
　豊中市指定文化財等一覧表

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

国 重文 建造物 工作物 金禅寺三重宝篋印塔 室町　貞和5年（1349年）　台石刻銘

国 重文 建造物 建築物 摂津能勢の民家（旧泉家住宅） 江戸中期

国 重文 建造物 建築物 信濃秋山の民家（旧山田家住宅） 江戸後期

国 重文 建造物 建築物 日向椎葉の民家（旧椎葉家住宅） 江戸末期

国 重文 建造物 建築物 原田神社本殿 江戸　慶安5年（1652年）棟礼

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

国 重文 美術工芸品 絵画 紙本著色 三十六歌仙切　 (小町)佐竹家伝来 鎌倉

国 重文 美術工芸品 絵画
紙本金地著色 仙人掌群鶏図
 襖貼付;伊藤若冲筆 七十五歳の款記がある

江戸　寛政2年（1790年）

国 重文 美術工芸品 絵画 紙本墨画 蓮池図 伊藤若冲筆 江戸　寛政2年（1790年）

国 重文 美術工芸品 彫刻 木造釈迦如来坐像 平安後期

国 重文 美術工芸品 工芸品 五彩金襴手碗 明

国 重文 美術工芸品 考古 摂津豊中大塚古墳出土品 古墳中期

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

国 重有民 民俗 有形民俗 飛騨白川の民家（旧大井家住宅） 江戸後期

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

国 史跡 記念物 史跡 桜塚古墳群 古墳前～中期

国 史跡 記念物 史跡 春日大社南郷目代今西氏屋敷 鎌倉

国 名勝 記念物 名勝 西山氏庭園 昭和15年（1940年）

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

国 重美 建造物 工作物 石造三重宝篋印塔 室町前期

国 重美 美術工芸品 考古 待兼山古墳出土品 古墳前期

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

国 登録 建造物 建築物 住吉神社能舞台 明治31年（1898年）

国 登録 建造物 建築物 大阪大学共通教育本館 昭和4年（1929年）

国 登録 建造物 建築物 村司家住宅 江戸末期

国 登録 建造物 建築物 西山家住宅
大正元年（1912年）、大正2～5年
昭和4年、昭和14～16年（1941年）

国 登録 建造物 建築物 旧羽室家住宅 昭和12年（1937年）

国 登録 建造物 建築物 松村家住宅 昭和10年（1935年）

国 登録 建造物 建築物 大阪大学待兼山修学館 昭和6年（1931年）

国 登録 建造物 建築物 奥野家住宅
江戸中期・後期・末期・明治初期
明治10年（1877年）・明治43年（1910
年）

国 登録 建造物 建築物 大阪府立桜塚高等学校旧塀（元豊中高等女学校周塀） 昭和13年（1938年）

国 登録 建造物 建築物 上田家住宅 昭和8年（1933年）、昭和15年

国 登録 建造物 建築物 榎原家住宅 江戸末期・大正期

国 登録 建造物 建築物 カトリック豊中教会 昭和14年（1939年）

国 登録 記念物 地質等 マチカネワニ化石 約45万年前/昭和39年（1964年）発掘
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　豊中市指定文化財等一覧表

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

府 府有形 建造物 建築物 奄美大島の高倉 江戸 末期

府 府有形 建造物 建築物 大和十津川の民家（旧丸田家住宅） 江戸　天保6年（1835年）棟札

府 府有形 建造物 建築物 越前敦賀の民家（旧山下家住宅） 江戸後期

府 府有形 建造物 建築物 南部の曲家（旧藤原家住宅） 江戸後期

府 府有形 建造物 建築物 旧新田小学校校舎 明治33年（1900年）棟札

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

府 府有形 美術工芸品 彫刻 金禅寺木造十一面観音立像 鎌倉　正安2年（1300年）

府 府有形 美術工芸品 考古 原田神社銅鐸 弥生中期

府 府有形 美術工芸品 考古 金寺廃寺塔刹柱礎石 白鳳期？

府 府有形 美術工芸品 考古 宮前山古墳石棺 古墳末期

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

府 府有民 民俗 有形民俗 小豆島（旧吉田）の農村歌舞伎舞台 江戸　安政6年（1859年）
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　豊中市指定文化財等一覧表

