
福岡県　国・県指定文化財：民俗文化財

市町村名 区分 種別 名称 所在の場所 保持者・所有者
県

指定
番号

指定年月日

吉富町 国 有民

傀儡子
　　御舞人形　　　二〇体
　　相撲人形　　　二二体
　　行司人形　   　 一体
　　四本柱人形　　　四体

築上郡吉富町 八幡古表神社 昭和31年4月26日

北九州市 県 有民
ひらた船
　　附　船具一括

福岡県立折尾高等学
校
（北九州市八幡西
区）

福岡県 35 昭和37年4月19日

北九州市 県 有民 天秤

北九州市立自然史・
歴史博物館
（北九州市八幡東
区）

北九州市 1 昭和29年5月15日

北九州市 県 有民 堀越の十三塚
北九州市小倉南区堀
越

北九州市、
北九州市堀越区

49 昭和38年1月16日

北九州市 県 有民
中村平左衛門日記
　　日記   三十六冊
  　日記抄出   一冊

北九州市立自然史・
歴史博物館
（北九州市八幡東
区）

北九州市 50 昭和38年12月24日

北九州市 県 有民 中原嘉左右日記

北九州市立自然史・
歴史博物館
（北九州市八幡東
区）

北九州市 51 昭和38年12月24日

北九州市 県 有民
小森承之助日記
　　附  安政七年庚申歳日記
　　　　小森役所  一冊

北九州市立自然史・
歴史博物館
（北九州市八幡東
区）

北九州市 63 昭和43年2月3日

北九州市 県 有民
輪蔵
　　附　経蔵

北九州市小倉北区 永照寺 43 昭和38年1月16日

北九州市 県 有民
戸畑祇園大山笠
   勾欄・水引・切幕・見送等
　　（明治含む以前のもの）

北九州市立自然史・
歴史博物館
（北九州市八幡東
区）

戸畑祇園大山笠振興会 14 昭和32年4月23日

北九州市 県 有民 小倉祇園祭のだし（山鉾）

北九州市小倉北区、
北九州市立自然史・
歴史博物館（北九州
市八幡東区）

北九州市小倉北区古船場
町町内会、堺町、大門
町、紺屋町、西鍛冶町

52 昭和38年12月24日

北九州市 県 有民 小倉織縞手本

北九州市立自然史・
歴史博物館
（北九州市八幡東
区）

個人 11 昭和32年4月23日

福岡市 県 有民 博多人形師　白水仁作／武平　製作遺品
福岡市博物館
（福岡市早良区）

福岡市 18 昭和33年11月13日

福岡市 県 有民 どんざ
福岡市博物館
（福岡市早良区）

福岡市 55 昭和39年5月7日

福岡市 県 有民 筥崎宮秋祭遷幸之図　上下 福岡市東区 筥崎宮 25 昭和37年2月20日

福岡市 県 有民 筥崎宮の禁断碑 福岡市東区 筥崎宮 26 昭和37年2月20日

福岡市 県 有民
櫛田神社の力石
  　附  大鵬銘一個
　　　　無銘一個

福岡市博多区 櫛田神社 31 昭和37年2月20日

福岡市 県 有民 博多祇園山笠絵馬
櫛田神社博多歴史館
（福岡市博多区）

櫛田神社 79 昭和55年3月1日

福岡市 県 有民 木造渡唐天神立像
福岡市博物館
（福岡市早良区）

水鏡神社 41 昭和37年7月26日

福岡市 県 有民
輪蔵
　　附　経蔵

福岡市博多区 聖福寺 46 昭和38年1月16日

福岡市 県 有民
輪蔵
 　附　経蔵

福岡市博多区 崇福寺 47 昭和38年1月16日

福岡市 県 有民

博多松ばやしの古面
　　福神　　 新旧二面
　　恵比須　 陰陽二面
　　大黒天　 新旧二面

福岡市博多区 博多松囃子振興会 64 昭和44年5月1日

令和3年3月26日現在
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市町村名 区分 種別 名称 所在の場所 保持者・所有者
県

