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告     示 

和歌山県告示第333号 

 和歌山県橋本市隅田町中島の一部地区における地籍調査

の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2

項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条

第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県橋本市 

2 調査を行った時期 

 平成18年5月9日から平成20年9月22日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県橋本市隅田町中島の一部地区の地籍図及び地籍

簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県橋本市隅田町中島の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第334号 

 和歌山県岩出市川尻の一部地区における地籍調査の成果

は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2項の規

定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項

の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県岩出市 

2 調査を行った時期 

 平成18年8月8日から平成21年11月26日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県岩出市川尻の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県岩出市川尻の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第335号 

 和歌山県紀の川市東三谷・中三谷・西三谷の各一部、東

坂本における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法

律第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果と

して認証したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県紀の川市 

2 調査を行った時期 

 平成20年6月20日から平成21年11月4日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県紀の川市東三谷・中三谷・西三谷の各一部、

東坂本の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県紀の川市東三谷・中三谷・西三谷の各一部、

東坂本 

5 認証年月日 
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 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第336号 

 和歌山県有田郡有田川町大字下湯川の一部地区における

地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第

19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したの

で同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県有田郡有田川町 

2 調査を行った時期 

 平成19年5月1日から平成21年10月26日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県有田郡有田川町大字下湯川の一部地区の地籍図

及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県有田郡有田川町大字下湯川の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第337号 

 和歌山県有田郡有田川町大字遠井・沼の各一部地区にお

ける地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証

したので同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県有田郡有田川町 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月15日から平成21年10月26日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県有田郡有田川町大字遠井・沼の各一部地区の地

籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県有田郡有田川町大字遠井・沼の各一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第338号 

 和歌山県有田郡有田川町大字杉野原の一部地区における

地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第

19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したの

で同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県有田郡有田川町 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月15日から平成21年10月26日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県有田郡有田川町大字杉野原の一部地区の地籍

図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県有田郡有田川町大字杉野原の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第339号 

 和歌山県有田郡有田川町大字井谷の一部地区における地

籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第1

9条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したの

で同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県有田郡有田川町 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月15日から平成21年10月26日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県有田郡有田川町大字井谷の一部地区の地籍図

及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県有田郡有田川町大字井谷の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第340号 

 和歌山県日高郡日高川町大字土生の一部地区における地

籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第1

9条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したの

で同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県日高郡日高川町 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月17日から平成21年9月17日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県日高郡日高川町大字土生の一部地区の地籍図

及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県日高郡日高川町大字土生の一部地区 
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5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第341号 

 和歌山県日高郡日高川町大字山野の一部地区における地

籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19

条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので

同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県日高郡日高川町 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月17日から平成21年9月18日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県日高郡日高川町大字山野の一部地区の地籍図及

び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県日高郡日高川町大字山野の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第342号 

 和歌山県日高郡日高川町大字伊藤川の一部地区における

地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第

19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したの

で同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県日高郡日高川町 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月17日から平成21年10月2日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県日高郡日高川町大字伊藤川の一部地区の地籍図

及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県日高郡日高川町大字伊藤川の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第343号 

 和歌山県御坊市熊野の一部地区における地籍調査の成果

は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2項の規

定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の

規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県御坊市 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月16日から平成21年12月2日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県御坊市熊野の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県御坊市熊野の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第344号 

 和歌山県御坊市湯川町財部の一部地区における地籍調査

の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2

項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条

第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県御坊市 

2 調査を行った時期 

 平成20年4月16日から平成21年12月4日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県御坊市湯川町財部の一部地区の地籍図及び地

籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県御坊市湯川町財部の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第345号 

 和歌山県田辺市鮎川の一部地区における地籍調査の成果

は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第2項の規

定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項

の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県田辺市 

2 調査を行った時期 

 平成18年5月1日から平成21年3月27日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県田辺市鮎川の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県田辺市鮎川の一部地区 

5 認証年月日 
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 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第346号 

 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼の一部地区における地

籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19

条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので

同条第4項の規定により公告する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 調査を行った者の名称 

 和歌山県東牟婁郡北山村 

2 調査を行った時期 

 平成19年5月23日から平成21年3月27日まで 

3 成果の名称 

 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼の一部地区の地籍図及

び地籍簿 

4 調査を行った地域 

 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼の一部地区 

5 認証年月日 

 平成22年3月18日 

 

