
文化財名 名　　　　　称  所在地 

1 重要文化財 旧中込学校校舎 中込

2 史　　　跡 旧中込学校 中込

3 史　　　跡 龍岡城跡 田口

4 重要文化財 紙本着色一遍上人絵伝　巻第二 野沢

5 重要文化財 紙本墨書他阿上人自筆仮名消息 野沢

6 重要文化財 駒形神社本殿（附 棟札 ４枚） 塚原

7 重要文化財 鉄　鐘 跡部

8 重要文化財 新海三社神社三重塔 田口

9 重要文化財 新海三社神社東本社 田口

10 重要文化財 六地蔵幢 入沢

11 重要文化財 高良社（旧八幡神社本殿） 蓬田

12 重要文化財 福王寺の木造阿弥陀如来坐像 協和

13 重要文化財 真山家住宅 望月

14 重要無形民俗文化財 跡部の踊り念仏 跡部

15 天然記念物 岩村田ヒカリゴケ産地 岩村田

16 登録有形文化財 佐藤家住宅 協和

文化財名 名　　　　　称  所在地 

17 県　　　宝 木造阿弥陀如来坐像 岩村田

18 県　　　宝 刀 瀬戸

19 県　　　宝 木造地蔵菩薩半跏倚像 根々井

20 県　　　宝 版本大般若経 安原

21 県　　　宝 貞祥寺三重塔 前山

22 県　　　宝 木造阿弥陀如来及び両脇侍立像 安原

23 県　　　宝 安養寺の木造法燈国師倚像 安原 

24 県　　　宝 貞祥寺惣門及び山門 前山

25 県　　　宝 井出家座敷 臼田

26 県　　　宝 上宮寺梵鐘 田口
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27 県　　　宝 鋳銅箔鍍金花瓶 臼田

28 県　　　宝 金剛力士像 田口

29 無形民俗文化財 湯原神社式三番 湯原

30 史　　　跡 三河田大塚古墳 三河田

31 史　　　跡 伴野城跡 野沢

32 史　　　跡 根井氏館跡 根々井

33 史　　　跡 北高禅師墓碑 岩村田

34 史　　　跡 岩尾城跡 鳴瀬

35 史　　　跡 平賀氏城跡 常和・平賀

36 史　　　跡 大井城跡（王城・黒岩城） 岩村田

37 史　　　跡 五郎兵衛用水跡 望月・浅科

38 天然記念物 王城のケヤキ 岩村田

39 天然記念物 広川原の洞穴群 田口

文化財名 名　　　　　称  所在地 

40 有形文化財 金台寺の鉦 野沢

41 有形文化財 竹田の鉦（一） 根岸

42 有形文化財 竹田の鉦（二） 根岸

43 有形文化財 平賀村中善寺大般若経 平賀

44 有形文化財 下桜井村寛永の五人組帳 桜井

45 有形文化財 永禄十一年上原筑前御恩御検地帳 瀬戸

46 有形文化財 平尾大社本殿 上平尾

47 有形文化財 取出町百番観音 取出町

48 有形文化財 桃源院木造地蔵菩薩坐像 鳴瀬

49 有形文化財 大沢村旧長命寺二王堂應永在銘石柱 大沢

50 有形文化財 暦應在銘板碑 中込

51 有形文化財 龍雲寺の中世文書 岩村田

52 有形文化財 安養寺の中世文書 安原

53 有形文化財 上直路遺跡出土遺物

54 有形文化財 東一本柳古墳出土遺物

55 有形文化財 北西ノ久保遺跡出土の埴輪
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56 有形文化財 周防畑Ｂ遺跡出土遺物

57 有形文化財 中道遺跡出土遺物

58 史　　　跡 瀧ノ峯古墳群 根岸

59 有形文化財 瀧ノ峯古墳群出土遺物

60 史　　　跡 後沢遺跡 小宮山

61 有形文化財 後沢遺跡出土遺物

62 有形文化財 大井法華堂修験関係文書 岩村田

63 有形文化財 木造愛染明王坐像及び脇侍木造両界大日如来坐像 志賀

64 有形文化財 旧大沢小学校 大沢

65 有形文化財
倉沢薬師堂（附　宮殿・石造薬師如来立像・加舎
白雄自筆奉納俳額)

前山

66 有形文化財 正法寺多層塔 根々井

67 有形文化財 相沢寺仏面 臼田

68 有形文化財 田野口藩陣屋日記

69 有形文化財 湯原神社青銅鰐口 湯原

70 有形文化財 大宮諏訪神社青銅鰐口 入沢

71 有形文化財 信濃奇勝録版木 臼田

72 有形文化財 滝秩父札所観音石仏 湯原

73 有形文化財 水落観音町石石仏 田口

74 有形文化財 相沢寺平鉦 臼田

75 有形文化財 弥勒寺板碑 臼田

76 有形文化財 医王寺板碑 臼田

77 有形文化財 御魂代石 田口

78 有形文化財 岩水秩父札所観音木造 平林

79 有形文化財 大宮諏訪神社石棒 入沢

80 有形文化財 解体人形 田口

81 有形文化財 磨崖石仏群 三分

82 有形文化財 嫗の石像 下小田切

83 有形文化財 大日宝塔 三分

84 有形文化財 丸山家中世文書 田口

85 有形文化財 新海三社神社中世文書 田口

86 有形文化財 小太刀古狐丸 入沢

87 有形文化財 地獄極楽図 臼田
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88 有形文化財 入沢焼茶壺

