
国登録有形文化財（建造物）一覧
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鹿児島県立博物館考古資料館 鹿児島市城山町１－１ 鹿児島県 平10.12.11

鹿児島市庁舎本館 鹿児島市山下町１１－１ 鹿児島市 平10.12.11

南日本銀行本店 鹿児島市山下町１－１ 株式会社南日本銀行 平10.12.11

旧芹ヶ野島津家金山鉱業事業所 鹿児島市吉野町9688-1 株式会社島津興業 平11.8.23

旧島津家吉野殖林所 鹿児島市吉野町9688-24 株式会社島津興業 平11.8.23

仙巖園内濾過池 鹿児島市吉野町9700-1 株式会社島津興業 平13.8.28

鹿島村離島住民生活センター（旧藺牟田漁業組合） 薩摩川内市鹿島町藺牟田1611-5 薩摩川内市 平13.8.28

山田の凱旋門 姶良市下名1178 姶良市 平13.8.28

白金酒造石蔵 姶良市脇元1943-1 白金酒造株式会社 平13.8.28

森山家住宅土蔵 姶良市加治木町朝日町172 姶良市 平14.6.25

加治木町立図書館（旧郷土館陳列館） 姶良市加治木町仮屋町250 姶良市 平14.6.25

加治木町立図書館（旧郷土館日本館） 姶良市加治木町仮屋町250 姶良市 平14.6.25

加治木町立図書館（旧郷土館付属石造倉庫） 姶良市加治木町仮屋町250 姶良市 平14.6.25

鹿児島県立鹿児島工業高等学校大煙突 鹿児島市草牟田2-57-1 鹿児島県 平16.6.9

新大橋 薩摩川内市入来町浦之名蒲生原 薩摩川内市 平16.11.8

池田家住宅主屋 霧島市横川町中ノ小字上岸田11-1 個人 平17.7.12

池田家住宅石倉 霧島市横川町中ノ小字上岸田11-1 個人 平17.7.12

森山家住宅石倉 霧島市横川町中ノ小字諏訪985 霧島市 平17.7.12

鹿児島市中央公民館 鹿児島市山下町 鹿児島市 平17.11.10

旧曽木発電所本館 伊佐市大口宮人地内 国(国土交通省) 平18.3.2

旧曽木発電所ヘッドタンク 伊佐市大口宮人地内 国(国土交通省) 平18.3.2

JR肥薩線嘉例川駅駅舎 霧島市隼人町嘉例川2176 霧島市 平18.3.2

霧島神宮社務所 霧島市霧島田口 宗教法人霧島神宮 平18.8.3

森山家住宅主屋 姶良市加治木町朝日町172 姶良市 平18.8.3

古仁屋小学校旧奉安殿 大島郡瀬戸内町古仁屋小勝原 瀬戸内町 平18.8.3

節子小中学校旧奉安殿 大島郡瀬戸内町節子 瀬戸内町 平18.8.3

池地小中学校旧奉安殿 大島郡瀬戸内町池地 瀬戸内町 平18.8.3

薩川小学校旧奉安殿 大島郡瀬戸内町薩川 瀬戸内町 平18.8.3

須子茂小学校旧奉安殿 大島郡瀬戸内町須子茂 瀬戸内町 平18.8.3

旧木慈小学校奉安殿 大島郡瀬戸内町木慈 瀬戸内町 平18.8.3

鹿児島大学総合研究博物館常設展示室 鹿児島市郡元１－２１－２４ 国立大学法人鹿児島大学 平18.10.18

南洲神社電燈 鹿児島市上竜尾町２－１ 宗教法人南洲神社 平18.10.18

JR肥薩線大隅横川駅駅舎 霧島市横川町中ノ３９－１ 霧島市 平18.10.18

潮音館(旧重富島津家住宅米蔵) 鹿児島市清水町３１－８ 個人 平19.5.15

旧勝目郵便局 南九州市川辺町中山田１１３４－３ 個人 平19.5.15

鹿児島県立甲南高等学校本館 鹿児島市上之園町23-1 鹿児島県 平19.7.31

鹿児島県立鹿児島中央高等学校本館及び講堂 鹿児島市加治屋町10-1 鹿児島県 平19.7.31

そお鹿児島農協財部支所石蔵倉庫 曽於市財部町北俣1872-1 そお鹿児島農業協同組合 平19.7.31

丁子屋石蔵 南さつま市加世田唐仁原6026 株式会社丁子屋 平19.7.31

旧陸軍知覧飛行場防火水槽 南九州市知覧町郡17932 南九州市 平19.7.31

旧陸軍知覧飛行場弾薬庫 南九州市知覧町郡17919-1 南九州市 平19.7.31

旧陸軍知覧飛行場着陸訓練施設鎮碇 南九州市知覧町郡17885-3 南九州市 平19.7.31

横峯家住宅主屋 南九州市知覧町永里1226 個人 平19.7.31

鹿浦小学校旧奉安殿 大島郡伊仙町阿三字為の当2206-5 伊仙町 平19.7.31
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旧黒木回春堂医院 日置市吹上町永吉14307 個人 平19.10.2

