
12．市町村指定文化財件数

種　別

計 計 計 計 計

動

物

植

物

地

質

天

然

保

護

区

域

998 231 33 7 6 67 16 51 3 48 7 3 2 1 1 306 118 188 454 310 21 123 5 98 18 2 0 2

1 国 頭 村 2 1 1 1 1 1

2 大 宜 味 村 2 2 1 1 1

3 東 村 2 2 2 2

4 今 帰 仁 村 15 12 4 3 3 2 2 2 1 1 1

5 本 部 町 15 3 1 1 1 10 3 7 2 1 1 1

6 名 護 市 52 17 2 1 1 11 1 1 1 1 9 6 3 25 9 1 15 1 14

7 恩 納 村 10 5 2 3 4 4 1 1

8 宜 野 座 村 7 3 1 2 3 1 2 1 1

9 金 武 町 16 1 1 4 3 1 11 9 2 2

10 伊 江 村 10 4 4 6 4 1 1 1

11 う る ま 市 44 7 4 3 21 11 10 16 14 1 1 1

12 沖 縄 市 24 5 1 1 3 9 7 2 10 9 1 1

13 読 谷 村 10 2 2 3 3 5 5

14 嘉 手 納 町 13 1 1 6 6 6 4 2 2

15 北 谷 町 4 1 1 2 2 1 1

16 北 中 城 村 15 1 1 9 5 4 5 5

17 中 城 村 9 1 1 3 2 1 5 4 1 1

18 西 原 町 7 3 2 1 4 3 1 1

19 宜 野 湾 市 21 4 2 1 1 5 2 3 12 9 1 2 1 1 2

20 浦 添 市 62 45 5 39 1 5 5 12 9 3 3

21 那 覇 市 49 4 1 1 2 1 1 13 3 10 31 28 2 1 1

22 豊 見 城 市 11 10 1 2 2 5 1 1

23 糸 満 市 9 3 1 2 5 2 3 1 1

24 八 重 瀬 町 13 7 7 6 3 1 2 2

25 南 城 市 58 5 3 1 1 3 3 26 14 12 24 16 8 6 2

26 与 那 原 町 7 7 6 1 1

27 南 風 原 町 26 3 3 1 1 17 4 13 5 3 2 2

28 久 米 島 町 45 5 1 4 1 1 39 19 5 15 12 3

29 渡 嘉 敷 村 6 1 1 5 3 1 1 1

30 座 間 味 村 4 2 2 2 1 1 1

31 粟 国 村 6 1 1 5 1 2 2 2

32 渡 名 喜 村 2 2 1 1 1

33 南 大 東 村 2 2 2 2

34 北 大 東 村 1 1 1 1

35 伊 平 屋 村 4 4 3 1

36 伊 是 名 村 31 12 2 4 6 2 1 1 17 16 1 1

37 宮 古 島 市 120 13 5 4 2 2 28 13 15 79 54 3 22 1 15 6

38 多 良 間 村 70 19 8 11 12 11 1 39 33 6 6

39 石 垣 市 73 39 3 1 28 1 6 12 10 2 22 14 8 1 4 3

40 竹 富 町 112 3 3 80 1 79 29 18 2 9 8 1

41 与 那 国 町 9 3 2 1 6 1 5 1 2 2

(令和3年5月1日現在）
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13．市町村指定文化財一覧
（令和3年5月1日現在）

市町
村名

種　　　別 名               称 指定年月日 所 在 地
所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

建造物            義本王の墓　           昭58.3.31　   字辺戸405-1 国頭村

天然記念物(植物)        安田のアカテツ保安林　　   昭58.3.31　   字安田115、133-1、193 安田区

史跡 大宜味村の猪垣（ヤマシシガキ） 平17.10.1 大宜味村

天然記念物(植物) 塩屋ウフンチャのハスノハギリ 平19.3 大土墓地組合

天然記念物(植物)        サキシマスオウノキ　   昭59.3.22　 字川田下福地260                東村教育委員会

天然記念物(植物)        オガタマノキ 平13.1.30 字有銘29-1 東村教育委員会

建造物          百按司墓　 平3.7.1   字運天109     今帰仁村

建造物          大北墓　　　 平3.7.1   字運天109     今帰仁村

建造物         イチグスク(池城)墓　　 平3.7.1   字平敷1478                 個人

建造物       古宇利トゥーミヤ(遠見台) 平5.8.12 字古宇利2429              今帰仁村

工芸品 今帰仁ノロの祭祀道具一式 平26.3.14 字今泊3313番地 仲尾次家

工芸品 中城ノロの祭祀道具一式 平26.3.14 字諸志33番地 宮城家

工芸品 勢理客ノロの祭祀道具一式 平26.3.14 勢理客278番地 大城家

古文書 仲村源正宛辞令書及び関係資料 平20.2.15 字今泊5110 今帰仁村

古文書 新城徳助・徳幸宛辞令書及び関係資料 平20.2.15 字今泊5110 今帰仁村

古文書 諸喜田福安宛辞令書及び関係資料 平20.2.15 字今泊5110 今帰仁村

歴史資料 国頭郡今帰仁間切各村全図及び字図 平20.2.15 字今泊5110 今帰仁村

歴史資料 今帰仁間切平敷村略図及び平敷村字図 平20.2.15 字今泊5110 今帰仁村

有形民俗 諸志の焚字炉 平5.8.12 字諸志48-1                今帰仁村

有形民俗 崎山の神ハザギ 平15.1.20 字崎山212 崎山区

天然記念物(植物)        仲宗根垣畑原のナハキハギ群落 平15.1.20 字仲宗根984ほか 今帰仁村、ほか

古文書            旧慣による役職辞令書(9通) 昭52.2.25 那覇市繁多川1丁目23-30 個人

典籍 蔡温の御教条(1冊)　        昭52.2.25 那覇市繁多川1丁目23-30 個人

歴史資料 旧謝花尋常高等小学校跡　奉安殿 平21.11.20 字謝花1番地 本部町

有形民俗 瀬底祝女の簪と勾玉　　 昭52.2.25 名護市字名護1171-3 個人

有形民俗 瀬底の土帝君 昭52.2.25 字瀬底56 個人

有形民俗 具志堅の神ハサーギ 昭52.2.25 字具志堅            具志堅区

無形民俗 具志堅のシニーグ 平9.8.5 字具志堅 具志堅シニーグ保存会

無形民俗 備瀬のシニグ 平9.8.5 字備瀬 備瀬シニグ保存会

無形民俗 瀬底のウフユミシヌグイ 平9.8.5 字瀬底                  瀬底のウフユミシヌグイ保存会

無形民俗 瀬底の獅子舞 平9.8.5 字瀬底 瀬底区村踊り保存会

無形民俗 雑踊　松竹梅 平9.8.5 字渡久地 渡久地村踊り保存会

無形民俗 満名棒(3人棒) 平9.8.5 字並里 並里区村踊り保存会

無形民俗 女踊長伊平屋節 平9.8.5 字伊豆味 伊豆味区村踊り保存会

史跡（戦争遺跡） 本部監視哨跡 平21.11.20 字谷茶205 本部町

天然記念物(地質) 大浜の有孔虫石灰岩           昭52.2.25 字大浜480～481-1 個人

建造物 源河ウェーキ 平12.12.22 源河213、214 個人

建造物 安和の石橋 平26.9.11 安和与那川原156-2 安和区

彫刻 名護小学校の「のぞみの像」 平28.9.5 大西2丁目2-22 名護小学校

絵画          　 「琉球嶌真景」絵巻　    平4.11.1　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品           古我知焼黒釉耳付壷        平4.12.1　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品           古我知焼焼締小型水甕　　　 平4.12.1　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品           古我知焼壷型クヮディーサー釉厨子甕 平4.12.1　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品           古我知焼壷型飴釉厨子甕　　 平4.12.1　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品           古我知焼壷型黒釉厨子甕(登録924)　 平4.12.1　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品        古我知焼壷型黒釉厨子甕(登録2504)　　 平4.12.1　　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品          古我知焼壷型黒釉厨子甕(登録4739-2)　 平4.12.1　　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品         壷屋焼焼締四耳蓋付壷　　 平4.12.1　　 東江1-8-11 名護博物館

工芸品 古我知焼水盤 平24.10．1 東江1-8-11 名護博物館

工芸品 古我知焼御殿型厨子甕（登録6019） 令2.4.27 東江1-8-11 名護博物館

工芸品 古我知焼御殿型厨子甕（登録6020） 令2.4.27 東江1-8-11 名護博物館

書跡 程順則書軸            　 平4.11.1　　 東江1-8-11 名護博物館

古文書            我部祖河仲ノ屋文書　    昭58.3.23　　我部祖河113 個人

有形民俗 久志の観音堂　          昭62.7.15　 字久志369               久志区

有形民俗 名護博物館収蔵のハル石　 平4.12.1    東江1-8-11 名護博物館

字押川六田原～根路銘棚原山
林間
字塩屋594番地
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（令和3年5月1日現在）
市町
村名

種　　　別 名               称 指定年月日 所 在 地
所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