和歌山県告示第347号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下

「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模小売店

舗の変更の届出があったので、法第6条第3項の規定により

公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、

「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称

（4）この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周

辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見」を記載した意見書を、本日から4か月以内に和歌山県商

工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように

提出すること。 

 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公

告し、縦覧に供する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 ショッピングプラザ打田店 

 和歌山県紀の川市打田天王1364番地の1 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名 

 株式会社オークワ 代表取締役 福西拓也 

 和歌山県和歌山市中島185番地の3 

3 変更した事項 

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 （変更前）株式会社オージョイフル 代表取締役 矢

島和久 

 大阪府豊中市庄内西町5丁目1番19号 

 （変更後）ダイキ株式会社 代表取締役 佐藤一郎 

 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 

4 変更年月日 

 平成21年3月1日 

5 変更した理由 

 株式会社オージョイフルとダイキ株式会社が合併した

ため。 

6 届出年月日 

 平成22年3月10日 

7 届出等の縦覧場所 

 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課

（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

 紀の川市農林商工部商工観光課（紀の川市西大井338番

地） 

 和歌山県那賀振興局地域振興部企画産業課（岩出市高

塚209番地） 

8 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 縦覧期間 平成22年3月30日から同年7月30日まで 

 時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第348号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下

「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模小売店

舗の変更の届出があったので、法第6条第3項の規定により

公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、

「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名

称（4）この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がそ

の周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての

意見」を記載した意見書を、本日から4か月以内に和歌山

県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するよ

うに提出すること。 

 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公

告し、縦覧に供する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 オー・ストリート紀の川井阪店 

 和歌山県紀の川市下井阪597番地 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名 

 株式会社オークワ 代表取締役 福西拓也 
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 和歌山県和歌山市中島185番地の3 

3 変更した事項 

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 （変更前）株式会社オージョイフル 代表取締役 矢島

和久 

 大阪府豊中市庄内西町5丁目1番19号 

 （変更後）ダイキ株式会社 代表取締役 佐藤一郎 

 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 

4 変更年月日 

 平成21年3月1日 

5 変更した理由 

 株式会社オージョイフルとダイキ株式会社が合併したた

め。 

6 届出年月日 

 平成22年3月10日 

7 届出等の縦覧場所 

 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和

歌山市小松原通一丁目1番地） 

 紀の川市農林商工部商工観光課（紀の川市西大井338番地） 

 和歌山県那賀振興局地域振興部企画産業課（岩出市高塚

209番地） 

8 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 縦覧期間 平成22年3月30日から同年7月30日まで 

 時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第349号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下

「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模小売店

舗の変更の届出があったので、法第6条第3項の規定により

公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、

「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称

（4）この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周

辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見」を記載した意見書を、本日から4か月以内に和歌山県商

工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように

提出すること。 

 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公

告し、縦覧に供する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 オー・ストリート和歌山北バイパス店 

 和歌山県和歌山市平井154 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名 

 株式会社オークワ 代表取締役 福西拓也 

 和歌山県和歌山市中島185番地の3 

3 変更した事項 

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 （変更前）株式会社オージョイフル 代表取締役 矢

島和久 

 大阪府豊中市庄内西町5丁目1番19号 

 （変更後）ダイキ株式会社 代表取締役 佐藤一郎 

 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 

4 変更年月日 

 平成21年3月1日 

5 変更した理由 

 株式会社オージョイフルとダイキ株式会社が合併した

ため。 

6 届出年月日 

 平成22年3月10日 

7 届出等の縦覧場所 

 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課

（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

 和歌山市まちづくり局まちおこし部まちおこし推進課

（和歌山市七番丁23番地） 

8 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 縦覧期間 平成22年3月30日から同年7月30日まで 

 時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第350号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下

「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模小売店

舗の変更の届出があったので、法第6条第3項の規定により

公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、

「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名

称（4）この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がそ

の周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての

意見」を記載した意見書を、本日から4か月以内に和歌山

県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するよ

うに提出すること。 

 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公

告し、縦覧に供する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 イオンタウン貴志川ショッピングセンター 

 和歌山県紀の川市貴志川町大字神戸野手218 
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2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名 

