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岩手県文化財保護条例 

昭和 51 年３月 26 日条例第 44号 

改正 

平成 17 年３月 28 日条例第 42号 

岩手県文化財保護条例をここに公布する。 

岩手県文化財保護条例 

文化財保護条例（昭和 32年岩手県条例第 45号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 県指定有形文化財（第４条―第 23条） 

第３章 県指定無形文化財（第 24条―第 29条） 

第４章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財（第 30 条―第 36 条） 

第５章 県指定史跡名勝天然記念物（第 37条―第 42条） 

第６章 県選定保存技術（第 43 条―第 47 条） 

第７章 補則（第 48 条） 

第８章 罰則（第 49 条―第 52条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。）第 182 条第２

項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもの

のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向

上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（定義） 

第２条 この条例において「文化財」とは、法第２条第１項第１号から第４号までに掲げる有形文化

財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 

（所有権等の尊重及び他の公益との調整） 

第３条 岩手県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、この条例の執行に当たっては、関係

者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなけ

ればならない。 

第２章 県指定有形文化財 

（指定） 

第４条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財（法第 27 条第１項の規定により重要文化財

に指定されたものを除く。）のうち重要なものを岩手県指定有形文化財（以下「県指定有形文化

財」という。）に指定することができる。 

添付資料１ 
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２ 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする

有形文化財の所有者等（所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に基づく占有者を

いう。以下同じ。）の同意を得なければならない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、岩手県文化財保

護審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該県指

定有形文化財の所有者等に通知するものとする。 

５ 第１項の規定に基づく指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。 

６ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定をしたときは、当該県指定有形文化財の所有者に指定

書を交付しなければならない。 

（解除） 

第５条 教育委員会は、県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失ったとき、その他特

別の理由があるときは、その指定を解除することができる。 

２ 前条第３項から第５項までの規定は、前項の規定に基づく指定の解除について準用する。 

３ 県指定有形文化財について法第 27条第１項の規定による重要文化財の指定があったときは、当

該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。 

４ 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知

するものとする。 

５ 所有者は、第２項において準用する前条第４項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通

知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、指定書を教育委員会に

返付しなければならない。 

（所有者等の管理義務及び管理責任者） 

第６条 県指定有形文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員

会の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。 

２ 県指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化

財の管理の責めに任ずべき者（以下「管理責任者」という。）を選任することができる。 

３ 県指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その

旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。 

４ 第１項の規定は、管理責任者について準用する。 

（所有者等の変更等の届出） 

第７条 県指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、速やかに、

その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 県指定有形文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき

は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

（管理団体） 

第８条 教育委員会は、県指定有形文化財につき、所有者が判明しないとき、又は所有者等若しくは

管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当と認めるときは、市町村その他適当と認める

法人を指定して当該県指定有形文化財の保存のため必要な管理（当該県指定有形文化財の保存の
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ため必要な施設、設備その他の物件（次項において「保存必要施設」という。）の管理を含む。）

を行わせることができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をしようとするときは、あらかじめ、当該県指定有形文

化財及び保存必要施設の所有者等並びに指定しようとする市町村その他適当と認める法人の同意

を得なければならない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定をするときは、その旨を告示するとともに、前項に規

定する所有者等及び市町村その他適当と認める法人に通知するものとする。 

４ 第４条第５項の規定は、第１項の規定に基づく指定について準用する。 

５ 第２項に規定する所有者等は、正当な理由がなくて、第１項の規定に基づく指定を受けた市町村

その他適当と認める法人（以下「管理団体」という。）が行う管理又はその管理のため必要な措

置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

６ 第６条第１項の規定は、管理団体について準用する。 

７ 教育委員会は、第１項に規定する理由が消滅したとき、その他特別の理由があるときは、管理団

体の指定を解除することができる。 

８ 第３項及び第４条第５項の規定は、前項の規定に基づく指定の解除について準用する。 

（滅失、き損等の届出） 

第９条 県指定有形文化財の所有者等（管理責任者又は管理団体があるときは、その者）は、当該県

指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取

られたときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

（所在の変更の届出） 

第 10 条 県指定有形文化財の所有者等（管理責任者又は管理団体があるときは、その者）は、当該

県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に

届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

（修理） 

第 11 条 県指定有形文化財の修理は、所有者（管理団体があるときは、その者）が行うものとする。 

２ 前項の場合において、管理団体が県指定有形文化財の修理を行おうとするときは、管理団体は、

あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該県指定有形文化財の所有者等の意見を聴かな

ければならない。 

３ 第８条第５項の規定は、管理団体が行う県指定有形文化財の修理について準用する。 

（管理又は修理に要する費用） 

第 12 条 県指定有形文化財の管理又は修理に要する費用は、当該県指定有形文化財の所有者等（管

理団体があるときは、その者）の負担とする。 

２ 前項の規定は、管理団体が行う県指定有形文化財の管理又は修理により所有者等の受ける利益の

限度において、管理団体と所有者等との協議により県指定有形文化財の管理又は修理に要する費

用の一部を所有者等の負担とすることを妨げるものではない。 

（管理又は修理に要する費用の補助） 

第 13 条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、当該県指定有形文化財の所有

者等又は管理団体がその負担に堪えないとき、その他特別の理由があるときは、県は、予算の範
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囲内において、当該県指定有形文化財の所有者等又は管理団体に対し、その管理又は修理に要す

る費用の一部を補助することができる。 

（管理又は修理に関する勧告） 

第 14 条 教育委員会は、県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指定有形文化財が滅失し、

き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、当該県指定有形文化財の所有者等（管

理責任者又は管理団体があるときは、その者）に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他

管理に関し必要な措置を執るべきことを勧告することができる。 

２ 教育委員会は、県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認

めるときは、当該県指定有形文化財の所有者（管理団体があるときは、その者）に対し、その修

理について必要な勧告をすることができる。 

３ 県は、予算の範囲内において、前２項の規定に基づく勧告による管理又は修理を行う者に対し、

その管理又は修理に要する費用の一部を補助することができる。 

（有償譲渡の場合の納付金） 

第15条 第13条又は前条第３項の規定に基づき県が補助金を交付した県指定有形文化財のその当時

における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者（第二次以下の相続人、受遺者又は受贈

者を含む。）は、当該補助に係る管理又は修理が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り

渡したときは、当該補助金の額の範囲内で教育委員会規則で定める計算方法により算出される金

額を県に納付しなければならない。 

２ 前項の場合において、県指定有形文化財を譲り渡した相手方が県であるとき、その他特別の理由

があるときは、知事は、同項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除すること

ができる。 

（現状変更等の制限） 

第 16 条 県指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、

教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常

災害のために必要な応急の措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であ

るときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 

３ 第１項の規定による許可には、県指定有形文化財の保存のために必要な限度において条件を付す

ことができる。 

４ 教育委員会は、第１項の規定による許可を受けた者が前項の規定に基づく許可の条件に従わなか

ったときは、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当

該許可を取り消すことができる。 

５ 県は、第１項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は第３項の規定に基

づく許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。 

（修理の届出） 

第 17 条 県指定有形文化財の所有者又は管理団体は、当該県指定有形文化財を修理しようとすると

きは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第 13条の規定に基
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づく補助金の交付を受け、第 14条第２項の規定に基づく勧告により、又は前条第１項の規定によ

る許可を受け県指定有形文化財の修理を行うときは、この限りでない。 

２ 教育委員会は、県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に

係る県指定有形文化財の修理について技術的な指導及び助言をすることができる。 

（公開） 

第 18 条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者等（管理団体があるときは、その者）に対し、

６月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品

することを勧告することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定に基づく勧告により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員

のうちから当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。 

３ 第１項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の出品に要する費用は、県の負担とする。 

第 19 条 教育委員会は、県指定有形文化財の所有者等（管理団体があるときは、その者）に対し、

３月以内の期間を限って、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の公開及び当該公開に係る県指

定有形文化財の管理について必要な指示をすることができる。 

３ 県は、予算の範囲内において、第１項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の公開を行う

者に対し、その公開に要する費用の全部又は一部を補助することができる。 

第20条 県は、第18条第１項又は前条第１項の規定に基づく勧告により県指定有形文化財を出品し、

又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、当該県指定

有形文化財の所有者等又は管理団体に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該県

指定有形文化財が所有者等、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき理由によって滅失し、又

はき損したときは、この限りでない。 

第 21 条 第 19 条第１項の規定に基づく勧告による県指定有形文化財の公開の場合を除き、県指定有

形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第 10条の規定による届出があっ

た場合には、第 19条第２項の規定を準用する。 

（報告） 

第 22 条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者等（管理責任者又

は管理団体があるときは、その者）に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理

の状況につき報告を求めることができる。 

（権利義務の承継） 

第 23 条 県指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、当該県指

定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による従前の

所有者等の権利義務を承継する。 

２ 前項の場合において、県指定有形文化財の所有者が変更したときは、従前の所有者は、当該県指

定有形文化財の指定書を新たな所有者に引き渡さなければならない。 

３ 第１項の規定は、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合について準用する。ただ

し、管理団体が指定された場合において、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限り

でない。 
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第３章 県指定無形文化財 

（指定） 

第 24 条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財（法第 71 条第１項の規定により重要無形文

化財に指定されたものを除く。）のうち重要なものを岩手県指定無形文化財（以下「県指定無形

文化財」という。）に指定することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定に基づく指定をするに当たっては、当該県指定無形文化財の保持者又

は保持団体（県指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めの

あるものをいう。以下この章において同じ。）を認定しなければならない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あ

らかじめ、岩手県文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定又は第２項の規定による認定をするときは、その旨を

告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの（保

持団体にあっては、その代表者）に通知するものとする。 

５ 教育委員会は、第１項の規定に基づく指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者

又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団

体として追加認定することができる。 

６ 第３項及び第４項の規定は、前項の規定に基づく追加認定について準用する。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（解除） 

第 25 条 教育委員会は、県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失ったとき、その他

特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。 

２ 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団

体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由

があるときは、その認定を解除することができる。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、第１項の規定に基づく指定の解除又は前項の規定に基づく認定

の解除について準用する。 

４ 県指定無形文化財について法第 71 条第１項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、

当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。 

５ 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者と

して認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知するものとする。 

６ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持

団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解

散し、若しくは消滅したときは、当該県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場

合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（保持者の氏名変更等の届出） 

第 26 条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める

事情があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければ
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ならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又

は解散し、若しくは消滅したときも、代表者（保持団体が解散し、若しくは消滅した場合にあっ

ては、代表者であった者）について、同様とする。 

（保存） 

第 27 条 教育委員会は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該県指定無

形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができ

る。 

２ 県は、予算の範囲内において、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たる

ことを適当と認める者に対し、その保存に要する費用の一部を補助することができる。 

（公開） 

第 28 条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対してはその公開を、県指定無

形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開を勧告することができる。 

２ 第 19 条第３項の規定は、前項の規定に基づく勧告による県指定無形文化財の公開及び県指定無

形文化財の記録の公開について準用する。 

（保存に関する助言又は勧告） 

第 29 条 教育委員会は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適

当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 

第４章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財 

（指定） 

第 30 条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財（法第 78条第１項の規定により重要

有形民俗文化財に指定されたものを除く。）のうち重要なものを岩手県指定有形民俗文化財（以

下「県指定有形民俗文化財」という。）に、無形の民俗文化財（同項の規定により重要無形民俗

文化財に指定されたものを除く。）のうち重要なものを岩手県指定無形民俗文化財（以下「県指

定無形民俗文化財」という。）に指定することができる。 

２ 第４条第２項から第６項までの規定は前項の規定に基づく県指定有形民俗文化財の指定につい

て、第 24 条第３項の規定は前項の規定に基づく県指定無形民俗文化財の指定について準用する。 

３ 教育委員会は、第１項の規定に基づく県指定無形民俗文化財の指定をするときは、その旨を告示

するものとする。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（保持者又は保持団体の認定） 

第 31 条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体

（県指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるも

のをいう。以下同じ。）を認定することができる。 

２ 第 24 条第３項及び第４項の規定は、前項の規定に基づく認定について準用する。 

（解除） 

第 32 条 教育委員会は、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財

又は県指定無形民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指

定を解除することができる。 
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２ 第５条第２項及び第５項の規定は前項の規定に基づく県指定有形民俗文化財の指定の解除につ