指定
番号

指定年月日

福岡市 県 有民

博多織古裂見本（屏風張混）
   　同（被布仕立）
  　 同（伏紗仕立）
   　同（蒲団地仕立）
   　同（見本帳）
   　博多織女帯
   　附　頼山陽筆博多織帯歌  一点

福岡市 個人 3 昭和30年3月5日

福岡市 県 有民 博多織古裂見本（見本帳） 福岡市 個人 5 昭和30年3月5日

福岡市 県 有民 博多織見本帳 福岡市 個人 12 昭和32年4月23日

福岡市 県 有民 大浜流灌頂大燈籠 福岡市 個人 16 昭和33年7月26日

福岡市 県 有民
博多町内祭礼用具
　　幕、箱、シッポク台

福岡市 個人 17 昭和33年11月13日

大牟田市 県 有民 四箇湯谷柳川領境界石 大牟田市 大牟田市 48 昭和38年1月16日

久留米市 県 有民 合川のあげ舟 久留米市 久留米市 88 平成22年3月24日

久留米市 県 有民 石造青面金剛像 久留米市 日吉神社 32 昭和37年2月20日

久留米市 県 有民 石造宝篋印塔 久留米市 法泉寺 40 昭和37年7月26日

久留米市 県 有民
輪蔵
　　附　経蔵

久留米市 伯東寺 70 昭和46年2月18日

直方市 県 有民 植木の空也上人像 直方市 京町上人像組合 36 昭和37年4月19日

飯塚市 県 有民 飯塚の紙芝居及び上演用具
飯塚市歴史資料館
（飯塚市）

飯塚市 89 平成27年3月17日

田川市 県 有民 山本作兵衛炭坑絵画資料
田川市石炭・歴史博
物館（田川市）

田川市 84 平成8年7月3日

筑後市 県 有民 石造狛犬 筑後市 老松神社 39 昭和37年7月26日

筑後市 県 有民 木造獅子頭　永正十五年銘 筑後市 水田天満宮 22 昭和36年1月14日

筑後市 県 有民 木造火王水王面　天文十年銘 筑後市 水田天満宮 23 昭和36年1月14日

大川市 県 有民 日吉神社の船御輿 大川市 日吉神社 53 昭和38年12月24日

豊前市 県 有民 求菩提山修験道遺品
求菩提資料館
（豊前市）

豊前市 73 昭和48年4月19日

豊前市 県 有民 大富神社の棟札 豊前市 大富神社 10 昭和31年7月28日

豊前市 県 有民
盲僧琵琶（ささびわ及び附属品十二点）
  　附　文献　二冊

求菩提資料館
（豊前市）

個人 8 昭和31年7月28日

豊前市 県 有民 宇佐宮お杣始の掛札及び箱
求菩提資料館
（豊前市）

個人 9 昭和31年7月28日

春日市 県 有民 博多人形祖型 春日市 個人 82 昭和63年12月17日

大野城市 県 有民 筒井の井戸 大野城市 大野城市 71 昭和47年4月15日

宗像市 県 有民 海女の用具
宗像市郷土文化学習
交流館（宗像市）

宗像市 24 昭和36年1月14日

太宰府市 県 有民 宝満山山岳信仰関係資料 太宰府市 竃門神社 27 平成23年3月18日

太宰府市 県 有民 太宰府天満宮の力石 太宰府市 太宰府天満宮 30 昭和37年2月20日

福津市 県 有民 一楽院文書並に法具類 福津市 金毘羅神社 34 昭和37年4月19日

福津市 県 有民
福間浦鰯漁絵馬
  　附　寛政六年銘絵馬　一面

福津市 諏訪神社 80 昭和55年3月1日
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市町村名 区分 種別 名称 所在の場所 保持者・所有者
県