 イオンリテール株式会社 代表取締役 村井正平 

 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 

3 変更した事項 

 大規模小売店舗の所在地 

 （変更前）和歌山県那賀郡貴志川町大字神戸野手218 

 （変更後）和歌山県紀の川市貴志川町大字神戸野手218 

4 変更年月日 

 平成17年11月7日 

5 変更した理由 

 市制施行による住所名の変更のため。 

6 届出年月日 

 平成22年3月4日 

7 届出等の縦覧場所 

 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和

歌山市小松原通一丁目1番地） 

 紀の川市農林商工部商工観光課（紀の川市西大井338番

地） 

 和歌山県那賀振興局地域振興部企画産業課（岩出市高塚

209番地） 

8 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 縦覧期間 平成22年3月30日から同年7月30日まで 

 時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第351号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下

「法」という。）第6条第1項の規定により、大規模小売店

舗の変更の届出があったので、法第6条第3項の規定により

公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、

「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称

（4）この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周

辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見」を記載した意見書を、本日から4か月以内に和歌山県商

工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように

提出すること。 

 なお、提出された意見は、法第8条第3項の規定により公

告し、縦覧に供する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 イオンタウン貴志川ショッピングセンター 

 和歌山県紀の川市貴志川町大字神戸野手218 

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名 

 イオンリテール株式会社 代表取締役 村井正平 

 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 

3 変更した事項 

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 （変更前）イオンリテール株式会社 代表取締役 村

井正平 

 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 

 ミスタージョン株式会社 代表取締役 高

木幹夫 

 三重県安芸郡芸濃町北神山1287番地3 

 （変更後）株式会社松源 代表取締役 桑原一良 

 和歌山県和歌山市吹上二丁目4番50号 

 株式会社コメリ 代表取締役 棒賢一 

 新潟県新潟市南区清水4501番地1 

4 変更年月日 

 平成20年6月10日 

5 変更した理由 

 専門店の入替え及び専門店名称変更のため。 

6 届出年月日 

 平成22年3月4日 

7 届出等の縦覧場所 

 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課

（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

 紀の川市農林商工部商工観光課（紀の川市西大井338番

地） 

 和歌山県那賀振興局地域振興部企画産業課（岩出市高

塚209番地） 

8 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

 縦覧期間 平成22年3月30日から同年7月30日まで 

 時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

教育委員会告示 

和歌山県教育委員会告示第1号 

 和歌山県文化財保護条例（昭和31年和歌山県条例第40

号）第3条第1項の規定により、平成22年3月16日次の表に

掲げる文化財を和歌山県指定文化財に指定した。 

  平成22年3月30日 

和歌山県教育委員会委員長 宮 永 健 史 
 

（有形文化財の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 
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建造物 濱口家住宅 

 本宅        1棟 

 本座敷       1棟 

 三階棟       1棟 

 土蔵        3棟 

 煉瓦塀       4棟 

有田郡広川町大字広字南市場12

92番1 

東濱植林株式会社 東京都中央区日本橋箱崎

町44番5号 

美術工芸品 

（絵画） 

那智参詣曼荼羅    1幅 田辺市湊655番地（ただし、現

在は、奈良国立博物館（奈良県

奈良市登大路町50）に寄託中）

宗教法人鬪雞神社 田辺市湊655番地 

美術工芸品 

（彫刻） 

木造不動明王二童子像 3軀 田辺市本宮町湯峯112番地 宗教法人東光寺 田辺市本宮町湯峯112番

地 

美術工芸品 

（工芸品） 

文台         1基 田辺市本宮町本宮1110番地 宗教法人熊野本宮大社 田辺市本宮町本宮1110番

地 

美術工芸品 

（工芸品） 

硯箱         1基 田辺市本宮町本宮1110番地 宗教法人熊野本宮大社 田辺市本宮町本宮1110番

地 

美術工芸品 

（考古資料） 

有本銅鐸       1点 和歌山市岩橋1411番地 和歌山県教育委員会 和歌山市小松原通一丁目

1番地 

 

（無形文化財の部） 

種別 名称 保持者 保持者の住所 

無形文化財 関口新心流柔術・居合術・

剣術 

関口芳夫 和歌山市島橋東ノ丁1丁目20番地 

 

（記念物の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 

名勝・ 

天然記念物 

滝ノ拝        1所 東牟婁郡古座川町小川地内（別

図のとおり。別図は省略し、和

歌山県教育委員会及び古座川町

教育委員会に備え置いて縦覧に

供する。参考図参照） 

河川管理者和歌山県知事 和歌山市小松原通一丁目

1番地 

参考図 

 

