
３　彫　　刻
件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　国　　宝 1件
 銅造阿弥陀如来坐像  １軀  明30・12・28  長谷四丁目２番28号  高徳院

 国宝

 昭33・２・８

　　　国 指 定 38件
 木造地蔵菩薩坐像  １軀  明32・８・１  山ノ内1402番地  浄智寺

 木造上杉重房坐像  １軀  明32・８・１  山ノ内189番地  明月院

 木造十一面観音立像（伝僧円仁作）  １軀  明32・８・１  二階堂903番地  杉本寺

 木造十一面観音立像（伝僧源信作）  １軀  明32・８・１  二階堂903番地  杉本寺

 木造北条時頼坐像  １軀  明32・８・１  山ノ内８番地  建長寺

 木造菩薩面  １面  明33・４・７  雪ノ下二丁目１番31号  鶴岡八幡宮

 木造聖観音立像  １軀  明33・４・７  山ノ内1367番地  東慶寺

 木造　初江王坐像　幸有作  １軀  明33・４・７  山ノ内1543番地  円応寺  昭47・５・30に鬼卒立像、

 　　　　　像内に建長三年八月、幸有等の銘がある  檀拏幢を附として指定統合。

 木造　閻魔王坐像　　  １軀  明33・４・７  令２・９・30に附を指定、

 木造　倶生神坐像  １軀  明14・４・24  奪衣婆を追加指定。

 木造　奪衣婆坐像　弘円作  １軀  令２・９・30

　像内に永正十一年八月、仏所法眼弘円 下野等の銘がある

 木造  鬼卒立像　  １軀  令２・９・30

 木造  檀拏幢　　 １基  令２・９・30

 木造釈迦如来立像  １軀  明41・４・23  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造釈迦如来坐像  １軀  明41・４・23  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造地蔵菩薩立像  １軀  明41・４・23  二階堂421番地  覚園寺

 木造不動明王坐像  １軀  大８・４・12  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造阿弥陀如来及両脇侍立像  ３軀  大12・８・４  十二所793番地  光触寺

 木造歓喜天立像  １軀  大14・４・24  小町三丁目５番22号  宝戒寺

 木造十大弟子立像  １０軀  大14・４・24  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造地蔵菩薩立像  １軀  大14・４・24  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 木造阿弥陀如来及両脇侍坐像  ３軀  大14・４・24  扇ガ谷二丁目12番１号  浄光明寺

 木造弁才天坐像  １軀  大15・４・19  雪ノ下二丁目１番31号  鶴岡八幡宮

 　　　右足ニ文永三年九月廿九日造立ノ銘アリ

 木造舞楽面　陵王、散手、貴徳鯉口  ５面  大15・４・19  雪ノ下二丁目１番31号  鶴岡八幡宮

 　　　　　　貴徳番子、二ノ舞
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 木造地蔵菩薩坐像  １軀  大15・４・19  小町三丁目５番22号  宝戒寺

 　　胎内ニ貞治四年五月造ノ銘アリ

 木造夢窓国師坐像  １軀  大15・４・19  二階堂710番地  瑞泉寺

 木造仏光国師坐像（開山塔安置）  １軀  昭２・４・25  山ノ内409番地  円覚寺

 銅造阿弥陀如来及両脇侍立像 ３軀  昭２・４・25  山ノ内409番地  円覚寺

 　　中尊の台座に文永八年十月十九日鋳奉、鋳物師加茂延時の

 　　刻銘がある

 木造惟賢和尚坐像 １軀  昭２・４・25  小町三丁目５番22号  宝戒寺

 　附　紙本墨書惟賢筆応安五年造像記　　一通

 木造東明禅師坐像 １軀  昭17・12・22  山ノ内462番地  白雲庵

 木造地蔵菩薩坐像（本堂安置） １軀  昭17・12・22  山ノ内483番地  伝宗庵

 木造退耕禅師坐像 １軀  昭17・12・22  浄明寺三丁目８番31号  浄妙寺

 　　　　　　　日光菩薩

 木造薬師如来及　　　　坐像 ３軀  昭24・２・18  二階堂421番地  覚園寺

 　　　　　　　月光菩薩

 　　日光菩薩像頭部内に仏師法橋朝祐応永廿九年三月廿一日の

 　　銘がある

 木造弘法大師坐像（本堂安置） １軀  昭33・２・８  手広769番地  青蓮寺

 木造天神坐像 １軀  昭52・６・11  二階堂74番地  荏柄天神社

 　　像内に弘長元年五月八日、荏柄神主平政泰の造立銘がある

 　附　木造天神立像　　　　　　一軀

 木造高峰顕日坐像 １軀  平３・６・21  山ノ内92番地  正統院

 　　像内に正和四年九月、院恵等の銘がある

 銅造薬師如来坐像（鶴岡八幡宮伝来） １軀  平５・６・10  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 木造十二神将立像 １２軀  平17・６・９  二階堂421番地  覚園寺  平17・６・９　指定替