指定
番号

指定年月日

福津市 県 有民

天正三年拾月起拾月祭座帳
　　附　舎利山縁起宝永本　　　　 一巻
        舎利山縁起安政本　　　　 一巻
        紙本仙厓筆舎利山関係文書 二幅
        仙厓筆舎利山額　　　　　 一面
        舎利四十四粒　　　　　　 一箱
　　  　舎利五粒　　　　　　　　 一箱

福津市 舎利蔵区 67 昭和44年10月24日

うきは市 県 有民
小椎尾神社旧神像敷板一枚並びに
岩屋堂木彫阿弥陀如来坐像　一躯
  　附　木彫僧形坐像　二躯

うきは市、
うきは市浮羽歴史民
俗資料館

小椎尾神社 56 昭和39年5月7日

うきは市 県 有民
御粥占い面絵記録
　　附　御粥箱　一箱

うきは市 諏訪神社 57 昭和39年5月7日

うきは市 県 有民 油絵元寇　矢田一嘯筆 うきは市 本佛寺 21 昭和36年1月14日

宮若市 県 有民
若宮の舞台
　　乙野の舞台
　　宮永の舞台

宮若市
宮若市乙野区、
宮若市宮永区自治会

85 平成16年2月18日

嘉麻市 県 有民 山野の石像群 嘉麻市 若八幡神社 19 昭和34年3月31日

朝倉市 県 有民 恵蘇八幡宮獅子頭 朝倉市 恵蘇八幡宮 29 昭和37年2月20日

朝倉市 県 有民
須賀神社の社倉（備荒庫）
 　附　由緒碑　一基

朝倉市 須賀神社 74 昭和49年8月6日

みやま市 県 有民 大人形・大提灯 みやま市瀬高町 八坂神社 15 昭和31年1月16日

みやま市 県 有民 大賀宗白寄進大般若経
柳川古文書館
（柳川古文書館）

大般若経保存会 13 昭和32年4月23日

宇美町 県 有民 宇美八幡宮の安産信仰に関する伝説地 糟屋郡宇美町 宇美八幡宮 7 昭和30年9月6日

宇美町 県 有民 聖母宮神像 糟屋郡宇美町 宇美八幡宮 20 昭和35年8月16日

篠栗町 県 有民 木造庚申尊天立像、両脇侍共 糟屋郡篠栗町 遍照院 38 昭和37年7月26日

芦屋町 県 有民 ひらた船
芦屋町中央公民館
（遠賀郡芦屋町）

芦屋町 42 昭和38年1月16日

芦屋町 県 有民 芦屋役者関係資料
芦屋町歴史民俗資料
館
（遠賀郡芦屋町）

芦屋町 87 平成20年3月31日

芦屋町 県 有民 筑前芦屋の漁労用具
芦屋町歴史民俗資料
館
（遠賀郡芦屋町）

芦屋町 89 平成24年3月26日

芦屋町 県 有民
芦屋の空也上人像
  　附　関係資料　一括

遠賀郡芦屋町 安長寺 37 昭和37年4月19日

芦屋町 県 有民
輪蔵
　　附　経蔵

遠賀郡芦屋町 安楽寺 44 昭和38年1月16日

芦屋町 県 有民 千光院・寺中町関係資料 遠賀郡芦屋町 岡湊神社 78 昭和55年3月1日

芦屋町 県 有民 海雲寺の宝篋印塔 遠賀郡芦屋町 海雲寺 28 昭和37年2月20日

福岡市
須恵町
志免町

県 有民
筑前須恵眼目療治関係資料
　　附　関係文書　十八点

須恵町立歴史民俗資
料館（糟屋郡須恵
町）

須恵町、個人 86 平成17年10月5日

東峰村 県 有民 修験道深仙宿資料 朝倉郡東峰村 東峰村 81 昭和60年5月28日

添田町 県 有民 英彦山資料 田川郡添田町
英彦山神宮、添田町、個
人

75 昭和52年4月9日

添田町 県 有民 英彦山修験道関係文書 田川郡添田町 英彦山神宮、個人 76 昭和53年3月25日

添田町 県 有民 高田家所蔵英彦山修験道文書 田川郡添田町 個人 77 昭和53年3月25日

添田町 県 有民 英彦山楞厳坊修験資料 田川郡添田町 個人 83 平成3年11月15日