和歌山県教育委員会告示第2号 

 和歌山県文化財保護条例（昭和31年和歌山県条例第40

号）第4条第1項の規定により、平成22年3月16日次の表に掲

げる和歌山県指定文化財の指定を解除した。 

  平成22年3月30日 

和歌山県教育委員会委員長 宮 永 健 史 
 

（建造物の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者（管理者） 所有者住所 
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有形文化財 

（建造物） 

中筋家邸宅      1件 和歌山市禰宜148番地 楫本重一 和歌山市禰宜148番地 

有形文化財 

（建造物） 

丹生官省符神社社殿  3棟 伊都郡九度山町慈尊院 丹生官省符神社 伊都郡九度山町慈尊院 

有形文化財 

（建造物） 

丹生都比売神社本殿  4棟 伊都郡かつらぎ町上天野230 丹生都比売神社 伊都郡かつらぎ町上天野

230 

有形文化財 

（建造物） 

佐竹家霊屋      1棟 伊都郡高野町高野山奥の院 清浄心院（高野山文化財

保存会）

伊都郡高野町高野山566

有形文化財 

（建造物） 

上杉家霊屋      1棟 伊都郡高野町高野山奥の院 清浄心院（高野山文化財

保存会）

伊都郡高野町高野山566

有形文化財 

（建造物） 

越前松平家霊屋    2棟 伊都郡高野町高野山奥の院 蓮花院（高野山文化財保

存会）

伊都郡高野町高野山399

有形文化財 

（建造物） 

金剛三昧院四所明神社本殿 

           1棟 

伊都郡高野町高野山425 金剛三昧院（高野山文化

財保存会） 

伊都郡高野町高野山425

有形文化財 

（建造物） 

金剛三昧院書院（客殿） 

           1棟 

伊都郡高野町高野山425 金剛三昧院（高野山文化

財保存会） 

伊都郡高野町高野山425

有形文化財 

（建造物） 

普賢院四脚門     1棟 伊都郡高野町高野山605 普賢院（高野山文化財保

存会） 

伊都郡高野町高野山605

有形文化財 

（建造物） 

山王院総社本殿    1棟 伊都郡高野町高野山伽藍 高野山文化財保存会 伊都郡高野町高野山306

有形文化財 

（建造物） 

山王院社 丹生明神社本殿

     高野明神社本殿 

           2棟 

伊都郡高野町高野山伽藍 高野山文化財保存会 伊都郡高野町高野山306

有形文化財 

（建造物） 

高野山大門（三門）  1棟 伊都郡高野町高野山西院 高野山文化財保存会 伊都郡高野町高野山306

有形文化財 

（建造物） 

粉河寺本堂      1棟 紀の川市粉河2787番地 粉河寺 紀の川市粉河2787番地 

有形文化財 

（建造物） 

利生護国寺本堂    1棟 橋本市下兵庫732 利生護国寺 橋本市下兵庫732 

有形文化財 

（建造物） 

熊野那智大社々殿 

 本殿        5棟 

 八社殿       1棟 

 附鈴門透塀     1連 

東牟婁郡那智勝浦町那智山 熊野那智大社 東牟婁郡那智勝浦町那智

山 

有形文化財 

（建造物） 

十三神社本殿     1棟 海草郡紀美野町野中49 十三神社 海草郡紀美野町野中49 

有形文化財 

（建造物） 

十三神社摂社 丹生神社本

殿          1棟 

海草郡紀美野町野中49 十三神社 海草郡紀美野町野中49 

有形文化財 

（建造物） 

十三神社摂社 八幡神社本

殿          1棟 

海草郡紀美野町野中49 十三神社 海草郡紀美野町野中49 

有形文化財 

（建造物） 

長楽寺仏殿      1棟 有田郡有田川町植野348 長楽寺 有田郡有田川町植野348

有形文化財 

（建造物） 

熊野本宮大社社殿   3棟 田辺市本宮町本宮 熊野本宮大社 田辺市本宮町本宮 

有形文化財 

（建造物） 

三船神社本殿 摂社丹生明

神社 高野明神社   3棟 

紀の川市桃山町神田  三船神社 紀の川市桃山町神田 

有形文化財 

（建造物） 

福勝寺本堂      1棟 海南市下津町橘本1065 福勝寺 海南市下津町橘本1065 

有形文化財 

（建造物） 

地蔵峯寺本堂     1棟 海南市下津町橘本1611番地 地蔵峯寺（市野円舜） 海南市下津町橘本1611番

地 

有形文化財 

（建造物） 

粉河寺大門      1棟 紀の川市粉河2787番地 粉河寺 紀の川市粉河2787番地 

有形文化財 

（建造物） 

雨錫寺阿弥陀堂    1棟 有田郡有田川町杉野原976番地 雨錫寺 有田郡有田川町杉野原97

6番地 
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（美術工芸品の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

