
区名 名　称 所　在　地

1 千種 末盛城跡 城山町2丁目88 　(城山八幡宮)

2 12 張振甫墓所 下方町7丁目6

3 　 桃巌寺 四谷通2丁目16

4 　 日泰寺奉安塔 城山新町1丁目

5 　 元古井伝説地 今池1丁目4-18 　(高牟神社)

6 　 安田塚 南明町2丁目5　　 (光明寺)

7 　 相応寺 城山町1丁目6

8 　 鉈薬師 田代町四観音通西

9 　 双体地蔵石碑 幸川町3丁目6 　(性高院)

10 　 旧兼松家武家屋敷門 田代町瓶杁　 (東山動植物園　植物園内)

11 　 光正院 今池1丁目5-26

12 尾張藩医浅井家累代の墓 城山町2丁目47　（常楽寺）

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

13 東 井上士朗宅跡 泉2丁目5-12　(大光寺)

14 28 烏池 泉3丁目3-13　(養念寺)

15 　 長母寺 矢田3丁目13-71

16 　 三日月塚 徳川2丁目17-30　(了義院)

17 　 物部神社 筒井3丁目31-21

18 　 清沢満之出生地 黒門町71

19 　 長久寺と細野要斎宅跡 白壁3丁目24-47

20 　 貞祖院本堂 泉3丁目11-16

21 　 七尾神社 白壁2丁目28-19

22 　 片山神社 芳野2丁目4-28

23 　 蓬左文庫 徳川町1001

24 　 尾張藩鋳物師頭水野太郎左衛門宅跡 泉2丁目12-19　(鍋屋)

25 　 情妙寺 筒井町4丁目39　(情妙寺)

26 無量寿院 代官町27-18

27 長久寺貝塚 白壁3丁目24-67　(金城学院中学校)

28 　 法華寺 東桜2丁目16-29

29 　 建中寺 筒井1丁目7-57

30 　 高岳院 泉2丁目21-17

31 　 愛知県織工場跡 泉1丁目1-42 　(第一幼稚園)

32 　 神明社 徳川2丁目1-1

33 冨士神社と築城石 東桜1丁目4-12

34 　 蓬莱山徳源寺 新出来1丁目1-19

35 　 旧名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎 白壁1丁目3　(市政資料館)

36 　 文会書庫跡 白壁4丁目27　

37 　 御下屋敷跡 葵1丁目3-21　(東生涯学習センター)

38 徳川美術館本館・南収蔵庫 徳川町1017

39 金刀比羅神社 泉1丁目14-51

40 片山八幡神社 徳川2丁目13-26



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

41 北 石黒重行の墓 如意2丁目73　(瑞応寺)

42 19 芭蕉歌仙興行の地 清水2丁目12-2　(解脱寺)

43 羊神社 辻町5丁目26

44 平手政秀宅跡 平手町2丁目　(志賀公園)

45 護国院 楠味鋺2丁目732

46 御深井焼窯跡 名城1丁目（名城公園南交差点南西）

47 光音寺無縫塔 光音寺町2丁目37　(光音寺)

48 安栄寺六地蔵石仏 志賀町1丁目67　(安栄寺)

49 御用水跡 上飯田通3丁目　(御用水跡街園)

50 白山藪古墳 楠味鋺5丁目1501

51 首切地蔵 楠味鋺3丁目2411

52 綿神社 元志賀町2丁目52

53 山神社 安井1丁目7-33

54 豪潮寛海律師の終焉地 大杉3丁目15-17　(豪潮寺)

55 山田天満宮 山田町3-25

56 別小江神社 安井4丁目14-14

57 多奈波太神社 金城4丁目13-16

58 　 味鋺神社 楠味鋺2丁目736

59 　 木曽街道と御成道の辻 清水2丁目17-19



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

60 西 伊奴神社 稲生町2丁目12

61 23 比良城跡 比良3丁目501　(光通寺)

62 鈴木朖離屋の跡 花の木1丁目7-1

63 蛇池 山田町大字比良字野市場　(蛇池竜神社)