川崎町 県 有民
輪蔵
  　附　経蔵

田川郡川崎町 光蓮寺 45 昭和38年1月16日

上毛町 県 有民
輪蔵
  　附　護符等張紙

築上郡上毛町 覚円寺 65 昭和44年5月1日
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市町村名 区分 種別 名称 所在の場所 保持者・所有者
県

指定
番号

指定年月日

上毛町 県 有民 木造薬師如来坐像 築上郡上毛町 覚円寺 66 昭和44年5月1日

上毛町 県 有民 護摩壇 築上郡上毛町 三社神社 68 昭和46年2月18日

上毛町 県 有民 松尾山山岳信仰関係資料 築上郡上毛町 三社神社、上毛町 69 昭和46年2月18日

築上町 県 有民

西山宗因筆連歌懐紙
　　一、賦初何連歌百韻　一冊
　　二、浜宮千句　　　　一冊
　　附　連歌懐紙箱　　　一箱

太宰府天満宮宝物殿
（太宰府市）

綱敷天満宮 60 昭和41年11月15日

築上町 県 有民

小笠原家奉納和歌集及び連歌懐紙
　　一、浜宮聖廟法楽詠五十首和歌　一巻
　　二、夢想之連歌百韻　　　　　　一冊
　　三、聖廟之法楽百韻　　　　　　一冊

太宰府天満宮宝物殿
（太宰府市）

綱敷天満宮 61 昭和41年11月15日

築上町 県 有民 紙本著色怒天神像
太宰府天満宮宝物殿
（太宰府市）

綱敷天満宮 62 昭和41年11月15日

築上町 県 有民 小倉県焼印 築上郡築上町 個人 2 昭和30年3月5日

北九州市 国 無民 戸畑祇園大山笠行事 北九州市戸畑区 戸畑祇園大山笠振興会 昭和55年1月28日

北九州市 国 無民 小倉祇園祭の小倉祇園太鼓 北九州市小倉北区 小倉祇園太鼓保存振興会 平成31年3月28日

福岡市 国 無民 博多祇園山笠行事 福岡市博多区 博多祇園山笠振興会 昭和54年2月3日

福岡市 国 無民 博多松囃子 福岡市博多区 博多松囃子振興会 令和2年3月16日

久留米市 国 無民 大善寺玉垂宮の鬼夜 久留米市 大善寺玉垂宮鬼夜保存会 平成6年12月13日

八女市 国 無民 八女福島の燈籠人形 八女市
文化財福島燈籠人形保存
会

昭和52年5月17日

豊前市 国 無民 山田の感応楽 豊前市 豊前感応楽保存会 令和2年3月16日

春日市 国 無民 春日の婿押し 春日市 春日三期組合 平成7年12月26日

みやま市 国 無民 幸若舞 みやま市 幸若舞保存会 昭和51年5月4日

苅田町 国 無民 等覚寺の松会 京都郡苅田町 等覚寺松会保存会 平成10年12月16日

吉富町 国 無民 八幡古表神社の傀儡子の舞と相撲 築上郡吉富町 細男舞保存会 昭和58年1月11日

福岡県
豊前地域

国 無民 豊前神楽

福岡県豊前地域（北
九州市、田川市、行
橋市、豊前市、添田
町、赤村、苅田町、
みやこ町、吉富町、
上毛町、築上町）、
大分県中津市、宇佐
市

福岡県豊前神楽保存連合
会、
大分県豊前神楽保存連合
会

平成28年3月2日

北九州市 県 無民
黒崎祇園行事
　　附　関係古文書、笹山笠、太鼓

北九州市八幡西区 黒崎祇園山笠保存会 7 昭和51年4月24日

北九州市 県 無民 道原楽 北九州市小倉南区 道原楽保存会 22 昭和51年4月24日

北九州市 県 無民 石田楽 北九州市小倉南区 石田楽保存会 24 昭和51年4月24日
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市町村名 区分 種別 名称 所在の場所 保持者・所有者
県