金地水墨着彩 松月図 円

山応挙筆 

 襖         4面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 雪竹、雪梅図 

円山応挙筆 

 壁         4面 

 襖         6面 

 障子腰板      2面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 虎渓三笑図 長

沢蘆雪筆 

 襖         8面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 白鳩・虎図 長

沢蘆雪筆 

 白鳩図襖     12面 

 虎図襖       8面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 群鶴・竹図 長

沢蘆雪筆 

 群鶴図襖      4面 

 竹図襖       2面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 蛙図 長沢蘆雪

筆 

 障子腰板      2面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

水墨淡彩 牛図 

 襖   8面うち2面白紙 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 裁松・焚経図 

蘆雪指画 

 二曲屏風      1双 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨・淡彩 月雁・群

狗図 長沢蘆雪筆 

 六曲屏風      1双 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 張良吹笛征師図

 長沢蘆雪筆 

 襖         6面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 朝顔図 長沢蘆

雪筆 

 襖         4面 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

絵画） 

紙本水墨 岩上白猿水辺群

猿図 長沢蘆雪筆 

 六曲屏風      1双 

西牟婁郡白浜町富田高瀬 草堂寺 西牟婁郡白浜町富田高瀬

有形文化財 

（美術工芸品・

彫刻） 

薬師如来像      1軀 東牟婁郡那智勝浦町下和田 大泰寺 東牟婁郡那智勝浦町下和

田 

有形文化財 

（美術工芸品・

彫刻） 

金銅半跏思惟弥勒菩薩像 

           1軀 

付木造如意輪半跏像 

           1軀 

銅造如意輪観音像   1軀 

（極楽寺） 

伊都郡かつらぎ町滝 妙見神社 伊都郡かつらぎ町滝 

有形文化財 

（美術工芸品・

彫刻） 

木造千手観音立像   1軀 東牟婁郡那智勝浦町浜の宮349 補陀洛山寺 東牟婁郡那智勝浦町浜の

宮349 

有形文化財 

（美術工芸品・

彫刻） 

木造天照大神坐像   1軀 

木造彦炏出見命坐像  1軀 

木造大山祇命坐像   1軀 

東牟婁郡那智勝浦町浜の宮350 浜の宮大神社 東牟婁郡那智勝浦町浜の

宮350 

有形文化財 

（美術工芸品・ 

木造十一面観音立像  1軀 和歌山市新金屋町3番地 慈光円福院 和歌山市新金屋町3番地
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彫刻）     

有形文化財 

（美術工芸品・

彫刻） 

木造十一面観音立像  1軀 有田市宮原町東526番地 円満寺 有田市宮原町東526番地

有形文化財 

（美術工芸品・

工芸品） 

高野山延寿院の梵鐘  1 海草郡紀美野町長谷宮 泉福寺 海草郡紀美野町長谷宮 

有形文化財 

（美術工芸品・

工芸品） 

鉄製大湯釜      1口 田辺市本宮町本宮 熊野本宮大社 田辺市本宮町本宮 

有形文化財 

（美術工芸品・

書跡） 

壇那売渡状      9巻 東牟婁郡那智勝浦町那智山 熊野那智大社 東牟婁郡那智勝浦町那智

山 

有形文化財 

（美術工芸品・

書跡） 

先達状        1巻 

 其他 

 雑文書 

東牟婁郡那智勝浦町那智山 熊野那智大社 東牟婁郡那智勝浦町那智

山 

有形文化財 

（美術工芸品・

書跡） 

譲状         1巻 

 其他 

 雑文書 

東牟婁郡那智勝浦町那智山 熊野那智大社 東牟婁郡那智勝浦町那智

山 

有形文化財 

（美術工芸品・

書跡） 

貢米、屋敷及び敷地売渡状

           1巻 

東牟婁郡那智勝浦町那智山 熊野那智大社 東牟婁郡那智勝浦町那智

山 

有形文化財 

（美術工芸品・

書跡） 

神護寺領紀伊国桛田荘絵図 

           1幅 

伊都郡かつらぎ町萩原56 宝来山神社 伊都郡かつらぎ町萩原56

有形文化財 

（美術工芸品・

歴史資料） 

高野版板木    5,978板 

 附 保護添板   49枚 

伊都郡高野町高野山425番地 

 