いて、第 25条第３項の規定は前項の規定に基づく県指定無形民俗文化財の指定の解除について準

用する。 

３ 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第 78 条第１項の規定による重要有

形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該県指定有形民俗文化財又は県

指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。 

４ 第５条第４項及び第５項の規定は前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除につい

て、第 25 条第５項の規定は前項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除について準用す

る。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（保持者又は保持団体の認定の解除） 

第 33 条 教育委員会は、第 31条第１項の規定に基づく認定をした場合において、保持者が心身の故

障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持

団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除す

ることができる。 

２ 第 25 条第３項の規定は、前項の規定に基づく認定の解除について準用する。 

３ 第 31 条第１項の規定に基づく認定をした場合において、県指定無形民俗文化財の保持者が死亡

したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は、

解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示するものとする。 

（現状変更等の届出等） 

第 34 条 県指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする

者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 教育委員会は、県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届

出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為について必要な指示をすることができる。 

（準用規定） 

第35条 第６条から第15条まで及び第18条から第23条までの規定は県指定有形民俗文化財につい

て、第 27条及び第 29 条の規定は県指定無形民俗文化財について準用する。 

（記録の公開） 

第 36 条 教育委員会は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告する

ことができる。 

２ 第 28 条第２項の規定は、前項の規定に基づく勧告による県指定無形民俗文化財の記録の公開に

ついて準用する。 

第５章 県指定史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第 37 条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物（法第 109 条第１項の規定により史跡、名勝又

は天然記念物に指定されたものを除く。）のうち重要なものを岩手県指定史跡、岩手県指定名勝

又は岩手県指定天然記念物（以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定すること

ができる。 
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２ 第４条第２項から第５項までの規定は、前項の規定に基づく指定について準用する。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（解除） 

第 38 条 教育委員会は、県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失

ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。 

２ 県指定史跡名勝天然記念物について法第 109 条第１項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の

指定があったときは、当該岩手県指定史跡、岩手県指定名勝又は岩手県指定天然記念物の指定は、

解除されたものとする。 

３ 第５条第２項の規定は第１項の規定に基づく指定の解除について、同条第４項の規定は前項の規

定による指定の解除について準用する。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（標識等の設置） 

第 39 条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者等（第 42条において準用する第８条第１項の規定に基

づく指定を受けた管理団体があるときは、その者）は、教育委員会規則で定める基準により、県

指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置する

ものとする。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第 40 条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又

は地積に異動があったときは、所有者等（第 42 条において準用する第６条第２項の規定により選

任した管理責任者があるとき、又は第 42条において準用する第８条第１項の規定に基づく指定を

受けた管理団体があるときは、その者）は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければな

らない。 

（現状変更等の制限） 

第 41 条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようと

する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措

置又は非常災害のために必要な応急の措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響

の軽微であるときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 

３ 第 16 条第３項及び第４項の規定は、第１項の規定による許可について準用する。 

４ 県は、第１項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用

する第 16条第３項の規定に基づく許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対し、その

通常生ずべき損失を補償する。 

（準用規定） 

第 42 条 第６条から第９条まで、第 11条から第 15 条まで、第 17 条、第 22条並びに第 23条第１項

及び第３項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。 

第６章 県選定保存技術 

（選定等） 
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第 43 条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くこと

のできないもの（法第 147 条第１項の規定により選定保存技術として選定されたものを除く。）

のうち保存の措置を講ずる必要があるものを岩手県選定保存技術（以下「県選定保存技術」とい

う。）として選定することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定に基づく選定をするに当たっては、当該県選定保存技術の保持者又は

保存団体（県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体（財団を含む。）で代表者又

は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければならない。 

３ 一の県選定保存技術についての前項の規定による認定は、保持者と保存団体とを併せてすること

ができる。 

４ 第 24 条第３項から第６項までの規定は、第１項の規定に基づく選定及び第２項の規定による認

定について準用する。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（解除） 

第 44 条 教育委員会は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったとき、その

他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。 

２ 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、保存団

体が保存団体として適当でなくなったと認めるとき、その他特別の理由があるときは、その認定

を解除することができる。 

３ 第 25 条第３項の規定は、第１項の規定に基づく選定の解除又は前項の規定に基づく認定の解除

について準用する。 

４ 県選定保存技術について法第 147 条第１項の規定による選定保存技術としての選定があったと

きは、当該県選定保存技術としての選定は、解除されたものとする。 

５ 第 25 条第５項の規定は、前項の規定による選定の解除について準用する。 

６ 前条第２項の規定による認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡

したとき、同項の規定による認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが

解散し、又は消滅したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては

保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散し、又は消滅したときは、当該県選定保存

技術としての選定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告

示するものとする。 

一部改正〔平成 17年条例 42号〕 

（保持者の氏名変更等の届出） 

第 45 条 第 26 条の規定は、保持者及び保存団体について準用する。この場合において、同条中「代

表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。 

（保存） 

第 46 条 教育委員会は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、当該県選定保存

技術について記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。 

２ 県は、予算の範囲内において、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たるこ

とを適当と認める者に対し、その保存に要する費用の一部を補助することができる。 
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（保存に関する指導及び助言） 

第 47 条 教育委員会は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当

と認める者に対し、その保存のため必要な指導及び助言をすることができる。 

第７章 補則 

（補則） 

第 48 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 

第８章 罰則 

第 49 条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、５万円以下の罰金又は科料に処

する。 

第 50 条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、こ

れを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。 

第 51 条 第 16 条又は第 41 条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の

条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若し

くはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼ

す行為の停止の命令に従わなかった者は、３万円以下の罰金又は科料に処する。 

第 52 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務又は財産の管理に関して前３条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法

人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和 51年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の文化財保護条例（以下「旧条例」という。）第

３条第１項又は第14条第１項の規定に基づき次の表の左欄に掲げる文化財に指定されている文化

財は、それぞれ、この条例第４条第１項、第 24条第１項、第 30条第１項又は第 37 条第１項の規

定に基づき指定された同表の右欄に掲げる文化財とみなす。 

岩手県指定有形文化財    岩手県指定有形文化財 

岩手県指定無形文化財 
民俗芸能以外の文化財 岩手県指定無形文化財 

民俗芸能 岩手県指定無形民俗文化財 

岩手県指定民俗資料    岩手県指定有形民俗文化財 

岩手県指定史跡    岩手県指定史跡 

岩手県指定名勝    岩手県指定名勝 

岩手県指定天然記念物    岩手県指定天然記念物 

 

３ この条例の施行の際現に旧条例第 14 条第２項又は第３項の規定により岩手県指定無形文化財の

うち民俗芸能以外の文化財の保持者として認定されている者はこの条例第24条第２項の規定によ
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り認定された岩手県指定無形文化財の保持者と、岩手県指定無形文化財のうち民俗芸能の保持者

として認定されている者はこの条例第 31条第１項の規定に基づき認定された岩手県指定無形民俗

文化の保持者とみなす。 

４ この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく教育委員会規則の規定によってした処分、手続そ

の他の行為は、この条例にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってした

ものとみなす。 

５ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（屋外広告物条例の一部改正） 

６ 屋外広告物条例（昭和 46年岩手県条例第 44号）の一部を次のように改正する。 

次のよう（省略） 

附 則（平成 17 年３月 28 日条例第 42号） 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 



所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1

中尊寺金色堂
　付　棟札
　　　納札
      旧組高欄
　　　古材
　　　旧飾金具

1棟
4枚
1枚
6組
6点
2点

西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
(管)中尊寺

S26. 6. 9

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 紺紙著色金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅図 10幀 西磐井郡平泉町平泉字衣関
大長寿院
(管）中尊寺

H13. 6.22

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1

金色堂堂内諸像及天蓋
　
　木造阿弥陀如来及両脇侍像
　木造地蔵菩薩立像
　木造二天王立像
　木造天蓋
　（中壇）
　木造阿弥陀如来及両脇侍像
　木造地蔵菩薩立像
　木造二天王立像
　木造天蓋
　（左壇）
　木造観音勢至菩薩立像
　木造地蔵菩薩立像
　木造二天王立像
　木造天蓋
　（右壇）
　附　木造阿弥陀如来坐像
　　　（右壇安置）
　　　木造光背台座等残片

3軀
6軀
2軀
1面

3軀
6軀
2軀
1面

2軀
6軀
1軀
1面

1軀

1括

西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
(管)中尊寺

H16. 6. 8

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1

中尊寺経蔵堂内具
　木造礼盤
　螺鈿平塵案
  磬架
　　付　孔雀文磬
　　　　螺鈿平塵燈台

1基
1基
1基
1面
1基

西磐井郡平泉町平泉字衣関
大長寿院
(管)中尊寺

S26. 6. 9

2 孔雀文磬 1面 西磐井郡平泉町平泉字衣関
地蔵院
(管)中尊寺

S28. 3.31

3 螺鈿八角須弥壇 1基 西磐井郡平泉町平泉字衣関
大長寿院
(管)中尊寺

S33. 2. 8

4

中尊寺金色堂堂内具
  木造礼盤
　螺鈿平塵案
  磬架
　　付　孔雀文磬
　　　　金銅幡頭
　　　　金銅華鬘（迦陵頻伽文）

1基
3基
1基
1面
3枚
6枚

西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
(管)中尊寺

S33. 2. 8
H16.6.8
(一部分割）

名称及び員数

国指定等文化財一覧

【有形文化財】

名称及び員数

名称及び員数

○国　宝

＜建造物＞

名称及び員数

＜絵画＞

＜彫刻＞

＜工芸品＞

添付資料２-1

13



所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1
紺紙金字一切経（内15巻金銀交書経）
　付　漆塗箱

2739
巻

275合
西磐井郡平泉町平泉字衣関

大長寿院
(管)中尊寺

S27. 3.29

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1
中尊寺経蔵
　付　棟札

1棟
2枚

西磐井郡平泉町平泉字衣関
大長寿院
(管)中尊寺

M41. 4.23

2 金色堂覆堂 1棟 西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
(管)中尊寺

S6. 4. 5

3 願成就院宝塔 1塔 西磐井郡平泉町平泉字衣関 願成就院 S29. 9.17

4 釈尊院五輪塔 1基 西磐井郡平泉町平泉字衣関 釈尊院 S29. 9.17

5

旧菅野家住宅
　 主屋
　 　付　色々御手傳物被下申候覚之帳
　 表門
     付　棟札

2棟

1冊

1枚

北上市立花 北上市 S40. 5.29

6 旧後藤家住宅 1棟 奥州市江刺岩谷堂字向山 奥州市 S40. 5.29

7 旧小原家住宅 1棟 花巻市東和町谷内 花巻市 S44.12.18

8 旧中村家住宅（主家・土蔵・はかりば） 3棟
盛岡市愛宕町
（盛岡市中央公民館）

盛岡市 S46.12.28

9 旧菊池家住宅 1棟 遠野市土渕町 遠野市
S51. 2. 3
S52. 2.15
(名称変更)

10 伊藤家住宅 1棟 花巻市東和町田瀬 花巻市 S51. 2. 3

11 旧藤野家住宅 1棟
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S53. 5.31

12 旧佐々木家住宅 1棟
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S53. 5.31

13 正法寺（付　鐘楼堂1棟） 3棟 奥州市水沢黒石町字正法寺 宗教法人正法寺 H 2. 9.11

14 日高神社本殿 1棟 奥州市水沢日高小路 宗教法人日高神社 H 2. 9.11

15 毘沙門堂 1棟 花巻市東和町北成島 毘沙門堂 H 2. 9.11

16

多聞院伊澤家住宅
　 付　家相図
       九那斗神社
　　　 棟札

1棟
2枚
1棟
3枚

北上市和賀町岩沢
北上市和賀町岩沢

北上市
久那斗神社

H 2. 9.11

17

天台寺
　本堂
　仁王門
　　付　棟札
　　　　造営文書

2棟

11枚
1通

二戸市浄法寺町御山久保 宗教法人天台寺 H 2. 9.11

18

岩手大学農学部(旧盛岡高等農林学校)
　 旧本館
　 門番所
　　附　旧正門

2棟

1所

盛岡市上田 国立大学法人岩手大学 H 6. 7.12

19 岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館 1棟 盛岡市中ノ橋通 株式会社岩手銀行 H6.12.27

