
平成25年4月1日現在
大分類 中分類 小分類

大和間符〔西坑〕 大和間符〔本坑〕 大和間符〔東坑〕 中西間符（谷間坑） 床屋間符※ 歓喜間符 歓東間符 長榮間符（長永間符）
大伐間符（大切間符） 天満間符 東延斜坑 東山新口間符 歓治間符（東延歓治間符） 東延東走坑 東山間符

筏津坑〔西走坑〕 筏津坑〔三番東口〕 筏津坑〔東走坑〕 筏津第一斜坑 積善坑〔旧坑〕 積善坑〔本坑〕 積善坑〔新坑１〕 零番建入

積善斜坑 積善坑〔西走坑〕 余慶坑〔旧坑１〕 余慶坑〔本坑〕 金鍋坑〔第一〕 金鍋坑〔第二〕

大黒間符 金栄間符 都間符 新都間符 太平間符※ 新太平坑 長尾坑 新長尾坑

大斜坑
（嶺南側） 〔大和間符〔西坑〕〕 〔大伐（大切）間符〕※ 〔天満間符〕 貳番抜戸（東延西走坑） 代々間符（第一通洞） 小足谷疎水坑

（嶺北側） 〔太平間符〕※ 寛永間符
（嶺南側） 〔大和間符〕 〔長榮（長永）間符〕 排気斜坑 〔東延斜坑〕 東延風廻し 積善坑〔新坑２〕 余慶坑〔旧坑２〕風廻し

（嶺北側） 〔大黒間符〕 〔都間符〕

（嶺南側） 小足谷収銅所
（嶺北側） 寛永谷収銅所 東平収銅所 山根収銅所

沈澱池 沈澱池 吹所沈澱池
（嶺南側） 坑水路【高橋】 坑水路【黒橋】 坑水路【小足谷】

（嶺北側） 坑水路【寛永谷】 坑水路【東平】 坑水路【長尾】 坑水路【落し】 坑水路【打除】 坑水路【下部線沿い】

選鉱場 選鉱場 東平選鉱場※ 新居浜選鉱場※
貯鉱庫 貯鉱庫 貯鉱庫【東平】 貯鉱庫【黒石】 貯鉱庫【端出場】 貯鉱庫【新太平坑】 貯鉱庫【大斜坑】

(嶺南側） 火薬庫【東延】 火薬庫【金鍋】 火薬庫【風呂屋谷】 火薬庫【銅山峰】 火薬庫【筏津】
（嶺北側） 火薬庫【東平】 火薬庫【端出場】

焼鉱窯 焼鉱窯 焼鉱窯【寛政谷】 焼鉱窯【風呂屋谷】

焼鉱場 木方焼鉱場※ 角石原焼鉱場※
製錬所 高橋製錬所※ 山根製錬所 新居浜精銅工場 東予製錬所

発電所 ペルトン水車※ 落し水力発電所※ 端出場水力発電所
変電所 第三変電所 東平配電所

その他 その他 東延事務所 東延機械場 東延巻揚機室 石ケ山丈貯水池

運輸中継基地 中継基地 新居浜口屋 立川中宿※ 石ケ山丈中宿※ 角石原中宿※ 目出度町勘場※
（嶺南側） 第一通洞【南口】 日浦通洞

（嶺北側） 第一通洞【北口】 第二通洞 第三通洞 第二通洞（児島案） 第四通洞
仲持・馬車道 第一次泉屋道※ 第二次泉屋道（登り道）

牛車・馬車道 牛車道

一般道路 昭和通り
大黒間符前 都間符 東山間符前 第一通洞 東延斜坑 第三通洞 日浦通洞 第四通洞

筏津坑（三番東口） 大斜坑 金鍋坑
別子鉱山鉄道 上部線※ 下部線※ 新居浜港線※ 国鉄新居浜駅連絡線※

隧道 隧道 中尾ﾄﾝﾈﾙ 黒石ﾄﾝﾈﾙ 物言嶽ﾄﾝﾈﾙ 星越ﾄﾝﾈﾙ 東平隧道（小ﾏﾝﾌﾟ） 辷坂隧道（大ﾏﾝﾌﾟ又は中ﾏﾝﾌﾟ） 東黒索道隧道

索道 索道 石ケ山丈索道停車場 東平索道停車場 新道の索道場 六号の索道場※ 新太平坑索道停車場
下部鉄道橋 芦谷川橋 檜尾川橋 東川橋

上柳谷橋※ 葡萄谷橋※ 下柳谷橋※ 桜谷橋※ 唐谷橋※ 裏谷橋※ 七釜谷橋※ 第二岩井谷橋※
第一岩井谷橋※ 地獄谷橋※

車道＋人道橋 昭和橋 申孝橋 共存橋 共栄橋

人道橋ほか 遠登志橋（下ノ橋） ペルトンの橋（中ノ橋） 欄干橋（上ノ橋） 芦谷橋※ 端出場橋（四通橋） 太鼓橋【星越】
暗渠 暗渠 高橋暗渠 東延暗渠 東平第三暗渠 東平喜三谷暗渠

