
１　建 造 物
件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　　　国　　宝 　 1件
 円覚寺舎利殿 １棟  明32・４・５  山ノ内字瑞鹿山436番  円覚寺

 　桁行三間、梁間三間、一重もこし附、入母屋造、こけら葺  国宝

 昭26・６・９

　　　国 指 定 22件
 鶴岡八幡宮大鳥居（一の鳥居） １基  明37・８・29  由比ガ浜二丁目  鶴岡八幡宮

 　石造明神鳥居

 　　柱に寛文八年戊申八月十五日の刻銘がある

 建長寺仏殿 １棟  大11・４・13  山ノ内字巨福山８番  建長寺

 　桁行三間、梁間三間、一重もこし附、寄棟造、瓦棒銅板葺、

 　もこし正面軒唐破風附

 建長寺昭堂 １棟  大11・４・13  山ノ内字巨福山26番  建長寺

 　桁行五間、梁間五間、一重、寄棟造、茅葺

 建長寺唐門 １棟  大11・４・13  山ノ内字巨福山８番  建長寺

 　桁行一間、梁間一間、向唐門、銅板葺

 建長寺大覚禅師塔 １基  昭９・１・30  山ノ内字巨福山28番  建長寺

 　石造、無縫塔

 覚園寺開山塔 １基  昭９・１・30  二階堂字平子426番  覚園寺

 　石造宝篋印塔

 　　正慶元年壬申仲冬廿七日の刻銘がある

 覚園寺大燈塔 １基  昭９・１・30  二階堂字平子426番  覚園寺

 　石造宝篋印塔

 　　正慶元年壬申仲秋廿八日の刻銘がある

 極楽寺忍性塔 １基  昭９・１・30  極楽寺三丁目1036番  極楽寺

 　石造五輪塔

 浄光明寺五輪塔 １基  昭13・８・26  扇ガ谷二丁目266番３  浄光明寺

 　石造五輪塔

 極楽寺五輪塔 １基  昭28・８・29  極楽寺三丁目1036番  極楽寺

 　石造五輪塔
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 安養院宝篋印塔 １基  昭29・３・20  大町三丁目1210番  安養院

 　石造宝篋印塔（相輪を除く）

 　　　　　戊

 　　　　　申

 旧一条恵観山荘（旧所在　京都府京都市北区西賀茂川上町） １棟  昭39・５・26  浄明寺五丁目106番 (一財)一条恵観山荘

 　桁行一三・〇メートル、梁間七・〇メートル、一重、入母屋  

 　造、茅葺、下部桟瓦葺、南面及び北面庇附、こけら葺

 鶴岡八幡宮末社丸山稲荷社本殿 １棟  昭42・６・15  雪ノ下二丁目1051番  鶴岡八幡宮

 　一間社流造、銅板葺

 旧石井家住宅（旧所在　神奈川県鎌倉市関谷） １棟  昭44・６・20  植木字植木谷戸129番  龍寳寺

 　桁行一五・五メートル、梁間九・一メートル、寄棟造、茅葺

 鶴岡八幡宮摂社若宮 １棟  平８・７・９  雪ノ下二丁目1051番  鶴岡八幡宮

 　本殿　五間社流造、銅板葺

 　幣殿　桁行四間、梁間一間、一重、両下造、銅板葺

 　拝殿　桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、向拝一間、銅

 　　　　板葺

 　　附・棟札　一枚

 　　　　寛永元年甲子十一月

 鶴岡八幡宮上宮 ３棟  平８・７・９  雪ノ下二丁目1051番  鶴岡八幡宮

 　本殿、幣殿及び拝殿

 　　本殿　九間社流造、銅板葺

 　　幣殿　桁行四間、梁間一間、一重、両下造、銅板葺

 　　拝殿　桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、銅板葺

 　回廊

 　　折曲り延長五二間、梁間二間、一重、銅板葺

 　末社武内社本殿

 　　一間社流造、銅板葺

 　　附・普請文書　三巻

 　　　　鶴岡文政度御再建及諸向御修繕記録　　一

 　　　　文政度御再建地絵図　　一

 　　　　文政度御再建絵図　　　一
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 光明寺本堂 １棟  平11・12・１  材木座六丁目854番  光明寺

 　桁行九間、梁間十一間、一重、入母屋造、向拝三間、

 　瓦棒板葺

 　　附・棟札　一枚 《棟札のみ鎌倉国宝館寄託》

 　　　　元禄十一戊寅年五月日

 荏柄天神社本殿 １棟 平17・７・22  二階堂字荏柄74番  荏柄天神社

　 三間社流造、銅板葺

　 附・扉板　　６枚

 建長寺山門 １棟 平17・７・22  山ノ内字巨福山８番  建長寺

　 三間一戸二階二重門、入母屋造、正面軒唐破風付、銅板葺

 建長寺法堂 １棟 平17・７・22  山ノ内字巨福山８番  建長寺

　 桁行三間、梁間三間、一重もこし付、入母屋造、銅板葺

英勝寺 ５棟 平25・８・７  扇ガ谷一丁目305番  英勝寺

　仏殿

　　桁行三間、梁間三間、一重もこし付、寄棟造、瓦棒銅板葺

　　附・棟札　四枚

　　　　寛永二〇年八月一六日

　　　　宝暦四年三月二五日

　　　　天保六年一〇月

　　　・扁額　一面

　　　　寛永二〇年四月一一日

　　　・梁牌　二枚

　　　　寛永二〇年八月日の記があるもの　一

　　　　住持玉峯清因の記があるもの　一

　山門

　　三間一戸二階二重門、入母屋造、瓦棒銅板葺

　　附・棟札　二枚

　　　　寛永二〇年八月一六日

　　　　大正一四年一一月

　　　・扁額　二面

　　　　寛永二〇年四月一〇日

　　　　寛永二一年八月

　鐘楼

　　桁行三間、梁間二間、袴腰付、入母屋造、瓦棒銅板葺
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

　祠堂

　　桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、銅瓦葺

　　附・英勝院墓　一基

　　　　　石塔笠塔婆

　祠堂門

　　一間一戸平唐門、銅瓦葺

 旧神奈川県立近代美術館 １棟  令2・12・23 雪ノ下二丁目１番53号  鶴岡八幡宮
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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 8件
 覚園寺本堂（薬師堂） １棟  昭29・12・３  二階堂字平子424番  覚園寺