有形民俗 我部の葬具一式        　 平4.11.1　　 東江1-8-11 名護博物館

有形民俗 ピトゥ狩漁具　　　　　　 平4.11.1　　 東江1-8-11 名護博物館

有形民俗 謝名城の高倉　　　　　　 平4.11.1　　 東江1-8-11 名護博物館

有形民俗 天仁屋ウッカーヌビジュル 平19.8.17
字天仁屋288、311と
その間の河川

天仁屋区、名護市

無形民俗 源河の長者の大主 平12.12.22 源河1305 源河区

無形民俗 安和のウシデーク 平12.12.22 安和114-3 安和区

無形民俗 幸喜の柳 平13.12.27 幸喜46 幸喜区

史跡 ウランダー墓 昭58.3.23　 字運天原848 個人

史跡 瀬嵩さんたち原のハル石　 昭58.3.23　 字瀬嵩403               個人

史跡 古我知のうちはら原のハル石 平4.3.1     字古我知345             古我知区

史跡 許田の手水              昭48.11.27 字許田122               許田区

史跡 ・名勝 天仁屋バンサチの火立跡　 平2.7.1     字天仁屋865-1ﾎｶ          名護市

史跡   幸地又かうち原のハル石　ウ 平19.8.17 字名護2130、2131 沖縄県

史跡   久志間切番所ガー 平23.3.18 字瀬嵩173番2 瀬嵩区

史跡   我部の塩田跡 平25.6.4 字我部697番の地先 名護市

史跡   幸地又かうち原のハル石　ぬ 平30.12.28 字名護幸地原5829番 個人　2名

口承文芸 山本川恒の民話 平15.8.28 字宇茂佐306 個人

天然記念物(動物) オキナワコキクガシラコウモリ 平4.3.1     地域を定めず

天然記念物(植物) 済井出のアコウ　            昭48.6.15　 字済井出18-1           済井出区

天然記念物(植物)        東江のミフクラギ　            昭48.6.15　 東江3-159-1               東江区

天然記念物(植物) 許田のウバメガシ            昭48.11.27　  字許田122               許田区

天然記念物(植物)        底仁屋の御神松　            昭50.9.3　  字天仁屋                    名護市

天然記念物(植物) 屋部小学校のデイゴ          昭48.6.15　 字屋部47                名護市

天然記念物(植物) 屋我地小学校のアコウ 昭54.3.24　 字饒平名159             名護市

天然記念物(植物)        大浦のマングローブ林 平7.10.20　 字大浦418-1、418-2        名護市

天然記念物(植物)        真喜屋のサガリバナ 平10.2.20 字真喜屋 真喜屋区

天然記念物(植物) 仲尾次アシャギ庭のヤブツバキ群生 平16.1.28 字仲尾次387 仲尾次区

天然記念物(植物)        安部拝所のガジマル 平16.1.28 字安部７・125-3 安部区

天然記念物(植物)        大浦のイチョウ 平18.2.15 字大浦131 個人

天然記念物(植物)        瀬喜田小学校のセンダン 平18.6.7 字幸喜4-1 名護市

天然記念物(植物)        川上の蔡温松 平24.10.1 字川上168 川上区

天然記念物(植物)        屋我のコバテイシ並木 平25.6.4 字屋我37番地3ほか 沖縄県

書跡 王文治詩文 平3.12.5　 恩納村博物館 恩納村

書跡 徐葆光詩文 平3.12.5　 恩納村博物館 恩納村

歴史資料 唐人墓の墓碑 平3.12.5　 字仲泊 仲泊区

歴史資料 恩納村の印部石 平29.3.22 字仲泊 恩納村

歴史資料 国頭郡恩納間切各村全図及び字図等 平29.3.22 字仲泊 恩納村

有形民俗 浜崎御嶽 平3.12.5　 字恩納 恩納区

有形民俗 カンジャガー 平3.12.5　 字恩納 恩納区

有形民俗 ウドゥイガマ 平3.12.5　 字恩納 恩納区

有形民俗 南恩納の龕 平29.3.22 字仲泊 恩納村

史跡 真栄田の一里塚 平3.12.5　 字真栄田            真栄田区

古文書 許田家所蔵の家譜及び関連古文書類 昭59.2.27 字松田2628-1 個人

歴史資料 「湛姓家譜」支流一冊 平3.12.12 字宜野座495-2 個人

歴史資料 沖縄戦関連宜野座村資料 平13.10.9 字宜野座246 宜野座村教育委員会

有形民俗 旧古知屋村(現松田区)組踊写本6冊 昭59.1.27 字松田1 松田区

無形民俗 字宜野座の十五夜アシビ 平7.3.24 字宜野座427 宜野座区二才団

無形民俗 字惣慶のミジタヤー 平8.3.29 字惣慶1585 惣慶区

史跡 松田の馬場及び松並木 昭59.2.27 字松田601ほか 宜野座村・松田区

建造物 観音寺 昭59.6.4 字金武222 金武観音寺住職

有形民俗 勾玉・簪・古文書 平4.5.8 字金武224 金武区入会権者会

有形民俗 屋嘉のウフカー 平5.5.6 字屋嘉14 屋嘉区

有形民俗 屋嘉の芸能衣装 平5.5.6 字屋嘉360-1 屋嘉区

無形民俗 南ヌ島 平3.12.25 字伊芸778-1 南ヌ島芸能保存部会

史跡 慶武田川 平3.12.25 字金武919 並里区

史跡 茶川(サーガ) 平3.12.25 字金武12041-2 並里区
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（令和3年5月1日現在）
市町
村名

種　　　別 名               称 指定年月日 所 在 地
所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

史跡 ヨリブサノ御嶽 平4.5.8 字屋嘉1338 屋嘉区

史跡 底森御嶽 平4.5.8 字屋嘉599-1 屋嘉区

史跡 トゥムスズ御嶽 平6.5.13 字金武126 金武区

史跡 ナコオガーのイズミ（名古川の泉） 平6.5.13 字金武10408 並里区

史跡 金武大川(ウッカガー)                                                　平4.5.8 字金武640 並里区

史跡 忠魂碑 令3,1,1 字金武４番地内 金武町（在郷軍人会）

史跡 旧億首橋 令3,1,1 字金武億首川河川地内 金武町

天然記念物(植物)        伊芸のがじまる 平3.7.19 字伊芸33 伊芸区

天然記念物(植物)        観音寺のフクギ 平3.12.25 字金武222 金武観音寺住職

有形民俗 マーガ 昭52.12.14 字川平63 伊江村

有形民俗 阿良御嶽 昭52.12.14 字東江前687 伊江村

有形民俗 ミンカザントゥ 昭52.12.14 字川平887 伊江村

有形民俗 アミボーシャ（アミプラシャ） 平21．4．1 字西江前1736 個人

史跡 権現堂跡 昭52.12.14 字西江前1189 伊江村

史跡 公益質屋跡 昭52.12.14 字東江上75 伊江村

史跡 組踊「忠臣蔵」作者 上地太郎生誕の地 平14.3.14 字東江上210-2 伊江村

史跡 会所跡 平14.3.14 字西江上18-1の一部 個人

名勝 ワジ 昭52.12.14 字東江上イヌガ原 伊江村

天然記念物(植物) ハダ植物群落 昭52.12.14 字東江上カダ原 伊江村

建造物 嘉手苅観音堂 昭59.6.12 石川嘉手苅 石川嘉手苅区

建造物 ヤンガー 平7.6.14 与那城上原 与那城上原区

建造物 ガーラ矼 平7.6.14 与那城饒辺 与那城饒辺区

建造物 吉本家 平12.11.7 勝連比嘉 個人

工芸品 三線真壁型(大型) 平6.3.4 石川伊波 個人

工芸品 三線平仲知念型(大型) 平6.3.4 石川東恩納 個人

工芸品 三線鴨口与那型(中型) 平6.3.4 石川 個人

有形民俗 東恩納当家葬祭具 昭56.10.15 石川東恩納 個人

有形民俗 伊波金細工鍛冶道具 昭56.10.15 石川伊波 個人

有形民俗 伊波メンサー織 昭63.11.15 石川伊波 個人

有形民俗 伊波ヌール墓 平6.3.4 石川伊波 国（北部国道）

有形民俗 宮城御殿(ナーグスクウドゥン) 平7.6.14 与那城宮城 与那城宮城区

有形民俗 与佐次川(ユサチガー) 平7.6.14 与那城平安座 与那城平安座区

有形民俗 南風原の村獅子 平2.3.26 勝連南風原 勝連南風原区

有形民俗 地頭代火の神 平6.3.31 勝連浜 勝連浜区

有形民俗 シルミチュー 平6.3.31 勝連比嘉 勝連比嘉区

有形民俗 中の御嶽 平9.4.23 勝連津堅 勝連津堅区

有形民俗 上江洲ウフガー 令2.4.13 上江洲345番地1ほか うるま市上江洲自治会、うるま市長

無形民俗 天願獅子舞 平11.7.15 字天願 天願獅子舞保存会

無形民俗 田場ティンベー 平11.7.15 字田場 田場伝統芸能保存会

無形民俗 南風原の獅子舞 平11.3.10 勝連南風原 勝連南風原区

無形民俗 平安名のウムイ・クェーナ 平11.3.10 勝連平安名 勝連平安名区

無形民俗 平敷屋エイサー 平11.3.10 勝連平敷屋 平敷屋エイサー保存会

無形民俗 宮城ウシデーク 平17.3.4 与那城宮城 宮城ウシデーク保存会

無形民俗 マーラン船の建造技術 平17.3.4 与那城平安座 個人

無形民俗 うるま市の闘牛 平30.7.13 勝連平敷屋 うるま市闘牛組合連合会

無形民俗 伊波メンサー織技能保持団体、伊波メンサー織保存会 平31.1.15 石川伊波 伊波メンサー織保存会

無形民俗 平安座のサングヮチャー 令2.4.13 与那城平安座409番地の2 うるま市平安座自治会

史跡 平敷屋タキノー 平2.3.26 勝連平敷屋 勝連平敷屋区

史跡 アマミチューの墓 平6.3.31 勝連比嘉 勝連比嘉区

史跡 ヤマトゥンチュウ墓 平9.4.23 勝連浜 勝連浜区

史跡 ワイトゥイ 平9.4.23 勝連平安名 勝連平安名区

史跡 平安座西グスク 平7.6.14 与那城平安座 与那城平安座区

史跡 新川・クボウグスク周辺の陣地壕群 平16.3.3 勝連津堅 勝連津堅区

史跡 兼箇段ジョーミーチャー墓 平17.2.16 字兼箇段 兼箇段根神門中

史跡 田場ガー 平17.2.16 字田場 田場区
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（令和3年5月1日現在）
市町
村名

種　　　別 名               称 指定年月日 所 在 地
所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

史跡 大田坂 平17.2.16 字大田・川田 うるま市

史跡 沖縄諮詢会堂跡 平17.3.1 石川 個人

史跡 東恩納博物館跡 平17.3.1 石川東恩納 個人

史跡 石川部落事務所 平17.3.1 石川 石川部落会

史跡 藪地洞穴遺跡 平29.3.17 与那城屋慶名東藪地 うるま市

史跡 宮城島のヒータチ（火立て）跡 平30.7.13 與那城上原1680番地2、1682番地 うるま市與那城上原自治会

名勝 犬名河(インナガー) 平7.6.14 与那城伊計 与那城伊計区

天然記念物(植物)            クボウグスクの植物群落 平9.4.23 勝連津堅 勝連津堅区

建造物 泡瀬ビジュル（社殿、鳥居、手水鉢） 平21.3.27 泡瀬 泡瀬復興期成会

工芸品 上地のバーキ（與志平朝蒲制作竹細工） 平21.3.27 上地 沖縄市立郷土博物館

歴史資料 ハル石（印部石　ミ　赤ひら原） 平28.3.2 上地2-19-6　文化センター３
階

沖縄市立郷土博物館

歴史資料 ハル石（印部石　ア　木の下原） 平28.3.2 上地2-19-6　文化センター４
階

沖縄市立郷土博物館

歴史資料 ハル石（印部石　さ　さく原） 平28.3.2 美里3丁目　里道上 沖縄市　美里自治会

有形民俗 美里の龕　             平6.9.22 上地 沖縄市立郷土博物館

有形民俗 知花花織　馬乗上着 平12.12.6 上地 沖縄市立郷土博物館

有形民俗 知花花織　馬乗袴 平12.12.6 上地 沖縄市立郷土博物館

有形民俗 知花花織　ウッチャキ 平12.12.6 知花 個人

有形民俗 上之殿毛 平21.3.27 知花 松本自治会

有形民俗 古謝のビジュル 平21.3.27 古謝 古謝自治会

有形民俗 諸見里の村旗 平21.3.27 上地 沖縄市立郷土博物館

無形民俗 池原の十五夜行事 平21.3.27 池原 池原自治会

無形民俗 諸見里の旗スガシー 平21.3.27 諸見里 諸見里自治会

史跡 鬼大城の墓　           昭55.10.23　知花                    個人

史跡 カフンジャー橋　       昭55.10.31  美里                    沖縄市

史跡 セークガー　           平6.9.22    美里                    美里自治会

史跡 ヒージャーガー　　       平6.9.22    美里                    美里自治会

史跡 奉安殿(戦争遺跡) 平9.2.5 知花 沖縄市

史跡 忠魂碑(戦争遺跡) 平9.2.5 知花 沖縄市

史跡 室川井 平9.2.5 胡屋 胡屋共有会

史跡 室川貝塚 平9.2.5 胡屋 沖縄市

史跡 登川碑 平21.3.27 登川 登川自治会

天然記念物（植物） 古謝のビジュルにあるアコウ 平21.3.27 古謝 古謝自治会

歴史資料 讀谷山村道路元標 平22.3.26 字喜名1-2 読谷村

歴史資料 比謝橋碑文 平24.5．23 字比謝矼 読谷村

有形民俗 長浜樋御墓（ナガハマティーウハカ） 昭51.10.27 字長浜萩川原 個人　14名

有形民俗 喜名観音堂 平24.5．23 字喜名 読谷村

有形民俗 喜名土帝君 平24.5．23 字喜名 読谷村

史跡 喜名番所跡 昭51.8.18 字喜名喜名原 読谷村

史跡 長浜貝塚 昭51.10.27 字長浜山釜原 個人 21名

史跡 チビチリガマ 平20.2.7
字波平犬桑江原1135-2、
1136-2

波平区

史跡 掩体壕 平21.1.22 字座喜味2943－1 読谷村

史跡 忠魂碑 平21.1.22
字座喜味2976－1の一部
　　　　2943－1の一部

読谷村

工芸品 三線真壁型　　　　　　　 昭58.5.16　　　字嘉手納496 個人

無形民俗 屋良のあやぐ　　　　　　 昭51.7.20　　　字屋良 字屋良共栄会

無形民俗 屋良のチンク            昭51.7.20　　　字屋良 字屋良共栄会

無形民俗 千原エイサー　　　　　　 昭51.7.20　　　字千原 （一社）嘉手納町千原郷友会

無形民俗 野里棒　　　　　　　　　 昭51.7.20　　　字野里 （一財）嘉手納町野里共進会

無形民俗 野里の道イリク          昭51.7.20　　　字野里 （一財）嘉手納町野里共進会

無形民俗 野国天川　　　　　　　　 昭51.7.20　　　字野国 （一社）嘉手納町野国郷友会

史跡 植樟之碑　　　　　　　　 平4.9.1 字久得840 嘉手納町役場

史跡 屋良のメーガー　　　　　 平7.3.9　　　　字屋良103 字屋良共栄会

史跡 屋良のシリーガー　　　　 平7.3.9　　　　字屋良750 字屋良共栄会

史跡 水釜のシチャヌカー　　　 平8.2.16　　　字水釜385 水釜向上会

天然記念物(植物)        字嘉手納拝所のガジュマル 昭51.7.20　　　字嘉手納34 （一社）字嘉手納共栄会

天然記念物(植物) 嘉手納小学校の大デイゴ　 昭53.8.7　　　字嘉手納311 嘉手納町教育委員会
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（令和3年5月1日現在）
市町
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所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

