
令和4年2月現在

№ 地区 種　別 名　　　　　　称 所　　在　　地 所有者 指定年月日

1 国 重文(建造物) 旧福島尋常中学校本館 郡山市開成５丁目 (公財)安積歴史博物館 S52.6.27

2 国 重文(考古資料) 石造笠塔婆 郡山市堂前 如宝寺 S11.5.6

3 国 重文(考古資料) 二彩浄瓶　附　須恵器　１箇・黒色土器　１箇 郡山市安原町字大谷地130-2（郡山市立美術館） 個人 S62.6.6

4 国 重文(考古資料) 板石塔婆 郡山市堂前 如宝寺 S11.5.6

5 国 史跡 大安場古墳 郡山市田村町大善寺字大安場 郡山市 H12.9.6

6 国 史跡 宇津峰
郡山市田村町谷田川字樋ノ口
須賀川市塩田字雲水峰

雲水峰神社ほか S6.7.31

7 国 天然記念物 鹿島神社のペグマタイト岩脈 郡山市西田町丹伊田字宮作 鹿島大神宮 S41.6.11

8 国 天然記念物 赤津のカツラ 郡山市湖南町赤津字西岐 赤津財産区(郡山市） S16.1.27

9 県 重文(建造物) 開成館 郡山市開成 郡山市 S35.3.29

10 県 重文(建造物) 田村神社厨子 郡山市田村町山中字本郷 田村神社 S56.3.31

11 県 重文(絵画) 絵馬佃島南望之図 郡山市田村町山中字本郷 田村神社 S55.3.28

12 県 重文(絵画) 絵馬大江山図 郡山市田村町山中字本郷 田村神社 S55.3.28

13 県 重文(絵画) 絵馬三国志三傑図 郡山市田村町山中字本郷 田村神社 S55.3.28

14 県 重文(彫刻) 木造大日如来坐像 郡山市日和田町日和田字日和田 西方寺 S28.10.1

15 県 重文(彫刻) 木造阿弥陀如来坐像 郡山市湖南町中野字日岡寺前 満福寺 S37.3.30

16 県 重文(彫刻) 木造大日如来坐像（伝観音像） 郡山市西田町大田字雪村 季田区 S43.4.9

17 県 重文(彫刻) 木造観音菩薩半跏像 郡山市中田町駒板字表 駒板区 S43.4.9

18 県 重文(彫刻) 木造千手観音立像 郡山市湖南町福良字寺前 千手院 S58.3.25

19 県 重文(工芸品) 石造法華曼荼羅供養塔 郡山市大町 阿邪詞根神社 S28.10.1

20 県 重文(工芸品) 銅鐘 郡山市西田町鬼生田字前田 廣渡寺 S28.10.1

21 県 重文(工芸品) 蒔絵神馬図額 郡山市田村町山中字本郷 田村神社 S30.12.27

22 県 重文(工芸品) 太刀 金象嵌銘高平の目
  附 打刀拵 郡山市 個人 S34.3.17

23 県 重文(古文書) 守山藩御用留帳
郡山市麓山一丁目八番三号（郡山市歴史資料館）
田村町山中字上野

郡山市 個人 S29.4.7

24 県 重文(考古資料) 木造阿弥陀如来坐像（中地大仏） 郡山市湖南町中野字堰内 東光寺 S30.12.27

25 県 重文(考古資料) 石造塔婆 郡山市富久山町久保田字山王館 日吉神社 S33.8.1

26 県 重文(考古資料) 大安場古墳出土品　一括 大安場古墳 郡山市 H15.3.25

27 県 重文(歴史資料) 安積艮齋関係資料ほか 郡山市清水台１丁目6番12号（安積艮齋記念館） 安積国造神社 H21.4.3

28 県 重要無形民俗文化財 湖南の会津万歳 郡山市湖南町中野 会津万歳安佐野保存会 S56.3.31

29 県 重要無形民俗文化財 豊景神社の太々神楽 郡山市富久山町福原字福原 豊景神社の太々神楽保存会 H6.3.31

30 県 有形民俗文化財 高倉人形 郡山市日和田町字小堰 郡山市 S30.12.27

31 県 有形民俗文化財 三春人形木型 郡山市 個人 S33.8.1

32 県 有形民俗文化財 上行合人形 郡山市 個人 S53.4.7

33 県 有形民俗文化財 絵馬繁馬図 郡山市田村町山中字本郷 田村神社 S55.3.28

34 県 史跡 鈴木信教墓 郡山市堂前町 如宝寺 S31.9.4

35 県 天然記念物 日和田のイチイ 郡山市日和田町日和田字背戸 郡山市 S28.10.1

36 県 天然記念物 大善寺のフジ 郡山市田村町大善寺字宿 白幡神社 S31.9.4

37 県 天然記念物 石筵のシダレグリ自生地 郡山市熱海町石筵字割石 石筵牧野利用農業協同組合 S34.3.17

38 県 天然記念物 隠津島神社社叢 郡山市湖南町福良字福良山 隠津島神社 S39.3.24

39 県 天然記念物 大仏のケヤキ 郡山市湖南町中野字堰内 東光寺 S39.3.24

40 県 名勝及び天然記念物 浄土松山 郡山市逢瀬町多田野字浄土松ほか 郡山市 S33.8.1

県中教育事務所域内　国・県指定等文化財一覧
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№ 地区 種　別 名　　　　　　称 所　　在　　地 所有者 指定年月日

