
市指定文化財一覧表
令和3年4月1日現在

Ｎo.  種類 名称 数量 所在地 管理者等 指定年月日

58 建造物 五所駒瀧神社本殿 1棟 桜川市真壁町山尾499  五所駒瀧神社 昭和53年11月22日

59 建造物 雨引山黒門 1棟 桜川市本木1 楽法寺 昭和54年11月15日

60 建造物 椎尾山薬王院本堂 1棟 桜川市真壁町椎尾3178 薬王院 昭和55年4月16日

61 建造物 椎尾山薬王院仁王門 1棟 桜川市真壁町椎尾3178 薬王院 昭和55年4月16日

62 建造物 鴨大神御子神主玉神社本殿 1棟 桜川市加茂部694 鴨大神御子神主玉神社 昭和55年5月12日

63 建造物 八柱神社拝殿 1棟 桜川市真壁町塙世968  八柱神社 昭和61年7月3日

64 建造物 妙法寺山門 1棟 桜川市本郷13 妙法寺 平成2年9月17日

65 建造物 月山寺本堂・境内山王社本殿・中門 3棟 桜川市西小塙1677 月山寺 平成5年6月15日

66 建造物 雨引山楽法寺鬼子母神堂 1棟 桜川市本木1 楽法寺 平成10年10月1日

67 建造物 二所神社本殿（旧八幡宮本殿）（付宮殿） 1棟 桜川市西小塙394-2 二所神社 平成21年9月24日

68 建造物 今宮神社本殿 1棟 桜川市岩瀬2100番地 今宮神社 令和元年11月21日

69 建造物 高久神社本殿 1棟 桜川市高久770番地 宗教法人高久神社 令和3年3月29日

70 彫刻 日光月光菩薩立像 2軀 桜川市磯部779 磯部稲村神社 昭和45年6月29日

71 彫刻 一木造り像 12軀 桜川市磯部779 磯部稲村神社 昭和45年6月29日

72 彫刻 唐金造渡来仏立像 1軀 桜川市真壁町山尾524  遍照院     昭和46年7月27日

73 彫刻 大日如来坐像・薬師如来立像 2軀 桜川市真壁町山尾152  山尾地区 昭和48年3月24日

74 彫刻 仁王像（阿形・吽形） 2軀 桜川市真壁町羽鳥1179 羽鳥地区 昭和48年7月13日

75 彫刻 后神社御神体 1軀 桜川市大国玉622 木崎区長 昭和54年11月15日

76 彫刻 木造因達羅大将立像（伝巳神） 1軀 桜川市真壁町椎尾3178 薬王院 昭和55年4月16日

77 彫刻 小金銅仏像 4軀 桜川市真壁町椎尾3178 薬王院 昭和55年4月16日

78 彫刻 木造中郡庄司坐像 1軀 桜川市友部36 個人 昭和55年5月12日

79 彫刻 木造藤原鎌足公坐像 1軀 桜川市友部36 個人 昭和55年5月12日

80 彫刻
薬師如来像・日光菩薩像・月光菩薩像・十二神将
像・如来像

16軀 桜川市岩瀬1348 元岩瀬区 昭和55年12月10日

81 彫刻 薬師如来像 1軀 桜川市友部1520 個人 昭和56年10月15日

82 彫刻 地蔵菩薩立像 1軀 桜川市西小塙462 西小塙一区 昭和56年10月15日

83 彫刻 木造出山釈迦立像 1軀 桜川市本木78 祥光寺 昭和61年3月20日

84 彫刻 木造薬師如来坐像 1軀 桜川市真壁町羽鳥1179 羽鳥地区 昭和62年10月28日

85 彫刻 木造地蔵菩薩立像（附胎内摺絵一括1,560点） 1 桜川市本郷13 妙法寺 平成元年8月30日

86 彫刻 東照大権現徳川家康公像 1軀 桜川市本木1 楽法寺 平成2年5月25日

87 彫刻 木造親鸞聖人座像 1軀 桜川市金敷288 真像寺 平成2年7月20日

88 彫刻 仁王尊像一対 2軀 桜川市本木1 楽法寺 平成10年3月30日

89 彫刻 木造釈迦入涅槃像 1軀 桜川市富谷2190 小山寺 平成2年9月17日

90 彫刻 木造不動明王・降三世明王立像 2軀 桜川市坂本376 坂本区 平成15年11月20日

91 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 1軀 桜川市今泉257 今泉区 平成15年11月20日

