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第第２２節節  数数値値目目標標のの設設定定  

（１）市民の文化に対する意識の向上 

本計画の推進のため、市民の文化に対する意識の向上度を測る数値目標を設定し

ています。数値目標については、本計画の上位計画である第４次佐賀市教育振興基

本計画の成果指標と同一のものとし、その目標値（令和6年度）を掲載しています。 

また、本計画における目標値（令和7年度）については、計画策定時点（令和２

年度）において、新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、収束の見通しが不明瞭

であるため、令和6年度と令和7年度の数値目標を同じ割合にしています。 

成果指標 

基準値 現 在 目標値 
本計画 

目標値 

平成30年度 令和元年度 令和6年度 令和7年度 

市内で開催された歴史関連のイベント

や活動に参加または自ら取り組んだ

市民の割合 

24.6％ 14.9％ 25.0％ 25.0％ 

市内で開催された文化芸術関連のイ

ベントや活動に参加または自ら取り組

んだ市民の割合 

41.5％ 35.7％ 50.0％ 50.0％ 

市内の文化財は、適切に保存・活用さ

れていると思う市民の割合 
44.6％ 47.8％ 52.0％ 52.0％ 

文化芸術に触れる機会が充実してい

ると思う市民の割合 
46.3％ 45.6％ 50.0％ 50.0％ 

 

（２）市民の文化的な行動に対する数値目標 

 佐賀市文化会館及び東与賀文化ホールは、佐賀市の文化活動の中心となる施設で

あることから、両施設の入場者数を市民の文化的な行動に対する数値目標として設

定しています。 

成果指標 

基準値 本計画目標値 

令和元年度 令和7年度 

佐賀市文化会館の入場者数 381,636人 400,000人 

東与賀文化ホールの入場者数 56,468人 57,000人 
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（１） 佐賀市文化振興基本計画策定委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 佐賀市文化振興基本計画策定の経過 

 

期日 内  容 

令和元年12月12日 第1回佐賀市文化振興基本計画策定委員会開催 

令和元年12月 

～ 

令和２年 ３月  

佐賀市の文化に関するアンケート調査実施 

令和2年 5月15日 第2回佐賀市文化振興基本計画策定委員会開催 

令和2年11月12日 第3回佐賀市文化振興基本計画策定委員会開催 

令和2年11月30日 第4回佐賀市文化振興基本計画策定委員会開催 

令和2年12月 8日 教育委員会研修会に報告 

令和2年12月14日 市議会11月定例会 文教福祉委員研究会に報告 

令和2年12月25日 

～ 

令和3年 1月26日 

パブリックコメント実施 

◇意見募集期間： 

◇意見募集告知：市報さが1月1日号、市ホームページ 

◇資料閲覧場所：情報公開コーナー、文化振興課、各支所総務・地域振興グループ、 

市立公民館等、市立図書館、佐賀市文化会館、東与賀文化ホール、 

市ホームページの「パブリックコメント」 

令和3年 1月27日 パブリックコメントに係る結果の公表 

令和3年 2月1９日 第５回佐賀市文化振興基本計画策定委員会開催 

令和3年 2月24日 定例教育委員会において計画最終案の議決 

（敬称略）

分野 氏名 所属等 委員会職務

1 考古学・歴史学 高島
タカシマ

　忠平
チュウヘイ

公益財団法人佐賀県芸術文化協会　理事長 委員長

2 民俗学・歴史学 金子
カネコ

　信二
シンジ

佐賀市文化財保護審議会　委員 副委員長

3 無形民俗文化財 西原
ニシハラ　

　清純
　キヨスミ

白鬚神社の田楽保存会　会長

4 文化振興 白木
シラキ

　紀好
ノリヨシ

佐賀市文化連盟　会長

5 マスコミ 桑原
クワハラ

　昇
ノボル

佐賀新聞社　論説委員長

6 文化振興 宮
ミヤ

﨑
ザキ

　陽
ヨウ

治
ジ

公益財団法人佐賀市文化振興財団　次長

7 障がい福祉 福島
フクシマ

　龍
リュウ

三郎
サブロウ

社会福祉法人はる　理事長

8 公募 吉村
ヨシムラ

　麻
マ

沙
サ

美
ミ

アートスタジオ・チョークミント　代表

【任期：令和元年12月12日～令和3年3月31日】
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（３） 佐賀市所在主要指定文化財一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

国宝 書跡 1 催馬楽譜
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
昭和27年11月22日

建造物 1 与賀神社楼門一棟 与賀町2番50号 昭和25年8月29日

建造物 2 佐賀城鯱の門及び続櫓一棟 城内二丁目 昭和32年6月18日

建造物 3 与賀神社三の鳥居及び石橋二基 与賀町2番50号 昭和45年6月17日

工芸品 4 太刀一口銘康伝康光 与賀町2番50号 昭和25年8月29日

考古資料 5 熊本山出土の舟形石棺とその一括遺物
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
平成元年6月12日

古文書 6 深堀家文書三八六通
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
昭和56年7月2日

古文書 7 松浦山代家文書
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
昭和56年7月2日

書跡 8 紙本墨書東遊歌神楽歌
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
昭和9年1月30日

彫刻 9 木造普賢延命菩薩騎象像一躯 久保泉町大字上和泉 昭和32年2月19日

工芸品 10 銅鐘一口
大和町大字川上3881

健福寺
昭和25年8月29日

工芸品 11 金銅製宝塔一基
大和町大字川上949-2

實相院
平成9年6月30日

考古資料 12 瓦経（築山経塚出土）二二九枚
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
平成11年6月7日