指定
番号

指定年月日

北九州市 県 無民 沼楽 北九州市小倉南区 沼楽保存会 25 昭和51年4月24日

北九州市 県 無民 和布刈行事 北九州市門司区 和布刈神社 45 昭和51年4月24日

北九州市 県 無民 木屋瀬盆踊 北九州市八幡西区 木屋瀬宿場踊振興保存会 56 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 志賀海神社神幸行事 福岡市東区 志賀海神社 10 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 志賀海神社歩射祭 福岡市東区 志賀海神社 47 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 山ほめ祭 福岡市東区 志賀海神社 49 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 香椎宮奉納獅子楽 福岡市東区 香椎宮奉納獅子楽保存会 30 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 飯盛神社のかゆ占 福岡市西区 飯盛神社のかゆ占保存会 51 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 今津人形芝居 福岡市西区 今津人形芝居保存会 59 昭和51年4月24日

福岡市 県 無民 はやま行事 福岡市東区 早魚行事保存会 52 昭和51年4月24日

久留米市 県 無民 北野天満神社神幸行事 久留米市 北野天満神社 14 昭和51年4月24日

久留米市 県 無民 動乱蜂 久留米市
無形民俗文化財花火動乱
蜂保存会

64 昭和51年4月24日

直方市 県 無民 多賀神社神幸行事 直方市
多賀神社御神幸執行委員
会

12 昭和51年4月24日

直方市 県 無民 直方日若踊 直方市 日若踊保存育成連合会 53 昭和51年4月24日

直方市 県 無民 植木三申踊 直方市 植木三申踊保存会 55 昭和51年4月24日

飯塚市 県 無民 綱分八幡宮神幸行事 飯塚市
綱分八幡宮放生会御神幸
祭保存会

11 昭和51年4月24日

飯塚市 県 無民 大分の獅子舞 飯塚市 大分獅子保存会 31 昭和51年4月24日

田川市 県 無民 風治八幡神社川渡行事 田川市 川渡り神幸祭山笠保存会 1 昭和51年4月24日

田川市 県 無民 伊加利人形芝居 田川市 伊加利人形芝居保存会 58 昭和51年4月24日

柳川市 県 無民
どろつくどん
　　附　関係資料　一括

柳川市 柳川どろつくどん保存会 15 昭和51年4月24日

柳川市 県 無民 日子山神社風流 柳川市 日子山神社風流保存会 18 昭和51年4月24日

柳川市 県 無民 今古賀風流 柳川市 今古賀風流保存会 19 昭和51年4月24日

八女市 県 無民 田代の風流 八女市 田代風流保存会 16 昭和51年4月24日

八女市 県 無民 八女津媛神社の浮立 八女市 八女津媛神社浮立保存会 20 昭和51年4月24日

八女市 県 無民 はんや舞 八女市 風流はんや舞保存会 28 昭和51年4月24日

八女市 県 無民 旭座人形芝居 八女市 旭座人形芝居保存会 60 昭和51年4月24日

筑後市 県 無民 稚児風流 筑後市
水田天満宮稚児風流保存
会

17 昭和51年4月24日

筑後市 県 無民 熊野神社鬼の修正会 筑後市
熊野神社鬼の修正会保存
会

63 昭和51年4月24日

筑後市 県 無民 千燈明 筑後市 水田天満宮千燈明保存会 65 昭和51年4月24日

筑後市 県 無民 久富の盆綱曳き行事 筑後市
久富観音堂盆綱曳き保存
会

73 平成8年7月3日

行橋市 県 無民 今井祇園行事 行橋市 今井西祇園会 9 昭和51年4月24日

行橋市 県 無民 下検地楽 行橋市 検地楽保存会 26 昭和51年4月24日
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豊前市 県 無民 大富神社神幸行事 豊前市 大富神社 2 昭和51年4月24日