41 国 重文(絵画)
銅版画東都名所図　亜欧堂田善筆（二十五図）
　附　東都名所図原版

須賀川市池上町６(須賀川市立博物館) 須賀川市
H24.9.6
R1.7.23

42 国 重文(絵画)
銅版画見本帖　亜欧堂田善筆(十二図）
　附　多賀城碑図・ネーデルランドの独立図原版

須賀川市池上町６(須賀川市立博物館) 須賀川市 H24.9.6

43 国 重文(古文書)
白河結城家文書(３０通）
　附　四月八日佐々木宋淳書状　１巻

須賀川市 個人 S53.6.15

44 国 重文(考古資料) 岩代米山寺経塚出土品 須賀川市池上町６(須賀川市立博物館) 日枝神社
S11.9.16
S53.6.15

45 国 史跡 須賀川一里塚 須賀川市一里坦字高久田境 国(須賀川市）
S11.9.3
S59.3.27

46 国 史跡 米山寺経塚群 須賀川市西川字坂の上 日枝神社
S12.12.21
S52.7.25

47 国 史跡 上人壇廃寺跡 須賀川市上人坦 須賀川市他

S43.5.28
S57.5.21
H12.11.15
H31.2.26

48 国 名勝 須賀川の牡丹園 須賀川市牡丹園 (財）須賀川市牡丹園保勝会 S7.10.19

49 県 重文(建造物) 桙衝神社本殿　附 棟礼 12枚 須賀川市桙衝字亀居山 桙衝神社 S51.5.4

50 県 重文(絵画) 絹本著色亜欧堂田善画像 須賀川市 個人 S30.12.27

51 県 重文(絵画) 太田貞喜の亜欧堂田善コレクション 須賀川市池上町6(須賀川市立博物館) 須賀川市 S61.3.31

52 県 重文(絵画) 七里ケ浜遠望図 須賀川市池上町6(須賀川市立博物館) 個人 H6.3.31

53 県 重文(彫刻) 木造宝冠釈迦如来坐像 須賀川市横田字北の後 護真寺 S56.3.31

54 県 重文(工芸品) 石造双式阿弥陀三尊来迎供養塔 須賀川市前田川字草池下 須賀川市 S28.10.1

55 県 重文(工芸品) 桐文木彩漆笈 須賀川市 個人 S42.12.8

56 県 重文(考古資料) 双式浮彫阿弥陀三尊来迎供養石塔 須賀川市浜尾字鹿島 国 (須賀川市) S39.3.24

57 県 重文(考古資料) 上人壇廃寺跡出土品 須賀川市池上町６(須賀川市立博物館) 須賀川市 H14.3.29

58 県 重文（考古資料）
稲古舘古墳出土銅漆作大刀
　附　墳丘及び石室内出土品

須賀川市池上町６(須賀川市立博物館) 須賀川市 H20.4.4

59 県 重文(歴史資料) 白河・石川・岩瀬・田村・安積・安達六郡絵図 須賀川市池上町6(須賀川市立博物館) 須賀川市 S62.3.27

60 県 重要無形民俗文化財 古寺山自奉楽 須賀川市上小山田字古寺地内 古寺山自奉楽保存会 S49.5.7

61 県 有形民俗文化財 関下人形 須賀川市 個人 S53.4.7

62 県 史跡 蝦夷穴古墳 須賀川市和田字蝦夷穴 須賀川市 S33.8.1

63 県 史跡 長沼南古舘 須賀川市江花 須賀川市 H2.3.23