森山家住宅旧作業場 姶良市加治木町朝日町172 姶良市 平19.10.2

薗家住宅主屋 奄美市笠利町大字用安字竹作167-1 個人 平19.12.5

奄美ばしゃ山民俗村旧安田家住宅主屋 奄美市笠利町大字用安字車万川1505-1 有限会社島おこしの里 平19.12.5

安田家住宅主屋 南九州市知覧町南別府字下村25820 個人 平19.12.5

安田家住宅土蔵一 南九州市知覧町南別府字下村25820 個人 平19.12.5

安田家住宅土蔵二 南九州市知覧町南別府字下村25820 個人 平19.12.5

安田家住宅門及び石垣 南九州市知覧町南別府字下村25820 個人 平19.12.5

松下家住宅主屋 南九州市知覧町南別府字東塩屋27024 個人 平19.12.5

松下家住宅土蔵 南九州市知覧町南別府字東塩屋27024 個人 平19.12.5

松下家住宅石垣 南九州市知覧町南別府字東塩屋27024 個人 平19.12.5

吉田家住宅土蔵 南九州市知覧町南別府字濱ノ上23295 個人 平19.12.5

今里小中学校旧奉安殿 大島郡大和村今里字クツレ361-1 大和村 平19.12.5

鹿児島旧港北防波堤灯台 鹿児島市本港新町 鹿児島県 平20.3.7

九州電力大田発電所本館 日置市伊集院町大田字管田3109-1 九州電力株式会社 平20.3.7

県政記念館（旧鹿児島県庁舎本館） 鹿児島市山下町14-1 鹿児島県 平20.4.18

旧鹿児島県庁舎正面門 鹿児島市山下町14-1 鹿児島県 平20.4.18

旧鹿児島県立尋常中学校門 鹿児島市山下町14-1 鹿児島県 平20.4.18

鹿児島県立博物館（旧鹿児島県立図書館） 鹿児島市城山町1-1 鹿児島県 平20.4.18

宮ヶ浜港防波堤（桿海隄） 指宿市東方宮ヶ浜 鹿児島県 平20.4.18

大崎公民館(旧大崎報公議會舘)本館 南さつま市加世田唐仁原6078-2　他 大崎公民館 平20.4.18

大崎公民館(旧大崎報公議會舘)門及び石塀 南さつま市加世田唐仁原6078-2　他 大崎公民館 平20.4.18

新照寺本堂 姶良市住吉字櫻木５４６ 新照寺 平20.4.18

新照寺正門 姶良市住吉字櫻木５４６ 新照寺 平20.4.18

新照寺石塀 姶良市住吉字櫻木５４６ 新照寺 平20.4.18

新照寺通用門 姶良市住吉字櫻木５４６ 新照寺 平20.4.18

瀬留カトリック教会聖堂 大島郡龍郷町大字瀬留字中郷原２７１－１ カトリック教会鹿児島司教区 平20.4.18

瀬留カトリック教会司祭館 大島郡龍郷町大字瀬留字中郷原２７１－１ カトリック教会鹿児島司教区 平20.4.18

丸十金物百貨店店舗 指宿市西方４８２６ 個人 平20.10.23

丸十金物百貨店蔵 指宿市西方４８２６ 個人 平20.10.23

中俣家住宅主屋 指宿市西方字宮ヶ濱中４６７４ 個人 平20.10.23

坂本家住宅主屋 指宿市西方４６８１ 個人 平20.10.23

蜷川菓子店店舗兼主屋 指宿市西方字仮屋ノ下４６８２ 個人 平20.10.23

重富小学校正門（旧鹿児島県庁正門） 姶良市平松5636 姶良市 平21.4.28

川上中学校本校舎 肝属郡肝付町後田6339-23 肝付町 平21.4.28

旧鰺坂医院 南さつま市加世田武田１８２７８ 個人 平21.8.7

旧岩切家住宅高倉 大島郡龍郷町瀬留字浜田原９６８－１ 龍郷町 平21.8.7

旧大司家住宅高倉 大島郡龍郷町瀬留字浜田原９６８－１ 龍郷町 平21.8.7

旧有村商事高倉 大島郡龍郷町瀬留字浜田原９６８－１ 龍郷町 平21.8.7

都萬神社本殿 曽於郡大崎町假宿字西迫1589 都萬神社 平21.11.2

都萬神社拝殿 曽於郡大崎町假宿字西迫1589 都萬神社 平21.11.2

都萬神社末社伊勢宮 曽於郡大崎町假宿字西迫1589 都萬神社 平21.11.2

都萬神社末社稲荷神社 曽於郡大崎町假宿字西迫1589 都萬神社 平21.11.2

都萬神社末社五林大明神社 曽於郡大崎町假宿字西迫1589 都萬神社 平21.11.2

都萬神社末社山王神社 曽於郡大崎町假宿字西迫1589 都萬神社 平21.11.2