64 豊竹呂昇出生地 城西四丁目5-4

65 蜂谷宗意宅跡 上名古屋2丁目10-5

66 清音寺 枇杷島3丁目10-6

67 稲生原古戦場跡 名塚町1丁目　(庚申塚)

68 鴫塚(別名刈跡塚) 新道1丁目19-36　(法蔵寺)

69 慶栄寺太子堂・松濤庵 那古野1丁目6-12

70 鈴木朖終焉地 城西3丁目21-17　(離屋会館)

71 興西寺 城西4丁目15-24

72 大乃伎神社のボダイジュ 大野木2丁目　(大乃伎神社)

73 平田城跡 城町83

74 福昌寺 大野木2丁目138　(大野木保育園)

75 旧志水家車寄と風信亭 児玉3丁目13-38

76 豊田自働織布工場跡 則武新町4丁目1-35　(産業技術記念館東)

77 名塚城(砦)跡 名塚町4丁目22-1　(白山神社)

78 東岸居士の墓碑 南堀越1丁目815地先　(東岸公民館横路上)

79 宗圓寺 名塚町4丁目46

80 新福寺 名塚町2丁目60

81 巾下学問所址 幅下1丁目

82 西志賀遺跡 貝田町1丁目58

83 中村 加藤清正誕生地 中村町木下屋敷22　(妙行寺)

84 11 萱津の東宿跡 東宿町1丁目　(明神社)

85 七所社・きねこさ祭 岩塚町上小路7　(七所社)

86 大円寺石塔 日比津町4丁目2-13

87 常泉寺 中村町木下屋敷47

88 　 定徳寺 日比津町1丁目16-8

89 　 凌雲寺 稲葉地本通3丁目18

90 日吉丸生母祈願の跡 日ノ宮町1丁目　(日の宮神社)

91 萱津の渡し 日比津町　(枇杷島橋緑地)

92 坪内逍遥少年時代住居跡 名駅3丁目11-13

93 稲葉地城跡 城屋敷町4-10-1



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

94 中 伊藤圭介出生地 丸の内3丁目3-35　(名城小学校正門左)

95 67 尾上梅幸出生地 丸の内2丁目12-26　

96 河村瑞賢宅跡 丸の内2丁目17-21　(教授寺)

97 茶屋新四郎宅跡 丸の内2丁目6-4

98 西川鯉三郎免許の跡 丸の内3丁目16-3　

99 東照宮社殿 丸の内2丁目3-37

100 那古野神社 丸の内2丁目3-17

101 明倫堂跡 丸の内2丁目3-37　(東照宮)

102 ムクノキ・横井也有宅跡 丸の内2丁目2　(金明竜神社)

103 柳河春三出生地 丸の内2丁目7-3

104 那古野城跡 二の丸1　(二の丸庭園内)

105 人見璣邑宅跡 三の丸3丁目3　(東海財務局)

106 愛知縣護国神社 三の丸1丁目7-3

107 御土居下同心屋敷跡 三の丸4丁目2　(交通局名城工場東北)

108 中林竹洞出生地 丸の内2丁目16-15　　(※一時撤去中)

109 二之丸大手二之門 二の丸1

110 仮病院跡 丸の内3丁目1-6　　(※一時撤去中)

111 仮医学校跡 丸の内2丁目4-7　　(※一時撤去中)

112 乃木倉庫 本丸　(天守閣西北)

113 白山神社 丸の内1丁目15-18

114 横井也有出生地 三の丸1丁目8　(愛知県図書館)

115 白林寺 栄3丁目25-18

116 若宮八幡社 栄3丁目35-30

117 加藤高明少年時代住居地 栄1丁目24-18

118 勝鬘寺 栄3丁目33-10

119 洲崎神社 栄１丁目31-25

120 政秀寺 栄３丁目34-23

121 伊勢門水宅跡 栄3丁目21-27

122 長円寺 栄2丁目4-23

123 「睦月連理玉椿」初演の跡 錦3丁目7-20

124 蕉風発祥の地 錦3丁目　(テレビ塔下久屋大通公園)