20 白山神社能舞台 1棟 西磐井郡平泉町字衣関 白山神社 H15. 5.30

21 旧第九十銀行本店本館 1棟 盛岡市中ノ橋通 盛岡市 H16. 7. 6

22

千葉家住宅
　主屋、土蔵、石蔵
　稲荷社
　　附　棟札
　　　　鳥居
　大工小屋
　　附　ハセ小屋

5棟

3枚
1基

1棟

遠野市綾織町上綾織 遠野市 H19.12. 4

名称及び員数

名称及び員数
＜書跡＞

○重要文化財

＜建造物＞
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

24 旧朴舘家住宅 2棟 一戸町小鳥谷字朴舘 一戸町、個人 H23.11.29

25
平井家住宅
　主屋、南蔵、北蔵、米蔵、造り蔵、
　表門

6棟
紫波郡紫波町日詰字郡山駅

個人
紫波町

H28.2.9

26

小岩井農場施設
　本部事務所、本部第一号倉庫、
　本部第二号倉庫、乗馬厩、倶楽部、
　第一号牛舎、第二号牛舎、
　第三号牛舎、第四号牛舎、
　種牡牛舎、育牛部倉庫、
　第一号サイロ、第二号サイロ、
　秤量場、冷蔵庫、四階建倉庫、
　玉蜀黍小屋（四棟）、耕耘部倉庫

21棟

岩手郡雫石町丸谷地
公益財団法人小岩井農場
財団

H29.2.23

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1
木造一字金輪坐像
　付　木造天蓋

1体
1面

西磐井郡平泉町平泉字衣関 中尊寺外17箇院

M30.12.28
S43. 2. 2
S53. 6.15
（追指）

2 木造聖観音立像 1体 二戸市浄法寺町御山久保 宗教法人天台寺 M36. 4.15

3 木造十一面観音立像 1体 二戸市浄法寺町御山久保 宗教法人天台寺 T 4. 3.26

4 木造大日如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字衣関
瑠璃光院
(管)中尊寺

T4. 3.26

5
木造毘沙門天立像
　 付　木造二鬼坐像

1体
2体

花巻市東和町北成島 毘沙門堂 T9. 8.16

6 木造伝吉祥天立像 1体 花巻市東和町北成島 毘沙門堂 T9. 8.16

7 木造阿弥陀如来坐像 1体 花巻市鍛冶町 勝行院 S4. 4. 6

8 木造毘沙門天立像 1体 北上市黒沢尻町立花 万福寺 S4. 4. 6

9 木造二天王立像 2体 北上市黒沢尻町立花 万福寺 S4. 4. 6

10 木造阿弥陀如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字衣関 中尊寺 S4. 4. 6

11 木造大日如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字衣関
金剛院
(管)中尊寺

S4. 4. 6

12 木造千手観音立像 1体 西磐井郡平泉町平泉字衣関
観音院
(管)中尊寺

S4. 4. 6

13 木造薬師如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
(管)中尊寺

S4. 4. 6

14 木造薬師如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字衣関
願成就院
(管)中尊寺

S4. 4. 6

15 木造薬師如来坐像 1体 奥州市水沢黒石町字山内 宗教法人黒石寺 S32. 2.19

16 木造僧形坐像 1体 奥州市水沢黒石町字山内 宗教法人黒石寺 S34.12.18

17 木造兜跋毘沙門天立像 1体 奥州市江刺藤里字智福 （宗）智福浅井愛宕神社 S34.12.18

18

延年（古実式三番）所用面
　一、翁
　一、若女
　　　　　奉施入白山権現御宝前、
　　　　　正応四年三月の銘がある
　一、老女

1面
1面

1面

西磐井郡平泉町平泉字衣関 中尊寺 S37. 6.21

19 木造騎獅文殊菩薩及脇侍像(経蔵安置) 5体 西磐井郡平泉町平泉字衣関
大長寿院
(管)中尊寺

H7. 6.15

20 木造四天王立像 4軀 奥州市水沢黒石町字山内
宗教法人
黒石寺

H9. 6.30

21 銅造観音菩薩立像 1軀
盛岡市上田字松屋敷
（岩手県立博物館）

宗教法人源勝寺 H21. 7.10

22 木造観音菩薩坐像 1軀 一関市大東町渋民字小林 宗教法人東川院 H30.10.31

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 刀　無銘　伝来国長作 1口 盛岡市内丸 桜山神社 S2. 4.25

2 銅鐘 1口
盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 S9. 1.30

名称及び員数
＜彫刻＞

名称及び員数
＜工芸品＞

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

3 太刀　銘　助真 1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S14. 5.27

4 金銅釈迦如来像御正体 1面 西磐井郡平泉町平泉字衣関
円乗院
(管)中尊寺

S33. 2. 8

5 蓮華唐草文蒔絵大壇 1基 西磐井郡平泉町平泉字衣関
地蔵院
(管)中尊寺

S33. 2. 8

6 金銅千手観音像御正体 1面 西磐井郡平泉町平泉字衣関
地蔵院
(管)中尊寺

S33. 2. 8

7 金銀装舎利壇 1基 西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
(管)中尊寺

S33. 2. 8

8 銅竜頭 4頭
北上市立花
（北上市立博物館）

極楽寺 S54. 6. 6

9 銅錫杖頭 1柄
北上市立花
（北上市立博物館）

極楽寺 S54. 6. 6

10 椿彫木彩漆笈 1背 西磐井郡平泉町字平泉衣関
地蔵院
(管)中尊寺

S54. 6. 6

11 鉄五輪塔地輪 1基 一関市花泉町涌津字舘 八幡神社 S55. 6. 6

12 鉄樹（珊瑚樹・橙樹） 2基 西磐井郡平泉町字花立 千手院 S59. 6. 6

13
白地天鵞絨陣羽織
緋地羅紗合羽

1領
1領

盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H8. 6.27

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1
紙本墨書中尊寺建立供養願文
　付　同願文

1巻
1巻

西磐井郡平泉町平泉字衣関
大長寿院
(管)中尊寺

T4. 3.26

2 留守家文書
6巻
7冊
3通

奥州市水沢佐倉河字石橋
（奥州市立水沢図書館）

奥州市 H7. 6.15

3

中尊寺文書
　附　宝永3年修理関係文書
陸奥国骨寺村絵図
　 紙背　中尊寺与骨寺村差図

68通
5通

2幅

西磐井郡平泉町平泉字衣関
金色院
大長寿院
(管)中尊寺

H7. 6.15

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 金色堂須弥壇内納置棺及副葬品 西磐井郡平泉町平泉字衣関 金色院
S30. 6.22
S49. 6. 8
（追加）

2 深鉢形土器 7箇
盛岡市本宮字荒屋
（盛岡市遺跡の学び館）

盛岡市 S63. 6. 6

3 岩手県蒔前遺跡出土品 1括 一戸町岩舘字御所野 一戸町 H6. 6.28

4 岩手県平泉遺跡群（柳之御所遺跡）出土品 1括 盛岡市内丸 岩手県 H22.6.29

5 岩手県平泉遺跡群出土品 1括 平泉町平泉字志羅山 平泉町 H22.6.29

6 土版 1箇 二戸市福岡字裏小路 個人 S48.6.6

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1

高野長英関係資料
　一、著述書類
　一、文書、記録類
　一、書状類
　一、書跡類
　一、肖像画

58点

奥州市水沢中上野町
（高野長英記念館）

奥州市

H8. 6.27
H15. 5.29
（一部追加・解
除）

2
平削盤
　明治12年、工部省赤羽工作分局製

1台
県立盛岡高等学校
（明治村）

岩手県 H13.6.22

名称及び員数

名称及び員数
＜古文書＞

名称及び員数
＜歴史資料＞

＜考古資料＞
名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 大船渡のまるた 1隻
大船渡市末崎町字大浜
（市立博物館）

大船渡市 S33. 4.18

2 沢内のまるきぶね 1隻
和賀郡西和賀町沢内字太田
（碧祥寺博物館）

西和賀町 S39. 3.29

3 マタギの狩猟用具 486点
和賀郡西和賀町沢内字太田
（碧祥寺博物館）

宗教法人碧祥寺 S53. 8. 5

4 南部杜氏の酒造用具
1788

点
花巻市石鳥谷町中寺林
（歴史民俗資料館）

花巻市 S57. 4.21

5 沢内及び周辺地域の積雪期用具
1792

点
和賀郡西和賀町沢内字太田
（碧祥寺博物館）

宗教法人碧祥寺 S61. 3.31

6 浄法寺の漆掻きと浄法寺塗の用具及び製品
3832

点
二戸市浄法寺町御山久保
（歴史民俗資料館）

二戸市 S62. 3. 3

7 黒石の十三塚 13基 奥州市水沢黒石町字下柳
個人
奥州市

H5.12.13

8
北上山地川井村の山村生産用具コレクショ
ン

1345
点

宮古市川井
（北上山地民俗資料館）

宮古市 H15.2.20

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 早池峰神楽 花巻市大迫町内川目
大償神楽保存会
岳神楽保存会

S51.5.4

2 毛越寺の延年 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺延年の舞保存会 S52.5.17

3 永井の大念仏剣舞 盛岡市永井 永井大念仏剣舞保存会 S55.1.28

4 山屋の田植踊 紫波郡紫波町山屋 山屋田植踊保存会 S56.1.21

5 室根神社祭のマツリバ行事

岩手県一関市室根町・同大
東町・同千厩町・同川崎町
大船渡市・宮城県気仙沼市
及び本吉郡唐桑町

室根神社祭保存会 S60.1.12

6 鬼剣舞
北上市
奥州市胆沢、同市衣川

鬼剣舞連合保存会
　岩崎鬼剣舞保存会
　滑田鬼剣舞保存会
　朴ノ木沢念仏剣舞保存
会

H5.12.13

7 吉浜のスネカ 大船渡市三陸町吉浜 吉浜スネカ保存会 H16.2.6

8 黒森神楽 宮古市 黒森神楽保存会 H18.3.15

9 鵜鳥神楽 下閉伊郡普代村 鵜鳥神楽保存会 H27.3.2

名称及び員数

【民俗文化財】

名称及び員数

○重要無形民俗文化財

○重要有形民俗文化財
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 毛越寺境内附鎮守社跡 西磐井郡平泉町平泉字大沢 (管)平泉町

T11.10.12
（史）
S27.11.22
（特史）
H17.7.14
(追加・名称変
更)

2 無量光院跡 西磐井郡平泉町平泉字花立 (管)平泉町

T11.10.12
（史）
S30. 3.24
（特史）
H16. 9.30
（追加）
H18.1.26
(追加)
H20.3.28
(追加)
Ｈ22.2.22
(追加)
R1.11.15
(追加)

3 中尊寺境内 西磐井郡平泉町平泉字衣関 (管)平泉町 S54. 5.22

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 胆沢城跡 奥州市水沢佐倉河 (管)奥州市
T11.10.12
H23. 9.21
(追加)

2 高野長英旧宅 奥州市水沢字大畑小路 (管)奥州市 S8. 4.13

3 下船渡貝塚 大船渡市大船渡町字宮ノ前 (管)大船渡市 S9. 1.22

4 蛸ノ浦貝塚 大船渡市赤崎町字蛸ノ浦 (管)大船渡市
S9. 1.22
S56. 5.11
（一部解除）

5 中沢浜貝塚 陸前高田市広田町字中沢 (管)陸前高田市 S9. 1.22

6 九戸城跡 二戸市福岡城の内 (管)二戸市 S10. 6. 7

7 盛岡城跡 盛岡市内丸 (管)盛岡市 S12. 4.17

8 橋野高炉跡 釜石市橋野町 (管)釜石市
S32. 6. 3
H26.10.6
(追加)