古文書 13 河上神社文書二四七通 佐賀県立図書館（寄託） 昭和55年6月6日

彫刻 14 木造円鑑禅師座像一躯
大和町大字久池井3625-1

高城寺
昭和25年8月29日

建造物 15 旧筑後川橋梁（筑後川昇開橋） 諸富町大字諸富津 平成15年5月30日

建造物 16 吉村家住宅 富士町大字上無津呂字羽金 昭和49年2月5日

建造物 17 山口家住宅 川副町大字大詫間930番地 昭和49年2月5日

工芸品 18
色絵 山水竹鳥文輪花大皿　鍋島1枚
 （附指定）色絵 山水竹鳥文輪花大皿 景徳鎮

松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成25年6月19日

工芸品 19 色絵椿文大皿鍋島　二枚
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成30年10月31日

1 有明海漁撈具　２９３点
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
昭和40年6月9日

1 白鬚神社の田楽 久保泉町大字川久保 平成12年12月27日

2 見島のカセドリ行事 蓮池町大字見島　熊野神社 平成15年2月20日

1 帯隈山神籠石 久保泉町大字川久保 昭和26年6月9日

2 大隈重信旧宅 水ヶ江二丁目11番11号 昭和40年6月4日

3 西隈古墳 金立町大字金立2936番地5 昭和50年6月26日

4 銚子塚 金立町大字金立2355番地 昭和53年3月11日

5 肥前国庁跡 大和町大字久池井2738-2 平成元年9月22日

6 三重津海軍所跡
川副町大字早津江

諸富町大字為重
平成25年3月27日

7 東名遺跡 金立町大字千布 平成28年10月3日

1 カササギ生息地 佐賀平野一帯 大正12年3月7日

2 えひめあやめ自生南限地帯 久保泉町大字川久保 大正14年10月8日

3 下合瀬の大カツラ 富士町大字下合瀬字樋口 昭和37年5月16日

令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 登録年月日

建造物 1 徴古館
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
平成9年11月5日

建造物 2 野中烏犀圓 材木一丁目82番 平成12年2月15日

建造物 3 与賀神社本殿・弊殿・拝殿 佐賀市与賀町92番 平成25年6月21日

建造物 4 旧百﨑家住宅主屋 佐賀市水ヶ江三丁目231 平成29年5月2日

建造物 5 大隈重信記念館 一棟 佐賀市水ヶ江二丁目360-2 平成29年6月28日

［33件］

（2）国登録文化財 ［5件］

登録有形文化財

重要無形民俗文化財

文化財の区分

天然記念物

史跡

文化財の区分

重要有形民俗文化財

重要文化財

（1）国指定文化財
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2 えひめあやめ自生南限地帯 久保泉町大字川久保 大正14年10月8日

3 下合瀬の大カツラ 富士町大字下合瀬字樋口 昭和37年5月16日

令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 登録年月日

建造物 1 徴古館
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
平成9年11月5日

建造物 2 野中烏犀圓 材木一丁目82番 平成12年2月15日

建造物 3 与賀神社本殿・弊殿・拝殿 佐賀市与賀町92番 平成25年6月21日

建造物 4 旧百﨑家住宅主屋 佐賀市水ヶ江三丁目231 平成29年5月2日

建造物 5 大隈重信記念館 一棟 佐賀市水ヶ江二丁目360-2 平成29年6月28日

［33件］

（2）国登録文化財 ［5件］

登録有形文化財

重要無形民俗文化財

文化財の区分

天然記念物

史跡

文化財の区分

重要有形民俗文化財

重要文化財

（1）国指定文化財
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令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

絵画 1 絹本淡彩金立神社縁起図一幅
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
昭和47年2月11日