建造物 ちぶ川 平16.3.26 字大村前原83 玉代勢郷友会

有形民俗 北谷城内「東ノ御嶽」 平16.3.26 字大村川原406 個人

有形民俗 北谷城内「殿」 平16.3.26 字大村城原369 個人

史跡 浜川ウガン遺跡 平16.3.26 字浜川千原47 ほか 浜川郷友会

歴史資料 島袋のろ殿内資料 令2.4.15 字仲順435 北中城村教育委員会

有形民俗 喜舎場の石獅子　　　　　 平7.6.16　　　字喜舎場上原192 喜舎場区

有形民俗 渡口の梵字の碑(アビラウンケン) 平9.10.1 字渡口渡口原７ 渡口区

有形民俗 根所火の神 平14.12.12 字安谷屋126 安谷屋区

有形民俗 龕屋 平7.6.16　　　字喜舎場西原763 喜舎場区

有形民俗 荻道のヒージャーガー 平22.3.16 字荻道26番地 荻道区

無形民俗 南島(フェーヌシマ)　 昭55.2.9　　　字熱田68-1 熱田公民館内 熱田南島保存会

無形民俗 棒術　　　　　　　　　　 昭57.3.18　　字喜舎場75 喜舎場公民館内 字喜舎場民俗芸能保存会

無形民俗 獅子舞               昭57.3.18　 字喜舎場75 喜舎場公民館内 字喜舎場民俗芸能保存会

無形民俗 赤木名節 平14.12.12 字島袋102　島袋公民館内 字島袋民俗芸能保存会

史跡 中城若松の墓　　　　　　 昭57.3.18　　　字安谷屋西後原1447 個人

史跡 ナスの御嶽　　　　　　　 平7.6.16　　　字仲順西原169 仲順区

史跡 渡口の印部土手石(原石) 平9.10.1 字渡口渡口原７ 渡口区

史跡 喜舎場のウフカー 平16.8.5 字喜舎場81 喜舎場区

史跡 大城のイリヌカー 平16.8.5 字大城141-1 大城区

建造物 新垣の石橋 平18.3.27 字新垣 新垣自治会

有形民俗 津覇の龕屋 平18.3.27 字津覇1091 津覇自治会

有形民俗 津覇のテラ 平26.3.26 字津覇508番地 津覇自治会

無形民俗 津覇の獅子舞 平9.3.7 字津覇516-1 津覇伝統芸能保存会

史跡 伊舎堂の三本ガジマル 平9.3.7 字伊舎堂194 伊舎堂自治会

史跡 ペリーの旗立岩 平9.3.7 字新垣1315他 私有地

史跡 県道開削記念碑 平9.3.7 字新垣129-1 新垣財産区

史跡 161.8高地陣地 平26.3.26 字北上原195番地 奥間自治会

天然記念物(植物)        泊の大クワディサー 平9.3.7 字泊132 泊自治会

古文書　 西原中山家文書　　　　　 昭62.8.7　　　字嘉手苅53 個人

古文書　 西原間切棚原村から伊田親雲上宛の板証書 昭62.8.7　　　字翁長156 個人

歴史資料 西原町内間散布地No.1出土のカムィ焼 昭62.8.7　　　字与那城152-5 西原町

史跡 棚原旧宮里家屋敷跡 平26.3.17 字棚原292番地 西原町

史跡 旧西原村役場壕 平27.6.9 字翁長　319-4、320番地 西原町

史跡 棚原石畳道 平31.3.28 字棚原59番地5箇所に介在する里道 西原町

天然記念物(植物)        内間御殿のサワフジ（サガリバナ） 平24.5.8 字嘉手苅上之松51－１ 西原町

彫刻 小禄墓石彫香炉 平3.8.1 嘉数1006番地 個人

彫刻 小禄墓石彫獅子 平3.8.1 嘉数1006番地 個人

古文書 真志喜佐喜真家文書 平3.8.1 真志喜１-21-26 個人

歴史資料 明治土地台帳附属地図 平3.8.1 宜野湾市立博物館　ほか宜野湾市長

有形民俗 我如古ヒージャーガー 昭51.4.2 我如古305、306 我如古区自治会

有形民俗 喜友名の石獅子群
平元.3.31
平25.3.27

喜友名80、85、205、2-29-
1
他３箇所は里道に所在

喜友名区自治会

無形民俗 普天間の獅子舞 平元.3.31 普天間1-28-9 字普天間郷友会

無形民俗 大謝名の獅子舞 平元.3.31 大謝名494 大謝名獅子舞保存会

無形民俗 我如古スンサーミー　 平７.12.27 我如古1-36-12 我如古区自治会

史跡 野嵩石畳道 平元.3.31 野嵩安里畠原地内（里道） 宜野湾市

史跡 野嵩クシヌカー 平元.3.31 野嵩西門原164-1 野嵩１区自治会

史跡 伊佐「たけたう原」銘の印部土手 平3.8.1 喜友名2-706 個人

史跡 伊佐浜「新造佐阿天橋碑」 平元.3.31 伊佐後原地内（里道） 宜野湾市

史跡 大山御嶽碑 平元.3.31 大山2-24-15 個人

史跡 西森碑記 平3.8.1 真志喜富盛原731 真志喜共有財産保存会

史跡 大謝名メーヌカー 平3.8.1 大謝名666、667-2 大謝名獅子舞保存会

史跡 大山マヤーガマ洞穴遺跡 平11.2.23 大山2076-1 宜野湾市

史跡 我如古本部御殿墓 令３.2.25 我如古二丁目963番 個人

名勝 普天満宮洞穴 平3.8.1 普天間1-719、1-720 普天満宮

天然記念物(動物) ウデナガサワダムシ 昭51.5.29 真志喜マヤーアブ 真志喜共有財産保存会

天然記念物(植物)        大謝名メーヌカー淡水紅藻 平3.8.1 大謝名666 大謝名獅子舞保存会

登録有形民俗文化財 神山・愛知ヌールガー 平25.3.28 愛知433 個人
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登録無形民俗文化財 字宜野湾の年中祭祀 平26.8.15 宜野湾1-22-24 宜野湾区自治会・字宜野湾郷友会

絵画 琉球交易港図屏風 平27.3.25 浦添市美術館 浦添市

絵画 琉球八景 平27.3.25 浦添市美術館 浦添市

絵画 琉球交易港図 平27.3.25 浦添市美術館 浦添市

絵画 花鳥図 平27.3.25 浦添市美術館 浦添市

絵画 琉球八景校合摺り 平27.3.25 浦添市美術館 浦添市

工芸品 緑漆鳳凰雲点斜格子沈金丸櫃　       平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆花鳥沈金膳                  平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆山水人物沈金足付盆            平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 緑漆牡丹唐草石畳沈金膳            平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆牡丹巴紋七宝繋沈金足付盆      平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆寒山拾得螺鈿四方盆                平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆梅月螺鈿六角盆                平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆雲龍鳳凰螺鈿長文箱　　　　　  平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆菱七宝繋螺鈿伽羅箱　　　　　  平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆麒麟葡萄栗鼠螺鈿重香合　　      平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆山水人物螺鈿輪花盆　　        平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆雲龍螺鈿盆　　　　　　        平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆楼閣人物螺鈿八角食籠　　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆藻魚千鳥螺鈿八角食籠　　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆騎馬人物螺鈿箱　　　　　      平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆桐鳳凰螺鈿東道盆　　　　　　  平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆山水人物螺鈿衝立　　　　　    平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆楼閣人物螺鈿飾棚　　　　　    平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆山水人物螺鈿阿古陀形煙草入　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆葡萄栗鼠螺鈿箔絵料紙箱 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 潤塗葡萄栗鼠螺鈿箔絵硯箱　　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆吉祥文螺鈿箔絵箱　　　　      平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆二十四孝唐草螺鈿沈金八角食籠　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆葡萄栗鼠箔絵八角食籠　　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 潤塗舟遊草花箔絵稜花形食籠　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆楼閣人物箔絵稜花形食籠　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 白檀塗楼閣山水箔絵湯庫　　　　　  平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆山水人物箔絵東道盆　　　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 潤塗花鳥箔絵密陀絵丸形食籠　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆花鳥螺鈿箔絵密陀絵盆　　　　　 平2.1.19　 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆山水人物螺鈿八角食籠 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆竹虎連珠沈金螺鈿座屏 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆葡萄栗鼠螺鈿箔絵箱 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆孔雀牡丹唐草沈金食籠 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱黒漆雲龍沈金螺鈿卓 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆司馬温公家訓螺鈿掛板 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 白密陀山水楼閣人物密陀絵箔絵四方盆 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 黒漆山水楼閣螺鈿中央卓 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

工芸品 朱漆花鳥密陀絵盆 平21.8.21 浦添市美術館 浦添市

古文書 向姓家譜（邊土名家） 令2.4.3 安波茶1-1-1 浦添市教育委員会

無形民俗 勢理客の獅子舞　                  昭56.3.2　 勢理客 勢理客獅子舞保存会

無形民俗 仲西の獅子舞                   　 昭56.3.2　 仲西 仲西獅子舞保存会

無形民俗 内間の獅子舞　　　           　　 昭56.3.2　 内間 内間獅子舞棒術保存会

無形民俗 前田の棒                          昭56.3.2　 前田 前田棒保存会

無形民俗 内間の棒　　                   　 昭56.3.2　 内間 内間獅子舞棒術保存会

史跡 経塚の碑    　  　     　　     昭56.3.2　 経塚 経塚自治会

史跡 西原東ガー           　　　    　 昭56.3.2　 西原 西原１、２区自治会

史跡 牧港テラブのガマ　                昭61.3.30 牧港 浦添市

史跡 チヂフチャー洞穴遺跡   　　　　   昭61.3.30 牧港 浦添市
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史跡 玉城朝薫の墓(邊土名の墓)              平7.8.8 前田   浦添市

史跡 仲間拝所群(仲間樋川・仲間火ヌ神・ 平14.3.1 仲間 仲間自治会

クバサーヌ御嶽・仲間ンティラ)