9 徳丹城跡
紫波郡矢巾町大字西徳田
紫波郡矢巾町大字東徳田

矢巾町　外
S44. 8. 5
H19.7.26
(追加)

10 樺山遺跡
北上市稲瀬町字大谷地
北上市稲瀬町字水越

(管)北上市 S52. 7.14

11 八天遺跡 北上市更木町字更木 (管)北上市 S53. 2.22

12 江釣子古墳群
北上市上江釣子
北上市和賀町長沼（追加）

個人
北上市

S54. 9.10
S55. 3.24
(追加)

13 志波城跡 盛岡市太田 個人　外 昭59. 9.14

14 角塚古墳 奥州市胆沢南都田字塚田 奥州市　　外 昭60. 3.22

15 御所野遺跡
一戸町岩館字御所野、根反
字御所野

一戸町

H5.12.21
H18.7.28
(追加)
H26.3.18
(追加)

名称及び員数

【記念物】

○特別史跡

名称及び員数

○史跡
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

16 崎山貝塚 宮古市大字崎山 個人　外 H8. 7.16

17 柳之御所・平泉遺跡群

平泉町平泉字柳御所
平泉町平泉字志羅山
奥州市前沢
奥州市衣川

(管)奥州市

H9. 3. 5
H16. 9.30
（追加）
H17.7.14
(追加・名称変
更)
H19.7.26
(追加)
H20.3.28
(追加)
H22.2.22
(追加)

18 南部領伊達領境塚
北上市
金ヶ崎町

北上市　　外 H12. 1.31

19 大洞貝塚 大船渡市赤崎町字大洞 個人　外 H13. 8.13

20 綾織新田遺跡 遠野市綾織町下綾織
東北電力㈱遠野地域土地
開発公社
遠野市

H14.12.19

21 国見山廃寺跡 北上市稲瀬町内門岡 北上市　　外 H16. 9.30

22 金鶏山 平泉町平泉字花立 (管)平泉町
H17. 2.22
(H22.2.22追加)

23 達谷窟 平泉町平泉字北沢 (管)平泉町 H17. 3.　2

24 骨寺村荘園遺跡

一関市厳美町字若井原
              駒形
　　　　　　　中川
　            要害
              若神子
　　　　　　　下真坂

(管)一関市
H17. 3.　2
H18.1.26
（追加）

25 大清水上遺跡 奥州市胆沢若柳字慶存
奥州市
林野庁

H20. 7.28

26 奥州街道

一戸町一戸字大道沢

一戸町一戸字大越田
一戸町小鳥谷字高屋敷

一戸町中山字稲荷林
一戸町中山字上家向
岩手町大字御堂第3地割

(管）一戸町、岩手町 H22. 2.22

27 鳥海柵跡

金ケ崎町西根縦街道南
金ケ崎町西根原添下
金ケ崎町西根鳥海
金ケ崎町西根下庄
金ケ崎町西根二ノ宮後

(管)金ケ崎町 H25.10.17

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 毛越寺庭園
西磐井郡平泉町大字平泉字
大沢

(管)平泉町

S32.11.12
（名）
S34. 5.23
（特名）

名称及び員数

名称及び員数

○特別名勝
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 猊鼻渓
一関市東山町長坂字町裏、
東本町、久保、松川字小白

(管)一関市 T14.10. 8

2 高田松原 陸前高田市高田町 (管)陸前高田市 S15.11.13

3 珊琥島 大船渡市珊琥島 (管)大船渡市 S18. 8.27

4
イーハトーブの風景地
鞍掛山　七つ森　狼森　釜淵の滝　イギリ
ス海岸　五輪峠　種山ヶ原

滝沢市、雫石町、花巻市、
奥州市、住田町

滝沢市、雫石町、奥州
市、住田町外

H17. 3.　2
H18.7.28
(追加・名称変
更)

5 旧観自在王院庭園 平泉町平泉字志羅山 毛越寺　　外 H17. 3.　2

6 男神岩・女神岩・鳥越山

二戸市石切所字牛間木
二戸郡一戸町鳥越字駒木平
、字上野平、字宮古沢、
字首戸

個人　外 H18.7.28

7 浄土ヶ浜 宮古市日立浜町 宮古市 H24.1.24

8
おくのほそ道の風景地
金鶏山　高館　さくら山

　
平泉町平泉字花立
平泉町平泉字柳御所
平泉町長島字山田、深山

(管)平泉町

H26.3.18
H27.3.10
（追加・名称変
更）

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 カモシカ
県下一円
（特に区域を定めず）

S30. 2.15
（特）

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1
早池峰山及び薬師岳の高山帯・森林植物群
落

花巻市大迫町内川目、鶏頭
山国有林
遠野市附馬牛町附馬牛、薬
師国有林
下閉伊郡川井村門馬、門馬
国有林

国

S3. 2. 7
（天）
S32. 6.19
（特天）
S48. 7.31
（追加）
H2.12.19
（追加及び名称
変更）

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 根反の大珪化木 二戸郡一戸町根反字川向 (管)一戸町

S11.12.16
（天）
S27. 3.29
（特天）

2 夏油温泉の石灰華
北上市和賀町岩崎新田夏油
山国有林内

国

S16. 2.28
（天）
S32. 6.19
（特天）

3 焼走り熔岩流
八幡平市西根町田頭上坊山
国有林内

国

S19. 11.7
（天）
S27.3.29
（特天）

＜動物＞

○名勝

名称及び員数

名称及び員数

○特別天然記念物

名称及び員数
＜植物＞

名称及び員数
＜地質鉱物＞
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 椿島ウミネコ繁殖地 陸前高田市広田町字集 (管)陸前高田市 S9.12.28

2
三貫島オオミズナギドリ及びヒメクロウミ
ツバメ繁殖地

釜石市箱崎町 (管)釜石市 S10.12.24

3 日出島クロコシジロウミツバメ繁殖地 宮古市大字崎鍬ヶ崎 (管)宮古市 S10.12.24

4 大揚沼モリアオガエル及びその繁殖地 八幡平市松尾村字寄木 国 S47.12. 8

5 イヌワシ繁殖地
下閉伊郡岩泉町安家、岩
泉、大川、釜津田

岩手県　　外 S51.12.22

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 盛岡石割ザクラ
盛岡市内丸
（盛岡地方裁判所）

国 T12. 3. 7

2 シダレカツラ
盛岡市肴町
盛岡市門字真立
盛岡市大ヶ生

個人
(管)盛岡市
龍源寺

T13.12. 9

3 カズグリ自生地
花巻市東和町上小山田
（稲荷神社境内）

(管)花巻市 S2. 4. 8

4 岩手山高山植物帯
岩手郡滝沢市
（岩手山国有林内）

国 S3. 2. 7

5 勝源院の逆ガシワ
紫波郡紫波町日詰字朝日田
（勝源院境内）

勝源院 S4.12.17

6 長泉寺の大イチョウ
久慈市門前
（長泉寺境内）

長泉寺 S6. 2.20

7 花輪堤ハナショウブ群落 花巻市西宮野目 (管)花巻市 S10. 4.11

8 華蔵寺の宝珠マツ
陸前高田市小友町門前
（華蔵寺境内）

華蔵寺 S10.12.24

9 龍谷寺のモリオカシダレ
盛岡市名須川町
（龍谷寺境内）

龍谷寺 S11. 9. 3

10 実相寺のイチョウ
二戸郡一戸町大沢
（実相寺境内）

実相寺 S13.12.14

11 藤島のフジ
二戸郡一戸町小鳥谷字仁昌
寺

(管)一戸町 S13.12.14

12 早池峰山のアカエゾマツ自生南限地
下閉伊郡川井村門馬山
（国有林内）

国 S50. 2.18

13 平糠のイヌブナ自然林
二戸郡一戸町平糠字落合
（国有林内）

国 H23. 9.21

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 蛇ヶ崎 陸前高田市小友町谷地館 (管)陸前高田市 S11.12.16

2 岩泉湧窟及びコウモリ 下閉伊郡岩泉町大字岩泉 (管)岩泉町 S13.12.14

3 館ヶ崎角岩岩脈 大船渡市末崎町字西館 (管)大船渡市 S14. 9. 7

4 崎山の潮吹穴 宮古市崎鍬ヶ崎 (管)宮古市
S14. 9. 7
S32. 7.31
（名称変更）

5 崎山の蝋燭岩 宮古市崎鍬ヶ崎 (管)宮古市
S14. 9. 7
S32. 7.31
（名称変更）

6 姉帯小鳥谷根反の珪化木地帯
二戸郡一戸町姉帯、小鳥
谷、根反

(管)一戸町
S16. 2.21
H27.3.10
（追加指定）

7 浪打峠の交叉層
二戸郡一戸町大越田
二戸郡一戸町大道沢

(管)一戸町 S16. 8. 1

8 葛根田の大岩屋
岩手郡雫石町長山東葛根田
山国有林内

国 S18. 2.19

9 樋口沢ゴトランド紀化石産地 大船渡市日頃市町字上板用 (管)大船渡市 S32. 5. 8

10 安家洞 下閉伊郡岩泉町大字安家 個人　外 S50. 2. 7

＜動物＞

名称及び員数
＜植物＞

名称及び員数
＜地質鉱物＞

名称及び員数

○天然記念物
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所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 厳美渓

一関市厳美町字沖野々、
宿、滝ノ上、樋ノ口、下谷
起、宮田、南滝ノ上、鴻ノ
巣、舟卸、雨田、山口

(管)一関市 S2. 9. 5

2 碁石海岸 大船渡市末崎町大浜 (管)大船渡市 S12. 6.15

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 一関本寺の農村景観 一関市厳美町字駒形ほか
本寺地区地域づくり推進
協議会ほか

H18.7.28
H27.1.26

2
遠野
　荒川高原牧場
　土淵山口集落

遠野市土淵町栃内
遠野市附馬牛町上馬牛

遠野地方農業協同組合
荒川牧野農業協同組合
遠野市

H20.3.28
H25.3.27

指定年月日

1
金ヶ崎町城内諏訪小路伝統的建造物群保存
地区

H13.6.15

所　在　地 所有者及び管理団体 指定年月日

1 日本産漆生産・精製
二戸市浄法寺町大字浄法寺
字下前田

日本うるし掻き技術保存
会

H8.5.10

所　在　地 所有者及び管理団体 登録年月日

1 旧東北砕石工場 1棟
一関市東山町松川字滝ノ沢
平

一関市 H8.12.20

2 米内浄水場緩速系着水井 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

3 米内浄水場緩速沈殿池 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

4 米内浄水場緩速ろ過池 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

5 米内浄水場1号ろ過池調整室 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

6 米内浄水場2号ろ過池調整室 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

7 米内浄水場3号ろ過池調整室 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

8 米内浄水場出水井 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

9 米内浄水場水道記念館 盛岡市上米内字中居 盛岡市 H11.8.23

10
北上市立博物館付属民俗資料館
（旧黒沢尻実科高等女学校校舎）

北上市立花 北上市 H11.8.23

11 世嬉の一酒造場旧原料米置場・精米所 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

12 世嬉の一酒造場旧びん詰貯蔵庫・麹室 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

13 世嬉の一酒造場旧作業場・釜場 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

14 世嬉の一酒造場旧仕込蔵・酒母室 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

15 世嬉の一酒造場旧漕場・売場倉庫 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

16 世嬉の一酒造場旧売場倉庫 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

【文化的景観】

【伝統的建造物群】

【文化財の保存技術】

○重要伝統的建造物群保存地区

○重要文化的景観

名称及び員数

○名勝及び天然記念物

名称及び員数

所　在　地

胆沢郡金ヶ崎町西根裏小路、仮屋、白糸、達小路及び
六軒丁の全域並びに表小路、諏訪小路、寺下、南町及
び矢来の各一部

名称及び員数

○選定保存技術

名称及び員数

【登録文化財】

○登録有形文化財(建造物)