絵画 2 絹本着彩与賀神社縁起図一幅 与賀町2番50号 昭和53年3月1日

絵画 3 （高伝寺所蔵）大涅槃像一幅 本庄町大字本庄1112番地1 昭和59年3月26日

建造物 4 神野のお茶屋 神園四丁目1番地 昭和42年2月11日

建造物 5 武家屋敷の門一棟 中ノ小路3番14号 昭和46年2月11日

建造物 6 佐賀(龍造寺)八幡宮石造肥前鳥居一基 白山一丁目3番2号 昭和47年2月11日

建造物 7
御位牌所一宇　附一、木造阿弥陀如来坐像
一躯　二、御位牌二〇二霊分

本庄町大字本庄1112番地1 昭和49年2月11日

建造物 8 鐘楼一棟 伊勢町6番22号 昭和50年2月11日

建造物 9 勝宿神社本殿一棟 久保泉町大字川久保4199番地 昭和52年2月11日

建造物 10 武家屋敷の門一棟 水ヶ江二丁目8番13号 昭和54年3月1日

建造物 11
伊勢神社の石造肥前鳥居及び肥前狛犬像一
対

伊勢町9番8号 昭和57年3月1日

建造物 12 武家屋敷の門一棟 八幡小路4番10号 昭和58年3月1日

建造物 13 旧古賀銀行及び旧古賀家二棟 柳町2番9号、同3番15号 平成7年3月22日

建造物 14 旧牛島家一棟 柳町4番9号 平成7年10月23日

建造物 15 旧福田家住宅一棟 松原四丁目3番15号 平成10年5月26日

建造物 16 旧三省銀行（付属棟含む）一棟 柳町3番12号 平成11年5月25日

建造物 17 旧佐賀城本丸御座間・堪忍所 城内二丁目18番１号 平成13年2月20日

建造物 18 旧嬉野家の武家屋敷の門（薬医門一棟） 佐賀市松原二丁目29 平成27年6月15日

工芸品 19 石造六地蔵一基 嘉瀬町大字荻野2514番1 昭和49年2月11日

工芸品 20 本庄神社石燈籠一対 本庄町大字本庄1156番地 昭和50年2月11日

工芸品 21 石造六地蔵二基 鍋島町大字森田2030番地 昭和50年2月11日

工芸品 22 石造六地蔵六観音像一基 高木瀬町大字長瀬字坪の上 昭和52年2月11日

考古資料 23 上和泉遺跡出土瓦塔
大和町大字久池井2754

（肥前国庁跡資料館）
平成16年3月23日

古文書 24 長尾山年譜 北川副町大字江上345番地 昭和43年2月11日

古文書 25 末代念仏授手印 伊勢町14番5号 昭和45年2月11日

古文書 26 有田家文書九〇通
城内二丁目1番41号

佐賀県立図書館
昭和49年2月11日

古文書 27 上林家文書一〇五六通 呉服元町5番18号 昭和59年3月26日

書跡 28 大興寺所蔵大般若経一括 神野東三丁目10番3号 昭和57年3月1日

書跡 29 島義勇の旅日記一巻 本庄町大字本庄8番地 昭和47年2月11日

書跡 30 副島種臣の書二幅 呉服元町6番5号 平成5年3月31日

彫刻 31
石造十六羅漢像並びに石造釈迦三尊像付石
造駒形標柱一九躯　付一一基

木原一丁目12番10号 昭和48年2月11日

彫刻 32 木造鍋島忠直坐像一躯 本庄町大字本庄1112番地1 昭和48年2月11日

彫刻 33 石造十一面観世音菩薩立像一躯 久保泉町大字川久保 昭和49年2月11日

彫刻 34 銅造地蔵菩薩立像一躯 多布施二丁目2番30号 昭和49年2月11日

美術工芸 35 木彫毘沙門天立像 西田代一丁目4番6号 本行寺 昭和43年2月11日

美術工芸 36 鬼丸聖堂の聖像三体と天縦殿の額 松原二丁目5番22号 昭和45年2月11日

美術工芸 37 不動明王立像一躯 大財二丁目4番5号 昭和46年2月11日

歴史資料 38 多久安輝の墓誌 八戸一丁目6番35号 昭和62年3月25日

歴史資料 39 木造了意和尚像 本庄町大字本庄799番地 平成5年3月31日

歴史資料 40 木原隆忠の墓誌 伊勢町14番5号 平成5年3月31日

文化財の区分

重要文化財

（4）佐賀市指定文化財 ［120件］

 

111022884
タイプライター

111022884
タイプライター
諸富町大字為重地先
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令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

絵画 1 紙本着色福満寺古図一幅 北川副町大字江上345番地 昭和51年2月25日

絵画 2 釈迦・迦葉・阿難図　狩野探幽筆 本庄町大字本庄1112番地1 平成9年5月9日

絵画 3 山水図襖谷文晁筆十二面
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

平成10年5月11日

絵画 4 矢調べ岡田三郎助筆一面
城内一丁目15番23号
佐賀県立美術館

平成10年5月11日

絵画 5 紙本著色龍造寺隆信像一幅
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

平成7年5月26日

絵画 6 マンドリンを持つ少女 百武兼行筆 一面
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成9年5月9日

建造物 7 本庄神社石造肥前鳥居一基 本庄町大字本庄1156番地 昭和39年5月23日

建造物 8 高伝寺釈迦堂 本庄町大字本庄1112番地1 平成12年4月28日

工芸品 9
短刀一口（肥前国住藤原忠広寛永八年八月
日の銘あり）

松原二丁目10番 昭和42年4月22日

工芸品 10
薙刀一口（銘　表　貞治元年十二月日、裏
備前長船政光）

城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和51年2月25日

工芸品 11 太刀　国行朱銘　１口
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和59年3月21日

工芸品 12 太刀　来国光朱銘　１口
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和59年3月21日

工芸品 13
刀　銘　肥前国住藤原忠広　寛永七年八月
吉日　１口

城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和48年4月23日

工芸品 14 刀　長巻なおし　銘　正平十□肥州末貞
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和54年3月31日

工芸品 15
色絵（流水文碗（台付）、瑠璃地桜花
散らし文碗（台付））二組

松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成13年2月28日

歴史資料 16 蒸気車雛形　附貨車他　１台
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成17年3月30日

歴史資料 17 蒸気船雛形　（外輪船）　１隻
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成17年3月30日

歴史資料 18 蒸気船雛形（スクリュー船）　１隻
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成17年3月30日