史跡 安波茶樋川 平14.3.1 安波茶 安波茶自治会

史跡 西原洗濯ガー 平18.12.19 西原 西原１、２区自治会

史跡 浦添御殿の墓 平20.3.3 沢岻 浦添市

天然記念物(植物)        内間の大アカギ                    昭56.3.2　 内間 内間自治会

天然記念物(植物) 屋富祖の御願所のガジュマル 平11.3.5 屋富祖 屋富祖自治会

天然記念物(植物) 宮城の御願山のウスク 平23.3.18 宮城 宮城共有地主会

建造物 読谷山御殿の墓       昭59.8.1 首里石嶺町2丁目68 那覇市

工芸品 蔵骨器１７２７年製「壜」 平25.2.1 壺屋1-9-32 那覇市

古文書 新修美栄橋碑 昭52.4.8 牧志1丁目951の地先 那覇市

古文書 高宮城村地籍図 平26.2.20 那覇市歴史博物館 那覇市

無形文化財(工芸技術) 壺屋焼 平13.10.1 壺屋1-21-1 壺屋焼保存会

有形民俗 安谷川嶽             昭52.6.27 首里当蔵町1丁目28-4 那覇市

有形民俗 内金城嶽           昭53.11.14 首里金城町3丁目18、20 那覇市

有形民俗 旧御茶屋御殿石造獅子 昭61.6.25 首里崎山町1丁目77-1 那覇市

無形民俗 首里汀良町の獅子舞い 昭62.8.10 首里汀良町3丁目87 首里汀良町獅子舞い保存会

無形民俗 首里末吉町の獅子舞い 平2.4.12 首里末吉町2丁目70 首里末吉町獅子舞い保存会

無形民俗 泊地バーリー 平3.7.15 泊2-6-2 個人

無形民俗 字安里のフェーヌシマ 平6.3.30 安里2-5-25 安里南之島保存会

無形民俗 字安次嶺の村踊り 平6.3.30 小禄808-3 安次嶺村踊り保存会

無形民俗 字国場のウズンビーラ 平6.3.30 国場388 国場民俗芸能保存会

無形民俗 首里のクェーナ 平6.3.30 首里当蔵町2-41 首里クェーナ保存会

無形民俗 首里王府の路次楽 平10.3.20 首里山川町1-17-1 沖縄民俗芸能路次楽保存会

無形民俗 字大嶺の獅子舞い 平13.10.1 具志2-23-26 字大嶺向上会

無形民俗 字大嶺の地バーリー 平13.10.2 具志2-23-26 字大嶺向上会

史跡 雨乞嶽 昭51.4.16 首里崎山町1丁目77 那覇市

史跡 与那覇勢頭豊見親逗留旧跡碑 昭51.4.16 字上之屋1丁目6 那覇市

史跡 宜野湾御殿の墓及び墓域 昭51.9.28 首里末吉町1丁目20、21 個人

史跡 宝口樋川 昭51.9.28 首里儀保町4丁目80 那覇市

史跡 上天妃宮跡の石門 昭52.4.8 久米1丁目3-8 那覇市

史跡 金城大樋川 昭52.4.8 首里金城町2丁目8 那覇市

史跡 仲之川 昭52.4.8 首里金城町2丁目11 那覇市

史跡 沢岻親方の墓 昭52.6.27 繁多川４丁目193-2 個人

史跡 安谷川 昭53.11.14 首里大中町1丁目61-2 那覇市

史跡 王の殿と王川 昭53.11.14 楚辺１丁目345、346 個人

史跡 寒水川樋川 昭54.7.21 首里寒川町1丁目54外 那覇市

史跡 ヒジ川ビラ 昭54.12.7 首里崎山町4丁目 那覇市

史跡 崎山御嶽 昭61.6.25 首里崎山町1丁目39 那覇市

史跡 泊外人墓地 昭62.8.10 泊3丁目20-1 那覇市

史跡 新垣ヌカー 昭63.8.25 首里金城町2丁目39 那覇市

史跡 上ヌ東門ガー 昭63.8.25 首里金城町3丁目39 那覇市

史跡 下ヌ東門ガー 昭63.8.25 首里金城町3丁目60 那覇市

史跡 潮汲川 昭63.8.25 首里金城町2丁目50 那覇市

史跡 加良川(取付道路を含む) 平元.7.14 首里儀保町2丁目10-1外 那覇市

史跡 さくの川 平2.4.12 首里山川町1丁目89 那覇市

史跡 渡嘉敷三良の墓 平2.12.15 牧志1丁目547 那覇市

史跡 旧天界寺の井戸 平6.8.10 首里金城町1丁目2-40 沖縄県

史跡 美連嶽 平10.3.20 首里寒川町1丁目4-4、5 那覇市

史跡 火立毛 平10.3.20 首里石嶺町2丁目250-97 那覇市

史跡 アモールシガー 平11.2.10 字小禄628 那覇市

史跡 シマダガー 平11.2.10 字小禄606 那覇市
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史跡 臺灣遭害者之墓 平20.4.10 若狭1-26-5の一部外 那覇市

史跡・名勝 波上 平18.10.10 若狭1-26-3 波上宮

名勝 ガーナー森           昭49.12.2 鏡原町10-3、10-7 那覇市

天然記念物(植物)        ガーナー森           昭49.12.2 鏡原町10-3、10-7 那覇市

建造物 「真玉橋遺構」 平18.2.22
字真玉橋125-4,125-6,
544-3

豊見城市

古文書 豊見城間切嘉数前大田親雲上勤書「口上覚」 平5.11.1　　　字伊良波392 豊見城市

古文書 字与根大城家文書 平13.3.6 字伊良波392 豊見城市

考古資料 「高嶺古島遺跡出土」　土製品 令2.11.2 字伊良波392番地 豊見城市

考古資料 「宜保アガリヌ御嶽出土」　骨製品 令2.11.2 字伊良波392番地 豊見城市

歴史資料 重修真玉橋碑文 平7.3.29 字伊良波392 真玉橋自治会

歴史資料 印部石　ニ　かなは原 令元.11.1 字伊良波392 豊見城市

歴史資料 印部石　い　をなか原 令元.11.1 字伊良波392 豊見城市

歴史資料 印部石　ロ　めさしふ原 令元.11.1 字伊良波392 豊見城市

歴史資料 印部石　ヌ　めさしふ原 令元.11.1 字伊良波392 豊見城市

有形民俗 饒波の龕 令元.11.1 字伊良波392 豊見城市

建造物            大城家                 昭60.2.25   字兼城240                  大城康秀

彫刻 照屋の石彫獅子         昭52.4.1    字照屋771-1        照屋区

彫刻 田名宗経謹刻の仏像　   昭52.4.1    字糸満806（蓮華院）                  個人

有形民俗 字座波・賀数所有の龕 平10.2.1 字座波542 座波区、賀数区

有形民俗 ミーカガン及び制作具一式 平31.3.28 西崎町1-4-11 特定非営利活動法人ﾊﾏｽｰｷ

無形民俗 字真栄里の大綱引き 平21.2.1 字真栄里 真栄里区

無形民俗 米須のウシデーク 平21.2.1 字米須 米須区

無形民俗 糸満ハーレー 平24.6.1 字糸満603-1 糸満ハーレー行事委員会

史跡 南山城跡               昭60.4.1    字大里1901                糸満市

無形民俗 玻名城の獅子舞　　　　　　 平6.2.4　　　　字玻名城36 玻名城獅子舞保存会

無形民俗 安里のウフデーク 平6.2.4　　　　字安里123 ウフデーク保存会

無形民俗 新城のシーヤーマー 平6.2.4　　　　字新城857 シーヤーマー保存会

無形民俗 富盛の大和人行列 平10.2.1 字富盛432 富盛伝統芸能保存会

無形民俗 富盛の唐人行列 平10.2.1 字富盛432 富盛伝統芸能保存会

無形民俗 世名城のウスデーク 平10.2.1 字世名城205 世名城ウスデーク保存会

無形民俗 富盛の女行列 平13.10.1 字富盛432 富盛八月十五夜祭伝統芸能保存会

史跡 ゆったちじょうの御嶽 平6.2.4　　　　字具志頭1745 八重瀬町

史跡 慶座井　　　 平6.2.4　　　　字安里1366 八重瀬町

史跡 港川遺跡 平28.7.5 字長毛290-9　他 八重瀬町

名勝 具志頭のフクギ並木 令2.3.31 字具志頭伊良武須原253-2　他 内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所

天然記念物(植物)            世名城のガジュマル 平4.4.2 字世名城590 個人

天然記念物(植物)            当銘のガジュマル 平4.4.2 字当銘42 字当銘区長

建造物 チチンガー　　　　　　　 平2.3.15　　 大里字大里577 個人　2名

建造物            焚字炉　　　　　　　　　　 平6.2.23　　　玉城字百名104-1 百名区

建造物 島添大里按司の墓 平16.5.25 大里字大里660 個人

古文書 垣花勢高殿家古文書 平14.2.1 大里字仲間807 南城市

歴史資料 明治土地台帳附属地図 平16.5.25 大里字仲間807 南城市

無形文化財(芸能) ティンベーとカマンティ 昭57.3.30 佐敷字屋比久 ﾃｨﾝﾍﾞｰ・ｶﾏﾝﾃｨー保存会

無形文化財(芸能) 天人 昭57.3.30 佐敷字津波古 津波古区

無形文化財(芸能) 棒術 昭57.3.30 佐敷字津波古 津波古棒術保存会

有形民俗 喜屋武久殿 昭55.3.19 佐敷字津波古見謝原2173 個人

有形民俗 土帝君 昭55.3.19 佐敷字新里澤川原153 新里自治会

有形民俗 石畳道 昭55.3.19 佐敷字小谷小谷原59,60地先 南城市（里道）

有形民俗 上の井 昭55.3.19 佐敷字小谷小谷原69 小谷自治会

有形民俗 中の井 昭55.3.19 佐敷字小谷小谷原71 小谷自治会

有形民俗 下茂の井 昭55.3.19 佐敷字小谷小谷原81 小谷自治会

有形民俗 土帝君・仏像 昭58.3.7 佐敷字手登根手登根原1 手登根区

有形民俗 美里井 昭58.3.7 佐敷字佐敷島之上原1142 佐敷区

有形民俗 知念のシーサー　　　　　　 昭58.3.18　　　知念字知念1127 知念区

有形民俗 具志堅のシーサー　　　　　 昭58.3.28　　　知念字具志堅228-1 具志堅区

有形民俗 食栄森御嶽　　　　　　　　　 平5.2.2　　 大里字大里794 南風原区

有形民俗 南風原の石彫魔除獅子　　　 平5.2.2　　 大里字大里827 南風原区
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有形民俗 ヤハラヅカサ　　　　　　　 平6.2.23　　　玉城字百名浦原地先 沖縄県

