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平成28年度～平成30年度文化庁補助事業 一般社団法人三重県建築士会

番号 名称 物件所在地 配布先名称 配布先住所 問い合わせＴＥＬ 問い合わせ先担当者 備考

1 桐林館（阿下喜小学校）
桐林館（11：00～17：00、月・火休み・年末年始不定
休）
TEL０５９４-72-6096

北勢町阿下喜字二俣1974

2 旧阿下喜小学校門及び石柵
北勢市民会館事務所
（9：00～22：00、火休み・年末年始休み）

北勢町阿下喜3083-1

3 桑名市石取会館 桑名市京町16

4 寿量寺旧大黒殿

5 寿量寺鐘楼

6 蔵前祭車庫 桑名市船馬町7

7 朝日町資料館 三重郡朝日町小向872 朝日町資料館（水・土のみ） 059-377-1160
510-8103三重郡朝日町柿2278
朝日町歴史博物館

（9：00～17：00、休日：月・祝日・毎月末日・年末年始）

8 朝日小学校円形校舎 三重郡朝日町柿750 配布終了しました

9 アミカン本社事務所

10 アミカン本社正門・煉瓦塀

11 誓元寺光雲殿（旧常盤尋常高等小学校奉安殿）

12 誓元寺鐘楼

13 誓元寺山門

14 旧四日市市立図書館 四日市市諏訪栄町22-25諏訪栄公園内 すわ公園交流館 四日市市諏訪栄町22-25諏訪栄公園内

15 三重郷土資料館(旧三重村役場書庫） 四日市市東坂部町字鉋垣内57-2 三重地区市民センター 四日市市東坂部町71-2 059-331-3276 三重地区市民センター 休館日：土・日・祝/開館日：9：00～16：00（文化の日の直前の日曜日は開館）

16 旧平田家住宅主屋 四日市市千代田町941 八郷地区市民センター 四日市市千代田町267番地１ 059-365-0259 八郷市民センター

17 石川酒造　主屋

18 石川酒造　南文庫蔵・西土塀

19 石川酒造　旧精米場

20 石川酒造　貯蔵庫及び事務所

21 石川酒造　自噴井戸

22 石川酒造　大蔵

23 宮崎本店　事務所

24 宮崎本店　貯蔵庫A棟

25 宮崎本店　第4倉庫

26 宮崎本店　貯蔵庫

27 旅館寿亭水雲閣 三重郡菰野町菰野8585　 配布終了しました

28 朝明川砂防堰堤T11-1

29 朝明川砂防堰堤T11-2

30 旧北伊勢陸軍飛行場掩体 鈴鹿市三畑町5079-72

31 佐佐木信綱生家　主屋

32 佐佐木信綱生家　土蔵

33 石薬師文庫閲覧所

34 鈴鹿峠自然の家(旧坂下尋常小学校） 亀山市関町沓掛123 亀山市教育委員会生涯学習室　要連絡 0595-84-5057 亀山市教育委員会生涯学習室

35 森家住宅主屋 亀山市野村町807 アンティーク森　　月曜日定休　 亀山市野村町807　 090-7619-9512 亀山市森家　

36 福徳公民館（旧明村立明小福徳分教場 亀山市関町福徳 福徳公民館（旧明村立明小福徳分教場 亀山市関町福徳176 0595-96-2121 西川様 内覧希望の場合は要予約

37 下津家住宅長屋門 津市一身田町749 一身田寺内町の館 津市一身田町758 059-233-6666 9：30～16：00　月曜休館

38 角屋旅館本館 津市芸濃町椋本727 現在配布中止しています

39 旧杉本家住宅主屋 平日8：30～17：15　

40 旧杉本家住宅長屋門 平日8：30～17：15　

41 三重大学レーモンドホール 津市栗真町屋町1577 三重大学レーモンドホール 津市栗真町屋町1577 059-231-9966 平野 平日10：00～16：00

42 三重大学三翠会館 津市栗真町屋町1577 三重大学三翠会館 津市栗真町屋町1577 059-231-9677 竹谷 平日10：00～16：00

43 千歳文庫 津市垂水3032-18 石水博物館 津市垂水3032-18 059-227-5677 松野 10：00～17：00　定休・月

44 田中家住宅主屋 津市美杉町三多気162 津市美杉町三多気162 090-7032-6487 田中
要事前連絡（℡又はメールにて）
mnr43-aratame-mnr43jr@docomo.ne.jp