工芸品 19 青漆塗萌黄糸威二枚胴具足
松原二丁目5番23号
鍋島報效会

平成22年3月12日

考古資料 20 関行丸古墳出土遺物
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和48年4月23日

考古資料 21
花納丸古墳出土遺物　附花納丸古墳出土遺
物の記録

城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和56年3月16日

考古資料 22
丸山遺跡一・二・六・七号墳石室四基
及び出土遺物一括

（石室）金立町大字金立
（遺物）城内一丁目15番23号

昭和59年3月21日

考古資料 23 丸山遺跡三号墳舟形石棺
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

平成3年3月30日

考古資料 24 西原古墳出土石製表飾遺物一個
本庄町本庄1121番地
佐賀市文化財資料館

平成4年5月27日

考古資料 25
鍋島本村南遺跡出土遺物一括　細形銅剣・
細形銅戈鋳型・石製把頭飾 各一個

本庄町本庄1121番地
佐賀市文化財資料館

平成4年5月27日

考古資料 26 増田遺跡甕棺墓出土多鈕細文鏡一面
本庄町本庄1121番地
佐賀市文化財資料館

平成13年2月28日

古文書 27 泰長院文書一二巻一〇五通 与賀町精 昭和59年3月21日

古文書 28 正法寺文書
城内二丁目1番41号
佐賀県立図書館

昭和61年3月19日

古文書 29 深江家文書
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和62年3月16日

彫刻 30 大日如来坐像一躯 久保泉町大字川久保4365番地 平成20年3月14日

書跡 31 正法寺所蔵大般若経一括
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和49年2月25日

書跡 32 紺紙金字法華経七巻 本庄町大字本庄1112番地1 平成8年5月29日

書跡 33 紺紙金字法華経七帖
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成8年5月29日

書跡 34 紺紙銀字法華経八帖
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成10年5月11日

絵画 35 絹本着色普賢延命菩薩騎象像一幅
大和町大字川上949-2
實相院

昭和50年2月24日

建造物 36 實相院仁王門一棟
大和町大字川上949-2
實相院

昭和55年3月21日

建造物 37 與止日女神社西門一棟
大和町大字川上1番地1
與止日女神社

昭和61年3月19日

工芸品 38 水上懸仏一面 佐賀県立博物館（寄託） 昭和28年11月3日

工芸品 39
戒体箱（一合）及び説相箱（二口）・如意
（一柄）

大和町大字川上949-2
實相院

昭和49年2月25日
（追加：平成9年5月9日）

工芸品 40 小袖地ドレス　１着
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成31年4月26日

［71件］

重要文化財

(3)佐賀県指定文化財

文化財の区分

 

111022884
タイプライター
佐賀県指定文化財

111022884
タイプライター
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令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

絵画 1 紙本着色福満寺古図一幅 北川副町大字江上345番地 昭和51年2月25日

絵画 2 釈迦・迦葉・阿難図　狩野探幽筆 本庄町大字本庄1112番地1 平成9年5月9日

絵画 3 山水図襖谷文晁筆十二面
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

平成10年5月11日

絵画 4 矢調べ岡田三郎助筆一面
城内一丁目15番23号
佐賀県立美術館

平成10年5月11日

絵画 5 紙本著色龍造寺隆信像一幅
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

平成7年5月26日

絵画 6 マンドリンを持つ少女 百武兼行筆 一面
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成9年5月9日

建造物 7 本庄神社石造肥前鳥居一基 本庄町大字本庄1156番地 昭和39年5月23日

建造物 8 高伝寺釈迦堂 本庄町大字本庄1112番地1 平成12年4月28日

工芸品 9
短刀一口（肥前国住藤原忠広寛永八年八月
日の銘あり）

松原二丁目10番 昭和42年4月22日

工芸品 10
薙刀一口（銘　表　貞治元年十二月日、裏
備前長船政光）

城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和51年2月25日

工芸品 11 太刀　国行朱銘　１口
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和59年3月21日

工芸品 12 太刀　来国光朱銘　１口
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和59年3月21日

工芸品 13
刀　銘　肥前国住藤原忠広　寛永七年八月
吉日　１口

城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和48年4月23日

工芸品 14 刀　長巻なおし　銘　正平十□肥州末貞
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和54年3月31日

工芸品 15
色絵（流水文碗（台付）、瑠璃地桜花
散らし文碗（台付））二組

松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成13年2月28日

歴史資料 16 蒸気車雛形　附貨車他　１台
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成17年3月30日

歴史資料 17 蒸気船雛形　（外輪船）　１隻
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成17年3月30日

歴史資料 18 蒸気船雛形（スクリュー船）　１隻
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成17年3月30日

工芸品 19 青漆塗萌黄糸威二枚胴具足
松原二丁目5番23号
鍋島報效会

平成22年3月12日

考古資料 20 関行丸古墳出土遺物
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和48年4月23日

考古資料 21
花納丸古墳出土遺物　附花納丸古墳出土遺
物の記録

城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和56年3月16日

考古資料 22
丸山遺跡一・二・六・七号墳石室四基
及び出土遺物一括

（石室）金立町大字金立
（遺物）城内一丁目15番23号

昭和59年3月21日

考古資料 23 丸山遺跡三号墳舟形石棺
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

平成3年3月30日

考古資料 24 西原古墳出土石製表飾遺物一個
本庄町本庄1121番地
佐賀市文化財資料館

平成4年5月27日

考古資料 25
鍋島本村南遺跡出土遺物一括　細形銅剣・
細形銅戈鋳型・石製把頭飾 各一個

本庄町本庄1121番地
佐賀市文化財資料館

平成4年5月27日

考古資料 26 増田遺跡甕棺墓出土多鈕細文鏡一面
本庄町本庄1121番地
佐賀市文化財資料館

平成13年2月28日

古文書 27 泰長院文書一二巻一〇五通 与賀町精 昭和59年3月21日

古文書 28 正法寺文書
城内二丁目1番41号
佐賀県立図書館

昭和61年3月19日

古文書 29 深江家文書
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和62年3月16日

彫刻 30 大日如来坐像一躯 久保泉町大字川久保4365番地 平成20年3月14日

書跡 31 正法寺所蔵大般若経一括
城内一丁目15番23号
佐賀県立博物館

昭和49年2月25日

書跡 32 紺紙金字法華経七巻 本庄町大字本庄1112番地1 平成8年5月29日

書跡 33 紺紙金字法華経七帖
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成8年5月29日

書跡 34 紺紙銀字法華経八帖
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成10年5月11日

絵画 35 絹本着色普賢延命菩薩騎象像一幅
大和町大字川上949-2
實相院

昭和50年2月24日

建造物 36 實相院仁王門一棟
大和町大字川上949-2
實相院

昭和55年3月21日

建造物 37 與止日女神社西門一棟
大和町大字川上1番地1
與止日女神社

昭和61年3月19日

工芸品 38 水上懸仏一面 佐賀県立博物館（寄託） 昭和28年11月3日

工芸品 39
戒体箱（一合）及び説相箱（二口）・如意
（一柄）

大和町大字川上949-2
實相院

昭和49年2月25日
（追加：平成9年5月9日）

工芸品 40 小袖地ドレス　１着
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

平成31年4月26日

［71件］

重要文化財

(3)佐賀県指定文化財

文化財の区分
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番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