125 医学館跡 錦2丁目19

126 宇都宮三郎出生地 新栄3丁目15 　(中央高校)

127 水谷豊文・高力猿猴庵宅跡 栄1丁目22-16　

128 御船手役所跡 栄1丁目19-36地先　(堀川端)

129 尾張藩医　三村玄澄宅跡 錦2丁目7-1　(※一時撤去中)

130 愛知医学校跡 栄1丁目20　



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

131 中 伊藤玄沢施療所跡・名古屋絞発祥の地 錦1丁目10　

132 67 泥江縣神社 錦1丁目7-29

133 奈良坂源一郎宅跡 栄1丁目12‐37

134 朝日神社 錦3丁目22－21

135 小林城跡 大須4丁目1-74　(清浄寺西入口駐車場)

136 大須(真福寺)文庫 大須2丁目21-47　(宝生院)

137 総見寺 大須3丁目23-38

138 七寺 大須2丁目28-5

139 那古野山古墳 大須2丁目19　(那古野山古墳公園)

140 万松寺 大須3丁目29-12

141 三輪神社 大須3丁目9-32

142 後藤新平宅跡 大須1丁目4

143 富士浅間神社 大須2丁目18-28

144 大光院 大須2丁目7-25

145 柳下水 大須2丁目19　(那古野山古墳公園)

146 栄国寺 橘1丁目21-38

147 おためし場腑分けの跡 橘1丁目25　(橘公園)

148 芝居濫觴跡　(橘座跡) 橘2丁目6-15　(愛知産業大学工業高等学校)

149 長栄寺蘿塚 橘1丁目14-37　(長栄寺)

150 日置神社 橘1丁目3-21

151 古渡城跡 橘2丁目8-55　(東別院)

152 尾張元興寺跡 正木4丁目5-14

153 闇之森八幡社 正木2丁目6-18

154 鎌倉街道跡 正木1丁目15　(古渡稲荷神社)

155 二葉亭四迷幼年時代宅跡 松原2丁目19-15

156 葛飾北斎大達磨揮毫の地 門前町1-23　(本願寺名古屋別院)

157 医学講習場跡 門前町1-23　(本願寺名古屋別院)

158 東別院 橘2丁目8-55

159 切支丹処刑地跡・無縁仏埋葬地 橘1丁目21-30

160 本願寺名古屋別院鐘楼 門前町1-23　(本願寺名古屋別院)



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

161 昭和 川原神社 川名本町4-4-11

162 13 檀渓跡 檀渓通3丁目　(山崎川檀渓橋下)

163 興正寺五重塔 八事本町78

164 八幡山古墳 山脇町1丁目

165 尾陽神社と御器所西城跡 御器所2丁目9-19

166 宮本武蔵碑 広路町松風園68　(半僧坊新福寺)

167 宗円寺宝篋印塔 御器所3丁目19-18

168 塩付街道 塩付通6丁目　(神明社)

169 伝豊臣秀吉母宅跡 御器所3丁目22

170 小酒井不木宅跡 鶴舞4丁目5-14

171 宝珠院のイヌナシ 広路町隼人22　(宝珠院)

172 伊勝八幡宮 伊勝町2丁目99

173 誓願寺 滝川町47

174 瑞穂 大曲輪貝塚 山下通　(瑞穂公園内瑞穂橋南) 　※パロマスタジアム工事中

175 12 下内田貝塚 萩山4丁目　(瑞穂公園内瑞穂橋北)

176 中根銅鐸発見地 軍水3丁目　(仁所公民館)

177 　 瑞穂遺跡 牧町2-46　(瑞穂小学校)

178 　 津賀田神社 津賀田町3-4

179 大喜寺地蔵石仏 大喜町3-20

180 乳花薬師 直来町5-5　(海上寺)

181 　 浜神明社 塩入町14

182 瑞穂古墳群(一号墳) 膳棚町3-60　(豊岡小学校)