有形民俗 フッチャー石 平14.3.4 佐敷字手登根前原512 手登根区

無形民俗 手登根エイサー 昭57.3.30 佐敷字手登根 手登根区

無形民俗 当間の獅子舞　　　　　　　 平2.3.15　　 大里字当間 当間区

無形民俗 古堅のミーミンメー　　　　　 平2.3.15　　 大里字古堅 古堅区

無形民俗 長者大主              　 平5.6.24　　　　玉城字百名 百名区

無形民俗 長者大主　　　　　　　　 平5.6.24　　　　玉城字前川 前川区

無形民俗 獅子舞　　　　　　　　　　 平5.6.24　　　　玉城字玉城 玉城区

無形民俗 醜童　　　　　　　　　　　 平5.6.24　　　　玉城字志堅原 志堅原区

無形民俗 親田御願　　　　　　　　　 平5.6.24　　　　玉城字仲村渠 仲村渠区

無形民俗 寄鍬　　　　　　　　　　　 平5.6.24　　　　玉城字前川 前川区

無形民俗 アヤグ                   平5.6.24　　　　玉城字前川 前川区

無形民俗 稲摺節　　　　　　　　　　 平5.6.24　　　　玉城字百名 百名区

無形民俗 稲嶺の獅子舞 平16.5.25 大里字稲嶺 稲嶺区

史跡 浜川御嶽　　　　　　　　　 昭52.7.21    玉城字百名伊佐良原717　 南城市

史跡 受水走水               昭52.7.21    字百名浦原1593 他４筆 南城市・個人

史跡 志喜屋グスク　　　　　　　 昭57.3.31　　　知念字志喜屋505-6 志喜屋区

史跡 神山の殿　　　　　　　　　 昭57.3.31　　　知念字知念449 知念区

史跡 テダ御川　　　　 昭57.3.31　 知念字知名1172 知名区

史跡 つきしろの岩・井 昭58.3.7 佐敷字佐敷島宜原158 佐敷区

史跡 久高島クボー御嶽　　　 昭61.3.1　　 知念字久高434 久高区

史跡 カンチャ大川　　 昭63.10.1　 知念字志喜屋559 志喜屋区

史跡 大城城跡　　　　　　　　　　 平5.2.2　　 大里字大城951 他16筆 南城市 他22名

史跡 船越グスク　　　　　　　　 平6.2.23　　　玉城字船越338 船越区

史跡 知念按司の墓　　 平8.5.1　　 知念字知念1148-10 個人

史跡 知名御川　　　　 平8.5.1　　 知念字知名815 個人

史跡 苗代大比屋の屋敷跡 平14.3.4 佐敷字佐敷島宜原86 個人

史跡 具志堅の樋川 平14.8.19 知念字具志堅164-1 具志堅区

史跡 ウローカーの砲台跡 平30.4.24 知念字久手堅255 南城市

史跡 前川民間防空壕群 平30.4.24 玉城前川306-3 他18筆等 南城市 他8名

天然記念物(植物) 新屋のサキシマスオウノキ　 昭58.3.18　 知念字知念972 個人

天然記念物(植物) 大殿内のサキシマスオウノキ 昭58.3.18　 知念字安座真167 安座真区

天然記念物(植物) 大門のサキシマスオウノキ　 昭58.3.18　 知念字安座真178 個人

天然記念物(植物) オキナワヒメウツギ群落　　　　　 平5.2.2 大里 南城市、他

天然記念物(植物) 久手堅の大アカギ 平11.3.1 知念字久手堅134 個人

天然記念物(植物) 知念親川のフクギ群 平17.3.1 知念字知念589 個人

天然記念物(地質) 玉泉洞　　　　　　　　　　 平4.3.28　　　玉城字前川1336 おきなわワールド文化王国玉泉洞

天然記念物(地質) 下上原の鹿化石出土地 平17.7.13 知念字知念1214-3 他 (有)仲善ほか

史跡 与那原親川（ヨナバルウェガア） 平11.4.21 字与那原556 与那原町

史跡 御殿山（ウドゥンヤマ） 平11.4.21 字与那原712 与那原町

史跡 三津武嶽（ミチンダキ） 平11.4.21 字与那原1378 与那原町

史跡 久葉堂（クファドウ） 平11.4.21 字与那原912 与那原町

史跡 久茂久岩（クムクジイ） 平11.4.21 字板良敷771 個人

史跡 前の井（マエノカ） 平11.4.21 字上与那原73 与那原町

天然記念物(植物) 久葉堂赤木（クファドウアカギ） 平7.4.25　　 字与那原912 与那原町

歴史資料 修宮城橋碑　　　　　　　　　 平2.6.27　　 字喜屋武257 字宮城

歴史資料 宇平橋碑　　　　　　　　　　 平2.6.27　　 字喜屋武257 南風原町

歴史資料 印部土手石                 平2.6.27　　 字喜屋武257 字兼城・南風原町

無形文化財(工芸技術) 琉球絣と南風原花織 平16.3.24 字本部175 琉球絣と南風原花織保存会

有形民俗 兼城の石獅子　　　　　　　　 平2.6.27　　 字兼城190－1 字兼城

有形民俗 本部の石獅子　　　　　　　　 平2.6.27　　 字本部145-7 字本部

有形民俗 照屋の石獅子(A)　　　　　　 平2.6.27　　 字照屋53 字照屋

有形民俗 照屋の石獅子(B)　　　　　　 平2.6.27　　 字照屋111 字照屋

無形民俗 字宮城の舞方棒　　　　　　 平2.6.27　　 字宮城 字宮城

無形民俗 字兼城の舞方棒　　　　　　 平2.6.27　　 字兼城 字兼城

無形民俗 字喜屋武の舞方棒　　　　　 平2.6.27　　 字喜屋武 字喜屋武

無形民俗 字照屋の舞方棒　　　　　　 平2.6.27　　 字照屋 字照屋

無形民俗 字津嘉山の舞方棒            平2.6.27 字津嘉山　　　 字津嘉山    
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（令和3年5月1日現在）
市町
村名

種　　　別 名               称 指定年月日 所 在 地
所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

無形民俗 字神里の舞方棒              平2.6.27 字神里　　　　 字神里

無形民俗 字宮平の獅子舞              平2.6.27 字宮平　　　　 字宮平      

無形民俗 字本部の獅子舞              平2.6.27 字本部　　　　 字本部

無形民俗 字喜屋武の獅子舞            平2.6.27 字喜屋武　　　 字喜屋武

無形民俗 字宮平の女踊り「綛掛」      平2.6.27 字宮平　　　　 字宮平      

無形民俗 字兼城の二才踊り「揚作田」  平2.6.27 字兼城　　　　 字兼城

無形民俗 字喜屋武の長者の大主    平2.6.27 字喜屋武　　　 字喜屋武

無形民俗 字宮城の狂言「銭借人」      平2.6.27 字宮城　　　　 字宮城

史跡 御宿井　　　　　　　　　　　 平2.6.27　　 字宮城89-1 字宮城

史跡 大名ヒージャーガーと石碑　　 平2.6.27　　 字大名80 字大名

史跡 沖縄陸軍病院南風原壕　　　 平2.6.27　　 字喜屋武地内 南風原町

天然記念物(植物) 南風原間切番所跡のフクギ群 平2.6.27　　 字宮平9 南風原町

天然記念物(植物) 中毛小ガジュマル群　　　 平2.6.27　　 字喜屋武67 字喜屋武

建造物 小港松原墓 昭55.5.21 字西銘新田原488 個人

歴史資料 久米仲里間切公事帳 平9.5.1 字比嘉2870 久米島町教育委員会

歴史資料 久米仲里間切諸村公事帳 平9.5.1 字比嘉2870 久米島町教育委員会

歴史資料 科人公事帳 平9.5.1 字比嘉2870 久米島町教育委員会

歴史資料 宇江城城跡の碇石 平9.5.1 字比嘉2870 久米島町教育委員会

有形民俗 泰山石敢當 平6.1.20 字西銘830 個人

史跡 ソナミの烽火台 昭47.9.2 字宇根ソナミ原825-1 久米島町

史跡 涙石 昭47.9.2 字宇根ソナミ原825 久米島町

史跡 登武那覇城跡 昭47.9.2 字宇根宇根原3391-1 久米島町

史跡 スハラ城跡 昭47.9.2 字銭田津波原1230 久米島町

史跡 島尻の石墓 昭47.9.2 字島尻クサト原169-1 久米島町

史跡 島尻のウティダ石 昭47.9.2 字島尻クサト原220 久米島町

史跡 具志川間切蔵元跡 昭49.4.26 字兼城1 久米島町

史跡 君南風殿内 昭49.4.26 字仲地1-1 久米島町

史跡 七嶽神社 昭49.4.26 字鳥島354 字鳥島

史跡 報徳神社 昭49.4.26 字大原37 字大原

史跡 遠見番所跡 昭49.4.26 字具志川 個人

史跡 大和泊海岸 昭49.4.26 字仲村渠クメシ原432 久米島町

史跡 知仁御嶽 昭49.4.26 字大田地先 久米島町

史跡 ヤジヤーガマ遺跡 昭51.6.30 字仲地知那久原1442-68 久米島町

史跡 石塘根 昭51.6.30 字嘉手苅椎名1984-1 久米島町

史跡 下地原洞穴遺跡 昭55.5.21 字具志川下田原285 個人

史跡 下地原遺跡 昭55.5.21
字具志川下地田原1095～
1098、1101～1105

久米島町 他8名

史跡 下地原貝塚 昭55.5.21 字具志川下田原1056～1058 個人 3名

史跡 ハンタ原遺跡 昭55.5.21
字具志川下田原1092、1194～
1196、1200～1202

久米島町 他4名

名勝 比屋定バンタ 昭47.9.2 字阿嘉西原530-1 久米島町

名勝 阿嘉のひげ水 昭47.9.2 字阿嘉赤田原298-1 久米島町

名勝 阿嘉黒石 昭47.9.2 字真謝北真謝原1423 久米島町

名勝 上田森 昭51.6.30 字上江洲191-1 久米島町

名勝 トクジム海岸と一帯の安山岩 昭47.9.2 字島尻1533-1 久米島町

天然記念物(植物) タキンダの松並木 昭47.9.2 字比屋定東原2238-14 久米島町

天然記念物(植物) ウーリー御嶽一帯の植物群落 昭47.9.2 字謝名堂ナガオハ原1917 久米島町

天然記念物(植物) 米原御嶽の一本松 昭47.9.2 字真謝北真謝原2949 久米島町

天然記念物(植物) カワラナデシコ 昭47.9.2 イーフ一帯 久米島町

天然記念物(植物) 兼城御嶽と植物群落 昭51.6.30 字兼城6-1、7-1 久米島町

天然記念物(植物) 瀬寿の一本松 昭55.5.21 字西銘1760-1 個人

天然記念物(植物) 武富拝所と大ガジュマル 昭55.5.21 字仲地武富184-1 久米島町

天然記念物(植物) 南謝門のコバデイシ 昭55.5.21 字謝名堂1636 久米島町

天然記念物(植物) 仲里小学校のコバデイシ 平9.5.1 字謝名堂944-1 久米島町
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市町
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所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