港湾 港湾 新居浜港（本港地区）

建造物 石ケ山丈駅※ 角石原駅※ 黒石駅※ 土橋駅※ 星越駅（駅舎） 東延谷築堤

輸送機器 別子1号蒸気機関車 かご電車【別子銅山記念館】 かご電車【筏津坑】 かご電車【ﾏｲﾝﾄﾋﾟｱ別子】 かご電車【東平隧道】
小学校 足谷小学校※ 東平小学校※ 鹿森分校※ 惣開小学校
中学校 東平中学校※

保育所 東平保育所※ 鹿森保育所※

病院 住友病院【目出度町】※ 別子出張所【黒橋】※ 東平分院※ 住友別子病院【惣開町】 住友別子病院【王子町】

銀行 住友銀行新居浜支店【惣開町】 三井住友銀行新居浜支店
社宅（嶺南側） 小足谷※ 筏津

一本松※ 柳谷※ 唐谷※ 辷坂※ 第三※ 喜三谷※ 東平※ 呉木※

尾端※ 鹿森※ 尾花※ 打除※ 立川※ 梅林※ 新田※ 山根東※

石ケ山丈※ 山田 前田※ 平形

寮・ｱﾊﾟｰﾄ 鉑友寮 山田ｱﾊﾟｰﾄ 王子ｱﾊﾟｰﾄ

接待館 住友新座敷※ 小足谷接待館 東平荘※ 泉寿亭【北新町】※ 泉寿亭【端出場】

醸造所 小足谷酒造場
劇場・娯楽場 小足谷劇場※ 東平娯楽場※

倶楽部 住友倶楽部 鹿森倶楽部※
浴場 鹿森共同浴場 呉木共同浴場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 一の森 山根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 磯浦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鉄道ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

体育館・ﾌﾟｰﾙ 別子体育館 鉱山健保ﾌﾟｰﾙ 鉱山健保保養所海浜館
大山積神社【延喜】※ 大山積神社【目出度町】※ 大山積神社【一の森】※ 大山積神社【角野新田町】 山神社【小足谷】※ 竜王神社【東延】※ 不動院【喜三谷】※ 不動院【角野新田町】※

鹿森神社 一宮神社 内宮神社 龍河神社

祭礼 山神祭 新年祭式（大鉑祭） お地蔵さん祭り お不動さん祭り 大鉑【大山積神社】 大鉑【別子銅山記念館】 大鉑【ﾏｲﾝﾄﾋﾟｱ別子】

寺院 円通寺 円通寺小足谷出張所※ 瑞應寺 長泉堂（瑞應寺内）
墓地 蘭塔場 板小屋谷墓地 銅山峰北墓地 千人塚 瑞應寺西墓地 瑞應寺東墓地 広瀬家墓地

於監獄出役所為職務死者招魂之碑 總開の記碑 別子銅山遭難流亡者碑 別子銅山坑内火災殉職霊之碑 中國人俘虜殉職者慰霊之碑 西谷川用水路設置覚書碑 別子銅山鉱毒除去土地改良事業完成記念碑 伊庭貞剛歌碑

口屋跡由来記 鹿森集落碑

水関係 水採り場【山方】 水採り場【前山】 水採り場【風呂屋谷】 素麺滝（東延滝） 上部鉄管道（水槽・水路） 下部鉄管道（水路） ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ水 導水路【東平～石ケ山丈】
坑夫修行跡 仕掛・ﾀｶﾞﾈ跡【山方】 ﾀｶﾞﾈ跡【木方】 ﾀｶﾞﾈ跡【竜王神社下】 ﾀｶﾞﾈ跡【素麺滝】 ﾀｶﾞﾈ跡【東山間符下】

碑

生活文化

その他

鉄道

橋梁

（嶺南側）

収銅所

坑水路

製錬

採鉱・探鉱坑口

（嶺北側）

別子銅山産業文化遺産分類表（新居浜市分のみ）

施設等の名称

※印は、原型がわかる特別な遺構が残らず主として跡地が確認できるもの。福利厚生は、住友金属鉱山㈱の流れに関するものに限定。

社宅（嶺北側）

ﾄﾛｯｺ（鉱車）軌道

産業設備

交通輸送

疎水坑口

風廻し口

道路

通洞

火薬庫

電力

上部鉄道橋

神社

その他

文教

福利厚生

宗教・行事