歴史資料 41 鍋島直正肖像写真　６枚
松原二丁目5番22号
鍋島報效会

令和2年4月30日

考古資料 42 銅戈一口 佐賀県立博物館（寄託） 昭和52年3月11日

考古資料 43 西山田二本松遺跡2号住居跡出土銅釦一点
佐賀市城内一丁目

佐賀県
昭和62年3月16日

考古資料 44
惣座遺跡出土遺物一括
（銀製指輪、銅剣銅矛の鋳型、ガラス製小玉）（附）

大和町大字尼寺1870

大和町
平成2年3月30日

考古資料 45
本村籠遺跡出土遺物一括（多鈕細文鏡、
鉇、管玉、斧）　（附）甕棺二基

大和町大字尼寺1870

大和町
平成5年3月31日

考古資料 46
一本木遺跡出土湖州鏡
（附）鑷子、土師器杯・土師器皿

大和町大字尼寺1870

大和町
平成10年5月11日

古文書 47 高城寺文書百通 佐賀県立博物館（寄託） 昭和61年3月19日

彫刻 48 無著妙融像一躯
大和町大字久池井3257

玉林寺
平成13年2月28日

考古資料 49 十三塚遺跡出土鏡 佐賀県立博物館（寄託） 平成18年3月31日

建造物 50
銅造明神鳥居
（寛永十七年二月十五日建）

諸富町大字大堂695番地

大堂神社
昭和46年6月23日

考古資料 51 石塚一号墳出土遺物
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
平成8年5月29日

彫刻 52 薬師如来立像 富士町大字中原　中原薬師堂 平成15年3月10日

彫刻 53 木造阿弥陀如来坐像 県立博物館（寄託） 昭和53年3月20日

建造物 54 香椎神社四脚門 久保田町大字徳万1550 大正12年3月7日

考古資料 55 牟田寄遺跡出土銅印
大和町大字久池井2754

（肥前国庁跡資料館）
平成24年4月27日

考古資料 56 牟田寄遺跡出土卜骨
本庄町本庄1121番地

佐賀市文化財資料館
平成24年4月27日

考古資料 57 地蔵平遺跡出土石器４７点
佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県教育委員会
平成25年4月30日

考古資料 58 佐賀市上高木出土銅鉾
松原二丁目5番22号

鍋島報效会
昭和55年3月21日

1 名尾紙 大和町大字名尾 令和2年4月30日

1 大堂神社奉納北前型弁財船模型
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
平成10年5月11日

2 佐賀県内農耕生活用具　５１２点
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
昭和52年3月11日