伊都郡高野町高野山132番地 

金剛三昧院 

（486枚） 

金剛峯寺 

（5,492枚、附保護添板 

49枚） 

伊都郡高野町高野山425

番地 

 

伊都郡高野町高野山132

番地 

 

（史跡の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 

記念物 

（史跡） 

高野の町石 

    217基外に1里石4基 

伊都郡高野町高野山 金剛峯寺

境内及び同山林 

金剛峯寺 伊都郡高野町高野山132

番地 

記念物 

（史跡） 

高山寺の貝塚 田辺市稲成町392番地 高山寺 田辺市稲成町392番地 

記念物 

（史跡） 

下里古墳 東牟婁郡那智勝浦町下里尾藪35

6 

那智勝浦町 東牟婁郡那智勝浦町大字

天満1185-1 

 

（史跡・名勝の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 

記念物 

（史跡・名勝） 

紀藩水軒御用地 和歌山市西浜字下川向ノ坪1160

-1185番 

株式会社養翠園 和歌山市西浜1164番地 

 

（名勝の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 

記念物 

（名勝） 

根来寺庭園 岩出市大字根来2287番地 根来寺 岩出市大字根来2286番地

記念物 

（名勝） 

粉河寺庭園 紀の川市粉河2787番地 粉河寺 紀の川市粉河2787番地 

 

（天然記念物の部） 

種別 名称及び員数 所在の場所 所有者 所有者住所 
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記念物 

（天然記念物） 

稲積島の植物群落 西牟婁郡すさみ町大字周参見53

52番地 

すさみ町 

 

西牟婁郡すさみ町周参見

4120-1 

 

（無形民俗文化財の部） 

種別 名称 所在の場所 保持団体 保持団体住所 

民俗文化財 

（無形民俗文化

財） 

花園の御田の舞 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬 花園村郷土古典芸能保存

会 

伊都郡かつらぎ町花園梁

瀬 

民俗文化財 

（無形民俗文化

財） 

古座の獅子舞 東牟婁郡串本町古座 古座獅子舞保存会 東牟婁郡串本町古座 

民俗文化財 

（無形民俗文化

財） 

古座川河内祭 東牟婁郡串本町古座 古座川河内祭保存会 東牟婁郡串本町古座 

民俗文化財 

（無形民俗文化

財） 

粟生のおも講と堂徒式 有田郡有田川町粟生 粟生のおも講と堂徒式保

存会 

有田郡有田川町粟生 

民俗文化財 

（無形民俗文化

財） 

杉野原の御田の舞 有田郡有田川町杉野原 杉野原の御田の舞保存会 有田郡有田川町杉野原52

 

和歌山県教育委員会告示第3号 

 昭和47年和歌山県教育委員会告示第4号（文化財の指定）

の一部を次のように改正する。 

  平成22年3月30日 

和歌山県教育委員会委員長 宮 永 健 史 

 
 

「 

          

 史 跡  中世

 文覚

「 

 表中 

 史 跡  中世農耕用水路跡 

 文覚井 

 伊都郡かつらぎ町

笠田東1633-15・1

634-14・1635-3・

1645-7番地 

笠田中1008-56番

地 

伊都郡かつらぎ町

笠田東 

文覚井水利組合 

伊都郡かつらぎ町

笠田東 

文覚井水利組合代

表岩本利一 

」 

を    

             

 

農耕用水路跡 

井 

 伊都郡かつらぎ町

笠田東1627番1地

先から伊都郡かつ

らぎ町萩原759番1

地先までの水路、

伊都郡かつらぎ町

萩原759番1地先か

ら伊都郡かつらぎ

町笠田東1148番1

地先までの水路及

び伊都郡かつらぎ

町萩原759番1地先

から伊都郡かつら

ぎ町萩原273番2地

先までの水路 

伊都郡かつらぎ町

大字丁ノ町2160番

地 

かつらぎ町 

伊都郡かつらぎ町

笠田東 

文覚井水利組合代

表和田栄治 

」

に改める。 
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