
地区 名称 所在地
01国府 伊東祐誠翁頌徳碑 平野公園
01国府 開発の祖を讃う 住吉町
02庄野 松梁高不照亭先生之碑 庄野町
02庄野 至誠碑 庄野小学校
02庄野 女人堤防碑 汲川原
03加佐登 加佐登苑碑 加佐登町
03加佐登 三好鹿之君墓碑 加佐登町
03加佐登 景行天皇綺宮跡碑 加佐登町
03加佐登 仁吉之碑 高塚町
03加佐登 道標歌碑 広瀬町
04牧田 前川定五郎翁頌徳碑 甲斐町
04牧田 定五郎のことば碑 甲斐町
04牧田 定五郎橋堤側の碑 甲斐町
04牧田 平田綱泰歌碑 平田町
04牧田 平和の礎 算所
04牧田 平田半平翁頌功碑 平田町墓地
04牧田 西光寺歌碑 平田町西光寺
04牧田 平田町墓地記念碑 平田町西光寺
06白子 沖安海墓碑 悟真寺
06白子 久住三疑翁退筆塚之記 青龍寺
06白子 光明真言碑 悟真寺
06白子 坂倉廣生歌碑 白子本町
06白子 白子孝昌時世歌碑 白子本町
06白子 大徳寺大網歌碑 青龍寺
06白子 竹口如林墓碑 青龍寺
06白子 田中洞僊翁碑 悟真寺
06白子 富国安民碑 白子小学校
06白子 水谷勝蔵顕彰紀念碑 林昌寺
06白子 山口誓子句碑 悟真寺
06白子 山口波津女句碑 悟真寺
06白子 誓子噴水句碑 白子高校
07鼓ヶ浦 池辺義像歌碑 鼓ヶ浦海岸
07鼓ヶ浦 五老井マツ雄句碑 子安観音
07鼓ヶ浦 佐佐木信綱歌碑 鼓ヶ浦海岸
07鼓ヶ浦 楳荘翁碑 寺家三丁目
07鼓ヶ浦 芭蕉句碑 西方寺
07鼓ヶ浦 芭蕉句碑 西方寺
07鼓ヶ浦 服部檐風漢詩碑 鼓ヶ浦海岸
07鼓ヶ浦 不断桜碑 寺家三丁目
07鼓ヶ浦 松島十湖句碑 鼓ヶ浦海岸
07鼓ヶ浦 宮原豊吉翁之碑 寺家三丁目
07鼓ヶ浦 山口誓子句碑 寺家三丁目
07鼓ヶ浦 山口誓子句碑 寺家三丁目観音寺門前
07鼓ヶ浦 山口誓子句碑 西方寺
07鼓ヶ浦 静思庵句碑 観音寺
07鼓ヶ浦 結城蓄堂漢詩碑 鼓ヶ浦海岸
07鼓ヶ浦 養老舎句碑 観音寺
08愛宕 水原政次彰功碑 北江島
09旭ヶ丘 白江野用水開鑿彰功碑 東旭ヶ丘4丁目
10稲生 稲生穂積墓碑 稲生町池の下
10稲生 磐長神社旧蹟 稲生町西瀬古
10稲生 占木碑 稲生西一丁目
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10稲生 大井僊之丞彰功碑 伊奈冨神社参道
10稲生 大井富蔵翁頌徳碑 伊奈冨神社
10稲生 大井良三郎墓碑 稲生町墓地
10稲生 家請略碑 稲生町池の下
10稲生 神路岡碑 サーキット内
10稲生 獅子祭碑 伊奈冨神社境内
10稲生 鈴木庄九郎碑 稲生西二丁目
10稲生 大正紀念園碑 稲生小学校
10稲生 日本一健康優良学校表彰記念碑 稲生小学校
10稲生 眞宮禾堂句碑 伊奈冨神社
10稲生 御崎町庚申会紀念園碑 稲生高校西
10稲生 水谷碧山居句碑 稲生西二丁目
10稲生 山口誓子句碑 稲生町鈴鹿ハイツ
10稲生 吉崎錦谷歌碑 伊奈冨神社
10稲生 芝山甚三郎碑 稲生二丁目
10稲生 佐野昌邦歌碑 稲生西二丁目
11飯野 顕智上人一ツ橋碑 三日市
11飯野 坂倉正富翁碑 三日市
11飯野 佐見庄次郎碑 安塚町
11飯野 大正天皇皇后銀婚式御製御歌碑 飯野地子町
11飯野 高浜虚子蟻塔碑 三日市
11飯野 道伯池富国利地碑 青少年の森
11飯野 中島邦造彰功碑 西條一丁目
11飯野 盃音句碑 西條一丁目
11飯野 沢城跡碑 飯野寺家町
12河曲 青木佐ニ平墓碑 竹野町
12河曲 伊勢国分寺陳述碑（王城桜碑） 国分町
12河曲 光明寺誓子句碑 木田町
12河曲 少林塚 竹野町
12河曲 田中富次郎翁彰功碑 木田町
12河曲 生川忠右衛門翁為造翁才一郎翁彰功碑 木田町
12河曲 老農古市与一郎碑 十宮町
12河曲 達玄智洞法師碑 河田町
12河曲 山辺御井碑 山辺町
13一ノ宮 川端龍子句碑 池田町
13一ノ宮 大泉源之助翁彰功碑 北高岡町
13一ノ宮 西光万吉言葉碑 一ノ宮団地
13一ノ宮 小池先生碑 長太旭町
13一ノ宮 太田鉄蔵翁表徳碑 長太旭町
13一ノ宮 三田村徳右衛門顕彰碑 南長太町
13一ノ宮 大木神社碑 南長太町