　 午神像内に応永八年六月、法橋朝祐作、未神像内に同十五年

　 六月、覚園寺住持悦岩思咲、朝祐、申神像内に同十六年卯月、

　 大仏師朝祐、酉神像内に同十七年五月、覚園寺思咲、施主随

 　珍、亥神像内に同十八年四月、朝祐の銘がある

 木造阿弥陀如来及両脇侍像龕 １基  平19・６・８ 扇ガ谷一丁目16番３号  英勝寺

 木造伽藍神像 ５軀  平22・６・29  山ノ内８番地  建長寺

 木造　蘭渓道隆坐像（西来庵開山堂安置） １軀 平24・９・６  山ノ内８番地  建長寺

 木造　不動明王坐像 １軀 平24・９・６  十二所32番地  明王院

 木造　明巌正因坐像　院応作 １軀  令２・９・30  山ノ内439番地  正伝庵

  像底に明岩老師尊像、貞治四年、仏師院応等の朱書銘、

　像内に貞治四年、作者院応等の墨書銘がある
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　神 奈 川 県 指 定 23件
 木造彩色　阿閦如来坐像（寺伝薬師如来） １軀  昭28・12・22  二階堂421番地  覚園寺

 木造彩色　水月観音坐像 １軀  昭28・12・22  山ノ内1367番地  東慶寺

 石造　薬師如来坐像 １軀  昭29・３・30  材木座五丁目13番14号  九品寺

 木造　栄西禅師坐像 １軀  昭29・３・30  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 木造　如意輪観音半跏像 １軀  昭29・７・27  西御門一丁目11番１  来迎寺

 木造　地蔵菩薩坐像 １軀  昭29・７・27  西御門一丁目11番１  来迎寺

 木造彩色　地蔵菩薩立像 １軀  昭32・２・19  扇ガ谷二丁目12番１号  浄光明寺

 木造　薬師三尊像 ３軀  昭41・７・19  御成町18番10号  鎌倉市

 木造　十二神将立像 １２軀  昭41・７・19  御成町18番10号  鎌倉市

 塑造　北条時頼坐像 １軀  昭41・７・19  山ノ内189番地  明月院

 鉄造　不動明王坐像 １軀  昭44・12・２  二階堂421番地  覚園寺

 木造　阿弥陀如来及び両脇侍立像 ３軀  昭53・11・17  大町一丁目４番29号  教恩寺

 木造　阿弥陀如来及び両脇侍立像 ３軀  昭53・11・17  材木座六丁目17番19号  光明寺

 　附　銅造銘札・天保十年修理銘 (１枚)

 　　　仏説阿弥陀経・天保十年行誉清吟書写奥書あり (１冊)

 　　　仏説阿弥陀経・妙雲書写の銘記あり (１冊)

 　　　紙本墨書文書 (１枚)

 　　　木造舎利器 (１個)

 　　　木造塔型舎利器（包紙添）  (１個)

 木造　達磨大師坐像 １軀  昭56・７・17  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 脱活乾漆造（中尊）釈迦三尊像 ３軀  昭57・２・９  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 木　　　造（脇侍）

 木造　文殊菩薩坐像 １軀  昭58・11・25  大船五丁目８番29号  常楽寺

 木造　観音菩薩半跏像 １軀  昭58・11・25  山ノ内1534番地  禅居院

 木造　梵天・帝釈天立像 ２軀  昭58・11・25  小町三丁目５番22号  宝戒寺

 木造　阿弥陀如来坐像 １軀  昭58・11・25  二階堂421番地  覚園寺

 木造　三世仏坐像 ３軀  昭60・11・29  山ノ内1402番地  浄智寺

 木造　千手観音菩薩坐像 １軀  平４・11・20  山ノ内８番地  建長寺

 木造　毘沙門天立像 １軀  平10・２・17  今泉三丁目13番20号  白山神社

 木造　阿弥陀如来立像 １軀  平13・２・13  浄明寺三丁目８番31号  浄妙寺
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　鎌 倉 市 指 定 86件
 木造彩色　愛染明王坐像 １軀  昭36・11・15  二階堂421番地  覚園寺