64 県 史跡 石造阿弥陀三尊来迎供養塔 須賀川市畑田字橋本 畑田区 S42.12.8

65 県 天然記念物 古寺山の松並木 須賀川市上小山田字古寺 上小山田区 S34.3.17

66 県 天然記念物 永泉寺のコウヨウサン 須賀川市長沼字寺前ほか 永泉寺 S36.3.22

67 県 天然記念物 護真寺のサクラ 須賀川市横田字北の後 護真寺 S51.5.4

68 県 天然記念物 古館のサクラ 須賀川市 個人 S51.5.4

69 県 重文(絵画)
板絵凌煙閣功臣画像
　附　牡丹孔雀図･山水図･牡丹図　12面

鏡石町鏡田字鏡沼・笠石字旭町 西光寺・鏡石町 S59.3.23

70 県 重文(彫刻) 木造法燈国師坐像 天栄村大字大里字安養寺 個人 S42.4.4

71 県 重文(彫刻) 木造馬頭観音坐像 天栄村湯本字高寺 満願寺 S42.4.4

72 県 重文(考古資料) 銅製丈龍私印 天栄村下松本字原畑 天栄村 S62.3.27

73 県 史跡 竜ケ塚古墳 天栄村白子字竜ケ塚 天栄村 S55.3.28

74 国 重文(建造物) 五輪塔 玉川村岩法寺字方丈 玉川村 S13.7.4

75 国 史跡 須釜東福寺舎利石塔 玉川村南須釜字久保宿 東福寺 S10.6.7

76 県 重文(工芸品) 銅製鰐口 石川町字下泉 石都々古和気神社 S28.10.1

77 県 重文(工芸品)
仁王般若経板木
妙法蓮華経板木

石川町字高田200-2(石川町立歴史民俗資料館) 薬王寺 S28.10.1

78 県 重文(古文書) 石川大蔵院文書
　附　文書箱　１合 石川町字高田200-2(石川町立歴史民俗資料館) 個人 H7.3.31

79 県 重文（考古資料） 鳥内遺跡出土土器 石川町字立ヶ岡 石川町 H18.4.7

80 県 史跡 大壇古墳群 石川町新屋敷字田上 石川町 S46.4.13

81 県 史跡 鳥内遺跡 石川町新屋敷字耕土 石川町 S53.4.7

82 県 史跡 悪戸古墳群 石川町中野字悪戸 石川町 S55.3.28

83 県 天然記念物 石川の高田ザクラ 石川町字高田 石川町 S31.9.4

84 県 天然記念物 中の内のフジ 石川町北山形字中ノ内 石川町 S39.3.24

石川

岩瀬



№ 地区 種　別 名　　　　　　称 所　　在　　地 所有者 指定年月日

85 県 天然記念物 球状花崗岩 石川町北山形字小桑久保 石川町 S45.4.13

86 県 天然記念物
石川のペグマタイト鉱物
和久観音山鉱床

石川町字高田200-2(石川町立歴史民俗資料館) 石川町ほか
H7.3.31
R2.3.23

87 県 重文(建造物) 八幡神社本殿  附 棟礼 ６枚 玉川村川辺字宮の前 八幡神社 S34.3.17

88 県 重文(彫刻)
木造薬師如来立像
　附 木造両脇侍像 ２躯・十二神将像　12躯

玉川村南須釜字久保宿 東福寺 S48.3.23

89 県 重文(古文書) 首藤家所蔵石川文書 玉川村大字中字向井 個人 S61.3.31

90 県 史跡 宮ノ前古墳 玉川村川辺字宮の前 玉川村 S63.3.22