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体 登録年月日

17 世嬉の一酒造場旧店舗・事務所 一関市田村町 世嬉の一酒造株式会社 H11.8.23

18 長者滝橋 一関市厳美町字南滝の上 一関市 H11.11.18

19 佐藤家住宅主屋 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

20 佐藤家住宅西洋館 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

21 佐藤家住宅旧車庫 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

22 佐藤家住宅新蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

23 佐藤家住宅文庫蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

24 佐藤家住宅味噲蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

25 佐藤家住宅浴室手洗場 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

26 佐藤家住宅小蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

27 佐藤家住宅正門及び石塀 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

28 佐藤家住宅庭門及び石塀 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

29 佐藤家住宅原田門 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

30 横屋酒造造り蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

31 横屋酒造正面蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

32 横屋酒造東蔵 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

33 横屋酒造釜場 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

34 横屋酒造麹室 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

35 横屋酒造タンク置場 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

36 横屋酒造蔵人炊事場 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

37 横屋酒造ビン詰工場 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

38 横屋酒造枯し場 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H15.1.31

39 千葉家住宅主屋 奥州市江刺稲瀬字伊加里 個人 H15.3.18

40 旧専売局千厩煙草専売所 一関市千厩町千厩字北方 一関市 H17.11.10

41 旧菊池喜右エ門家住宅 1棟 遠野市附馬牛町上附馬牛 遠野市 H18.3.2

42 旧菊池サイ家住宅 1棟 遠野市附馬牛町上附馬牛 遠野市 H18.3.2

43 岩手県公会堂 1棟 盛岡市内丸 岩手県 H18.10.18

44 旧鈴木家住宅（肝煎りの家） 1棟 遠野市附馬牛町上附馬牛 遠野市 H18.10.18

45 旧菊池家住宅（大野どん） 1棟 遠野市附馬牛町上附馬牛 遠野市 H18.10.18

46 日本基督教団一関教会 1棟 一関市田村町
宗教法人日本基督教団一
関教会

H19.7.31

47 盛合家住宅主屋 1棟
宮古市大字津軽石第４地割
字大森

個人 H19.10.2

48 旧佐々木家住宅主屋 1棟 遠野市附馬牛町上附馬牛 遠野市 H20.4.18

49 旧川前家住宅主屋 1棟 遠野市附馬牛町上附馬牛 遠野市 H20.4.18

50 仙臺屋店舗兼主屋 1棟 遠野市中央通り 個人 H20.7.8

51 仙臺屋旧穀蔵 1棟 遠野市中央通り 個人 H20.7.8

52 仙臺屋前の蔵 1棟 遠野市中央通り 個人 H20.7.8

53 仙臺屋旧籾蔵 1棟 遠野市中央通り 個人 H20.7.8

54 仙臺屋倉庫 1棟 遠野市中央通り 個人 H20.7.8

55 仙臺屋便所 1棟 遠野市中央通り 個人 H20.7.8

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体 登録年月日

56 黒澤治助商店店舗 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

57 黒澤治助商店主屋 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

58 黒澤治助商店渡廊下 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

59 黒澤治助商店一番蔵及び二番蔵 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

60 黒澤治助商店穀物蔵 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

61 黒澤治助商店倉庫 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

62 黒澤治助商店門及び石塀 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

63 黒澤治助商店防火塀 二戸市福岡字中町 個人 H21.11.19

64 旧釜石鉱山事務所 １棟 釜石市甲子町 釜石市 H25.6.21

65 旧南部家別邸主屋 盛岡市愛宕町 盛岡市 H25.12.24

66 上和野馬頭観世音本堂 岩手郡雫石町上野下沢田 (宗)上和野馬頭観世音 H28.8.1

67 上和野馬頭観世音旧堂 岩手郡雫石町上野下沢田 (宗)上和野馬頭観世音 H28.8.1

68 萬代舘 二戸郡一戸町一戸字本町 一戸町 H28.8.1

69 アレン記念館 久慈市本町
学校法人東北文化学園大
学

H28.11.29

70
旧遠野寶物館
（遠野市立博物館新町収蔵庫）

遠野市新町 遠野市 H29.5.2

71 旧陸軍省軍馬補充部六原支部官舎第一棟 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 岩手県 H29.5.2

72 旧陸軍省軍馬補充部六原支部官舎第二棟 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 金ケ崎町 H29.5.2

73 旧陸軍省軍馬補充部六原支部官舎第三棟 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 金ケ崎町 H29.5.2

74 旧菅野家住宅主屋
気仙郡住田町世田米字世田
米駅

住田町 H29.5.2

75 旧菅野家住宅離れ
気仙郡住田町世田米字世田
米駅

住田町 H29.5.2

76 旧菅野家住宅土蔵一
気仙郡住田町世田米字世田
米駅

住田町 H29.5.2

77 旧菅野家住宅土蔵二
気仙郡住田町世田米字世田
米駅

住田町 H29.5.2

78 旧菅野家住宅土蔵三
気仙郡住田町世田米字世田
米駅

住田町 H29.5.2

79 旧菅野家住宅土蔵四
気仙郡住田町世田米字世田
米駅

住田町 H29.5.2

80 旧緯度観測所本館（奥州宇宙遊学館） 奥州市水沢星ガ丘町 奥州市 H29.10.27

81 旧臨時緯度観測所本館（木村榮記念館） 奥州市水沢星ガ丘町
大学共同利用機関法人自
然科学研究機構

H29.10.27

82 旧臨時緯度観測所眼視天頂儀室 奥州市水沢星ガ丘町
大学共同利用機関法人自
然科学研究機構

H29.10.27

83
旧臨時緯度観測所眼視天頂儀目標台及び覆
屋

奥州市水沢星ガ丘町
大学共同利用機関法人自
然科学研究機構

H29.10.27

84 花巻温泉旧松雲閣別館 花巻市湯本 株式会社花巻温泉 H30.3.27

85 旧岩手県知事公舎洋館 金ケ崎町三ヶ尻谷地中 金ケ崎町 H30.3.27

86 旧千田正家住宅主屋 金ケ崎町三ヶ尻谷地中 金ケ崎町 H30.3.27

87 旧千田正家住宅板倉 金ケ崎町三ヶ尻谷地中 金ケ崎町 H30.3.27

88 旧上有住小学校校舎
気仙郡住田町上有住字山脈
地

住田町 H30.3.27

89 旧東屋酒造店店舗兼主屋 宮古市本町 個人 H31.3.29

90 旧東屋酒造店質蔵 宮古市本町 個人 H31.3.29

91 旧東屋酒造店酒蔵 宮古市本町 個人 H31.3.29

92 後藤伯記念公民館 奥州市水沢大手町 奥州市 R1.12.5

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体 登録年月日

1 陸前高田の漁撈用具
1,922

点
陸前高田市矢作町二田野
（陸前高田市立博物館）

陸前高田市 H20.3.13

所　在　地 所有者及び管理団体 登録年月日

1 盛合氏庭園 宮古市津軽石第４地割
個人
宮古市

1月24日

2 旧南部氏別邸庭園 盛岡市愛宕町 盛岡市 H26.3.18

3 南昌荘庭園 盛岡市清水町 いわて生活協同組合 H27.1.26

所　在　地 所有者及び管理団体 選択年月日

1 毛越寺の延年 西磐井郡平泉町大沢 毛越寺延年の舞保存会 S45.6.8

2 早池峰神楽 花巻市大迫町 早池峰神楽保存会 S46.4.21

3 永井の大念仏 盛岡市永井 永井大念仏剣舞保存会 S46.11.11

4 山屋の田植踊 紫波郡紫波町山屋 山屋の田植踊保存会 S48.11.5

5 川西の念仏剣舞 奥州市衣川区大字下衣川 川西念仏剣舞保存会 S49.12.4

6 古実式三番 西磐井郡平泉町平泉字衣関 中尊寺古実式三番保存会 S50.12.8

7 円万寺神楽 花巻市膝立 円万寺神楽保存会 S51.12.25

8 青笹のしし踊 遠野市青笹町 青笹しし踊り保存会 S53.1.31

9 チャグチャグ馬コ 盛岡市・滝沢市

チャグチャグ馬コ保存会
チャグチャグ馬コ振興協
賛会
チャグチャグ馬コ同好会

S53.1.31

10 煤孫の大乗神楽 北上市和賀町煤孫 煤孫大乗神楽保存会 S53.12.8

11 南部の酒造習俗 稗貫郡 S52.12.12

12 南部のオガミサマの習俗 岩手県 S57.12.21

13 北上山地の畑作習俗 岩手県 S59.12.20

14 陸中沿岸地方の神子舞 宮古市 陸中の神子保存会 H5.11.26

15 岩手の蘇民祭 岩手県 H7.12.26

16 陸中沿岸地方の廻り神楽 宮古市・普代村
黒森神楽保存会
鵜鳥神楽保存会

H7.12.26

17 鴨沢神楽 奥州市江刺区広瀬字谷地田
大債内野口傳斎部流鴨沢
神楽保存会

H9.12.4

18 似鳥のサイトギ 二戸市 似鳥八幡神社氏子総代会 H22.3.12

19 石鳩岡神楽・土沢神楽 花巻市東和町

早池峰岳流石鳩岡神楽保
存会
早池峰大償流土沢山伏神
楽保存会

H23.3.9

20 倉沢人形歌舞伎 花巻市東和町倉沢4区 倉沢人形歌舞伎保存会 H31.3.28

名称及び員数

○登録記念物

○記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財

名称及び員数

名称及び員数

○登録有形民俗文化財

【記録選択】
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 鹿島神社宮殿 1棟 北上市鬼柳町満屋 個人 S41.3.8

2 中尊寺本坊表門 1棟 西磐井郡平泉町平泉字衣関 中尊寺 S44.6.6

3 瑞山神社（祖霊舎） 1棟 奥州市水沢日高小路 日高神社 S47.10.27

4 千葉家住宅門 1棟 奥州市水沢黒石町字下柳 個人 S47.10.27

5 武家住宅（後藤新平旧宅） 1棟 奥州市水沢吉小路 奥州市 S47.10.27

6 早池峰神社本殿 1棟 花巻市大迫町内川目 早池峰神社 S47.10.27

7 宝持院山門 1棟 一関市花泉町金沢字大柳 宝持院 S49.2.15

8 普門寺三重塔 1基 陸前高田市米崎町字地竹沢 普門寺 S50.3.4

9 法泉院小前沢坊庫裡 1棟 西磐井郡平泉町平泉字衣関 法泉院 S54.2.27

10 熊野神社本殿 1棟 花巻市東和町北成島 個人 S54.2.27

11 薬師堂 1棟 花巻市東和町田瀬 個人 S54.2.27

12 旧岩谷堂共立病院 1棟 奥州市江刺南町 奥州市 S54.2.27

13
木津屋池野藤兵衛家住宅
　付　土蔵

1棟
1棟

盛岡市南大通 池野株式会社 S58.4.26

14 旧鈴木家住宅 1棟 一関市厳美町字沖野々 一関市 S59.5.1

15 保性院廟厨子 1棟 一関市台町 祥雲寺 S59.5.1

16 旧後藤正治郎家住宅 1棟 奥州市前沢生母字天王 奥州市 S60.5.4

17 白山神社本殿 1棟 北上市黒沢尻町字黒岩 白山神社 H2.5.1

18
丹内山神社本殿
　付　厨子

1棟 花巻市東和町谷内 丹内山神社 H2.5.1

19 八幡神社本殿 1棟 一関市千厩町千厩字北ノ沢 八幡神社別当 H2.5.1

20
西方寺毘沙門堂
　付　寛文3年銘・棟札

1棟
1枚

二戸郡一戸町西法寺字西法
寺

個人 H3.3.29

21
八幡神社本殿
　付　棟札

1棟
1枚

奥州市胆沢小山字八幡堂 八幡神社 H3.3.29

22
於呂閇志胆沢川神社厨子
（旧伊達宗章霊廟厨子）

1棟 奥州市胆沢若柳字下堰袋 於呂閇志胆沢川神社 H3.3.29

23
麓山神社本殿
　付　棟札

1棟 奥州市江刺米里字中沢 麓山神社 H3.3.29

24
智福毘沙門堂
　付　棟札

1棟
3枚

奥州市江刺藤里字智福 浅井智福愛宕神社 H3.3.29

25 千養寺観音堂 1棟 奥州市水沢羽田町字門下 千養寺 H5.9.7

26 曽慶熊野神社本殿 1棟 一関市大東町曽慶字西之沢 曽慶熊野神社 H5.9.7

27 摺沢八幡神社本殿 1棟 一関市大東町摺沢字八幡前 摺沢八幡神社 H5.9.7

28 山谷観音堂 1棟 遠野市小友町 個人 H6.9.16

29 鞍迫観音堂 1棟 遠野市宮守町字上鱒沢 白山神社 H6.9.16

30
村上家住宅
主屋、馬屋、厠及び小屋
土地（井戸及び石祠を含む。）

1件
4棟

一関市千厩町小梨字不動 個人 H8.5.7

県指定文化財一覧

名称及び員数

【有形文化財】

＜建造物＞

添付資料２-２
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

31
太田家住宅（太幸邸）
主屋及びその庭、土蔵、表門、
前座敷、炊場、並びに西側の塀

1件
6棟

奥州市前沢字七日町 個人

H9.9.2
H26.7.1
(一部指定解
除)