13一ノ宮 大楠説明版 南長太町
15箕田 糯神社旧蹟碑 林崎一丁目
15箕田 松涛諦教上人碑 林崎照栄寺
15箕田 大塚神社合祀碑 林崎二丁目
15箕田 服部岩次郎先生墓 上箕田墓地
15箕田 八柱旧蹟碑 中箕田一丁目
15箕田 誓之御柱 箕田小学校
15箕田 宇気比神社旧蹟碑 北堀江一丁目
15箕田 伊吹神社旧蹟碑 南堀江
15箕田 矢田君之碑 下箕田一丁目光照寺
15箕田 久々志弥神社御造営記念碑 下箕田一丁目
15箕田 築堤紀功碑 下箕田一丁目
15箕田 梶川荻水墓碑 下箕田墓地
15箕田 橘樾斉墓碑 下箕田墓地
16玉垣 移住紀念碑 末広町
16玉垣 鎌倉権五郎墓 矢橋町
16玉垣 島田橘山墓碑 北玉垣墓地
16玉垣 連城硯記碑 北玉垣墓地



16玉垣 白江野用水竣工記念碑 末広町
16玉垣 ひばりヶ丘誓子句碑 岸岡町
16玉垣 守谷翁頌徳碑 岸岡町
16玉垣 吉澤桜島碑 桜島町
17若松 櫟玄職歌碑 若松西四丁目緑方寺
17若松 榎森勲君彰功碑
17若松 大黒屋光太夫供養碑 若松東一丁目
17若松 佐野源右衛門之碑 若松北一丁目
17若松 清水清三郎碑 若松東三丁目
17若松 開国曙光碑
17若松 忠太社旧蹟碑 若松東三丁目
17若松 徳本上人略歴碑 若松東三丁目
17若松 芭蕉句碑 若松西四丁目緑方寺
17若松 若松漁港開港記念碑 若松東三丁目
17若松 仲濱萬蔵墓碑 若松東三丁目
17若松 大谷知生句碑 若松北一丁目
18神戸 今井氏像 神戸一丁目
18神戸 思徳之碑 神戸二丁目
18神戸 老明真言板碑 神戸二丁目
18神戸 近藤達先生頌徳碑 神戸二丁目
18神戸 樹徳院時世句碑 神戸二丁目
18神戸 金田三左尾喝 神戸二丁目
18神戸 齋藤緑雨碑 神戸二丁目
18神戸 山頭火句碑 神戸二丁目
18神戸 倉田行人子碑 神戸二丁目
18神戸 一柳監物彰頌碑 神戸二丁目
18神戸 一柳監物追悼碑 神戸二丁目
18神戸 包丁塚 神戸二丁目
18神戸 松野子直之碑 神戸二丁目
18神戸 山口誓子句碑 神戸二丁目
18神戸 永井徳兵衛常房頌徳碑 神戸三丁目
18神戸 竹軒先生之碑 神戸五丁目
18神戸 神戸城跡天守台碑 神戸五丁目
18神戸 吉川治太夫忠魂碑 神戸五丁目
18神戸 片山氏墓碑の歌碑 神戸八丁目
18神戸 鬼頭白雨歌碑 神戸八丁目
18神戸 黄笑墓碑 神戸八丁目
18神戸 徹翁句碑 神戸八丁目
18神戸 田維徳翁碑 神戸八丁目
18神戸 楽鶯句碑 神戸八丁目
19栄 越知圃場整備記念碑 越知町
19栄 小川裕彦碑 中瀬古
19栄 杉野兵曹長碑 磯山一丁目
19栄 りう夫人墓碑 磯山一丁目
19栄 杉野兵曹長顕彰碑 東磯山二丁目
21天名 田畑翠雲彰徳碑 御薗町
21天名 馬瀬翁寿碑 御薗町服部神社
21天名 圃場整備事業碑 御薗町川南
21天名 圃場整備事業碑 御薗町清成
21天名 圃場整備事業碑 御薗町北部工業団地南西
21天名 圃場整備事業碑 御薗町山城
21天名 頼水学人碑 徳田町正念寺
22合川 児島山碑 三宅町
22合川 松井英子墓碑 三宅町
22合川 片岡七夫翁彰功碑 長法寺
22合川 大舟翁寿碑 長法寺
22合川 酒井神社碑 徳居町
22合川 伊藤範道彰功碑 徳居町
23井田川 常念寺標柱 中富田



23井田川 常念寺本堂建立記念碑 中富田
23井田川 常念寺韋月歌碑 中富田
23井田川 川俣神社記念碑 西富田
23井田川 川俣神社無上冷水井跡 西富田
23井田川 田中伊平君之碑 西富田
25椿 入道岳山論碑 椿神社境内
26深伊沢 信誠講御嶽碑 深溝町
26深伊沢 獣魂碑 深溝町
26深伊沢 館君之寿碑 深溝町
26深伊沢 館甚六翁頌徳碑 深溝町稲荷社
26深伊沢 深勇宗七塔 深溝町
26深伊沢 三鈴元頭碑 深溝町出屋敷
26深伊沢 開拓記念碑 追分集会所
27鈴峰 角觝田碑 伊船町
27鈴峰 片歌碑 長沢町長瀬神社境内
27鈴峰 伊勢茶碑 長沢町
27鈴峰 平資盛墓碑 小岐須町
28庄内 佐藤邦則真而温碑 庄内地区市民センター
28庄内 澤田光治君彰功碑 庄内神社東南
28庄内 坂口文七郎君彰功碑 西庄内