天然記念物(植物) 久米島小学校のコバデイシとガジュマル 平9.5.1 字儀間1 久米島町

天然記念物(植物) 儀間志良堂蔵のコバデイシ 平9.5.1 字儀間139 久米島町

天然記念物(植物) 兼城のコバデイシ 平24．5．10 字兼城183-1 字兼城

天然記念物(地質) 天宮城 昭47.9.2 字宇江城東堂原1113 久米島町

天然記念物(地質) タチジャミ 昭47.9.2 字宇江城中堂原1651-1 久米島町

天然記念物(地質) イッカチ一帯の岩石 昭47.9.2 字比屋定東原1516 久米島町

建造物 根元家の石垣 平8.12.3 字渡嘉敷45 個人

史跡 旧日本軍特攻艇秘匿壕 平17.3.1 字阿波連渡嘉志久原873 個人

史跡 集団自決跡地 平17.11.30 字渡嘉敷2760-1 渡嘉敷村

史跡 赤松隊本部壕 平27.7.1 字渡嘉敷2760 渡嘉敷村

名勝 にし山（北山）山頂から望む慶良間海峡 平17.3.1 字渡嘉敷2772 渡嘉敷村

天然記念物(植物) 新垣筑兵衛由来のカジノキ群 平15.11.1 字渡嘉敷西原20 渡嘉敷村

建造物 阿佐船頭殿の「石垣」 平12.5 字阿佐 座間味村

建造物 「鰹漁業創始功労記念碑」 平12.3 字座間味 座間味村

史跡 阿嘉真謝原の「はる石」 平10.10 字阿嘉 座間味村

天然記念物(植物) 阿嘉御殿の「アカテツ」 平10.10 字阿嘉 座間味村

無形文化財（無形） むんじゅる節 平21.11.25 粟国村 粟国村

史跡 番屋塚 昭59.9.14 字西1626 粟国村

名勝 番屋原の広場の景勝地 昭59.9.14 字西1554 粟国村

名勝 坂木那原海岸景勝地 昭59.9.14 字東坂木那原 粟国村

天然記念物(植物)        松尾御嶽のイタジイの木 昭59.9.14 字西2153 粟国村

天然記念物(植物) 照喜名原のモンパの木の群落 昭59.9.14 字浜3220 粟国村

史跡 カーシリヌヌーチューヌガー御嶽 平5.6.4 字呼子4588 個人

天然記念物(植物)        渡名喜村番所、渡名喜小中学校跡のフクギ群 平4.3.29 字渡名喜1935 渡名喜村

天然記念物(保護区) ダイトウオオコウモリの生息地(北の1) 平8.3.21 字北353-5、354 南大東村

天然記念物(保護区) ダイトウオオコウモリの生息地(南の1) 平8.3.21 字南205、207-12 南大東村

北大
東村 天然記念物(植物)        中野のビロウ群落 昭56.9.5 字中野207、279 北大東村

史跡 御産土井戸 平21.3.18 字野甫857-1 野甫区財産区

史跡 後ぬ泉 平21.3.18 字野甫104番地 伊平屋村

史跡 下の墓（しちゃぬしんじゅ） 平24.3.22 字野甫193番地 野甫区

名勝 無蔵水 平21.3.18 字田名2598-123 伊平屋村

彫刻 土帝君(トートク)3体 昭57.11.1 字諸見屋部原新田 諸見区長

彫刻 土帝君(トートク)3体 昭57.11.1 字勢理客ムモンサ原1831 勢理客区長

工芸品 伊平屋の阿母加那志拝領品 昭52.6.27 字伊是名891 個人

工芸品 北の二かや田(伊禮家)の拝領品 昭52.6.27 字仲田38 個人

工芸品 南の二かや田(玉城家)の拝領品 平4.7.17 字仲田39 個人

工芸品 銘苅家所蔵品 昭52.6.27 伊是名村ふれあい民俗館 伊是名村

古文書 葉壁山 昭52.6.27 伊是名村ふれあい民俗館 伊是名村

古文書 竹割 昭52.6.27 字仲田27 個人

古文書 植林に対する言上写 昭52.6.27 字諸見78 個人

古文書 田名沖における難破船救助に関する言上写 昭52.6.27 字諸見304 個人

古文書 山野開墾に関する書類綴 昭52.6.27 字勢理客 勢理客区長

古文書 伊平屋島旧記写 昭52.6.27 字諸見4994 個人

有形民俗 具志川島遺跡の貝輪着装人骨 平6.3.22 伊是名村ふれあい民俗館 伊是名村

無形民俗 字勢理客のティルクグチ 平4.9.18 字勢理客 勢理客区長

史跡 伊是名貝塚 昭57.11.1 字伊是名集落内 伊是名村

史跡 内花貝塚 昭57.11.1 字内花集落内 伊是名村

史跡 勢理客貝塚 昭57.11.1 字勢理客集落内 伊是名村

史跡 仲田貝塚 昭57.11.1 字仲田集落内 伊是名村

史跡 アギギタラ貝塚 昭57.11.1 アギギタラ岩山周辺 伊是名村

史跡 ウフジカ貝塚 昭57.11.1 字勢理客糸数原 伊是名村

史跡 シーダチ遺跡 昭57.11.1 字諸見具志川島親畑 伊是名村

史跡 親畑貝塚 昭57.11.1 字諸見具志川島親畑 伊是名村
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所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

史跡 元島遺跡 昭57.11.1 字伊是名元島 伊是名村

史跡 通水(通水節発祥の地) 昭57.11.1 字仲田通水原 伊是名村

史跡 潮平井 昭57.11.1 字諸見113 伊是名村

史跡 逆田 平4.7.17 字内花下り口原 個人

史跡 美織所 平5.7.20 伊是名山 伊是名村

史跡 サムレー道 平5.7.20 伊是名山 伊是名村

史跡 アーガ山の烽火台(火立所) 平5.7.20 アーガ山 伊是名村

史跡 伊瀬名湊 平6.9.22 字伊是名伊瀬名原 伊是名村

天然記念物(植物) イゼナガヤ 昭57.11.1
伊是名山周辺
中央公民館南側山麓

伊是名村

建造物 久松みゃーか(巨石墓)群 昭49.8.29 
平良字久貝222、字松原37､186-1､
151 久貝自治会、松原自治会

建造物 西ツガ墓 昭52.3.16 平良字下里(小字・南方） 個人

建造物 平良第一小学校の正門と石垣 平11.8.20
平良字西里633 他7筆、
字下里1141-1 他6筆

宮古島市立平良第一小学校

建造物 瑞福隧道 平14.5.14 城辺字比嘉 宮古島市教育委員会

建造物 ミャーツ墓 平29.11.22 下地字洲鎌オホナ732番地1地内 個人

古文書 ・典籍 刀剣及び古文書 昭51.3.18 伊良部字伊良部133 個人

典籍 本村家「報本」碑　 昭53.3.6  字下里597（小字・大三俵） 個人

古文書 河充氏の系図 昭55.1.10 下地字洲鎌438 個人

典籍 恩河里之子親雲上の墓碑　　 昭55.1.29 平良字西仲宗根3－22 宮古島市教育委員会

典籍 産業界之恩人記念碑 昭58.1.29 平良字西里1-1 宮古島市教育委員会

歴史資料 忠導氏仲宗根家関係資料　 昭56.10.21 平良字東仲宗根281 宮古島市総合博物館

歴史資料 向裔氏本村家関係資料　 昭61.3.26 字下里597（小字・大三俵） 個人

有形民俗 キャーザ井 昭51. 7. 5 上野字新里 新里自治会

有形民俗 スカプヤー御嶽 昭51. 7. 5 上野字宮国 宮国自治会

有形民俗 魚垣 昭54.5.11 伊良部字佐和田礁湖内 管理者：個人

有形民俗 赤崎御嶽 昭56.2.17 下地字与那覇1603 字上地部落会

有形民俗 ツノジ御嶽 昭56.2.17 下地字洲鎌571-1 宮古島市教育委員会

有形民俗 真屋御嶽 昭56.2.17 下地字洲鎌469-1 宮古島市教育委員会

有形民俗 赤名宮 昭56.2.17 下地字上地709-１ 宮古島市教育委員会

有形民俗 野加那泉 平3.1.8 城辺字比嘉1624 宮古島市教育委員会

有形民俗 イスゥガー(磯井) 平6.5.9   
平良字狩俣4424－1
（小字・村越）

狩俣自治会

有形民俗 クスヌカー(後の井) 平6.5.9   
平良字狩俣4422
（小字・村越）

狩俣自治会

有形民俗 ぐすくべのアギイス(力石) 平14.5.14
城辺字保良（七又）
城辺字新城
城辺字西里添（西中）

宮古島市教育委員会

有形民俗 七又のミーマガー 平14.5.14 城辺字福里 宮古島市教育委員会

有形民俗 山川ウプカー 平14.5.14 城辺字長間 宮古島市教育委員会

無形民俗 ヤーマス御願 昭56.2.17 下地字来間 来間部落

無形民俗 川満の棒踊り 昭56.2.17 下地字川満 川満棒踊り保存会

無形民俗 荷川取のクイチャー　　 昭62.3.23 平良字荷川取 荷川取クイチャー保存会

無形民俗 松原の獅子舞い(シーシャ) 平2.10.20 平良字松原 松原自治会

無形民俗 上区の獅子舞い 平2.11.14 城辺字下里添（下北） 上区の獅子舞い保存会

無形民俗 うるかクイチャー 平2.11.14 城辺字砂川 うるかクイチャー愛好会

無形民俗 イラウタオガニ 平6.6.25 伊良部（地域を定めず指定） 宮古島市教育委員会

無形民俗 佐良浜ミャークヅツ 平6.6.25 伊良部字池間添、字前里添 佐良浜ミャークヅツ保存会

無形民俗 野原のマストリャー 平 7.3.1 上野字野原 野原民俗芸能保存会

無形民俗 新里の豊年祭 平 7.3.1 上野字新里 新里民俗芸能保存会

無形民俗 宮国の大綱引き 平 7.3.1 上野字宮国 宮国民俗芸能保存会

無形民俗 友利獅子舞 平9.9.11 城辺字友利 友利獅子舞保存会

無形民俗 友利クイチャー 平9.9.11 城辺字友利 友利郷土芸能保存会

無形民俗 比嘉の獅子舞い 平17.9.27 城辺字比嘉 比嘉部落民俗芸能保存会

無形民俗 池間島のミャークヅツ 平17.9.28 平良字池間、字前里（池間島） 池間島自治会

史跡 漲水御嶽と石垣 昭49.8.29 平良字西里8（小字・西里） 漲水御嶽奉賛会

伊

是

名

村

宮

古

島

市

- 137 -



（令和3年5月1日現在）
市町
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所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

史跡 観音堂経塚 昭49.8.29 平良字西里2（小字・西里） 祥雲寺

史跡 漲水石畳道 昭49.8.29 平良字西里・漲水 宮古島市教育委員会

史跡 下地仁屋利社の墓碑　 昭49.9.12 平良字西仲宗根611-1 宮古島市教育委員会

史跡 サバウツガー 昭50.8.1 伊良部字前里添553-1 宮古島市教育委員会

史跡 祥雲寺の石垣　 昭50.12.11 平良字西里4（小字・西里） 祥雲寺住職 岡本恵昭

史跡 盛加ガー（洞井）　　 昭50.12.11
平良字東仲宗根200
（小字・東川根）

東川根自治会

史跡 川満大殿の古墓 昭51.11.1 下地字洲鎌280 宮古島市教育委員会

史跡 来間川(泉) 昭51.11.1 下地字来間99 宮古島市教育委員会

史跡 与那覇支石墓 昭51.11.1 下地字与那覇201 与那覇部落会

史跡 大嶽城跡　　　　　 昭51.7.5 上野字野原 野原自治会

史跡 御船の親御嶽 昭51.7.5 上野字新里 新里自治会

史跡 西銘御嶽 昭52.3.16 
平良字東仲宗根添
(小字・サガーニ）

北増原共有地管理

史跡 島尻元島とンナカガー　 昭53.2.7  
平良字島尻1484～1501､
1512

島尻自治会

史跡 四島の主の墓　 昭53.3.6  字狩俣4249 個人

史跡 スサビミャーカ 昭53.11.15 伊良部字伊良部1304 宮古島市教育委員会

史跡 鏡原馬場跡 昭54.2.6  平良字下里3034-20 宮古島市教育委員会

史跡 好善ミガガマ御嶽　　　 昭54.3.9 上野字宮国 宮国自治会

史跡 ドイツ商船遭難之地碑　 昭54.3.9 上野字宮国 宮古島市教育委員会

史跡 アナ井　　　　　　　　 昭54.3.9 上野字宮国 宮国自治会

史跡 アマ井 昭54.3.9 上野字宮国 宮国自治会

史跡 テマカ城跡　　　　　　 昭54.3.9 上野字宮国 名嘉山部落会

史跡 下地島巨岩 昭54.6.1 伊良部字佐和田下地島端 宮古島市教育委員会

史跡 ヤマトブー大岩 昭54.8.3 伊良部字池間添923-1 宮古島市教育委員会

史跡 松村家の井戸の縁石 昭55.1.10 下地字洲鎌433 個人

史跡 アラガー 昭55.6.26 伊良部字佐和田1482-1 宮古島市教育委員会

史跡 ピンザアブ遺跡　　　　 昭56.3.27 上野字野原 宮古島市教育委員会

史跡 フナハガー 昭56.7.28 伊良部字伊良部1365 字伊良部自治会

史跡 神里ガー 昭56.7.28 伊良部字仲地271 宮古島市教育委員会

史跡 ダキフガー 昭56.12.23 伊良部字伊良部24 字伊良部自治会

史跡 住屋遺跡(俗称・尻間)　 昭57.10.21 平良字西里188（小字・尻間） 宮古島市教育委員会

史跡 ミヌズマ遺跡の井戸 昭58.3.24 平良字松原949（小字・マツザ） 松原自治会

史跡 マムヤの屋敷跡・機織り場・墓 平3.4.9 城辺字保良970-14（屋敷跡） 宮古島市教育委員会

城辺字保良122-2（機織り場・墓） 宮古島市教育委員会

史跡 野城泉 平3.4.9 城辺字福里2-8 宮古島市教育委員会

史跡 金志川泉　　 平6.4.12 城辺字友利本島455 宮古島市教育委員会

史跡 保良元島遺跡 平6.4.12 字保良北久場間970-1 宮古島市教育委員会

字保良平安名1221-1 宮古島市教育委員会

字保良北久場間970-7、44　宮古島市教育委員会

字保良北久場間1221-66､67、184 宮古島市教育委員会

史跡 ピャーズ御嶽(クンマウキャー) 平6.6.25 伊良部字池間添954 宮古島市教育委員会

史跡 乗瀬御嶽 平6.6.25 伊良部字伊良部1391-10 字伊良部自治会

史跡 佐和田ユークイ 平6.6.25 伊良部字佐和田248 佐和田部落会

史跡 カナマラアブ 平6.6.25 伊良部字池間添1261-3 宮古島市教育委員会

史跡 ウスバリアブ 平6.6.25 伊良部字池間添1261-5 宮古島市教育委員会

史跡 タウワインミイアブ 平6.6.25 伊良部字池間添1036-8 宮古島市教育委員会

史跡 アブガーNO．1 平6.6.25 伊良部字池間添1777-1 宮古島市教育委員会

史跡 アブガーNO．2 平6.6.25 伊良部字池間添1261-5 宮古島市教育委員会

史跡 ヌドクビアブ 平6.6.25 伊良部字池間添2303-1 宮古島市教育委員会

史跡 ティーズアブ 平6.6.25 伊良部字池間添2354 宮古島市教育委員会

史跡 黒浜御嶽 平6.6.25 伊良部字佐和田1181-1 佐和田部落会

史跡 クバカ城跡 平7.12.11 下地字嘉手苅181 入江自治会管理

史跡 海軍特攻艇格納秘匿壕 平16.4.15 平良字狩俣2569 狩俣自治会
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史跡 仲屋金盛ミャーカ 平19.4.25 平良字東仲宗根274-1 宮古島市教育委員会