45 八太正太夫酒店向い座敷及び下の蔵

46 八太正太夫酒店主屋

47 妙華寺本堂 津市久居二ノ町1743 妙華寺 059-255-2846 中川

旧明村役場庁舎 津市芸濃町林346-2 059-265-3001 土日9：00～17：00（年末年始を除く）

津市教育委員会事務局芸濃教育事務所 津市芸濃町椋本6141-1 059-266-2519 平日8：30～17：15（年末年始を除く）

オーデン大門ビル「大門いこにこ広場」 津市大門10-21 059-273-6536 10：00～17：00　（定休日:月曜・水曜）　

津市教育委員会 津市西丸之内37-8 059-229-3251 平日8：30～17：15（年末年始を除く）

50 上野市上水道水源地送水機関室 伊賀市小田町沢ノ谷646 伊賀市観光案内所（ハイトピア伊賀１F） 伊賀市上野丸之内500 0595-24-0270 9：00～17：30　定休・年末年始

51 北泉家住宅主屋(旧上野警察署庁舎) 伊賀市上野丸之内1-2 旧崇広堂 伊賀市上野丸之内78-1 0595-24-6090 9：00～16：30　定休・火及び年末年始

52 福岡醤油店 伊賀市島ヶ原1330 福岡醤油店 伊賀市島ヶ原1330 0595-59-3121 川向 9：00～17：00　定休・土、日

53 寺村家住宅主屋

54 寺村家住宅前蔵

55 上野文化センター 伊賀市上野中町3024 Cafe wakaya 伊賀市上野中町3024 0595-24-2627 吉増 11：00～18：00　定休・月（月祝の場合は火）

56 赤井家住宅主屋

57 赤井家住宅長屋門

58 旅館薫楽荘本館 伊賀市上野桑町1474 薫楽荘 伊賀市上野桑町1474 0595-21-0027 中村 14：00～16：00　不定期休、定休・年末年始

59 いとう旅館本館 伊賀市上野桑町1481 薫楽荘 伊賀市上野桑町1474 0595-21-0027 中村、伊藤 14：00～16：00　不定期休、定休・年末年始

60 長谷園大正館

61 長谷園登り窯

62 長谷園主屋

63 一乃湯本館 伊賀市上野西日南町1762 配布終了しました

64 開化寺門

65 開化寺三重塔

66 開化寺観音堂

赤井家 伊賀市上野忍町2491-1 0595-51-7578 9：00～17：00　定休・水、年末年始

伊賀市観光案内所（ハイトピア伊賀１F） 伊賀市上野丸之内500 0595-24-0270 9：00～17：30　定休・年末年始

68 中森家住宅門及び塀 伊賀市上野玄蕃町195 伊賀市観光案内所（ハイトピア伊賀１F） 伊賀市上野丸之内500 0595-24-0270 9：00～17：30　定休・年末年始