183 瑞穂古墳群(二号墳) 豊岡通3丁目　(瑞穂公園内南児童園)

184 八高古墳 瑞穂町　(名古屋市立大学構内)

185 あゆちの水(伝承地) 師長町　(瑞穂陸上競技場北東)



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

186 熱田 熱田魚市場跡 木之免町　(大瀬子公園秋葉神社)

187 32 青大悲寺と鉄地蔵 旗屋町1丁目10-39

188 景清社 神戸町402

189 裁断橋跡 伝馬2丁目5

190 妙安寺 新尾頭2丁目2-19

191 聖徳寺・木造聖徳太子孝養像 大瀬子町702

192 白鳥古墳(白鳥御陵) 白鳥1丁目2

193 船頭重吉の碑 白鳥2丁目7-16　(成福寺)

194 高蔵遺跡 高蔵町9　(高蔵公園)

195 断夫山古墳 旗屋1丁目10　(神宮公園)

196 徳川家康幼時幽居地 伝馬2丁目18　(羽城公園)　

197 中村宗十郎出生地 伝馬1丁目7　(笹宮社)

198 熱田湊常夜灯 神戸町　(宮の渡し公園)

199 本遠寺 白鳥2丁目3-20

200 源頼朝出生地 白鳥2丁目10-12　(誓願寺)

201 高座結御子神社 高蔵町9-9

202 笠亭仙果出生地 白鳥3丁目9-11

203 林桐葉宅跡 神宮2丁目10

204 宮の宿赤本陣跡 神戸町503

205 鉄地蔵と月待供養碑 金山1丁目10-8　(観聴寺)

206 　 円福寺 神戸町301

207 岡部又右衛門家跡 白鳥3丁目1009

208 夜寒里跡 夜寒町5-1　(旗屋小学校)

209 宝勝院 神戸町508

210 西浜御殿跡 神戸町802　(白鳥学区防災倉庫)

211 　 蔵福寺の銅鐘 神宮2丁目11-12

212 道標 伝馬1丁目2-25

213 丹羽家住宅 神戸町902

214 熱田荘 神戸町916 

215 宮の宿とシーボルト 神戸町　(宮の渡し公園)

216 社宮司社 須賀町401

217 佐屋街道道標 新尾頭1丁目6



区名 名　称 所　在　地
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218 中川 荒子城跡 荒子4丁目208-1　(天満天神社)

219 9 観音寺多宝塔 荒子町宮窓138

220 万場宿跡 万場1丁目

221 空雲寺 中島新町4丁目1201

222 医王山龍潭寺 野田3丁目187

223 梶常吉宅跡 服部2丁目902　

224 徳左川跡 豊成町1番53

225 国玉神社・八劔社相殿 万場2丁目719

226 下之一色漁港跡 下之一色町新川堤防外法21

227 港 鬼頭景義・勘兵衛宅址 春田野3丁目　(南陽神社北)

228 2 七里渡灯台跡 藤高3丁目22　(喚応寺)

229 南 年魚市潟勝景地 岩戸町7-19　(百毫寺)

230 16 桜神明社古墳 呼続町4-27 (神明社)

231 粕畑貝塚跡 粕畠町3　 (粕畑観音)

232 富部神社 呼続町4-13-38

233 星崎城跡 本星崎町本城 　(笠寺小学校)

234 村上社のクスノキ 楠町17 (村上社)

235 　 桜田勝景跡 霞町 (桜田八幡社)

236 永井星渚出生地 元鳴尾町八幡

237 成道寺石仏 鳥栖2丁目15-22 (成道寺)

238 笠覆寺 笠寺町上新町83

239 見晴台遺跡 見晴町47 (笠寺公園)

240 桜田貝塚跡 貝塚町 (桜田八幡社)