豊前市 県 無民 求菩提山のお田植祭 豊前市 求菩提山お田植保存会 43 昭和51年4月24日

宗像市 県 無民 鐘崎盆踊り 宗像市 鐘崎盆踊振興会 71 平成3年11月15日

太宰府市 県 無民 太宰府天満宮神幸行事 太宰府市 太宰府天満宮 13 昭和51年4月24日

太宰府市 県 無民 竹の曲 太宰府市 竹の曲保存会 39 昭和51年4月24日

太宰府市 県 無民 鬼すべ 太宰府市 太宰府天満宮氏子会 62 昭和51年4月24日

宮若市 県 無民 平八月祭り 宮若市 平八月祭り保存会 76 平成16年2月18日

嘉麻市 県 無民 山野の楽 嘉麻市 山野ん楽保存会 27 昭和51年4月24日

朝倉市 県 無民 杷木の泥打 朝倉市
朝倉市泥打ちまつり実行
委員会

46 昭和51年4月24日

朝倉市 県 無民 蜷城の獅子舞 朝倉市 おくんち保存会 67 昭和53年3月25日

朝倉市
東峰村

県 無民
筑前朝倉の宮座行事
　　高木神社の宮座行事
　　福井神社の宮座行事

朝倉市
朝倉郡東峰村

黒川協議会
福井神社氏子会

72 平成7年1月9日

みやま市 県 無民 宝満神社奉納能楽（面、衣装を含む） みやま市 新開能保存会 38 昭和51年4月24日

みやま市 県 無民
どんきゃんきゃん
（広田八幡神社神幸行事）

みやま市 どんきゃんきゃん保存会 68 昭和54年3月6日

糸島市 県 無民 高祖神楽 糸島市 高祖神楽保存会 69 昭和56年3月5日

糸島市 県 無民 深江の川祭り 糸島市 深江川祭り保存会 77 平成27年3月17日

那珂川町 県 無民 岩戸神楽 筑紫郡那珂川町 岩戸神楽保存会珍楽社 33 昭和51年4月24日

宇美町 県 無民 宇美神楽 糟屋郡宇美町 宇美神楽座 37 昭和51年4月24日

篠栗町 県 無民 太祖神楽 糟屋郡篠栗町 太祖神楽保存会 35 昭和51年4月24日

芦屋町 県 無民 芦屋の八朔行事 遠賀郡芦屋町 芦屋町 50 昭和51年4月24日

芦屋町 県 無民 はねそ 遠賀郡芦屋町 芦屋町はねそ保存会 54 昭和51年4月24日

桂川町 県 無民 土師の獅子舞 嘉穂郡桂川町 土師獅子舞保存会 29 昭和51年4月24日

香春町 県 無民 古宮八幡神社神幸行事 田川郡香春町 古宮八幡神社維持協賛会 75 平成16年2月18日

川崎町 県 無民 川崎の杖楽 田川郡川崎町 正八幡神社杖楽保存会 23 昭和51年4月24日

苅田町 県 無民 苅田山笠 京都郡苅田町 苅田山笠保存振興会 6 昭和51年4月24日

みやこ町 県 無民 生立八幡神社山笠 京都郡みやこ町 生立八幡神社山笠保存会 5 昭和51年4月24日

上毛町 県 無民 松尾山のお田植祭 築上郡上毛町 松会保存会 42 昭和51年4月24日

築上町 県 無民 円座餅搗行事 築上郡築上町 下香楽町内会 44 昭和51年4月24日

＊公開されていない文化財もあります。詳しくは、地元教育委員会等にお問い合わせください。
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