1 三重の獅子舞
諸富町大字為重三重

新北神社
昭和39年5月23日

2 市川の天衝舞浮立 富士町大字市川 昭和40年7月23日

1 関行丸古墳 久保泉町大字川久保4097番地 昭和47年3月29日

2 佐賀城跡 城内 平成13年2月28日

3 船塚 大和町大字久留間字東 昭和28年11月3日

4 大願寺廃寺跡 大和町大字川上字大願寺 昭和33年1月23日

5 小隈山古墳 大和町大字川上2691-1他 平成9年5月9日

1 佐嘉城阯の楠（群） 城内 昭和28年11月3日

2 与賀神社の楠一株 与賀町2番50号 昭和40年7月23日

3 新北神社のビャクシン一株
諸富町大字為重1080番地

新北神社
令和2年4月30日

天然記念物

史跡

文化財の区分

重要無形民俗文化財

重要無形文化財

重要文化財

重要有形民俗文化財
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令和2年4月30日現在

番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

絵画 1 絹本淡彩金立神社縁起図一幅
城内一丁目15番23号

佐賀県立博物館
昭和47年2月11日

絵画 2 絹本着彩与賀神社縁起図一幅 与賀町2番50号 昭和53年3月1日

絵画 3 （高伝寺所蔵）大涅槃像一幅 本庄町大字本庄1112番地1 昭和59年3月26日

建造物 4 神野のお茶屋 神園四丁目1番地 昭和42年2月11日

建造物 5 武家屋敷の門一棟 中ノ小路3番14号 昭和46年2月11日

建造物 6 佐賀(龍造寺)八幡宮石造肥前鳥居一基 白山一丁目3番2号 昭和47年2月11日

建造物 7
御位牌所一宇　附一、木造阿弥陀如来坐像
一躯　二、御位牌二〇二霊分

本庄町大字本庄1112番地1 昭和49年2月11日

建造物 8 鐘楼一棟 伊勢町6番22号 昭和50年2月11日

建造物 9 勝宿神社本殿一棟 久保泉町大字川久保4199番地 昭和52年2月11日

建造物 10 武家屋敷の門一棟 水ヶ江二丁目8番13号 昭和54年3月1日

建造物 11
伊勢神社の石造肥前鳥居及び肥前狛犬像一
対

伊勢町9番8号 昭和57年3月1日

建造物 12 武家屋敷の門一棟 八幡小路4番10号 昭和58年3月1日

建造物 13 旧古賀銀行及び旧古賀家二棟 柳町2番9号、同3番15号 平成7年3月22日

建造物 14 旧牛島家一棟 柳町4番9号 平成7年10月23日

建造物 15 旧福田家住宅一棟 松原四丁目3番15号 平成10年5月26日

建造物 16 旧三省銀行（付属棟含む）一棟 柳町3番12号 平成11年5月25日

建造物 17 旧佐賀城本丸御座間・堪忍所 城内二丁目18番１号 平成13年2月20日

建造物 18 旧嬉野家の武家屋敷の門（薬医門一棟） 佐賀市松原二丁目29 平成27年6月15日

工芸品 19 石造六地蔵一基 嘉瀬町大字荻野2514番1 昭和49年2月11日

工芸品 20 本庄神社石燈籠一対 本庄町大字本庄1156番地 昭和50年2月11日

工芸品 21 石造六地蔵二基 鍋島町大字森田2030番地 昭和50年2月11日

工芸品 22 石造六地蔵六観音像一基 高木瀬町大字長瀬字坪の上 昭和52年2月11日

考古資料 23 上和泉遺跡出土瓦塔
大和町大字久池井2754

（肥前国庁跡資料館）
平成16年3月23日

古文書 24 長尾山年譜 北川副町大字江上345番地 昭和43年2月11日

古文書 25 末代念仏授手印 伊勢町14番5号 昭和45年2月11日

古文書 26 有田家文書九〇通
城内二丁目1番41号

佐賀県立図書館
昭和49年2月11日

古文書 27 上林家文書一〇五六通 呉服元町5番18号 昭和59年3月26日

書跡 28 大興寺所蔵大般若経一括 神野東三丁目10番3号 昭和57年3月1日

書跡 29 島義勇の旅日記一巻 本庄町大字本庄8番地 昭和47年2月11日

書跡 30 副島種臣の書二幅 呉服元町6番5号 平成5年3月31日

彫刻 31
石造十六羅漢像並びに石造釈迦三尊像付石
造駒形標柱一九躯　付一一基

木原一丁目12番10号 昭和48年2月11日

彫刻 32 木造鍋島忠直坐像一躯 本庄町大字本庄1112番地1 昭和48年2月11日

彫刻 33 石造十一面観世音菩薩立像一躯 久保泉町大字川久保 昭和49年2月11日

彫刻 34 銅造地蔵菩薩立像一躯 多布施二丁目2番30号 昭和49年2月11日

美術工芸 35 木彫毘沙門天立像 西田代一丁目4番6号 本行寺 昭和43年2月11日

美術工芸 36 鬼丸聖堂の聖像三体と天縦殿の額 松原二丁目5番22号 昭和45年2月11日

美術工芸 37 不動明王立像一躯 大財二丁目4番5号 昭和46年2月11日

歴史資料 38 多久安輝の墓誌 八戸一丁目6番35号 昭和62年3月25日

歴史資料 39 木造了意和尚像 本庄町大字本庄799番地 平成5年3月31日

歴史資料 40 木原隆忠の墓誌 伊勢町14番5号 平成5年3月31日

文化財の区分

重要文化財

（4）佐賀市指定文化財 ［120件］
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番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