69 料理旅館梅家 伊賀市平田374 梅家 伊賀市平田374 0595-47-0012 中西 定休・年末年始

70 旧料理旅館九重本館

71 旧料理旅館九重門及び塀

72 旧舟木橋 多気郡大台町佐原～度会郡大紀町舟木 大台町教育委員会事務局教育課 大台町佐原750 0598-82-3791 山口 平日8：30～17：00

多気町教育課 多気町相可1587-1 0598-38-1121 福井 平日8：30～17：00

多気町郷土資料館 多気町相可1620 0598-38-1132 9:00～16：00　休館・月、年末年始

73 旧多気郡役所六角堂 多気郡多気町相可1580-2

0595-21-0260 川口様

67 栄楽館東棟 伊賀市上野相生町2842

伊賀市上野西日南町1773 九重 伊賀市上野西日南町1773

伊賀市小田町1077 開化寺（本堂朱印帳箱） 伊賀市小田町1077 0595-21-0224 津島 随時

伊賀市丸柱字長谷569 長谷園（第一展示室） 伊賀市丸柱字長谷569 0595-44-1511 長谷 9：00～17：00　定休・盆及び年末年始

伊賀市上野忍町2491-1 赤井家（伊賀市文化都市協会） 伊賀市上野忍町2491-1 0595-51-7578 9：00～17：00　定休・水、年末年始

伊賀市上野福居町3337-1 寺村家（清雅堂、アートスペースイガ） 伊賀市上野福居町3337-1 0595-21-3473 寺村 9：00～19：00

48 旧明村役場庁舎 津市芸濃町林346-2

49 オーデン大門ビル 津市大門10-21

津市香良洲町1094 八太正太夫酒店 津市香良洲町1094 059-292-4360 八太

配布終了しました
鈴鹿市石薬師町字中町1707-3

津市白山町八対野1000 八ツ山公民館 津市白山町八対野994-1 059-262-0432 志村

三重郡菰野町千草 菰野町教育委員会　社会教育課（平日8：30～17：15）510-1292　三重郡菰野町大字潤田1250　 059-391-1160 510-1292　三重郡菰野町大字潤田1250
菰野町教育委員会　社会教育課（平日8：30～17：15）

四日市市楠町南五味塚慶應950 宮崎本店事務所 四日市市楠町南五味塚慶應950 059-397-3111 宮崎本店 開館：9：00～16：00
休館日：土・日・祝

四日市市桜町字南垣内128 石川酒造事務所 四日市市桜町字南垣内128 059-326-2105 石川酒造 開館：10：00～16：00
休館日：土・日・祝

四日市市赤堀2丁目2009-1 誓元寺 四日市市赤堀2丁目2009-1 誓元寺

桑名市伝馬町2363

四日市市富田浜元町1867 アミカン本社事務所 四日市市富田浜元町1867 059-365-1111 アミカン本社

トレーディングカード配布場所

いなべ市北勢町阿下喜字二俣1974 0594-86-7846

511-00498　いなべ市北勢町阿下喜31
いなべ市教育委員会事務局　生涯学習課（平日8：30～17：
15）

桑名市石取会館（10：00～16：00、月休み） 桑名市京町16 0594-24-1231 511-8601　桑名市中央町2丁目37
桑名市　観光文化課（平日8：30～17：15）
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番号 名称 物件所在地 配布先名称 配布先住所 問い合わせＴＥＬ 問い合わせ先担当者 備考

トレーディングカード配布場所

三瀬谷神社社務所 大台町佐原439 上田 休日のみ(不在の場合あり)

大台町教育委員会事務局教育課 大台町佐原750 0598-82-3791 山口 平日8：30～17：00

大台町観光協会「奥伊勢テラス」 大台町佐原663-1 0598-84-1050 平日9：00～16：00　土日祝9：00～17：00

旧飯南郵便局局舎 松阪市飯南町横野212-3 090-5004-6916 垣本 金のみ10：00～16：00（要問合せ）

松阪市飯南地域振興局地域振興課柿野出張所 松阪市飯南町横野848 0598-32-2004 中村 平日8：30～17：00

76 見庵（旧小泉家住宅主屋） 松阪市魚町1643 牛銀本店 松阪市魚町1618 0598-21-0404 小林 11:00～17：00　休館・月(祝日の場合は木)

77 佐野家住宅主屋 松阪市飯南町深野3490-1 松阪市飯南地域振興局地域振興課柿野出張所 松阪市飯南町横野848 0598-32-2004 中村 平日8：30～17：00

78 松阪市文化財センター 松阪市外五曲町1 松阪市文化財センター 松阪市外五曲町1 0598-26-7330 村田 9:00～17：00　休館・月(祝日の場合は翌日)、年末年始

79 松阪市立歴史民俗資料館 松阪市殿町1539 松阪市歴史民俗資料館 松阪市殿町1539 0598-23-2381 川口 9:00～16：00　休館・月(祝日の場合は翌日)、年末年始

80 八千代玄関棟 松阪市殿町1295 八千代 松阪市殿町1295 0598-21-2501 坂本 11：00～17：00　定休日なし(要問い合わせ)