 木造彩色　十一面観音立像 １軀  昭40・10・13  二階堂903番地  杉本寺

 木造　日蓮坐像 １軀  昭40・10・13  大町一丁目15番１号  妙本寺

 木造彩色　内藤忠興坐像 １軀  昭41・７・12  材木座六丁目17番19号(光明寺)  個人

 木造彩色　毘沙門天及び両脇侍立像 ３軀  昭41・７・12  今泉三丁目13番20号  白山神社

 木造　破損仏 ３軀  昭41・７・12  今泉三丁目13番20号  白山神社

 木造著色　日朗上人坐像 １軀  昭42・11・21  長谷三丁目９番７号  光則寺

 木造　地蔵菩薩半跏像 １軀  昭45・11・11  台1613番地  台町内会 （台地蔵堂）

 木造彩色　朝倉氏坐像 １軀  昭45・11・11  岩瀬1464番地  大長寺

 石造　地蔵菩薩坐像 １軀  昭45・11・11  扇ガ谷二丁目12番１号  浄光明寺

 石造　地蔵菩薩坐像 １軀  昭45・11・11  材木座六丁目17番19号  光明寺

 木造　伽藍神倚像 ３軀  昭46・９・11  二階堂421番地  覚園寺

 木造　宝冠釈迦如来坐像 １軀  昭46・９・11  山ノ内409番地  円覚寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  昭47・12・12  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 木造　地蔵菩薩立像 １軀  昭47・12・12  二階堂710番地  瑞泉寺

 木造　千手観音坐像 １軀  昭47・12・12  二階堂710番地  瑞泉寺

 木造　地蔵菩薩立像 １軀  昭47・12・12  二階堂903番地  杉本寺

 木造　地蔵菩薩坐像 １軀  昭48・４・11  小町三丁目５番22号  宝戒寺

 木造　釈迦如来及び両脇侍坐像 ３軀  昭48・４・11  小町一丁目12番12号  本覚寺

 木造　愛染明王坐像 １軀  昭48・10・12  扇ガ谷二丁目12番１号  浄光明寺

 木造　栄西禅師坐像 １軀  昭48・10・12  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 木造　阿弥陀如来及び両脇侍菩薩立像 ３軀  昭49・10・11  材木座三丁目15番13号  向福寺

 木造　跋陀婆羅尊者立像 １軀  昭49・10・11  西御門一丁目11番１号  来迎寺

 木造　阿弥陀如来立像及び両脇侍のうち右脇侍立像 １軀  昭49・10・11  材木座六丁目16番15号  蓮乗院 令和２.２.18右脇侍立像追加指定

 木造　仏燈国師坐像 １軀  昭50・４・10  山ノ内101番地  竜峰院

 木造　伝聖観音菩薩坐像 １軀  昭50・４・10  山ノ内101番地  竜峰院

 銅造　観音菩薩立像 １軀  昭50・10・14  手広769番地  青蓮寺

 木造　如意輪観音坐像 １軀  昭51・12・14  材木座六丁目17番19号  光明寺

 木造　住吉神倚像 １軀  昭51・12・14  雪ノ下二丁目１番31号  鶴岡八幡宮

 木造　阿弥陀如来及び両脇侍菩薩立像 ３軀  昭52・11・11  山ノ内827番地  光照寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  昭52・11・11  大船五丁目８番29号  常楽寺

 木造　毘沙門天立像 １軀  昭53・５・11  植木549番地  円光寺

 木造　地蔵菩薩坐像 １軀  昭54・５・11  山ノ内434番地  仏日庵
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 木造　文殊菩薩騎獅半跏像 １軀  昭55・６・11  山ノ内409番地  円覚寺

 木造　文殊菩薩坐像 １軀  昭56・６・11  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造　思円房叡尊（興正菩薩）坐像 １軀  昭56・６・11  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造　良観房忍性（菩薩）坐像 １軀  昭56・６・11  極楽寺三丁目６番７号  極楽寺

 木造　五大明王像（中尊除く） ４軀  昭57・４・13  十二所32番地  明王院 平成25.3.12内容変更指定

 　附　像内納入品

 木造　韋駄天立像 １軀  昭60・10・12  山ノ内1402番地  浄智寺

 木造　阿弥陀如来坐像 １軀  昭60・10・12  岩瀬1464番地  大長寺

 木造　伽藍神倚像 ３軀  昭60・10・12  扇ガ谷一丁目17番７号  寿福寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  昭60・10・12  寺分一丁目５番８号  大慶寺