92 彫刻 木造聖観音立像 1軀 桜川市犬田1651 法蔵院 平成15年11月20日

93 彫刻 木造如来立像・木造如来立像（寺伝薬師如来像） 2軀 桜川市富谷2190 小山寺 平成17年9月21日

94 彫刻 木造男神坐像（伝天満天神坐像）・木造女神坐像 2軀 桜川市岩瀬744･同1407-1 個人 平成17年9月21日

95 彫刻 木造五智如来坐像 5軀 桜川市本木1 楽法寺 平成21年9月24日

96 彫刻 浅野長勲夫妻石像 1式 桜川市真壁町飯塚911 親和会 平成26年8月21日

97 彫刻 木造金剛力士像 2躯 桜川市真壁町椎尾3196 椎尾山薬王院 令和2年10月26日

98 工芸品 大拍子太鼓 １張 桜川市友部1041-1 香取神社 平成12年6月20日

99 古文書 中原家文書 125点 桜川市真壁町真壁198 個人・桜川市寄託 平成26年8月21日

100 考古資料 熊の宮遺跡出土石刃（ブレ－ド2点） 2 桜川市真壁町東山田1587 個人 昭和53年11月22日

101 考古資料 八幡山古墳出土直刀及び付属品 1 桜川市真壁町真壁57-1 桜川市 昭和53年11月22日

102 考古資料 要石 １基 桜川市磯部779 磯部稲村神社 昭和58年8月31日

103 考古資料 古代彩色壁画板石 １基 桜川市東桜川1-21-1 桜川市教育委員会 昭和59年10月1日

104 考古資料 板碑 １基 桜川市本郷13 妙法寺 平成元年8月30日

105 考古資料 松田古墳群出土遺物一括 152点 桜川市松田711-3外･同大字岩瀬64-1 桜川市教育委員会 平成17年9月21日

106 考古資料 北椎尾天神塚古墳出土遺物一括 1括 桜川市真壁町飯塚911 桜川市 平成21年9月24日

107 歴史資料 陣羽織（桜　任蔵愛用） 1領 桜川市真壁町古城47   常永寺 昭和54年8月18日

108 歴史資料 文　机（桜　任蔵愛用） 1机 桜川市真壁町古城47   常永寺 昭和54年8月18日

109 歴史資料 小川容斎肖像 1点 土浦市中貫1455-2 個人 昭和54年8月18日

110 歴史資料 道標兼供養塔 1基 桜川市大曽根875-2 大曽根区長 平成3年1月23日

111 歴史資料 聖護院道興筆天神名号 1幅 桜川市真壁町東山田1547 個人 平成4年9月30日

112 歴史資料 真壁家資料一括 一括 桜川市真壁町真壁57-1 桜川市 平成7年6月20日

113 歴史資料 古宇田家史料一括 一括 桜川市真壁町真壁57-1 桜川市 平成8年10月23日

114 民俗資料 白井座の人形芝居資料 一括 桜川市真壁町白井617  個人 昭和53年11月22日
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115 民俗資料 算額 2面 桜川市真壁町椎尾3178 薬王院 昭和54年8月18日

116 無形民俗文化財 ささら舞 1 岩瀬町間中区 間中ささら舞保存会 昭和53年4月22日

117 無形民俗文化財 鍬の祭 1 桜川市大国玉1 大国玉神社 昭和54年11月15日

118 無形民俗文化財 さやどまわり 1 桜川市大国玉1 大国玉神社 昭和54年11月15日

119 史跡 権現山廃寺 1 桜川市真壁町山尾42   桜川市 昭和57年5月7日

120 史跡 御手洗 １基 桜川市磯部779 磯部稲村神社 昭和58年8月31日

121 史跡 花園古墳群２号墳 １基 桜川市友部1956-2ほか 個人 平成10年9月18日

122 史跡 篠ノ沢古墳 １基 桜川市南飯田1323 個人 平成10年9月18日

123 天然記念物 宿椎 1株 桜川市本木1 楽法寺 昭和57年5月4日

124 天然記念物 小山寺の大杉 １株 桜川市富谷2190 小山寺 平成12年6月20日

125 天然記念物 密弘寺のケヤキ 1体 桜川市真壁町真壁184 密弘寺 平成15年2月28日

126 天然記念物 塚本家のサイカチ 1体 桜川市真壁町真壁57-2 個人 平成15年2月28日

127 天然記念物 田村神社のケヤキ 1体 桜川市真壁町田21 田村神社 平成15年2月28日

128 天然記念物 八柱神社のケヤキ 1体 桜川市真壁町塙世968  八柱神社 平成15年2月28日

129 天然記念物 市塚家のタイサンボク 1体 桜川市真壁町飯塚85-1 個人 平成15年2月28日