32 吉田家住宅主屋 1棟 陸前高田市気仙町字町裏 陸前高田市
H18.9.26
H30.12.7

33
本宮観音堂
　附　厨子

1棟
1基

金ケ崎町西根本宮後 (管)谷地下自治会 H31.4.16

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 絹本著色開山良韶画像 1幅
奥州市水沢区黒石町字正法
寺

正法寺 S34.3.17

2 絹本著色愛染明王画像 1幅 陸前高田市米崎町字地竹沢 善門寺 S49.5.15

3 漆絵立花図（大絵馬） 1面 二戸市浄法寺町御山久保 天台寺 S60.9.17

4 絹本著色十六羅漢像 16幅
奥州市水沢区黒石町字正法
寺

正法寺 S60.9.17

5 仏涅槃図 1幅 遠野市小友町 常楽寺 H3.8.27

6 十三仏 1幅 遠野市小友町 常楽寺 H3.8.27

7 聖観音菩薩画像 1面 奥州市江刺伊手字御堂 自性院 H3.8.27

8 紙本著色たたら神図 1幅 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋 個人 H21.3.31

9 紙本著色鍛冶神図 3幅
盛岡市上田字松屋敷
（岩手県立博物館）

岩手県 H21.3.31

10 紙本著色　刀八毘沙門天画像 1幅 西磐井郡平泉町平泉大沢 毛越寺 H30.4.13

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 木造如意輪観音坐像 1体 奥州市水沢黒石町字正法寺 正法寺 S29.4.5

2 木造僧形坐像 3体 奥州市水沢黒石町字正法寺 正法寺 S29.4.5

3 銅造菩薩立像 1体 一関市千厩町奥玉字林ノ沢 個人 S29.4.5

4 木造薬師如来立像 1体 一関市千厩町千厩字宮敷 大光寺 S29.4.5

5 木造如来坐像 1体 大船渡市猪川町字長谷堂 長谷寺 S29.4.5

6 木造阿弥陀如来坐像 1体 気仙郡住田町世田米 光勝寺 S29.4.5

7 木造聖観音立像 1体 一関市中里字大平山 永泉寺 S29.4.5

8 木造十一面観音立像 1体
一関市花泉町老松字水沢屋
敷

大祥寺 S29.4.5

9 木造釈迦三尊坐像 3体 北上市稲瀬町内門岡 如意輪寺 S29.4.5

10 木造神像 1体 北上市口内町字金峯山 万蔵寺 S29.4.5

11 木造十一面観音立像 1体 盛岡市玉山字一笠 東楽寺 S29.4.5

12 木造来迎阿弥陀及菩薩像 1括
一関市東山町松川字町裏ノ
上

二十五菩薩像保存会 S31.7.25

13 木造訶梨帝母像 1体 西磐井郡平泉町平泉字毛越 大乗院 S31.7.25

14 木造薬師如来坐像 1体 一関市釣山 願成寺 S31.7.25

15 木造聖観音立像 1体 一関市室根町折壁字向山 南流神社 S33.5.16

＜絵画＞

名称及び員数

名称及び員数

＜彫刻＞

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

16 銅造阿弥陀如来立像 1体 奥州市江刺区川原町 松岩寺 S33.5.16

17
木造薬師如来坐像
木造脇侍菩薩立像

1体
1体

九戸郡軽米町軽米 徳楽寺 S34.3.17

18 木造十一面観音立像 1体 紫波郡紫波町二日町字古館 個人 S38.12.24

19
木造十一面観音立像
木造毘沙門天三像

1体
3体

奥州市江刺藤里字智福 智福浅井愛宕神社 S38.12.24

20 獅子頭（権現さま） 16頭 宮古市山口字田の神前 黒森神社

S38.12.24
S58.12.13
(追加指定及
び

21 木造十一面観音菩薩立像 1体
北上市立花
（北上市立博物館）

白山神社 S40.3.19

22 木造男神像 1体
北上市立花
（北上市立博物館）

白山神社 S40.3.19

23 木造阿弥陀如来立像 1体 一関市藤沢町藤沢字道場 藤勢寺 S41.3.8

24 木造毘沙門天立像 1躯 紫波郡紫波町遠山字小深田 正音寺 S44.6.6

25

　　　 　　　降三世明王像
　　　 　　　軍荼利明王像
　　　 　　　大威徳明王像
　　　 　　　金剛夜叉明王像

4軀 紫波郡紫波町遠山字小深田 正音寺 S44.6.6

26
木造観音菩薩坐像
木造勢至菩薩坐像

1躯
1躯

気仙郡住田町鉢ヶ森 光勝寺 S44.6.6

27 木造蔵王権現像 1躯
北上市立花
（北上市立博物館）

白山神社 S44.6.6

28 木造薬師如来坐像 1躯
奥州市衣川大字上衣川字上
寺田

個人 S44.6.6

29 木造薬師如来坐像 1躯 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S44.6.6

30 木造阿弥陀如来立像 1体 花巻市北笹間 延妙寺 S47.10.27

31
木造仁王像
木造十一面観音菩薩立像

2体
5体

盛岡市玉山字一笠 東楽寺 S49.2.15

32 木造伝阿弥陀如来立像（頭後補） 1体 花巻市東和町北成島 毘沙門堂 S49.2.15

33 木造伝聖観音菩薩坐像 1体 陸前高田市米崎町字地竹沢 普門寺 S49.2.15

34 木造十一面観音菩薩立像 3体 大船渡市猪川町字長谷堂 長谷寺 S50.3.4

35 木造十一面観音菩薩立像 2体 花巻市東和町安俵 凌雲寺 S50.3.4

36 木造不動明王坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字北沢 西光寺 S50.3.4

37
木造　日光菩薩立像
木造　月光菩薩立像

1体
1体

奥州市水沢黒石町字山内 黒石寺 S51.3.23

38 木造　十二神将像 12体 奥州市水沢黒石町字山内 黒石寺 S51.3.23

39 木造薬師如来坐像 1体 北上市口内町字金峯山 万蔵寺 S52.4.26

40 木造十一面観音立像 2体
北上市立花
（北上市立博物館）

万蔵寺 S52.4.26

41 木造男神立像 2体
北上市口内町字金峯山
北上市立花

万蔵寺 S52.4.26

42 木造女神立像 1体
北上市口内町字金峯山
北上市立花

万蔵寺 S52.4.26

43 木造聖観音立像 2体 北上市口内町字金峯山 万蔵寺 S52.4.26

44 木造不動明王立像 1体 北上市黒沢尻町字黒岩 個人 S52.4.26

45 木造観世音菩薩坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 白王院 S52.4.26

46 木造男神坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S52.4.26

47 木造阿弥陀如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 白王院 S52.4.26

48 木造伝稲荷神像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 宝積院 S52.4.26

名称及び員数

木造
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

49 銅造不動明王立像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 寿命院 S52.4.26

50 木造伝薬師如来坐像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 正善院 S52.4.26

51 木造阿弥陀如来坐像 2体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 寿徳院 S52.4.26

52 木造熊野神像 1体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 金剛院 S52.4.26

53 木造熊野神両脇立倚像 2体 西磐井郡平泉町平泉字大沢 金剛院 S52.4.26

54 木造薬師如来立像 2体 二戸市浄法寺御山久保 天台寺 S52.4.26

55 木造伝広目天立像 1体 二戸市浄法寺御山久保 天台寺 S52.4.26

56 木造伝多聞天立像 1体 二戸市浄法寺御山久保 天台寺 S52.4.26

57 木造伝吉祥天立像 1体 二戸市浄法寺御山久保 天台寺 S52.4.26

58 木造菩薩形坐像 1体 二戸市浄法寺御山久保 天台寺 S52.4.26

59 木造地蔵菩薩立像 1体 八幡平市西根寺田 聖福寺 S54.2.27

60 木造七仏薬師如来立像 7体 紫波郡紫波町赤沢字田中 正音寺 S56.12.4

61 獅子頭（権現さま） 1頭 久慈市小久慈町 個人 S58.12.13

62 木造阿弥陀如来立像 1体 奥州市水沢真城字八反町 個人 S60.9.17

63 木造釈迦如来坐像 1軀 奥州市江刺田原字虚空蔵 寳城寺 H3.8.27

64 木造地蔵菩薩坐像 1軀 奥州市江刺南町 光明寺 H3.8.27

65 木造　仁王像 2軀 花巻市東和町安俵 凌雲寺 H5.9.7

66 木造十一面観音立像 1軀 花巻市東和町谷内 丹内山神社 H6.9.16

67

舞楽面
１ 二ノ舞（腫面）
２ 二ノ舞（咲面）
３ 環城楽
４ 伝　納曽利
５ 納曽利
６ 散手
７ 陵王
８ 陵王
９ 不明　伝　胡飲酒
10 貴徳鯉口

1件
10点

二戸市浄法寺御山久保 天台寺 H7.9.1

68

木造釈迦三尊坐像
１　釈迦如来坐像
２　文殊菩薩坐像
３　普賢菩薩坐像

1件
3軀

奥州市水沢黒石町字正法寺 正法寺 H9.5.2

69
木造地蔵菩薩半跏像
　付　木造二天立像

1軀
2軀

一関市花泉町金沢字大門沢 大門神社
H12.11.24
H14.5.14
(追加指定)

70
木造大日如来坐像
１　伝嘉慶三年銘像

1件
2体

花巻市湯本 個人 H18.9.26

71 木造六観音立像 6体 岩手郡葛巻町葛巻 宝積寺 H23.5.10

72
木造青面金剛立像
二童子・三猿・台座　共

6体
1基

二戸市金田一字舘 長寿寺 H23.5.10

73
木造十一面観音立像
　附　胎内仏・木造僧形立像

1体
1体

盛岡市上田字松屋敷 個人 H24.11.13

74 木造六臂十一面観音菩薩立像 1軀 陸前高田市矢作町字寺前 観音寺 H27.11.6

75 木造天部形立像（伝毘沙門天） 1軀 陸前高田市矢作町字寺前 観音寺 H27.11.6

76 木造観音菩薩立像（伝虚空蔵菩薩） 1軀 陸前高田市矢作町字寺前 観音寺 H27.11.6

77 木造十一面観音菩薩立像 1軀 陸前高田市小友町字上の坊 観音寺 H27.11.6

78 木造不動明王立像 1軀 一関市千厩町字宮敷 大光寺 H29.11.14

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

79 木造阿弥陀如来立像 1軀
一関市藤沢町保呂羽字宇和
田

長徳寺 H29.11.14

80 木造観音菩薩立像(伝十一面観音) 1軀 遠野市松崎町松崎 西教寺 H31.4.16

81 木造虚空蔵菩薩坐像 1軀 宮古市長根一丁目 長根寺 R2.4.7

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 金銅薬師如来像御正体 1面 一関市花泉町字館前 養寿寺 S38.12.24