 　（附　胎内銘札二枚）

 木造　荒神立像 １軀  昭61・10・11  浄明寺三丁目８番31号  浄妙寺

 木造　聖僧文殊菩薩坐像 １軀  昭61・10・11  二階堂421番地  覚園寺

 　（附　胎内銘札一枚）

 木造　阿弥陀如来立像 １軀  昭61・10・11  材木座五丁目13番14号  九品寺

 木造　聖僧文殊菩薩坐像 １軀  昭61・10・11  山ノ内８番地  建長寺

 　（附　胎内銘札一枚）

 木造　宝冠釈迦如来坐像 １軀  昭61・10・11  山ノ内462番地  白雲庵

 　（附　胎内銘札一枚）

 木造　仏乗禅師坐像 １軀  昭62・10・14  浄明寺二丁目７番４号  報国寺

 木造　聖観音菩薩坐像 １軀  昭62・10・14  山ノ内189番地  明月院

 木造　光明寺世代像 ９軀  昭63・10・12  材木座六丁目17番19号  光明寺

 木造　観音三十三応現身立像 ３３軀  昭63・10・12  長谷三丁目11番２号  長谷寺

 木造　枢翁妙環坐像 １軀  平元・10・12  山ノ内８番地  建長寺

 木造　傑翁是英坐像 １軀  平元・10・12  山ノ内416番地  帰源院

 木造　東岳文昱坐像 １軀  平元・10・12  山ノ内458番地  富陽庵

 木造　桃渓徳悟坐像 １軀  平元・10・12  山ノ内458番地  富陽庵

 木造　妙隆寺祖師高僧像 ３軀  平３・10・11  小町二丁目17番20号  妙隆寺

 木造　願行房円満上人坐像 １軀  平３・10・11  大町三丁目１番22号  安養院

 木造　真言八祖像 ８軀  平６・10・11  手広769番地  青蓮寺

 　附　弘法・龍猛像胎内納入銘札　　　　　　　　　　二枚

 木造　熊野権現坐像 １軀  平６・10・11  大船2032番１  熊野神社

 　附　木造　随身半跏像　　　　　　　　　　　　　　二軀

 　　　木造　獅子像　　　　　　　　　　　　　　　　二軀

 銅造　釈迦如来及び五百羅漢像 １具  平６・10・11  山ノ内８番地  建長寺

 木造　歓喜天立像 １軀  平９・10・13  雪ノ下二丁目６番  巨福呂坂町内会

 木造　薬師如来及び両脇侍菩薩像 ３軀  平10・11・９  扇ガ谷四丁目18番８号  海蔵寺

- 17 -



件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 木造　聖徳太子立像 １軀  平12・11・７  小袋谷二丁目13番33号  成福寺

 木造　虚空蔵菩薩坐像 １軀  平12・11・７  小袋谷二丁目13番33号  成福寺

 木造　阿弥陀如来及び両脇侍菩薩立像 ３軀  平12・11・７  材木座二丁目９番19号  来迎寺

 木造　毘沙門天立像 １軀  平13・12・25  大船五丁目８番29号  常楽寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  平14・11・15  浄明寺三丁目８番31号  浄妙寺

 木造　宝冠釈迦如来坐像 １軀  平14・11・15  大町一丁目15番１号  妙本寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  平15・11・19  山ノ内1367番地  東慶寺

 木造　夢窓国師坐像 １軀  平15・11・19  山ノ内428番地  黄梅院

 木造　阿弥陀如来立像 １軀  平17・11・10  雪ノ下二丁目１番１号  英勝寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  平17・11・10  雪ノ下二丁目１番１号  建長寺

 木造　地蔵菩薩坐像 １軀  平17・11・10  山ノ内８番地  建長寺

 木造　釈迦如来坐像 １軀  平18・11・２  二階堂421番地  覚園寺

 木造　聖観音菩薩立像 １軀  平18・11・２  山ノ内1402番地  浄智寺

 木造　薬師如来立像 １軀  平19・11・22  山ノ内409番地  円覚寺

 木造　観音菩薩坐像 １軀  平19・11・22  山ノ内1375番地  (公財)松ヶ岡文庫

 木造　聖徳太子立像 １軀  平20・11・27  扇ガ谷一丁目16番３号  英勝寺

 木造　菩薩立像 １軀  平22・１・26  岡本一丁目５番３号  大船観音寺

 木造　阿弥陀如来及び両脇侍像 ３軀  平24・２・17  大船五丁目８番29号  常楽寺

 木造　十一面観音菩薩立像 １軀  平25・３・12  手広五丁目１番８号  青蓮寺

 木造　観音菩薩立像・地蔵菩薩立像 ２軀  平26・２・14  山ノ内409番地  円覚寺

 木造　聖観音菩薩坐像 １軀  平27・２・13  山ノ内９番  妙高院

 木造　伝釈迦如来坐像 １軀  平28・２・17  山ノ内439番  正伝庵

 木造　大黒天立像 １軀  平29・２・17  長谷三丁目11番２号  長谷寺

 木造 梵天・帝釈天立像 ２軀  平30・２・15  山ノ内409番地  円覚寺
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