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

市 市有形 建造物 建築物 原田神社摂社十二神社本殿 桃山期

市 市有形 建造物 建築物 麻田藩主邸表玄関 江戸後期

市 市有形 建造物 建築物 麻田藩陣屋門 江戸末期

市 市有形 建造物 工作物 西福寺石造宝篋印塔基礎 南北朝期

市 市有形 建造物 工作物 住吉神社石造宝篋印塔基礎 室町前期 康永元（1342年）

市 市有形 建造物 工作物 松林寺今西家石造五輪塔群
室町末～江戸前期
天文5年（1536年）～元和9年（1623年）

市 市有形 建造物 建築物 上新田天神社本殿 江戸　貞享3年（1686年）

市 市有形 建造物 建築物 旧川崎東照宮本地堂 江戸　寛文5年（1665年）

市 市有形 建造物 工作物 原田神社石鳥居 江戸　貞享5年（1688年）

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

市 市有形 美術工芸品 彫刻 金銅菩薩立像 飛鳥後期

市 市有形 美術工芸品 彫刻 木造彩色聖観音菩薩立像 平安後期

市 市有形 美術工芸品 彫刻 木造彩色四天王像 平安後期

市 市有形 美術工芸品 彫刻 木造漆箔薬師如来坐像(黄檗宗瑞輪寺) 平安末期

市 市有形 美術工芸品 彫刻 木造漆箔薬師如来坐像（春日神社） 鎌倉

市 市有形 美術工芸品 彫刻 木造漆箔阿弥陀如来坐像 平安後期

市 市有形 美術工芸品 工芸品 梵鐘 江戸　天明6年（1786年）

市 市有形 美術工芸品 書跡等 内田村中川家文書 近世

市 市有形 美術工芸品 書跡等 南刀根山村浅井家文書 近世

市 市有形 美術工芸品 書跡等 原田村野口家文書 近世

市 市有形 美術工芸品 書跡等 洲到止村中井家文書 近世～近代

市 市有形 美術工芸品 書跡等 長興寺村文書付大伊勢講文書 近世～近代

市 市有形 美術工芸品 考古 勝部遺跡出土弓筈状鹿角製品 弥生前期

市 市有形 美術工芸品 考古 新免遺跡出土人面付土製品 弥生後期

市 市有形 美術工芸品 考古 新免遺跡出土鉄斧形土製品 弥生～古墳

市 市有形 美術工芸品 考古 利倉遺跡出土火鑽具 古墳前期

市 市有形 美術工芸品 考古 金寺山廃寺跡出土瓦 飛鳥後期

市 市有形 美術工芸品 考古 山ノ上遺跡出土小形仿製鏡 弥生後期

市 市有形 美術工芸品 考古 島田遺跡出土子持勾玉 古墳後期

市 市有形 美術工芸品 考古 大石塚古墳出土埴輪 古墳前期

市 市有形 美術工芸品 考古 小石塚古墳出土壷形埴輪 古墳前期

市 市有形 美術工芸品 考古 本町遺跡出土土馬 古墳前期

市 市有形 美術工芸品 考古 穂積遺跡出土井戸 鎌倉

市 市有形 美術工芸品 考古 上津島南遺跡出土井戸 奈良中期

市 市有形 美術工芸品 考古 上津島南遺跡出土重圏文軒丸瓦 奈良中期

市 市有形 美術工芸品 考古 野畑春日町遺跡出土有舌尖頭器 縄文草創期

市 市有形 美術工芸品 考古 小曽根遺跡出土木簡 平安後期

市 市有形 美術工芸品 考古 野畑出土巫女埴輪 古墳後期

市 市有形 美術工芸品 考古 勝部遺跡出土木棺墓等 弥生中期

市 市有形 美術工芸品 考古 穂積遺跡出土銅鏃未成品 弥生終末期

市 市有形 美術工芸品 歴史 麻田藩資料 近世

市 市有形 美術工芸品 歴史 大阪府摂津國豊島郡桜塚村壱目三拾六墳全圖 明治2（1869年）

市 市有形 美術工芸品 歴史 水田西吟撰原田神社奉納俳諧額 江戸　元禄16年（1703年）
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　豊中市指定文化財等一覧表

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

市 市有民 民俗 有形民俗 八坂神社台額
江戸　天保14年（1843年）
弘化2年（1845年）　他

市 市有民 民俗 有形民俗 原田神社算額 明治24年（1891年）

市 市有民 民俗 有形民俗 服部天神宮算額
江戸　天保14年（1843年）
明治9年（1876年）

市 市無民 民俗 無形民俗 原田神社獅子神事祭 毎年10月9･10日

市 市無民 民俗 無形民俗 上新田天神社とんど祭 毎年1月14日

市 市無民 民俗 無形民俗 八坂神社獅子神事祭
毎年10月9日前後の土曜に宵宮、
10日に本祭

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

市 市史跡 記念物 史跡 島熊山窯跡 古墳後期

市 市史跡 記念物 史跡 麻田藩陣屋跡 近世

市 市史跡 記念物 史跡 原田城跡 戦国期

市 市史跡 記念物 史跡 桜井谷2－19窯跡 古墳後期

市 市史跡 記念物 史跡 桜井谷2－24窯跡 古墳後期

市 市史跡 記念物 史跡 桜井谷2-23号窯跡 古墳後期

市 市天記 記念物 植物 蘇鉄 桃山期？

指定 分野 種別 種別2 名　　　　　称 備　　　　考

その他 考古資料 庄内式土器
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