 長勝寺法華堂 １棟  昭44・５・20  材木座二丁目2186番  長勝寺

 建長寺西来庵唐門 １棟  昭46・３・30  山ノ内字巨福山26番  建長寺

 杉本寺観音堂 １棟  昭52・11・18  二階堂字杉本903番  杉本寺

 　附　棟札 (２枚)

 常楽寺仏殿 １棟  昭53・２・21  大船五丁目1349番  常楽寺

 　附　牌　　土地堂牌

 　　　　　　祖師堂牌 (２点)

 　　　板榜　「貞和丁亥三月十二日住山梵僊」 (１点)

 旧内海家住宅 １棟  昭53・11・17  二階堂字平子428番  覚園寺

 円覚寺山門 １棟  平７・２・14  山ノ内字瑞鹿山409番  円覚寺

 　附　円覚寺山門棟札 (１枚)

 光明寺山門 １棟  平13・２・13  材木座六丁目854番  光明寺
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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 33件
 石造　板碑（弘長二年銘） １基  昭36・11・15  長谷三丁目　番２号  長谷寺

 石造　板碑（嘉元四年銘） １基  昭36・11・15  扇ガ谷四丁目18番８号  海蔵寺

 石造　宝篋印塔（応永十二年銘） １基  昭36・11・15  山崎字下河内736番  北野神社

 石造　宝篋印塔（明徳三年銘・伝足利貞氏墓） １基  昭41・７・12  浄明寺三丁目78番  浄妙寺

 石造　宝篋印塔（正慶二年銘） １基  昭44・10・18  雪ノ下二丁目１番１号  鎌倉市

 石造　五輪塔（明徳五年銘） １基  昭46・９・11  材木座六丁目854番  光明寺

 石造　宝篋印塔（明徳四年銘） １基  昭46・９・11  由比ガ浜二丁目1089番  神奈川県

 石造　西方寺址石塔群 ７基  昭46・９・11  極楽寺二丁目27番１  個人

 　　　　　宝篋印塔　　　　一基  

 　　　　　五輪塔　　　　　六基

 石造　宝塔 １基  昭46・９・11  大町一丁目1206番  別願寺

 石造　宝篋印塔（文和五年銘） １基  昭46・９・11  寺分字上陣出424番  鎌倉市

 石造　板碑（弘長二年銘・不動種子刻） １基  昭46・９・11  材木座二丁目282番２  五所神社

 石造　板碑（徳治三年銘・宝篋印塔刻） １基  昭46・９・11  長谷三丁目11番２号  長谷寺

 石造　五輪塔（順忍塔） １基  昭46・９・11  極楽寺三丁目1035番  極楽寺

 木造　円覚寺正続院開山堂 １棟  昭47・12・12  山ノ内字瑞鹿山435番  円覚寺

 木造　円覚寺正続院宿竜殿（附　棟札） １棟  昭47・12・12  山ノ内字瑞鹿山435番  円覚寺

 石造　石廟 ２基  昭48・４・11  大町七丁目1655番１  個人

 石造　手水鉢 １基  昭49・４・10  雪ノ下二丁目1051番  鶴岡八幡宮

 石造　供養塔 １基  昭49・４・10  扇ガ谷三丁目445番  薬王寺

 石造　板碑 １基  昭49・４・10  山ノ内字宮下小路827番  光照寺

 石造　板碑 １基  昭49・４・10  扇ガ谷四丁目18番８号  海蔵寺

 石造　板碑（元徳四年銘） １基  昭50・10・14  扇ガ谷三丁目445番  薬王寺

 石造　宝塔 ２基  昭51・４・13  寺分一丁目988番  大慶寺

 木造　円覚寺正続院鐘楼 １棟  平元・10・12  山ノ内字瑞鹿山435番  円覚寺

 木造　妙法寺表門 １棟  平７・10・13  大町四丁目1896番２  妙法寺

 木造　浄光明寺阿弥陀堂 １棟  平８・10・18  扇ガ谷二丁目280番  浄光明寺

 　附　棟札 (１枚)

 木造　浄光明寺山門 １棟  平８・10・18  扇ガ谷二丁目280番  浄光明寺

 木造　常楽寺山門 １棟  平10・11・９  大船五丁目1349番  常楽寺

 木造　光明寺総門 １棟  平12・11・７  材木座六丁目854番  光明寺

 木造　熊野神社本殿 １棟  平16・11・17  大船2033番  熊野神社

 木造　鶴岡八幡宮末社白旗神社本殿及拝殿 ２棟  平17・11・10  雪ノ下二丁目1051番１  鶴岡八幡宮
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件　　　　　　　名 員　数 指定年月日 所　在　地 所 有 者 備　　　考

 石造　宝塔 １基  平17・11・10  坂ノ下212番２  成就院

 木造　壽福寺仏殿 １棟  平20・11・27  扇ガ谷一丁目180番1  寿福寺

 木造　妙本寺祖師堂　 １棟  平28・２・17  大町一丁目1129番  妙本寺
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