
番号 名　　　称 番号 名　　　称
 1  上岩井戸横穴群  北田  上岩井戸  45  天神社  松本  俎原
 2  床城城址  半分形  床城  46  宗玄寺  本境  内谷津
 3  木造大日如来坐像  田中  荒井  47  須賀神社  本境  内谷津
 4  半分形谷戸庭道祖神  半分形  谷津頭  48  虚空蔵菩薩像  本境  内谷津
 5  半分形沖庭道祖神  半分形  愛街  49  木造阿弥陀三尊像  境別所  上ノ前
 6  観音堂  古怒田  雑路場  50  震生湖  境別所

 7  菅原神社と石仏  古怒田  出口  51  八幡神社  境別所  宮ノ前
 8  古怒田道祖神  古怒田  出口  52  池窪の大悲観音像  境  池窪
 9  仙元塔  古怒田  四辻  53  阿弥陀如来像  井ノ口  砂口
 10  鬼王段三郎の墓  鴨沢  池田  54  八坂神社  井ノ口  砂口
 11  須藤家の門  鴨沢  南ノ下  55  地蔵菩薩像  境原  原ノ中
 12  鴨澤中庭道祖神  鴨沢  南ノ下  56  稲荷社  境原  蔵内窪
 13  大泉寺  鴨沢  南ノ下  57  大塚の石仏  境原  大塚
 14  鴨沢城址  鴨沢  城山  58  蓑笠神社  井ノ口  宮上
 15  雑色家の百足丸  雑色  雑色前  59  蓑笠神社のケヤキ（名木）  井ノ口  宮上
 16  玄張寺  雑色  雑色前  60  地蔵堂  井ノ口  宮上
 17  中井のえんじゅ（名木）  雑色  郷中  61  花籠の台  井ノ口  遠藤原
 18  子ノ神社  雑色  郷中  62  馬場跡  井ノ口  遠藤原
 19  雑色上庭道祖神  雑色  猪駒屋敷  63  井ノ口墓ノ前遺跡  井ノ口  宮前
 20  雑色下庭道祖神  雑色  道場開戸  64  日枝神社  井ノ口  遠藤原
 21  五所八幡宮  遠藤  宮郷  65  地蔵菩薩像  井ノ口  遠藤原
 22  五所八幡宮の森（美林）  遠藤  宮郷  66  子授け地蔵  井ノ口  遠藤原
 23  五所八幡宮の梵鐘  遠藤  宮郷  67  厳島神社  井ノ口  北窪
 24  木造十一面観音坐像  田中  屋敷下  68  薬師堂  井ノ口  北窪
 25  広翁院  田中  大光寺  69  三光院跡  井ノ口  北窪
 26  塔ノ台石仏  田中  塔の下  70  米倉寺  井ノ口  北窪
 27  うわなくち横穴群  田中  塚の台  71  米倉寺の梵鐘  井ノ口  北窪
 28  五輪塔  遠藤  滝の前  米倉寺本堂大間正面及び
 29  宇塔坂五輪塔  北田  駒形  内陣欄間の彫刻六基
 30  地蔵菩薩像他  遠藤  根下  73  米倉一族供養塔十基  井ノ口  北窪
 31  弘法大師堂  北田  杉の下  74  近藤家の五輪塔群  井ノ口  下井ノ口
 32  一本松跡と道標  藤沢  六間  75  近藤家住宅（茅葺）  井ノ口  下井ノ口
 33  加藤家のマリア観音像  久所  久ヶ郷  76  誠成館跡  井ノ口  下井ノ口
 34  藤沢横穴群  藤沢  仙現山  77  八幡神社  井ノ口  下井ノ口
 35  清岩寺  藤沢  石原畑  78  如意輪観音像
 36  藤沢鋳銭座跡  藤沢  丸畑  79  聖観音菩薩像  井ノ口  五分一
 37  藤沢木梨山横穴群  藤沢  木梨山  80  神明神社  井ノ口  五分一
 38  藤沢松葉横穴群  藤沢  松葉  81  珠泉院  井ノ口  五分一
 39  地蔵菩薩像  比奈窪  下道  82  飯綱社  井ノ口  五分一
 40  雑色横穴群  松本  堂山  83  久所横穴群  久所
 41  諏訪神社  松本  諏訪ノ庭  84  比奈窪横穴群  比奈窪
 42  泰翁寺  松本  寺際  85  比奈窪中屋敷横穴群  比奈窪
 43  泰翁寺のイトヒバ（名木）  松本  寺際  86  大山道一里塚   北田
 44  木造薬師如来立像  松本  寺際  87  震生湖 境別所 秦野市今泉

 井ノ口  北窪 72

史跡文化財名勝地、名木百選、美林、街並一覧表

＊ ゴシック体は町指定文化財または県指定天然記念物または国登録記念物

所　在　地 所　在　地

＊ （名木）はかながわの名木100選、（美林）はかながわの美林50選