2
桐竹文綾九条袈裟付包裂等
付属品一括

1領 奥州市水沢黒石町字正法寺 正法寺 S47.10.27

3 銅鰐口 1口 二戸市浄法寺町御山久保 天台寺 S49.2.15

4 銅鰐口 1口 一関市大東町鳥海字小山 興田神社 S49.2.15

5 銅鰐口 1口 陸前高田市高田町砂畑 常膳寺 S49.2.15

6
懸仏
　 附　宮殿形厨子３基

19面 大船渡市末崎町字中森 熊野神社 S50.3.4

7
刀
　銘　月山
　　　應永三年八月　日

1口 北上市和賀町岩崎 個人 S50.3.4

8
脇指
　銘　新藤國義延宝八年二月吉日

1口
盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 S50.3.4

9
花菖蒲に蝶図鐔
　銘　盛岡住橘孝家造

1枚
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S50.3.4

10
太刀
　銘　奥州南部盛岡住新藤源義正
　　　元文元丙辰年八月日謹造之

1口 盛岡市内丸 桜山神社 S51.3.23

11

脇指
　銘　手柄山甲斐守正繁
　　　文化三年二月　日
　刀身銘　如水如□應一関侯需造

1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S51.3.23

12
短刀　銘　平安城長吉
　附　丸に向い鶴紋散合口拵

1口 盛岡市仙北町 個人 S51.3.23

13
雲龍図金鐔　銘　岩鷲山麓住
　　　　　　　　月舘源知道製

1枚 盛岡市仙北町 個人 S51.3.23

14 彫透柄の横刀 1口 西磐井郡平泉町平泉字衣関 大長寿院 S52.4.26

15 立鼓柄の横刀 1口 西磐井郡平泉町平泉字衣関 地蔵院 S52.4.26

16 真鍮戒体箱 1台 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S53.4.4

17
金銅六器　鋺
　　　　　受皿

2個
1枚

西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S53.4.4

18 短刀　銘　 奥州舞草光長 1口
奥州市江刺岩谷堂字小名丸
（えさし郷土文化館）

奥州市 S53.4.4

19 刀　銘　新藤源義國 1口 釜石市上中島町 個人 S53.4.4

20 金銅五鈷杵 1口 西磐井郡平泉町字毛越 感神院 S53.4.4

21 鍍銀柄香炉 1柄 西磐井郡平泉町字毛越 感神院 S53.4.4

22 線刻五尊像鏡（端花双鳳八稜鏡） 1面 八幡平市西根町寺田 八幡平市教育委員会 S53.4.4

23 金銅五鈷杵 1口 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S53.4.4

24
梵鐘
 康永二年七月日鋳師　藤原助信の銘があ

1口 西磐井郡平泉町平泉字衣関 中尊寺 S54.2.27

25 雷文地椿彫木彩漆笈 1背 西磐井郡平泉町平泉字衣関 地蔵院 S54.8.17

26 牡丹彫木彩漆笈 1背 西磐井郡平泉町平泉字衣関 観音院 S54.8.17

27 金銅装勝軍地蔵等文笈 1背 西磐井郡平泉町平泉字衣関 願成就院 S54.8.17

28 太刀　銘　永和二年八月　日寳寿 1口 遠野市東舘町 遠野市立博物館 S54.8.17

名称及び員数

＜工芸品＞

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

29 銅双雀鏡 1面
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

新山神社 S55.3.4

30 銅菊花双雀鏡 1面
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

新山神社 S55.3.4

31 銅秋草双雀鏡 1面
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

新山神社 S55.3.4

32 銅梅花鏡 1面 紫波郡紫波町土館字浦田 新山神社 S55.3.4

33 金銅懸仏 1面
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

新山神社 S55.3.4

34 銅三尊像懸仏 1体
奥州市江刺岩谷堂字小名丸
（えさし郷土文化館）

個人 S55.3.4

35 鉄賽銭鉢 1口 二戸市浄法寺町御山久保 天台寺 S55.3.4

36 鉄木目鍛菊花鐔 1面
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S55.3.4

37
銀本小札紫糸威二枚胴具足
　兜・大袖・小具足付
　付　鎧櫃1合

1具
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S55.10.3

38 鯰尾兜 1頭
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S55.10.3

39 刀銘　奥州舞草友長 1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S55.10.3

40 刀銘　新藤源義國 1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S55.10.3

41 槍銘　濃州之住長俊 1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S55.10.3

42 金装家紋散衛府太刀　鞘銘　関古鶴斎(花押) 1振 遠野市東館町 個人 S55.10.3

43
源為朝流謫の図鐔
　銘　君万歳就壽（花押）

1枚 遠野市東館町 個人 S55.10.3

44 刀銘　新藤源國義 1口
奥州市江刺岩谷堂字小名丸
（えさし郷土文化館）

奥州市 S55.10.3

45 孔雀石微塵塗鞘大小拵 1腰 盛岡市仙北町 個人 S56.12.4

46 竹図鐔 1枚 盛岡市仙北町 個人 S56.12.4

47
藍革威胴丸
　兜・大袖・小具足付

1領 花巻市城内 鳥谷ヶ崎神社 S56.12.4

48
桶側二枚胴具足
　兜・大袖・小具足付

1領 花巻市愛宕町 雄山寺 S56.12.4

49
卯花威紅羅紗地唐獅子牡丹文二枚胴具足
　兜・大袖・小具足付

1領
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S56.12.4

50 唐冠兜 1頭 紫波郡紫波町北日詰字白旗 個人 S56.12.4

51
太刀　無銘
　　　伝山城

1口 盛岡市八幡町字 盛岡八幡宮 S57.3.30

52
脇指　無銘
　　　新藤國義

1口 盛岡市八幡町字 盛岡八幡宮 S57.3.30

53 紺糸威最上胴具足 1領
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S58.4.26

54 短刀 1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S58.4.26

55 金銅装双塔文笈 1背 遠野市綾織町綾織 個人 S58.8.5

56 金銅製前立 1口 一関市大東町鳥海字小山 興田神社 S59.5.1

57 緋威二枚胴具足 1領 岩手郡葛巻町江刈 個人 S59.9.4

58 黒羅紗地唐獅子牡丹文二枚胴具足 1領
盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 S60.2.5

59 丸に石畳紋透し鐔
大小
2枚

盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S60.2.5

60 筝 2面 盛岡市八幡町 盛岡八幡宮 S60.12.27

61 鉄錆地十二枚張兜鉢 1頭
盛岡市上字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 S60.12.27

62 金蒔絵繋駒絵馬 1面 西磐井郡平泉町平泉字衣関 金色院 S61.8.26

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

63 金蒔絵獅子手箱 1合 西磐井郡平泉町平泉字衣関 金色院 S61.8.26

64 鉦鼓付懸架　撞木 1面 奥州市江刺区梁川字小林 個人 S63.10.18

65 鉦鼓 1面
奥州市江刺岩谷堂字小名丸
（えさし郷土文化館）

個人 S63.10.18

66 金銅聖観音坐像懸仏 1面 奥州市江刺稲瀬字広岡 新山神社 S63.10.18

67 剣 1口
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

個人 S63.10.18

68 雉子尾雌雄御太刀 2腰
盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H11.11.2

69 鷹頭御陳太刀 1腰
花巻市高松
（花巻市博物館）

花巻市 H11.11.2

70 鳳凰御陳太刀 1腰
花巻市高松
（花巻市博物館）

花巻市 H11.11.2

71
前装式火縄銃（差取棹鉄砲）
　付　　鉄砲由緒書
　　　　土井利勝書状

1挺
1巻
1通

盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H11.11.2

72

南部家伝来打毬装束
　　付　　下着
　　　　　肌着
　　　　　指貫
　　　　　腕貫

2具
3領
1領
1腰
2組

盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H14.5.14

73

南部家伝来陣羽織
１ 白羅紗地日の出紋陣羽織
２ 白羅紗地陣羽織
３ 緑羅紗地陣羽織
４ 茶羅紗地陣羽織

1領
1領
1領
1領

盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H15.4.30

74
金小札茶糸縅二枚胴具足
　付　鎧櫃

１領
１合

盛岡市上字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 H15.10.3

75
盛岡南部家馬印
１ 金ほおずき大馬印
２ 紅亀甲網旗馬印

１点
１点

紫波郡紫波町北日詰白旗 個人 H17.9.30

76 南部家伝来提帯 ５筋 盛岡市内丸 盛岡市 H25.4.5

77
南部家伝来具足下着
１ 金茶繻子地亀甲革入具足下着
２ 黒羅背板地亀甲散模様鎖入具足下着

１領
１領

盛岡市内丸 盛岡市 H26.4.22

78 長胴太鼓 １張 二戸市浄法寺町御山久保 天台寺 H26.4.22

79 時鐘　南部盛岡城楼鐘 １口 花巻市城内 花巻市 H27.11.6

80 時鐘　奥州路磐手郡盛岡県城北更鐘 １口 盛岡市内丸 盛岡市 H27.11.6

81 木造十一面観音菩薩坐像御正躰 １面 陸前高田市広田町字前花貝 個人 H28.4.15

82 白檀塗合子形兜 １頭
盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H29.4.7

83 金銅聖観音菩薩坐像御正躰 １面 遠野市綾織町新里 出羽神社別当 H31.4.16

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1
紙本墨書正法眼蔵
　付　正法眼蔵雑文

27冊
１冊

奥州市水沢黒石町字正法寺 正法寺 S34.3.17

2
紙本墨書大般若波羅密多経
　第一百一十巻

1巻 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S52.4.26

3
紙本墨書大般若波羅密多経
　第二十七巻

1巻 西磐井郡平泉町平泉字大沢 毛越寺 S52.4.26

4
紙本墨書大般若波羅密多経
　第四百六十三巻

1巻 西磐井郡平泉町平泉字毛越 大乗院 S52.4.26

5
紙本墨書大般若波羅密多経
　第一百九十六巻

1巻 西磐井郡平泉町平泉字毛越 寿徳院 S52.4.26

6
紙本墨書大般若波羅密多経
　第一百二十五巻

1巻 西磐井郡平泉町平泉字毛越 寿徳院 S52.4.26

名称及び員数

名称及び員数

＜書跡＞
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 原本無刑録 15冊 一関市大東町渋民字伊勢堂 一関市 S40.3.19

2 春日版法華経 8巻 北上市川岸 染黒寺 S55.3.4

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 豊臣秀吉朱印状 1幅
盛岡市内丸
（もりおか歴史文化館）

盛岡市 H3.3.29

2 盛岡藩雑書 190冊
盛岡市愛宕町
　（盛岡市中央公民館）

盛岡市 H5.6.4

3 吉田家文書 141点
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

個人
H7.4.28
H28.4.15
(一部指定解除）

4 軽邑耕作鈔及び遺言 2冊 九戸郡軽米町大字軽米 軽米町 H25.4.5

5
嘉永六年盛岡藩三閉伊通百姓一揆畠山家文書
　附 三重箱

3通
1組

田野畑村田野畑 個人 H27.4.7

6 盛岡藩北家御次留書帳 59冊
花巻市高松
（花巻市立花巻博物館）

花巻市 H28.9.6

7
原敬日記
　附　絶筆メモ
　　　本箱

83冊
1点4枚

1台

盛岡市本宮
（原敬記念館）

盛岡市 H30.4.13

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 鉄塔 1基 西磐井郡平泉町平泉字花立 千手院 S31.7.25

2 鉄鉢　建武元年八月二十日在銘 1基 宮古市山口 個人 S38.12.24

3 丹内山神社経塚出土品 1括 花巻市東和町谷内 丹内山神社 S40.3.19

4 懸仏（御正体） 1面
一関市花泉町油島字多田郷
他

個人 S49.2.15

5
最明寺石塔婆
　建長八年丙辰二月廿九日の銘あり

2基 一関市川崎町門崎字石蔵 個人 S50.3.4

6
不動明王絵像碑
　元享三年四月八日の銘あり

1基
紫波郡紫波町南日詰字箱清
水

個人 S50.3.4

7
極楽寺石塔婆
　延慶三年庚戌十二月廿九日の銘あるもの１基
　延慶二二年辛亥五月の銘あるもの１基

8基 北上市稲瀬町字内門岡 極楽寺 S50.3.4

8 角塚古墳出土埴輪 1括
奥州市胆沢南都田字加賀谷
地

奥州市 H2.8.28

9 石包丁 2個

①奥州市胆沢南都田字加賀
谷地　（胆沢郷土資料館）
②盛岡市上田字松屋敷
（岩手県立博物館）

個人 H2.8.28

10

上田蝦夷森1号墳出土品
１ 衝角形冑
２ 土師器
　 甕形
３ 刀子
４ 環状錫製品
５ 琥珀
６ 琥珀残欠

1頭
1箇

1口
1組
3箇
1括

盛岡市本宮字荒屋
（盛岡市遺跡の学び館）

盛岡市
H6.5.17
H14.5.14
(改正)