241 呼続遺跡 呼続4丁目17－10（呼続小学校）

242 鳥栖神明社古墳 鳥栖1丁目20

243 　 鳥栖八剣社古墳 鳥栖2丁目20（八剣社境内）

244 平子の庚申塔 平子2丁目11（平子第一公園）



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

245 守山 龍泉寺 竜泉寺1丁目902

246 18 小幡城跡 西城2丁目16

247 尾張戸神社・尾張戸神社古墳 上志段味字東谷2099

248 牛牧遺跡 牛牧字中山1632－1

249 小幡長塚古墳 小幡4丁目12

250 大森寺 大森字弁天が丘808

251 勝手塚古墳 上志段味字中屋敷1463

252 長慶寺 小幡中2丁目24-45

253 守山城跡 市場4-28 (城跡荘内)

254 白鳥塚古墳 上志段味字東谷

255 小幡茶臼山古墳 緑ヶ丘1001

256 守山瓢箪山古墳 西島町4

257 東谷山白鳥古墳 上志段味字白鳥947

258 中社古墳 上志段味字東谷2099

259 南社古墳 上志段味字東谷

260 松ケ洞古墳群 竜泉寺2丁目

261 守山白山古墳 市場　(白山神社内)

262 米田城(簗田ケ城)跡 向台二丁目901（定納公園内）



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

263 緑 千鳥塚 鳴海町三王山33

264 39 芭蕉最古の供養塔 鳴海町根古屋16　 (誓願寺前歩道上)

265 鳴海城跡 鳴海町城

266 善照寺砦跡 鳴海町砦 　(砦公園)

267 雷貝塚 鳴海町矢切50 　(鳴海教会)

268 鉾ノ木貝塚 鳴海町鉾ノ木

269 成海神社 鳴海町乙子山85

270 瑞泉寺 鳴海町字相原町4

271 長寿寺 大高町鷲津山13

272 鷲津砦跡 大高町鷲津山

273 丸根砦跡 大高町丸根

274 赤塚古墳跡 鳴海町赤塚

275 大塚古墳 鳴海町赤塚

276 鳴海宿本陣跡 鳴海町根古屋

277 平部町常夜灯 鳴海町平部2

278 丹下町常夜灯 鳴海町丹下18

279 鳴海絞 鳴海町向田95番地先（名鉄鳴海駅前バスロータリー歩道橋下）

280 鳴海八幡宮御旅所跡 鳴海町向田２

281 丹下砦跡 鳴海町清水寺40

282 大高城跡 大高町城山

283 氷上姉子神社 大高町氷上山

284 有松絞 有松町大字有松字橋東南　有松会館

285 長福寺 有松町大字桶狭間字寺前24

286 戦評の松 有松町大字桶狭間字寺前 　(バス停横)

287 桶狭間古戦場跡 有松町桶狭間北3丁目1101　(古戦場公園)

288 服部家住宅 有松2313

289 岡家住宅 有松809

290 小塚家住宅 有松806

291 竹田家住宅 有松1802

292 布袋車（東町）の山車庫 有松3013

293 唐子車（中町）の山車庫 有松1910

294 神功皇后車（西町）の山車庫 有松804

295 服部幸平家住宅の倉 有松2345

296 布袋車山車 有松2338

297 唐子車山車 有松2338

298 神功皇后車山車 有松2338

299 込高新田堤防 大高町杁前



区名 名　称 所　在　地

史　跡　名　勝　標　札　一　覧　　

300 緑 中濱家住宅 有松2306

301 39 棚橋家住宅 有松3004

302 名東 猪子石(牡石) 香坂520　(猪子石神社)

303 4 猪子石(牝石) 山の手1丁目707　(大石神社)

304 柴田勝家出生地 陸前町1310　(明徳寺)

305 牧ノ池景勝地 猪高町高針字梅森坂36-2　(公園北側)

306 天白 島田地蔵寺 島田3丁目113

307 5 植田八幡社と古墳 植田西3丁目605

308 秋葉山慈眼寺 天白町平針大字大根ｹ越

309 浄久寺 八事山144

310 島田城跡 島田5丁目1102

  

（注）１　令和4年8月19日現在の設置状況です。
　　　２　撤去等により確認できない場合があります（設置していない場合があります）。
　　　３　私有地など敷地内に立ち入ることができない場合があります。