89 有形文化財 物部の銅印 清川

90 有形文化財 蕨手刀

91 有形文化財 銙帯具

92 有形文化財 山宮家中世文書 田口

93 有形文化財 龍岡藩高札場 田口

94 有形文化財 日影堂百番観音木像 臼田

95 有形文化財 吉祥寺山門 入沢

96 有形文化財 薬師堂薬師三尊像 入沢

97 有形文化財 泉龍院涅槃図 中小田切

98 有形文化財 磨崖青面金剛 田口

99 有形文化財 新海三社神社　中本社　西本社 田口

100 有形文化財 大宮諏訪神社本殿 入沢

101 有形文化財 三条神社本殿 入沢

102 有形文化財 矢島の五輪塔 矢島

103 有形文化財 五輪塔群 塩名田

104 有形文化財 山の神石祠 御馬寄

105 有形文化財 石仏十王像 御馬寄

106 有形文化財 矢島道祖神 矢島

107 有形文化財 長念寺の阿弥陀如来立像及び胎内文書 甲

108 有形文化財 八幡神社の算額 八幡

109 有形文化財 八幡神社の瑞垣門 八幡

110 有形文化財 八幡神社の随身門 八幡

111 有形文化財 八幡神社の本殿 八幡

112 有形文化財 百番観音石仏群 春日

113 有形文化財 市川家の石造大日如来 布施

114 有形文化財 城光院の石造庚申塔 望月

115 有形文化財 城光院の石造十王像 望月

116 有形文化財 城光院の石造宝篋印塔 望月

117 有形文化財 万治の石造大日如来 協和

118 有形文化財 福王寺の石造庚申塔 協和

119 有形文化財 福王寺の木造日光菩薩立像（観音菩薩） 協和

4 ページ



120 有形文化財 福王寺の木造月光菩薩立像（勢至菩薩） 協和

121 有形文化財 福王寺の木造雨宝童子立像（木造聖徳太子立像） 協和

122 有形文化財 福王寺の木造毘沙門天立像 協和

123 有形文化財 月輪寺跡の石造笠塔婆 印内

124 有形文化財 天神の元禄の石造双体道祖神 協和

125 有形文化財 入布施の石造片手合掌双体道祖神 布施

126 有形文化財 牧布施の石造庚申塔 布施

127 有形文化財 不動明王立像 春日

128 無形民俗文化財 岩村田祇園におけるお船様祭り 岩村田

129 無形民俗文化財 鳥追い祭り 甲

130 無形民俗文化財 岩下の踊り念仏 春日

131 無形民俗文化財 根神社の式三番叟 春日

132 無形民俗文化財 榊祭 望月

133 無形民俗文化財 春日本郷地区道祖神祭り 春日

134 史　　　跡 大梅禅師墓碑 内山

135 史　　　跡 鵜縄沢端一里塚東塚 岩村田

136 史　　　跡 安原大塚古墳 安原

137 史　　　跡 北西ノ久保の石造塔婆群 岩村田

138 史　　　跡 正楽院の供養塔 平賀

139 史　　　跡 前山城跡 前山

140 史　　　跡 蛇塚古墳 臼田

141 史　　　跡 幸神古墳群 田口

142 史　　　跡 西の窪１９号古墳 入沢

143 史　　　跡 塩名田本陣跡 塩名田

144 史　　　跡 御馬寄古城跡 御馬寄

145 史　　　跡 土合１号古墳 甲

146 史　　　跡 火の雨塚古墳 桑山

147 史　　　跡 虚空蔵のろし台跡 矢島

148 史　　　跡 舟つなぎ石 塩名田

149 史　　　跡 野馬除け柵跡 御牧原

150 史　　　跡 中山道一里塚跡 甲

151 史　　　跡 八幡宿本陣跡 八幡
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152 史　　　跡 兜山古墳 八幡・蓬田

153 史　　　跡 下吹上遺跡 協和

154 史　　　跡 中山道 布施・望月・茂田井

155 史　　　跡 王塚古墳 協和

156 名　　　勝 皎月原 小田井

157 天然記念物 白山神社イチイの古樹 常和

158 天然記念物 野沢町の女男木 野沢

159 天然記念物 チョウゲンボウ

160 天然記念物 お神明の三本松 上小田切

161 天然記念物 入沢風穴 入沢

162 天然記念物 キレハエビラシダ 上小田切

163 天然記念物 黒沢家　コナラ 湯原

164 天然記念物 児落場峠天然カラマツ 入沢

165 天然記念物 関所破りの桜 甲

166 天然記念物 勝手神社のケヤキの木 御馬寄

167 天然記念物 山の神のコナラ群 春日

168 天然記念物 小野山家のエドヒガン 春日

169 天然記念物 蓮華寺のスギ 春日

170 天然記念物 大井家のエドヒガン 協和

171 天然記念物 福王寺のヒイラギ 協和

172 天然記念物 臼田トンネルゾウ化石
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