81 鈴屋遺跡保存会旧事務所

82 鈴屋遺跡保存会正門

83 鈴木家住宅主屋 松阪市六呂木町852 大石地区市民センター 松阪市小片野町2304-9 0598-34-0004 池田 平日8：30～17：00

84 大和屋店舗 名張市本町55
菓子処「大和屋」
及び下記①～⑤

名張市本町55 0595-63-2573 店主藤井 平日9：00～（売り切れ閉店）　不定休

85 旧細川家住宅主屋

86 旧細川家住宅中蔵

87 木屋正酒造店舗兼住宅 名張市本町314-1

88 川地写真館 名張市新町218-1 ①「やなせ宿」名張市旧細川家住宅 名張市新町136 0595-62-7760 館長池田
9：00～17：00
休館・月（祝日の場合は翌日）、年末年始

89 岡村家住宅主屋 名張市本町336 ②名張市教育委員会事務局　文化生涯学習室 名張市鴻之台1-1 0595-64-7892 川内 平日9：00～17：00　休日　土、日、祝日、年末年始

90 保田家住宅主屋 名張市上本町21 ③名張市教育委員会事務局　名張市郷土資料館 名張市安部田2270番地 0595-64-7890 川内
開館9：30～16：30
休日　月、木（祝日の場合は翌日）、年末年始

91 貝増家住宅主屋 名張市柳原町3339 ④（一社）名張市観光協会　産業振興センター内 名張市南町822-2 0595-63-9148 福井 平日9：00～17：00　休日　土、日、祝日

92 中井家住宅主屋 名張市元町452 ⑤（一社）名張市観光協会　名張駅前案内所 名張市平尾3225-10 0595-63-9087 福井 開館9：00～16：00　年中無休

93 山口家住宅主屋 名張市上八町1495-6

94 梅田家住宅主屋

95 梅田家住宅表蔵

96 小川家住宅主屋 名張市榊町1404-2

97 神宮徴古館

98 神宮農業館

99 近鉄宇治山田駅本屋 伊勢市岩淵2-1-43 近鉄宇治山田駅営業所 伊勢市岩淵2-1-43 0596-28-2767 近鉄宇治山田駅駅長 平日10時～19時、土日祝9時～18時

100 麻吉旅館本館・聚遠楼 伊勢市中之町111 伊勢市中之町111

101 麻吉旅館土蔵 伊勢市中之町109-3 伊勢市中之町109-3

102 皇學館大學記念館 伊勢市神田久志本町1704 皇學館大學大学本部受付 伊勢市神田久志本町1704 0596-22-6371 財務部　管財担当

103 寂照寺金毘羅堂・観音堂

104 寂照寺山門

105 中山寺本堂

106 中山寺経蔵

107 中山寺山門

108 麻野館玄関棟

109 麻野館広間棟

110 小西萬金丹本舗店舗兼主屋

111 小西萬金丹本舗内蔵

112 伊勢河崎商人館　ｻｲﾀﾞｰろ過施設

113 伊勢河崎商人館　ｻｲﾀﾞｰ検査室

114 伊勢河崎商人館　内蔵1

115 伊勢河崎商人館　内蔵2

116 伊勢河崎商人館　主屋

117 伊勢河崎商人館　南蔵1

118 伊勢河崎商人館　南蔵2

119 伊勢河崎商人館　南蔵3

120 伊勢河崎商人館　北蔵1

121 伊勢河崎商人館　北蔵2

122 伊勢河崎商人館　離れ

123 伊勢河崎商人館　応接室及び前室

124 丸岡家住宅主屋

125 丸岡家住宅長屋門及び築地塀

126 安乗崎灯台 志摩市阿児町安乗字小山 公益社団法人　燈光会安乗埼支所 志摩市阿児町安乗小山794-1 0599-47-5622　 年中無休9：00～16：01（但し強風時は閉館）

127 旧猪子家住宅主屋
志摩市磯部町神明前方
（事前予約をしてから訪問してください）

志摩市教育委員会 志摩市阿児町鵜方3098-22 0599-44-0339 松井様 要事前予約／開庁日：月～金　8：30～17：15

128 神武参剣道場

129 中六店舗

130 大王崎灯台 志摩市大王町波切字城山 公益社団法人　燈光会大王埼支所 志摩市大王町波切字城山54 0599-72-1899　 年中無休9：00～16：00（但し強風時は閉館）