歴史資料 41 赤松小学校の校務日誌（一括）
中の館町1番39号

赤松小学校
平成7年10月23日

歴史資料 42 石長寺中興記碑 佐賀市与賀町257番地1 平成31年1月7日

歴史資料 43 江里天満宮石造多宝塔
鍋島町大字森田2273番地

江里天満宮
平成31年1月7日

絵画 44 實相院絵画二幅
大和町大字川上949-2

實相院
平成9年5月23日

建造物 45 與止日女神社三ノ鳥居一基 大和町大字川上１ 昭和58年10月17日

建造物 46 久留間六地蔵一基 大和町大字久留間1224 昭和62年7月25日

工芸品 47
（四天社）石造四天王像立像四躯、石造宝
篋印塔一基・石塔残欠一個

大和町大字池上1501 平成9年5月23日

考古資料 48 佐熊遺跡出土一括（鐸形土製品一個） 大和町大字尼寺1870 昭和62年7月25日

考古資料 49
本村籠遺跡310号土壙墓出土遺物一括（青磁
椀二個、土師器小皿四個、刀子一口）

大和町大字尼寺1870 平成2年5月30日

考古資料 50
大願寺二本松遺跡出土一括
（八花鏡一面、青銅製鉈尾）

大和町大字川上 平成3年5月29日

考古資料 51 尼寺一本松遺跡甕棺墓出土遺物（一括）
本庄町本庄1121番地

佐賀市文化財資料館
平成29年3月13日

彫刻 52 木造金剛力士像（仁王像）二躯
大和町大字川上949-2

實相院
平成6年2月27日

彫刻 53 春日山高城寺仏像五躯
大和町大字久池井3625-1

高城禅寺
平成8年3月5日

彫刻 54 實相院彫刻十二躯
大和町大字川上949-2

實相院
平成9年5月23日

彫刻 55 神變社仏像一躯
大和町大字久留間3420-1

神變社
平成9年5月23日

彫刻 56 木造湛然梁重座像一躯
大和町大字松瀬2142番地

通天寺
平成13年9月11日

絵画 57 涅槃図一幅
諸富町大字徳富1936番地

東光寺
昭和57年4月1日

建造物 58 肥前鳥居
諸富町大字為重1073番地

新北神社
昭和54年6月30日

建造物 59 肥前鳥居一基
諸富町大字徳富1201番地

若宮神社
昭和54年6月30日

工芸品 60 太田神社肥前狛犬一対
諸富町大字大堂1663番地

太田神社
昭和57年4月1日

工芸品 61 大黒天坐像
諸富町大字大堂1363番地

宝光院
昭和57年4月1日

工芸品 62 道祖神「なんじゃもんじゃさん」（一対）
諸富町大字為重1586番地ロ

安龍寺
昭和57年4月1日

工芸品 63 銅造弁財天坐像
諸富町大字為重1586番地ロ

安龍寺
昭和57年4月1日

工芸品 64 一石五輪塔
諸富町大字為重873番地

多聞院
昭和57年4月1日

工芸品 65 六地蔵２基（一対）
諸富町大字為重873番地

多聞院
昭和57年4月1日

工芸品 66 天女絵柄半鐘一口
諸富町大字徳富1936番地

東光寺
昭和57年4月1日

彫刻 67 一木七仏薬師如来立像一躯
諸富町大字徳富1936番地

東光寺
昭和57年4月1日

彫刻 68 木造阿弥陀如来立像
諸富町大字寺井津436番地

光専寺
昭和57年4月1日

彫刻 69 木造不動明王坐像
諸富町大字大堂1363番地

宝光院
昭和57年4月1日

彫刻 70 木造阿弥陀如来坐像
諸富町大字大堂1141番地

土師公民館
昭和57年4月1日

建造物 71 神代勝利公の墓一基（石造宝篋印塔） 富士町大字関屋 宗源院墓地 平成10年5月27日

彫刻 72 大串社（櫛田神社）の肥前狛犬一対
富士町大字大串三本松

大串社
平成10年11月26日

石造物 73 香椎神社肥前鳥居一基 久保田町大字徳万1550番地 平成14年1月21日

1 ガラス工芸技術（宙吹き等） 道祖元町106番地 平成5年3月31日

1 小松の浮立 蓮池町大字小松 昭和42年2月11日

2 浮立玄蕃一流 神野西二丁目2番 昭和43年2月11日

3 高木八幡ねじり浮立
高木瀬東二丁目12番8号

高木八幡宮
平成20年11月12日

4 太田の浮立 諸富町大字大堂1663番地の1 昭和63年3月1日

5 海童神社奉納浮立 川副町大字犬井道 昭和56年12月15日

6 松枝神社奉納浮立 川副町大字大詫間 昭和56年12月15日

重要無形文化財

文化財の区分

重要無形民俗文化財

重要文化財
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番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

7 東与賀銭太鼓 東与賀町大字田中 平成19年9月26日

8 快万浮立 久保田町快万 平成19年9月27日

1 掘江神社神像群
城内一丁目15番23号佐賀県立博物館

（19.8.27）
昭和42年2月11日

2 石造えびす坐像一躯 北川副町大字光法字角町 昭和44年2月11日

3 木彫彩色婦人坐像（観世音胎内仏一躯） 久保泉町大字川久保 昭和44年2月11日

4 旧城下町の道標（１基） 長瀬町5番54号地先 昭和46年2月11日

5 木造河童像一躯 蓮池町大字蓮池386番地1 昭和52年2月11日

6 虫供養塔一基 嘉瀬町大字扇町 昭和55年3月1日

7 石造恵比須半跏像一躯 西与賀町大字相応相応下 平成7年10月23日

8 有蓋類形板碑（鳥獣供養塔） 三瀬村杉神社 昭和49年8月22日

9 六尊六地蔵塔 三瀬村詰瀬 昭和49年8月22日

10 鳥類供養塔 川副町大字福富（米納津） 昭和63年5月14日

1 築地反射炉跡 長瀬町9番 日新小学校校庭 昭和42年2月11日

2 葉隠発祥の地 金立町大字金立字黒土原 昭和42年2月11日

3 鍋島直茂誕生地 本庄町大字本庄836番地2 昭和42年2月11日

4 高伝寺墓所 本庄町大字本庄1112番地1 昭和42年2月11日

5 龍造寺隆信誕生地 中の館町7番 昭和43年2月11日

6 万部塔と六地蔵 水ヶ江一丁目7番9号（万部島） 昭和43年2月11日

7 金立神社上宮 金立町大字金立 昭和48年2月11日

8 初代肥前国忠吉の墓地 伊勢町6番22号　真覚寺 昭和48年2月11日

9 鍋島家発祥の地　御館の森 鍋島町大字鍋島 昭和56年3月1日

10 高麗人の墓碑・逆修碑 金立町大字金立3101番地 昭和60年12月12日

11 乱斗山古墳群
金立町大字金立字六本黒木1544番地

353内
平成5年3月31日

12 導善寺前方後円墳 大和町大字池上1339-1他 昭和58年10月17日

13 華蔵庵跡 大和町大字松瀬2988番地3 昭和62年7月25日

14 肥前国分寺跡 大和町大字尼寺958　宗龍寺 平成2年5月30日

15 大野代官所 富士町大字大野字一本松 平成14年6月24日

16 燈堂 川副町大字犬井道4357番地6 昭和60年2月25日

17 此荷大明神 川副町大字小々森254番地 昭和60年2月25日

1 国相寺の楠一株 愛敬町4番54号 昭和44年2月11日

2 牛島神社の楠一株 東佐賀町15番30号 昭和53年3月1日

3 大小野の石楠花一株 金立町大字金立字大小野 昭和54年3月1日

4 高伝寺の梅一株 本庄町大字本庄1112番地1 昭和55年3月1日

5 日枝神社の楠一株 木原一丁目8番35号 昭和58年3月1日

6 浄円寺のイチョウ一株 金立町大字千布2336番地 平成7年3月22日

7 楠木№１
諸富町大字為重1073番地

新北神社
昭和54年6月30日

8 楠木№２
諸富町大字為重1073番地

新北神社
昭和54年6月30日

9 えの木№１ 個人宅 昭和54年6月30日

10 大堂神社楠№１ 諸富町大字大堂　大堂神社 昭和54年6月30日

11 大堂神社楠№２ 諸富町大字大堂　大堂神社 昭和54年6月30日

史　　　　　跡

天然記念物

文化財の区分

重要無形民俗文化財

重要有形民俗文化財
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番号 文　化　財　名　称 所　　在　　地 指定年月日

