再建寄進帳

二冊, 護摩殿, 方丈附棟飾平瓦一

枚, 薬師堂附厨子一基, 鐘楼堂, 

天神社本殿) 

三好市池田町 平成１６年 

重要文化財 

（絵画） 

絹本著色聖衆来迎図 三好市池田町 明治４３年 

絹本著色楊柳観音像 三好市井川町 明治４３年 

重要文化財 

（彫刻） 

木造聖観音立像 三好市三野町 明治４４年 

木造不動明王毘沙門天立像 

慶尊作 
三好市池田町 

明治４４年    

平成３０年追加指定 

木造千手観音坐像 経尋作 三好市池田町 明治４４年 

重要有形民俗文化財 祖谷の蔓橋 三好市西祖谷山村 昭和３０年 

重要無形民俗文化財 西祖谷の神代踊 三好市西祖谷山村 昭和５１年 

史   跡 阿波遍路道 雲辺寺道 三好市池田町 平成２９年 

名   勝 大歩危小歩危 三好市山城町・西祖谷山村・池田町 
平成２７年 

平成３０年追加指定 

天然記念物 

三嶺・天狗塚のミヤマクマザザ及

びコメツツジ群落 
三好市東祖谷 平成６年 

大歩危小歩危 三好市山城町・西祖谷山村・池田町 
平成２６年 

平成３０年追加指定 

重要伝統的建造物群保存地区 三好市東祖谷山村落合 三好市東祖谷 平成１７年 

選択無形民俗文化財 

蔓橋の製作工程   昭和２９年 

西祖谷の神代踊   昭和３５年 
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種 別 名 称 所在地 指定年 

有形文化財 

（建造物） 

川人家長屋門 三好市池田町 平成２年 

阿佐家住宅及び屋敷林、庭園、石

垣、石段、前庭を含む屋敷構え附

棟札一枚 

三好市東祖谷 平成１２年 

箸蔵寺観音堂 三好市池田町 平成１７年 

徳善家住宅主屋1棟伏墓及び石垣

を含む屋敷構え、附祈祷札3枚、

113番地に面する道 

三好市西祖谷山村 平成２６年 

有形文化財 

（彫刻） 

木造十一面観音立像 三好市池田町 昭和２９年 

大枝鉾神社の神像 三好市東祖谷 昭和４９年 

木造阿弥陀如来坐像 三好市東祖谷 昭和５３年 

木造毘沙門天立像 三好市東祖谷 昭和５４年 

木造狛犬 三好市東祖谷 平成２年 

大日如来坐像 三好市井川町 平成４年 

木造男神坐像 三好市東祖谷 平成６年 

有形文化財 

（工芸品） 

蜀光錦曼荼羅 三好市池田町 昭和２８年 

脇差 表銘 藤原保基應需備前介

宗次謹鍛 裏銘 安政五年晩春 
三好市池田町 昭和２８年 

刀 無銘（伝金重） 三好市池田町 昭和２８年 

刀 銘 阿州石川正守造 三好市池田町 昭和２８年 

刀 銘 兼元 三好市池田町 昭和２８年 

刀 表銘 備前國長船住横山祐包 

裏銘 嘉永三年二月日 
三好市池田町 昭和２８年 

弘法大師行状曼荼羅 三好市井川町 昭和４６年 

波濤蒔絵鞍 三好市池田町 平成９年 

県指定等文化財一覧 
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種 別 名 称 所在地 指定年 

有形文化財 

（書籍） 
地福寺大般若経 附唐櫃三合 三好市井川町 昭和６１年 

有形文化財 

（考古資料） 
袈裟欅文銅鐸 三好市西祖谷山村 平成１８年 

無形民俗文化財 

山城の鉦踊 三好市山城町 昭和２９年 

有瀬かぐら踊り 三好市西祖谷山村 平成１３年 

名勝天然記念物 剣山並びに亜寒帯植物林 三好市東祖谷 昭和２９年 

天然記念物 

（植物) 