131 旧尾呂志中学校 御浜町尾呂志大字上野下尾崎 御浜町中央公民館内　御浜町教育委員会 南牟婁郡御浜町大字阿田和4926-1 05979-2-3151　 平日8：30～17：15（月曜、年末年始は閉館）

132 菅島灯台 鳥羽市菅島町ボシ山 鳥羽海上保安部交通課 鳥羽市鳥羽1-2383-28 0599-25-2303　　 平日9：00～17：00

133 旧広野家住宅（角屋）主屋 鳥羽市鳥羽4-3-24 鳥羽大庄屋 かどや 鳥羽市鳥羽4丁目3-24 0599-25-8686 10:00～16：00　休館・火(祝日の場合は開館)、年末年始

134 旧鳥羽小学校 鳥羽市鳥羽3-1-60 鳥羽市歴史文化ガイドセンター 鳥羽市鳥羽1丁目10-48 0599-25-8255  9：00～16：00  休館・火、年末年始

135 片山寺土蔵

136 片山寺本堂

137 海山町郷土資料館（向栄館） 北牟婁郡紀北町海山 海山郷土資料館 北牟婁郡紀北町中里96 0597-36-1948

138 江の浦トンネル（旧長島隧道） 北牟婁郡紀北町長島-海野

139 古里歩道トンネル（旧海野隧道） 北牟婁郡紀北町海野-道瀬

140 道瀬歩道トンネル（旧道瀬隧道） 北牟婁郡紀北町道瀬-三浦

141 見世土井家住宅主屋

142 見世土井家住宅本蔵

143 見世土井家住宅蔵

144 見世土井家住宅納屋

145 見世土井家住宅米蔵

146 田垣内家住宅石蔵 熊野市五郷町桃崎 田垣内家石蔵美術館 熊野市五郷町桃崎345 0597-85-4582　 土日公開（要予約）

公開情報：内部非公開
　　　不定期に公開（イベント時公開）

紀北町観光協会 北牟婁郡紀北町東長島2410-73 0597-46-3555

尾鷲市朝日町72 おわせ暮らしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 尾鷲市朝日町10-19 0597-37-4010

度会郡南伊勢町阿曽浦16 片山寺（へんざんじ） 度会郡南伊勢町阿曽浦16  0596-72-0602 住職：武藤様

志摩市磯部町上之郷字上ノ里 志摩市歴史民俗資料館 志摩市磯部町迫間878-9 0599-55-2881
開館　　　9：30～18：00　（最終入館時間17：30）
休館日　毎週月曜日、月の最終木曜日

伊勢市宮町1丁目 旧御師丸岡宗大夫邸保存再生会議 伊勢市河崎2-27-34 0596-27-0455

伊勢市河崎2-25-32 伊勢河崎商人館 伊勢市河崎2-25-32 0596-22-4810

開館日　休館日以外　9：30～17：00
休館日　毎週火曜日
（火曜日が祝日の場合翌日となります）
入館料　大人300円　大・高学生200円
　　　　　　中・小学生100円

伊勢市八日市場町1-20 小西萬金丹 伊勢市八日市場町1-20 0596-28-2647 小西様 9時～17時　水曜日休館

伊勢市二見町茶屋537-10 麻野館 伊勢市二見町茶屋537-10 0596-43-2014 近代和風建築調査

伊勢市勢田町410 中山寺（ちゅうざんじ） 伊勢市勢田町410 0596-28-6709 住職

9時～17時

麻吉旅館 0596-22-4101 iseasakichiryokan@gmail.com

伊勢市中之町101 寂照寺 伊勢市中之町101 0596-22-3743 住職

名張市上八町1648

伊勢市神田久志本町1754-1 外宮前観光案内所 伊勢市本町14-6 0596-23-3323 公益社団法人　伊勢市観光協会専務理事　西村様

0598-21-0312 西山 9:00～16：30　休館・月(祝日の場合は翌日)、年末年始

名張市新町136
左記８５～９６は、すべて下記の場所で

配布しています。

75 旧飯南郵便局局舎 松阪市飯南町横野212-3

松阪市殿町1537 本居宣長記念館 松阪市殿町1536-7

74 三瀬谷神社本殿 多気郡大台町佐原439