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九州電力妙見発電所本館 霧島市牧園町宿窪田字葉切４２２４－１ 九州電力株式会社 平23.1.26

九州電力妙見発電所１号機ヘッドタンク 霧島市牧園町宿窪田字葉切４２２４－６ 九州電力株式会社 平23.1.26

九州電力妙見発電所2号機及び3号機ヘッドタンク 霧島市牧園町宿窪田字葉切４２２４－６ 九州電力株式会社 平23.1.26

鮫島家住宅主屋 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７５ 個人 平23.7.25

鮫島家住宅内蔵 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７５ 個人 平23.7.25

鮫島家住宅蔵 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７５ 個人 平23.7.25

鮫島家住宅井戸 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７４－１ 個人 平23.7.25

鮫島家住宅門 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７５ 個人 平23.7.25

鮫島家住宅坪庭門 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７５ 個人 平23.7.25

鮫島家住宅石塀 南さつま市加世田武田字下上鴻巣１８２７５ 個人 平23.7.25

鮫島博家住宅主屋 南さつま市加世田武田１７８２４－１ 個人 平24.8.13

鮫島博家住宅蔵 南さつま市加世田武田１７８２４－１ 個人 平24.8.13

鮫島博家住宅門 南さつま市加世田武田１７８２４－１ 個人 平24.8.13

鮫島博家住宅石塀 南さつま市加世田武田１７８２４－１ 個人 平24.8.13

旧鯵坂家住宅主屋 南さつま市加世田武田字下鴻巣１７８３０番地１ 南さつま市 平25.6.21

旧鯵坂家住宅蔵 南さつま市加世田武田字下鴻巣１７８３０番地１ 南さつま市 平25.6.21

旧鯵坂家住宅門 南さつま市加世田武田字下鴻巣１７８３０番地１ 南さつま市 平25.6.21

旧鯵坂家住宅石塀 南さつま市加世田武田字下鴻巣１７８３０番地１ 南さつま市 平25.6.21

旧重富島津家別邸主屋 鹿児島市清水町１８ 株式会社プラスエスコーポレーション 平26.4.25

旧重富島津家別邸石塀 鹿児島市清水町１８ 株式会社プラスエスコーポレーション 平26.4.25

鹿児島県民教育文化研究所 鹿児島市春日町４－１ 鹿児島県教育会館 平26.4.25

蛭川家住宅（旧遠矢家住宅）主屋 曽於市大隅町字馬場５６６ 個人 平27.8.4

蛭川家住宅（旧遠矢家住宅）蔵 曽於市大隅町字馬場５６６ 個人 平27.8.4

蛭川家住宅（旧遠矢家住宅）門 曽於市大隅町字馬場５６６ 個人 平27.8.4

旧上妻家住宅主屋 西之表市西之表9819 西之表市 平29.5.2

旧上妻家住宅門 西之表市西之表字下小牧9819-2 西之表市 平29.5.2

八板家住宅主屋 西之表市西町6989 西之表市 平29.10.27

市来大迫家住宅 いちき串木野市湊町３丁目12 いちき串木野市 平30.3.27

遠藤家住宅主屋 西之表市西町7105 個人 令3.2.26

岩元家住宅主屋 南さつま市坊津町秋目794 個人 令3.2.26

屋久島灯台 熊毛郡屋久島町永田字瀬切4143-3 海上保安庁 令3.6.24

屋久島灯台石塀 熊毛郡屋久島町永田字瀬切4143-3 海上保安庁 令3.6.24

旧山尋常高等小学校校舎 大島郡徳之島町山字兼久田1808-イ 徳之島町 令3.10.14

山小学校校舎 大島郡徳之島町山字兼久田1808-イ 徳之島町 令4.10.31

それぞれの国登録有形文化財（建造物）の詳細については，
県のホームページで紹介しておりますので，そちらを御覧くだ
さい。