大月のオハツキイチョウ 三好市山城町 昭和２９年年 

鉾スギ 三好市東祖谷 昭和２９年 

黒沢の湿原植物群落 三好市池田町 昭和４０年 

東祖谷の社叢群 三好市東祖谷 
昭和４９年 

昭和５９年追加指定 

洞草薬師堂のコナラ 三好市池田町 平成１２年 

五所神社の大スギ 三好市西祖谷山村 平成１５年 

天然記念物 

（地質鉱物） 

祖谷，三名の含礫片岩 三好市西祖谷山村 昭和２８年 

太刀野の中央構造線 三好市三野町 昭和３５年 

選定保存技術 建造物木工 三好市山城町 平成２１年 

        

    

種 別 名 称 所在地 指定年 

有形文化財 

（建造物） 

馬宮家薬医門 附祈祷札一枚 三好市池田町 昭和４２年 

真鍋家住宅主屋、離れ、別邸及び

たばこ蔵並びに庭園を含む屋敷構 
三好市池田町 平成８年 

西岡家住宅主屋及び土蔵 三好市西祖谷山村 平成２１年 

有形文化財 

（彫刻） 

木造阿弥陀如来坐像 三好市東祖谷 昭和４９年 

木造大日如来坐像 三好市山城町 昭和５０年 

木造釈迦如来坐像 三好市山城町 昭和５０年 

県指定等文化財一覧 

市指定等文化財一覧 
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種 別 名 称 所在地 指定年 

有形文化財 

（彫刻） 

木造阿弥陀如来坐像 三好市東祖谷 昭和５１年 

木造薬師如来坐像 附棟札四枚 三好市東祖谷 昭和５１年 

木造阿弥陀如来立像 三好市東祖谷 昭和５３年 

菅生十二社神社の神像 三好市東祖谷 昭和５５年 

菅生十二社神社の木造狛犬 三好市東祖谷 昭和５５年 

木造阿弥陀如来立像 三好市東祖谷 昭和５５年 

木造賓頭慮像 三好市東祖谷 昭和５５年 

川崎薬師堂木造薬師如来坐像、木造釈

迦如来坐像、木造阿弥陀如来坐像、木

造広目天立像、木造多聞天立像 

三好市池田町 昭和５６年 

木造阿弥陀如来立像 三好市池田町 昭和５７年 

木造十一面観音立像 三好市井川町 昭和５９年 

木造阿弥陀如来立像 三好市井川町 昭和５９年 

有形文化財 

（工芸品） 

刀 表銘 阿州住安喜〇虎源佐重        

裏銘 慶應元年六月吉日 
三好市池田町 昭和４０年 

阿佐観音堂の鰐口 三好市東祖谷 昭和４９年 

大和川観音堂の鰐口 三好市山城町 昭和５０年 

刀  表 銘  阿 州 住 横 山 定 喬      

裏銘 文化九年八月日 
三好市池田町 昭和５９年 

脇 差  表 銘 阿 州 住 横 山 定 喬     

裏銘 文化十四年二月日 
三好市池田町 昭和５９年 

笈（伝・羽州の仏龕）附厨子内聖観音

立像及び子安観音立像並びに子安地蔵

立像 

三好市井川町 昭和５９年 

緑色ガラス瓢箪形舎利器 三好市池田町 平成３年 

一宮神社の古面（伝・御作の面） 三好市池田町 平成１３年 

一宮神社の古面（伝・五作の面） 三好市池田町 平成１３年 

有形文化財 

（書跡・典籍・古文書） 

軍旗（伝・平家の赤旗） 三好市東祖谷 昭和５０年 

川崎三所神社大般若経残巻  三好市池田町 昭和５２年 

市指定等文化財一覧 
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種 別 名 称 所在地 指定年 

有形文化財 

（書跡） 
集福寺旧蔵大般若経残巻 三好市東祖谷 昭和５３年 

有形文化財 

（歴史資料） 
北六郎三郎の供養塔 三好市東祖谷 昭和４９年 

有形民俗文化財 

栗枝渡八幡神社の祭礼用衣装 三好市東祖谷 昭和４９年 