史跡 大立大殿みゃーか 平24.8.28 平良字下里108番地26 下里字共同組合

史跡 乾隆三十六年大波碑 平28.6.16 下地字与那覇真栄原839番地 与那覇自治会

史跡 旧西中共同製糖場跡 平29.11．22 城辺字西里添西底原621番地1地内 個人

史跡 アラフ遺跡 平30.12.28 城辺字新城1538番地 宮古島市

名勝 佐和田の浜珊瑚礁・礁湖面 平6.6.3 伊良部字佐和田礁湖内 宮古島市教育委員会

名勝 白鳥崎岩礁海岸一帯 平6.6.25 伊良部字佐和田白鳥崎地域 宮古島市教育委員会

名勝 下地島南、西岩礁海岸一帯 平6.6.25 伊良部下地島南・西側海岸一帯 宮古島市教育委員会

天然記念物(動物) ツマグロゼミ
昭62. 9. 5
平3.1.8

上野字新里地区及び周辺地域
城辺字砂川地区内 宮古島市教育委員会

天然記念物(植物) 大嶽公園の植物群落 昭51.7. 5 上野字野原 野原自治会

天然記念物(植物) 好善ミガガマ御嶽の植物群落 昭51.7. 5 上野字宮国 宮国自治会

天然記念物(植物)        飛鳥御嶽の植物群落　 昭52.3.16 
平良字東仲宗根添
（小字・南増原）

南増原里会

天然記念物(植物) 狩俣の植物群落 昭62.3.23 
平良字狩俣4412～4448-3、西
ノ山、村越

狩俣自治会

天然記念物(植物)        前井と御神木その周辺の植物群落 平3.11.12 城辺字下里添1039 宮古島市教育委員会

天然記念物(植物) イラブナスビ 平6.6.3
伊良部島・下地島
他地域を定めず指定

宮古島市教育委員会

天然記念物(植物)        島尻のマングローブ林 平12.2.4
平良字狩俣島尻（バタラズ）の
公有水面

島尻自治会

天然記念物(植物)        古墓を抱くアコウ 昭53.2.8 下地字上地99 宮古島市教育委員会

天然記念物(植物)        雨乞座のデイゴ 昭55.1.10 下地字来間73 来間部落会

天然記念物(植物)        トマイ御嶽の植物群落 昭58.2.4 下地字与那覇47 与那覇部落会

天然記念物(植物)        サキシマスオウノキ　　 昭58.2.4 下地字与那覇、字上地 宮古島市教育委員会

天然記念物(植物)        前山御嶽の植物群落　　 昭53.2.8 下地字与那覇863 与那覇部落会

天然記念物(植物)        来間島断崖の植生　　 昭58.2.4 下地字来間 来間部落会

天然記念物(植物)        ミヤコジマソウ 平24.9.27 地域を定めず指定 宮古島市教育員会

天然記念物(植物) ミヤコジマハナワラビ 平24.9.27 地域を定めず指定 宮古島市教育員会

天然記念物(地質) 島尻断層崖と海食台 昭49.8.29 
平良字島尻1141-1、2
（小字・西原）

島尻自治会

天然記念物(地質) シマジリクジラ化石 昭52.3.16 平良字東仲宗根添 平良市総合博物館

天然記念物(地質) 仲原化石 昭53.1.25 城辺字仲原（海岸） 宮古島市教育委員会

天然記念物(地質) 大竹中洞穴 昭54.2.9 伊良部字佐和田105-1 宮古島市教育委員会

天然記念物(地質) ツヅピスキアブ 昭62.3.23 平良字下里1068-5 宮古島市教育委員会

天然記念物(地質) 佐事川嶺凝灰岩層及び佐事川の陣地壕 令2.4.7 城辺字下里添ウズラ嶺1065-12 個人

書跡 掛床(寿) 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

書跡 掛床(福) 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

書跡 扁額(龍光) 昭58.5.26 字塩川162 個人

典籍 与世山規模帳 昭58.5.26 字塩川86 個人

典籍 丑年惣頭帳 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 個人

典籍 子年惣頭帳 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 個人

典籍 太上感応篇 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 個人

典籍 俸給文書 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 個人

歴史資料 土原氏正統系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 土原氏支流系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 向裔氏正統系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 向裔氏支流系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 向裔氏支流系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 向裔氏支流系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 忠導氏系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 浦渡氏系図、家譜 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 多良間村

歴史資料 土地台帳 昭58.5.26 字仲筋99-2 多良間村

歴史資料 地租名寄帳 昭58.5.26 字仲筋99-2 多良間村

歴史資料 地籍図 昭58.5.26 字仲筋99-2 多良間村

有形民俗 組踊台本 昭58.5.26 ふるさと民俗学習館 塩川字、仲筋字

有形民俗 多良間神社 昭49.9.18 字仲筋483-1 仲筋字

有形民俗 運城御嶽 昭49.9.18 字仲筋560 仲筋字

有形民俗 塩川御嶽 昭49.9.18 字塩川2019 塩川字
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所 有 者
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有形民俗 ピイトウマタウガン 昭49.10.16 字塩川383 塩川字

有形民俗 フタッジウガン 昭49.10.16 字塩川1467 塩川字

有形民俗 土原ウガン 昭58.5.26 字仲筋706 仲筋字

有形民俗 泊御嶽 昭49.9.18 字仲筋2 仲筋字

有形民俗 嶺間御嶽 昭49.9.18 字塩川50 塩川字

有形民俗 普天間御嶽 昭49.9.18 字塩川2794 塩川字

有形民俗 水納御嶽 昭58.5.26 字水納207 水納字

無形民俗 スツウプナカ 昭58.5.26 多良間村 長瀬川宗根、札屋宗根、南宗
根、新池宗根、水納区

史跡 多良間神社 昭49.9.18 字仲筋483-1 仲筋字

史跡 運城御嶽 昭49.9.18 字仲筋560 仲筋字

史跡 塩川御嶽 昭49.9.18 字塩川2019 塩川字

史跡 ピイトウマタウガン 昭49.10.16 字塩川383 塩川字

史跡 フタッジウガン 昭49.10.16 字塩川1467 塩川字

史跡 土原ウガン 昭58.5.26 字仲筋706 仲筋字

史跡 泊御嶽 昭49.9.18 字仲筋2 仲筋字

史跡 嶺間御嶽 昭49.9.18 字塩川50 塩川字

史跡 普天間御嶽 昭49.9.18 字塩川2794 塩川字

史跡 水納御嶽 昭58.5.26 字水納207 水納字

史跡 八重山遠見台 昭49.10.16 字仲筋1097 仲筋字

史跡 宮古遠見台 昭49.10.16 字仲筋562 仲筋字

史跡 土原ウガン遺跡 昭58.5.26 字仲筋706 仲筋字

史跡 イビの拝所 昭58.5.26 字仲筋 仲筋字

史跡 仕上世所跡 昭58.5.26 字仲筋 仲筋字

史跡 あまがー(自然井戸) 昭58.5.26 字仲筋67 仲筋字

史跡 ながしがー(人工井戸) 昭58.5.26 字仲筋266 仲筋字

史跡 里之子墓 昭58.5.26 字仲筋579 個人 10人

史跡 オランダ商船遭難の地 昭58.5.26 字仲筋962 多良間村

史跡 八重山遠見台遺跡 昭58.5.26 八重山遠見台周辺 多良間村

史跡 塩川御嶽遺跡 昭58.5.26 塩川御嶽周辺 多良間村

史跡 水納御嶽遺跡 昭58.5.26 水納御嶽周辺 多良間村

史跡 しゅががー遺跡(自然井戸) 昭58.5.26 字塩川450 塩川字

史跡 ふしゃとがー遺跡(人口井戸) 昭58.5.26 字塩川50 塩川字

史跡 水納島鳥塚 昭58.5.26 字水納207 水納字

史跡 パリマガー遺跡 平元.8.1 パリマガー周辺 多良間村

史跡 フタツガー遺跡 平元.8.1 フタツガー周辺 多良間村

史跡 カディカリヌウヤ屋敷跡 平13.10.3 ンカイバル､大神線入口付近 多良間村

史跡 ウイグスクカンドヌ屋敷跡 平13.10.3 字仲筋555-1の一部 多良間村

史跡 ブナジェーウガン 平13.10.3 字仲筋701の一部 個人

史跡 ウツバルウガン 平13.10.3 字仲筋481、482の一部 個人

史跡 多良間村添道遺跡 平21.3.6 字仲筋2の1番地の一部、仲筋字、

字塩川1番地の1の一部、塩川字、

字塩川2番地の一部 個人

史跡 ギリシャタンカー遭難の地 平21.3.6 字塩川2795番地の6の一部 字塩川

天然記念物(植物) 泊御嶽植物群落 昭49.9.18 字仲筋2 仲筋字

天然記念物(植物) 嶺間御嶽植物群落 昭49.9.18 字塩川50 塩川字

天然記念物(植物) 普天間御嶽植物群落 昭49.9.18 字塩川2974 塩川字

天然記念物(植物) 水納御嶽植物群落 昭58.5.26 字水納207 水納字

天然記念物(植物) 水納島パナリのミズガンピ 昭49.10.6 水納島東海岸 水納字

天然記念物(植物) しゅれーうがん 昭49.12.26 字仲筋57 仲筋字

建造物 赤イロ目宮鳥御嶽 平3.11.13 字川平西村680－1 個人（御嶽代表）、石垣市

建造物 赤馬主の墓 平24.12.20 字宮良ナーバカ原1131番41個人　3名

建造物 長田家の古墓 平26.10.27 字石垣山座利９１８番 個人

工芸品・歴史資料 御絵図 平25.3.22 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 山陽氏長季宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字新川287 個人

古文書 長栄氏真般宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 石垣市立八重山博物館 石垣市
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所 有 者
保 持 ・ 保 存 団 体 等

古文書 夏林氏賢永宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 石垣市立八重山博物館 個人

古文書 山陽氏長致宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字新川287 個人

古文書 松茂氏當克宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字大川178 個人

古文書 山陽氏長演宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字新川287 個人

古文書 夏林氏賢則宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字石垣89 個人

古文書 松茂氏當演宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字大川178 個人

古文書 夏林氏賢栄宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字石垣89 個人

古文書 山陽氏長房宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字新川301 個人

古文書 夏林氏賢保宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字石垣8 個人

古文書 山陽氏長有宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字新川287 個人

古文書 松茂氏當宗宛大首里大屋子職補任辞令書 平2.11.13 字大川178 個人

古文書 竹原家文書 平3.11.13 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 八重山嶋大阿母前大阿母嫁まひなまへの　 平3.11.13 石垣市立八重山博物館 個人

大阿母補任辞令書(付山陽姓系図家譜)

古文書 八重山嶋大阿母女子いんつめいへの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平3.11.13 石垣市立八重山博物館 個人