91 県 重要無形民俗文化財 南須釜の念仏踊 玉川村南須釜字根搦 須南民族芸能保存会 S50.5.30

92 県 天然記念物 川辺八幡のさかさスギ 玉川村川辺字宮の前 八幡神社 S30.12.27

93 県 重文(建造物)
西光寺阿弥陀堂（田口阿弥陀堂）
　附　棟札等　１１枚

古殿町田口字久保田 西光寺 S31.9.4

94 県 重文(彫刻) 木造阿弥陀如来坐像 古殿町田口字久保田 西光寺 S35.3.29

95 県 重文(彫刻) 木造地蔵菩薩坐像 古殿町田口字久保田 西光寺 S53.4.7

96 県 重要無形民俗文化財 古殿八幡神社の流鏑馬・笠懸 古殿町山上字古殿 古殿町流鏑馬保存会 H7.3.31

97 県 天然記念物 古殿町越代のサクラ 古殿町大久田字ヲテマ地内 国（古殿町） H9.3.22

98 国 重文(建造物) 中山家住宅 三春町 個人 S52.1.28

99 国 重文(建造物) 堂山王子神社本殿 田村市船引町門沢字堂山 堂山王子神社
T6.4.5

S38.2.13

100 国 天然記念物 三春滝ザクラ 三春町滝字桜久保 三春町 T11.10.12

101 国 天然記念物 諏訪神社の翁スギ・媼スギ 小野町夏井字町屋 諏訪神社 S12.12.21

102 国 天然記念物 入水鍾乳洞
田村市滝根町菅谷字仙台平
田村市常葉町稲川字早稲川

田村市・国 S9.12.28

103 県 重文(彫刻) 木造阿弥陀如来立像 三春町字亀井 光岩寺 S59.3.23

104 県 重文(古文書) 田村氏掟書
　附 大船若経 １帖 三春町字御免町 福聚寺 H5.3.23

105 県 重文(絵画) 絵馬油彩洋人曳馬図 小野町大字小野新町字中通2(ふるさと文化の館) 満福寺 S55.3.28

106 県 重文(彫刻) 木造地蔵菩薩半跏像 小野町湯沢字館ノ越 地蔵堂 S30.12.27

107 県 重文(彫刻) 木造阿弥陀如来及び両脇侍像 小野町小野赤沼字寺前 無量寺 S50.5.30

108 県 重文(歴史資料) 木製旧堂山寺観音堂順礼納札 田村市船引町門沢字堂山 堂山王子神社 H9.3.25

109 県 重文(歴史資料) 佐久間庸軒和算関係資料 田村市船引町石森字戸屋 個人 H23.6.10

110 県 史跡 前田遺跡（環状列石） 田村市船引町北鹿又字平畑 個人 S43.4.9

111 県 重要無形民俗文化財 磐城街道沿いのオニンギョウサマ制作の習俗
田村市船引町芦沢字下屋形、明城
田村市船引町堀越字明神前

芦沢・堀越お人形様制作
の習俗保存会

H13.3.30

112 県 重要無形民俗文化財 大倉の大々神楽 田村市船引町大倉字上台　大倉神社 大倉太々神楽保存会 H31.4.19

113 県 天然記念物 永泉寺のサクラ 田村市大越町栗出字長根 永泉寺 S30.2.4

114 県 重要無形民俗文化財 小野の獅子舞
小野町小野新町字浄円田
小野町浮金字堀越字明神前

小野獅子舞保存会
浮金小獅子保存会

S56.3.31
H7.3.31

田村

石川