大山祗神社の祭礼用のぼり 三好市山城町 昭和６３年 

阿波人形浄瑠璃人形頭（酒呑童子） 

銘人形富、及び衣装 
三好市池田町 平成１５年 

阿波人形浄瑠璃人形頭（九尾の狐） 

銘 阿州和田住 細工人 日下海山 二

十四才 之作 明治十五年、及び衣装 

三好市池田町 平成１５年 

後山のからくり襖絵 三好市西祖谷山村 平成１８年 

徳善のからくり襖絵 三好市西祖谷山村 平成２４年 

無形民俗文化財 

馬路神宮寺の常念仏供養 三好市池田町 昭和５２年 

熊野神社並びに両皇神社のモモテ 三好市山城町 昭和５６年 

大月のちょうさ 三好市山城町 平成９年 

川崎三所神社の獅子太鼓 三好市池田町 昭和３８年 

大平の獅子舞 三好市三野町 昭和６２年 

井内の雨乞踊り 三好市井川町 昭和６３年 

上吾橋の音頭踊り 三好市西祖谷山村 昭和６３年 

重末八幡神社の獅子太鼓 三好市西祖谷山村 平成１４年 

一宇平崎神社のだんじり太鼓 三好市西祖谷山村 平成１６年 

史跡 

白地城跡 三好市池田町 昭和４６年 

阿佐家墓所（伝・平家の墓） 三好市東祖谷 昭和５０年 

栗枝渡八幡神社社地及び伝・御火葬場

を含む社叢 
三好市東祖谷 昭和５０年 

田尾城跡 三好市山城町 昭和５０年 

市指定等文化財一覧 
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種 別 名 称 所在地 指定年 

史跡 

大塚古墳 三好市三野町 昭和５１年 

須賀古墳 三好市井川町 昭和５９年 

八石城跡 三好市井川町 昭和６０年 

古宮神社社地及び台座を含む狛犬一

対、石段、社殿石壇、石積みを含む一

宮御息所御廟碑並びに背後の岩山 
三好市西祖谷山村 昭和６３年 

熊野十二社社地（伝・恵伊羅御子の

墓）並びに地主八幡神社社地（伝・小

野老婆の墓） 

三好市西祖谷山村・東祖谷 昭和６３年 

中村家墓所 三好市池田町 平成２２年 

天然記念物 

（動物） 

黒川谷のゲンジボタル・ヘイケボ

タル及びその発生地 
三好市山城町 昭和４７年 

天然記念物 

（植物） 

池田城跡の樹木群 三好市池田町 昭和４６年 

下瀬のイヤギボウシ群生地 三好市東祖谷 昭和５３年 

四所神社の大スギ 三好市山城町 昭和６２年 

天然記念物 

（植物） 

馬岡新田神社の大スギ 三好市井川町 平成４年 

毘沙門の森 三好市井川町 平成４年 

ダンノミさんのイヌマキ 三好市井川町 平成４年 

熊野神社の社叢 三好市山城町 平成７年 

三ノ宮神社のヒノキ 三好市井川町 平成１０年 

上名カラタニの悲恋のカツラ 三好市山城町 平成１５年 

素盞鳴神社のイチイガシ 三好市西祖谷山村 平成１６年 

下久保のエドヒガン 三好市井川町 平成２３年 

高ノ瀬のオオヤマレンゲ群落 三好市東祖谷 平成２４年 

天然記念物 

（地質鉱物） 
州津の中央構造線 三好市池田町 昭和４２年 

市指定等文化財一覧 
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三好市歴史的風致維持向上計画 
（第２期） 

 

市章 
（平成18年3月1日制定） 

「ｍ」の字を剣山・吉野川・祖谷渓谷などの地勢をモチーフに「自然が生き

活き、人が輝く交流の郷」と未来を見つめ、強調し、飛躍発展する姿を表現

しています。上部の円は、その集中力をも表しています。 

三好市の花「さぎそう」 三好市の木「もみじ」 三好市の鳥「めじろ」 

 

西祖谷の神代踊 