大阿母補任辞令書(付山陽姓系図家譜)

古文書 富川親方八重山島船手座例帳 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 富川親方八重山島諸村公事帳（桃里村） 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 富川親方八重山島諸村公事帳（古見村） 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 富川親方八重山島諸村公事帳（川平村） 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 富川親方八重山島蔵元公事帳 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 与世山親方八重山島農務帳 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 富川親方八重山島諸締帳（宮良村） 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 富川親方八重山島諸締帳（川平村） 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 宮城信勇家覚（葬札） 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 上原村人頭税請取帳 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 安村家文書 平18.8.3 石垣市立八重山博物館 石垣市

古文書 星圖 平27.3.30 石垣市立八重山博物館 石垣市

考古資料 崎枝赤崎貝塚出土開元通宝 平3.11.13 石垣市教育委員会 石垣市

歴史資料 瓦証文 平2.11.13 石垣市立八重山博物館 個人

歴史資料 唐人墓碑 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 個人、石垣市

歴史資料 旧登野城尋常高等小学校の奉安殿 平20.11.4
字登野城村内290
（登野城小学校内）

石垣市

歴史資料 豊川善佐宛尖閣列島遭難救護の感謝状 平23.12.28 石垣市立八重山博物館 個人

歴史資料 玉代勢孫伴宛尖閣列島遭難救護の感謝状 平23.12.28 石垣市立八重山博物館 石垣市

有形民俗 マユンガナシィの面　　　 昭48.1.13 石垣市立八重山博物館 伊原間公民館

有形民俗 赤イロ目宮鳥御嶽 平3.11.13 字川平西村680－1 個人（御嶽代表）、石垣市

有形民俗 米為御嶽 平3.11.13 字登野城1046－1 個人、登野城公民館、石垣市

有形民俗 小波本御嶽 平3.11.13 字登野城1400 個人、登野城公民館、石垣市

有形民俗 宮鳥御嶽 平8.11.12 字石垣228－1 石垣字会、石垣市

有形民俗 登野城のアンガマ面 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 登野城字会

有形民俗 風水指南針 平16.12.24 石垣市立八重山博物館 石垣市

有形民俗 大浜村旗頭本 平18.8.3 石垣市立八重山博物館 石垣市

有形民俗 安良村跡の御嶽 平19.5.25 字平久保347 石垣市

有形民俗 野底御嶽（ヌスクオン） 平20.3.12 字野底野底崎21-1 石垣市

無形民俗 新川の南ヌ島カンター棒 平2.11.13 字新川 新川字会

無形民俗 登野城の大胴・小胴 平2.11.13 字登野城 登野城字会

史跡 アダドゥナー　 昭55.10.31 字宮良159 宮良公民館

史跡 パイナーカー 昭55.10.31 字平得25 平得公民館

史跡 元海底電線陸揚室(電信屋) 昭61.9.25 字崎枝574－1 石垣市

史跡 冨崎観音堂及びその周辺 昭62.3.26 字新川1605 他 桃林寺、石垣市

史跡 ハンナー主の墓 昭63.1.19 字大川1427 個人　2名

史跡 石城山残丘部 昭63.2.16 字大川1428-2 法人企業
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史跡 仲道の三番アコウ 平3.11.13 字登野城636－2 石垣市

史跡 大田原遺跡 平8.11.12 字名蔵455-64 法人企業

史跡 真謝井戸 平8.11.12 字白保738 白保公民館

史跡 富野遺跡 平19.3.23 字桴海299-1 石垣市

史跡 名蔵白水の戦争遺跡群 平21.3.30 字名蔵ｼｰﾗ原1355-83 石垣市

史跡 旧盛山村跡の御獄 平21.3.30 字盛山225-1 石垣市

史跡 黒石川窯跡 平24.8.3 字大川番名1500番1 石垣市

史跡 世持井戸 令2.11.25 字大川中ノハカ102番地 石垣市

天然記念物(動物) イシガキニイニイ 平20.5.26 地域を定めず指定 石垣市

天然記念物（植物） 吹通川のヒルギ群落　 昭48.1.13 字野底新原 石垣市

天然記念物（植物） 小浜御嶽のリュウキュウチシャノキ 平8.11.12 字宮良968－1 個人　2名

天然記念物（植物） 野底のヤエヤマシタン自生地 平18.8.3 字野底東田原800-1 個人

天然記念物（植物） 宮良浜川原のヤラブ（テリハボク）並木 平22.3.26 字宮良浜川原 国土交通省、法人企業

天然記念物(地質) 大マンゲー・小マンゲー 昭47.5.8  字桃里伊野田地内 石垣市

天然記念物(地質) 中マンゲー 平10.8.12 字桃里165-883 石垣市

天然記念物(地質) フミダカーラ流域の炭酸塩堆積物 平28.3.4 字崎枝屋良部556－51、他9筆 石垣市

工芸品 稲福筑登之正装 昭47.8.30 字小浜 個人

工芸品 南川田於那利の衣装及び茶器 昭47.8.30 字小浜 個人

工芸品 仲筋ぬヌベマの水がめ 平3.9.11 字竹富720 個人

有形民俗 大平井戸 平10.3.31 字西表580-2 個人

無形民俗 ササラ銭太鼓(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 元タラクジ(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 ジッチュ節(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 祝鼓舞(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 鍛冶工主狂言(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 しきた盆(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 安里屋節(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 真栄節(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 タニマイ(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 仲筋ぬヌベマ節(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 ザングルロ(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 タラクジ(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 シドゥリャニイ(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 天使(舞踊・民謡) 昭48.12.5 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 マミドーマ(舞踊・民謡) 昭51.12.15 字竹富 竹富島民俗芸能保存会

無形民俗 ハビラ踊(舞踊・民謡) 昭48.10.5 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 カシカケ踊(舞踊・民謡) 昭48.10.5 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 天加那志(布サラシ)(舞踊・民謡) 昭48.10.5 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 小浜節(舞踊・民謡) 昭48.10.5 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 苧引き踊(舞踊・民謡) 昭48.10.5 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 アカマタ節(舞踊・民謡) 昭48.10.5 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 ダートゥダー(舞踊・民謡) 平3.9.11 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 稲まぢん節(舞踊・民謡) 平3.9.11 字小浜 小浜民俗芸能保存会

無形民俗 黒島口説(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 ペンガン取レ(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 マインガニスーザー(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 真南風乙節(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 山崎節(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 チンダラ節(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 イトハリ節(民謡の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 黒島口説(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 ペンガン取レ(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 マインガニスーザー(舞踊･狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 真南風乙節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 山崎ヌアブゼーマ(舞踊･狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会
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無形民俗 チンダラ節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 獅子の棒(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 タイラク(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 棒術(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 笠踊(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 鎌踊(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 ハデク舞踊(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字黒島 黒島民俗芸能保存会

無形民俗 波照間島節(民謡の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 夜雨節(民謡の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 祖平花節(民謡の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 波照間口説(民謡の部) 平3.9.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 世果報節(民謡の部) 平3.9.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 太鼓(テーク)(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 波照間島節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 夜雨節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 祖平花節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字波照間 波照間民俗芸能保存会

無形民俗 越の頂節(民謡の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 サーサー節(民謡の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 パナリヤーマーぬ前の海(民謡の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 越城節(民謡の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 越の頂節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 サーサー節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 パナリヤーマーぬ前の海(舞踊･狂言の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 クイヌウベ狂言(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 節祭の巻踊(舞踊・狂言の部) 昭51.7.15 字新城 新城民俗芸能保存会

無形民俗 古見の浦節(民謡の部) 昭50.11.26 字古見 古見民俗芸能保存会

無形民俗 田耕(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字古見 古見民俗芸能保存会

無形民俗 古見の浦節(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字古見 古見民俗芸能保存会

無形民俗 亀組(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字古見 古見民俗芸能保存会

無形民俗 祖納岳節(民謡の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 仲良田節(民謡の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 下原節(民謡の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 真山節(民謡の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 ヤフヌ手(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 シチヌアンガマ(組踊・狂言の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 馬狂言(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 牛狂言(舞踊・狂言の部) 昭50.11.26 字西表祖納 西表民俗芸能保存会

無形民俗 ヤフヌ手(舞踊・狂言の部) 昭51.7.25 字西表干立 干立民俗芸能保存会

無形民俗 オホホ(舞踊・狂言の部) 昭51.7.25 字西表干立 干立民俗芸能保存会

無形民俗 鳩間中森(民謡の部) 昭51.1.25 字鳩間 鳩間民俗芸能保存会

無形民俗 千鳥節(民謡の部) 昭51.1.25 字鳩間 鳩間民俗芸能保存会

無形民俗 殿様節(民謡の部) 昭51.1.25 字西表船浮 船浮民俗芸能保存会

無形民俗 石ヌ屏風節(民謡の部) 昭51.1.25 字西表船浮 船浮民俗芸能保存会

無形民俗 上原ヌデンサ節(民謡の部) 昭52.7.15 字上原 上原民俗芸能保存会

史跡 大竹祖納堂儀佐屋敷跡 昭47.8.30 字西表祖納 個人

史跡 番所跡 昭47.8.30 字黒島

史跡 イヌムル(按司の城跡) 昭47.8.30 字黒島

史跡 イサンチャヤー(古墓) 昭47.8.30 字黒島 個人

史跡 長田御嶽 昭47.8.30 字波照間 個人

史跡 アカハチ誕生の地 昭47.8.30 字波照間 個人

史跡 ミーナ井戸 昭47.8.30 字竹富

史跡 海垣 昭47.8.30 字小浜

史跡 カンドウラ石(雷石，霊石) 昭47.8.30 字小浜
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史跡 クイヌパナ 昭47.8.30 字新城

史跡 シムスケー 昭47.8.30 字波照間 個人

史跡 下り井戸 昭47.8.30 字鳩間

史跡 慶来慶田城翁屋敷跡 昭48.9.12 字西表祖納 個人

史跡 節定め石 昭51.7.15 字小浜

史跡 新里村遺跡 平3.9.11 字竹富

史跡 ウティスク山遺跡 平16.9.17 字小浜754-8 竹富町

史跡 小浜家のヤーマヤスキィ 平17.10.6 字小浜2838、2930-36 個人

史跡 ピサダ道 平19.9.28 字西表（里道） 竹富町

名勝 高那の景勝 昭47.8.30 字波照間

名勝 大岳 昭47.8.30 字小浜

天然記念物(植物) 桑の老木 昭47.8.30 字黒島 個人

天然記念物(植物) 浜シタン群落 昭47.8.30 字波照間 個人

天然記念物(植物) 鳩間中森 昭47.8.30 字鳩間

天然記念物(植物) タブの老木 昭47.8.30 字西表祖納 個人

天然記念物(植物)        カマドマのクバデサー 昭47.8.30 字船浮

天然記念物(植物) コーキ原のガジュマル群落 昭51.7.15 字小浜

天然記念物(植物) 白朗原御嶽クロボウモドキ群落 平30.3．20 字波照間4313 竹富町

天然記念物(植物) 大保良田クロボウモドキ群落 平30.3．20 字南風見186番地246 竹富町

天然記念物(地質) アサビシバナ(遊び岩) 昭47.8.30 字黒島

有形民俗 いぬがん 昭54.3.24 字野武原2532-5の内 与那国町

有形民俗 てぃだん・どぅぐる 昭54.3.24 字祖納338の内 個人

無形民俗 与那国のマヤー小節 昭54.3.24 与那国町 与那国町

史跡 女首長サンアイ・イソバ出生の地 昭54.3.24 字島仲2512-１の内 個人

天然記念物(動物) 与那国馬 昭44.3.25 与那国町 個体を定めず

天然記念物(植物) 西真嘉大デイゴ 昭54.3.24 字西真嘉3206 個人

天然記念物(植物) 久部良ミットゥ湿地帯 昭54.3.24 字久部良4022-1の内 与那国町

天然記念物(地質) アラガバナ一帯 昭44.3.25 宇良部 与那国町

天然記念物(地質) アンガイミドゥチ一帯 昭44.3.25 宇良部 与那国町
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