7 東与賀銭太鼓 東与賀町大字田中 平成19年9月26日

8 快万浮立 久保田町快万 平成19年9月27日

1 掘江神社神像群
城内一丁目15番23号佐賀県立博物館

（19.8.27）
昭和42年2月11日

2 石造えびす坐像一躯 北川副町大字光法字角町 昭和44年2月11日

3 木彫彩色婦人坐像（観世音胎内仏一躯） 久保泉町大字川久保 昭和44年2月11日

4 旧城下町の道標（１基） 長瀬町5番54号地先 昭和46年2月11日

5 木造河童像一躯 蓮池町大字蓮池386番地1 昭和52年2月11日

6 虫供養塔一基 嘉瀬町大字扇町 昭和55年3月1日

7 石造恵比須半跏像一躯 西与賀町大字相応相応下 平成7年10月23日

8 有蓋類形板碑（鳥獣供養塔） 三瀬村杉神社 昭和49年8月22日

9 六尊六地蔵塔 三瀬村詰瀬 昭和49年8月22日

10 鳥類供養塔 川副町大字福富（米納津） 昭和63年5月14日

1 築地反射炉跡 長瀬町9番 日新小学校校庭 昭和42年2月11日

2 葉隠発祥の地 金立町大字金立字黒土原 昭和42年2月11日

3 鍋島直茂誕生地 本庄町大字本庄836番地2 昭和42年2月11日

4 高伝寺墓所 本庄町大字本庄1112番地1 昭和42年2月11日

5 龍造寺隆信誕生地 中の館町7番 昭和43年2月11日

6 万部塔と六地蔵 水ヶ江一丁目7番9号（万部島） 昭和43年2月11日

7 金立神社上宮 金立町大字金立 昭和48年2月11日

8 初代肥前国忠吉の墓地 伊勢町6番22号　真覚寺 昭和48年2月11日

9 鍋島家発祥の地　御館の森 鍋島町大字鍋島 昭和56年3月1日

10 高麗人の墓碑・逆修碑 金立町大字金立3101番地 昭和60年12月12日

11 乱斗山古墳群
金立町大字金立字六本黒木1544番地

353内
平成5年3月31日

12 導善寺前方後円墳 大和町大字池上1339-1他 昭和58年10月17日

13 華蔵庵跡 大和町大字松瀬2988番地3 昭和62年7月25日

14 肥前国分寺跡 大和町大字尼寺958　宗龍寺 平成2年5月30日

15 大野代官所 富士町大字大野字一本松 平成14年6月24日

16 燈堂 川副町大字犬井道4357番地6 昭和60年2月25日

17 此荷大明神 川副町大字小々森254番地 昭和60年2月25日

1 国相寺の楠一株 愛敬町4番54号 昭和44年2月11日

2 牛島神社の楠一株 東佐賀町15番30号 昭和53年3月1日

3 大小野の石楠花一株 金立町大字金立字大小野 昭和54年3月1日

4 高伝寺の梅一株 本庄町大字本庄1112番地1 昭和55年3月1日

5 日枝神社の楠一株 木原一丁目8番35号 昭和58年3月1日

6 浄円寺のイチョウ一株 金立町大字千布2336番地 平成7年3月22日

7 楠木№１
諸富町大字為重1073番地

新北神社
昭和54年6月30日

8 楠木№２
諸富町大字為重1073番地

新北神社
昭和54年6月30日

9 えの木№１ 個人宅 昭和54年6月30日

10 大堂神社楠№１ 諸富町大字大堂　大堂神社 昭和54年6月30日

11 大堂神社楠№２ 諸富町大字大堂　大堂神社 昭和54年6月30日

史　　　　　跡

天然記念物

文化財の区分

重要無形民俗文化財

重要有形民俗文化財

 

 

70 

 

（４） 佐賀市文化会館の施設概要 

 

建 物 概 要 

所 在 地 佐賀市日の出一丁目21番10号 

敷地面積 ３４，００８．５７㎡ 

建築面積 ９，７０２㎡ 

構  造 
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、 

一部鉄骨造 地上4階、地下1階 

工  期 昭和62年8月～平成元年7月 

総事業費 ７６億４，０００万円 

開  館 平成元年10月1日 

大 ホ ー ル 

主な用途 音楽を主とした多目的ホール 

収容人員 １，８１１席（固定席１，８０６席、車椅子席５席） 

舞台 間口20m、高さ10m、奥行18m 

設備 
オーケストラピット、小迫り、音響反射板、残響可変装置、

楽屋5室、幼児室、グランドピアノ2台 

中 ホ ー ル 

主な用途 演劇を主とした多目的ホール 

収容人員 ８１４席（固定席８０８席、車椅子席６席） 

舞台 間口16m、高さ8m、奥行18m 

設備 
大迫り、小迫り、音響反射板、楽屋4室、幼児室、 

グランドピアノ2台、映写機 

イベントホール 

主な用途 調光、音調設備を有する多目的な平土間ホール 

収容人員 立席５００人、椅子のみ４００人、机・椅子３００人 

面積 ４９２㎡ 

リ ハ ー サ ル 室 ２０４㎡ 

練  習  室 

第1練習室 １３５㎡ 

第2練習室 ９７㎡ 

第3練習室 ６３㎡ 

大 会 議 室 ２０５㎡ 収容人員：１３０人 

小 会 議 室 ５６㎡ 収容人員：２０人 

特 別 会 議 室 ５６㎡ 収容人員：２０人 

和 室 ３０畳 

駐 車 場 普通車 ５００台（身体障がい者用７台含む） 

喫茶・レストラン ９０席 
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（５） 東与賀文化ホールの施設概要 

 

建 物 概 要 

所 在 地 佐賀市東与賀町大字下古賀1228番地３ 

敷地面積 ４，０９２．６４㎡ 

建築面積 ２，８６９．７４㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造  地上２階 

工  期 平成7年5月～平成8年3月 

総事業費 １３億７，８００万円 

開  館 平成8年5月 

文 化 ホ ー ル 

収容人員 ５００席（車椅子席２  母子席４） 

舞台 間口12m、高さ6m、奥行11.5m 

設備 音響反射板、グランドピアノ１台、映写機１台 

楽屋 ２室（和室） 

そ の 他 ホワイエ、ミーティング室 

駐 車 場 
平日１０１台、土日祝日１５７台 

身障者用１１台、図書館専用９台 ※東与賀支所と供用 
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