11 長根古墳群出土品 1括
宮古市崎山
(崎山貝塚縄文の森ミュージ
アム）

宮古市 H6.5.17

12 鉄製「雀紋印の馬印（うまのかね）」
1件
2点

一戸町岩舘字御所野
（御所野縄文博物館）

一戸町 H7.9.1

13
上杉沢遺跡25～28号竪穴住居跡出土品及び南
遺物包含層出土品

1括 二戸市教育委員会 二戸市 H13.11.9

14 房の沢古墳群出土品 1括 山田町教育委員会 山田町 H17.4.1

名称及び員数

＜古文書＞

名称及び員数

＜考古資料＞

名称及び員数

＜典籍＞
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

15 南部工業団地内遺跡出土品
1件
2点

北上市立花
（北上市立博物館）

北上市 H20.3.4

16 上須々孫館経塚出土品
1件
6点

北上市立花
（北上市立博物館）

北上市 H20.3.4

17 山屋館経塚出土品
1件
4点

盛岡市上田字松屋敷
（岩手県立博物館）

紫波町 H20.3.4

18 藤沢狄森古墳群出土品
1件

1,390
紫波郡矢巾町大字南矢幅
（矢巾町歴史民俗資料館）

矢巾町 H21.10.2

19 徳丹城跡出土品 2点
紫波郡矢巾町大字南矢幅
（矢巾町歴史民俗資料館）

矢巾町 H25.11.5

20 渥美　灰釉壺 1点
盛岡市本宮字荒屋
（盛岡市遺跡の学び館）

個人 H26.11.7

21 長倉Ⅰ遺跡出土品 1括
九戸郡軽米町大字軽米
（軽米町歴史民俗資料館）

軽米町 R2.4.7

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 紙本両鉄鉱山御山内並高炉之図 2巻 釜石市鈴子町
新日本製鉄株式会社釜
石製鉄所

S49.2.15

2 観音籖及び筒 1具
二戸市浄法寺町大字御山久
保

天台寺 S52.4.26

3
雲篭文透し地絽九條袈裟
　付伝衣贈記１巻及び大衣帛沙1枚

1肩 盛岡市大慈寺町 大円寺 S55.3.4

4 算額 1面
一関市厳美町字沖野々
（一関市博物館内）

個人 S55.8.5

5 宮田宝篋印塔 1基 二戸郡一戸町月舘字宮田 個人 S58.8.5

6 星座石と陸奥州気仙郡唐丹村測量之碑 1組 釜石市唐丹町大曽根 釜石市 S60.12.27

7 漁具類聚 1帖
宮古市磯鶏
（岩手県立宮古水産高等学

岩手県 H22.3.2

8 豊吉之墓 1基 一関市真柴字原下 一関市医師会 H23.5.10

9 大槻家旧蔵板木 142点
一関市厳美町字沖野々
（一関市博物館内）

一関市 H25.11.5

10 鞍迫観音堂算額 １面 遠野市宮守町上鱒沢 白山神社 H29.4.7

所　在　地 保持者 指定年月日

1 日本刀制作技術 盛岡市仙北町字追分
山口武
（銘：清房）

H5.9.7

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 大船渡のマルタ 1隻
大船渡市末崎町字大浜
（大船渡市立博物館）

大船渡市 S33.5.16

2
納骨器
　金銅製五輪塔 1基

西磐井郡平泉町平泉字衣関 金色院 S54.2.27

3 笹塔婆 67枚 西磐井郡平泉町平泉字衣関 金色院 S54.2.27

4 巡礼納札 2枚 西磐井郡平泉町平泉字衣関 金色院 S54.8.17

5 巡礼納札 9枚 西磐井郡平泉町平泉字衣関 大長寿院 S54.8.17

6 巡礼納札 1枚 奥州市江刺玉里字玉崎 玉崎駒形神社 S54.8.17

7 巡礼納札 1枚
大船渡市三陸町越喜来肥ノ
田

新山神社 S54.8.17

8 巡礼納札 1枚 二戸郡一戸町鳥越字宮古沢 個人 S54.8.17

名称及び員数

【民俗文化財】

＜有形民俗文化財＞

名称及び員数

【無形文化財】

＜歴史資料＞

＜工芸技術＞

名称及び員数

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

9 まいりのほとけ 10幅 花巻市東和町上浮田 個人 S56.3.31

10 まいりのほとけ 1体 北上市口内町字千刈 個人 S56.3.31

11

南部絵暦
　田山暦木活版木
　手書経文
　嘉永2年木活版絵暦
　　付　容器1個　墨壷1個

85個
1部
1枚

八幡平市下モ川原 個人 S57.3.30

12
南部絵暦
　盛岡暦　版木

10枚 盛岡市南仙北 個人 S57.3.30

13 まいりのほとけ 2幅 奥州市江刺岩谷堂字雲南田 個人 S60.2.5

14 まいりのほとけ 1幅 奥州市江刺稲瀬字広岡 広徳寺 S60.2.5

15 漆絵曵馬絵馬 1面 陸前高田市矢作町字寺前 観音寺 S61.8.26

16 花巻人形の型
25組半

51点
北上市芳町 北上市 S63.1.16

17 まいりのほとけ 4幅 北上市口内町字千刈 個人 S63.1.16

18 まいりのほとけ 5幅 北上市口内町字松坂 個人 S63.1.16

19 まいりのほとけ 3幅 北上市稲瀬町字岩川 個人 S63.1.16

20 まいりのほとけ 1幅 北上市相去町字寺前沢 洞泉寺 S63.1.16

21
旧岩手県立農業博物館収集
生業生活資料

3,871
点

北上市飯豊 岩手県 H10.10.23

22
南部絵暦
天明三年田山暦

1枚
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 H16.7.30

23
南部絵暦
天保十三年盛岡暦

1枚
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

個人 H16.7.30

24 二戸地方の漆蝋関係資料
1式

154点

二戸市福岡字長嶺
二戸市浄法寺町大字御山
二戸市石切所字森合
二戸市福岡字下中町
一戸町小鳥谷字朴舘
一戸町岩舘
（御所野遺跡博物館）

二戸市

一戸町
個人
個人
一戸町教育委員会

H18.9.26
H20.3.4
(追加指定）

25 雫石地域の野良着 1式
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 H18.9.26

26 玉山地域の野良着 1式
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 H18.9.26

27
南部絵暦
盛岡暦　金澤コレクション

1件
14枚

盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

岩手県 H19.10.26

28 紫根染　八重樫家関係資料
1件

20点

下閉伊郡岩泉町岩泉
盛岡市上田字松屋敷
（県立博物館）

個人
岩手県 H20.3.4

29 大乗寺のオシラサマ
1件

200体
一関市川崎町薄衣字上段 聖徳山大乗寺 H20.11.7

30 安比川上流域の木地師関係資料
1件

259点
八幡平市叺田
八幡平市赤坂田

八幡平市
個人

H22.3.2

31 姉体庚申塔（寛永十二年銘) 1基 奥州市水沢姉体町字庚申塚 個人 H25.11.5

所　在　地 保持団体 指定年月日

1 鹿踊り 奥州市江刺稲瀬字鶴羽衣台 鶴羽衣鹿踊保存会 S38.12.24

2 火防祭の「屋台囃」 奥州市水沢日高小路 日高囃保存会 S38.12.24

3 しし踊り
花巻市東和町落合
遠野市青笹町糠前

春日流落合鹿踊保存会
青笹獅子踊保存会

S49.2.15

4
江刺市梁川金津流鹿踊
付　金津流鹿踊本體巻及び金津流鹿踊伝授之目録

奥州市江刺梁川字小林
江刺市梁川金津流獅子
踊保存会

S53.4.4

5 早池峰大償流土沢神楽 花巻市東和町土沢 土沢山伏神楽保存会 S56.3.31

6 早池峰岳流石鳩岡神楽 花巻市東和町石鳩岡 石鳩岡神楽保存会 S56.3.31

名称及び員数

＜無形民俗文化財＞

名称及び員数
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所　在　地 保持団体 指定年月日

7 春田打 北上市下江釣子大坊 春田打保存会 S58.1.4

8 菅窪鹿踊・剣舞 田野畑村菅窪 菅窪鹿踊保存会 S63.4.8

9 鴨沢神楽 奥州市江刺広瀬字谷地田 鴨沢神楽保存会 H1.8.1

10 道地ひな子剣舞 北上市和賀町藤根 道地ひな子剣舞保存会 H1.8.1

11 煤孫ひな子剣舞 北上市和賀町煤孫 煤孫ひな子剣舞保存会 H1.8.1

12 大宮神楽 田野畑村和野 大宮神楽保存会 H5.6.4

13 上鹿妻念仏剣舞 盛岡市上鹿妻字蟹沢 上鹿妻念仏剣舞連中 H7.4.28

14 倉沢人形歌舞伎 花巻市東和町倉沢 倉沢人形歌舞伎保存会 H7.9.1

15 広瀬人形芝居 奥州市江刺広瀬字宝良 広瀬人形芝居常楽座 H7.9.1

16 根反鹿踊り 二戸郡一戸町根反字野崎 根反鹿踊り保存会 H8.9.3

17 舞川鹿子躍 一関市舞川
行山流舞川鹿子躍保存
会

H9.5.2

18 気仙町けんか七夕祭り
陸前高田市気仙町字町裏
（気仙公民館

気仙町けんか七夕祭り
保存連合会

H9.9.2

19 夏井大梵天神楽 久慈市夏井町鳥谷 夏井大梵天神楽保存会 H11.5.7

20 花巻の山伏神楽
花巻市膝立字観音山
花巻市幸田
花巻市矢沢

円万寺神楽保存会
幸田神楽保存会
胡四王神楽保存会

H13.5.11

21 和賀の大乗神楽
北上市和賀町煤孫
北上市村崎野

和賀大乗神楽保存会
村崎野大乗神楽保存会

H13.5.11

22 久田鹿踊 奥州市江刺梁川字水上沢 久田鹿踊保存会 H15.4.30

23 三ヶ尻鹿踊 金ヶ崎町三ヶ尻東畑 三ヶ尻鹿踊保存会 H15.4.30

24 浦浜念仏剣舞
大船渡市三陸町越喜来字小
出

浦浜念仏剣舞保存会 H18.9.26

25 篠木神楽 滝沢市大沢堰合 篠木神楽保存会 H23.5.10

26 さんさ踊り

盛岡市東見前
盛岡市黒川
盛岡市本宮
盛岡市山岸

三本柳さんさ踊り保存
会
黒川参差踊連中
大宮さんさ踊り保存会

H23.5.10

27 一戸の山伏神楽
一戸町小鳥谷字高屋敷
一戸町中山字大塚

高屋敷神楽保存会
中山神楽保存会

H24.11.13

28 布佐神楽 一関市川崎町門崎字布佐 布佐神楽保存会 H25.4.5

29 門中組虎舞
大船渡市末崎町門之浜・中
井

門中組振興会 H25.4.5

30 南部藩壽松院年行司支配太神楽 釜石市只越町
南部藩壽松院年行司支
配太神楽

H25.4.5

31 駒木鹿子踊り 遠野市松崎町 駒木鹿子踊り保存会 H26.4.22

32 長野獅子踊り 遠野市小友町 長野獅子踊り保存会 H26.4.22

33 板澤しし踊り 遠野市上郷町 板澤しし踊り保存会 H26.4.22

34 犬吠森念仏剣舞 紫波町草刈 犬吠森念仏剣舞 H27.4.7

35 大原水かけ祭り 一関市大東町大原
一関市・大東大原水か
け祭り保存会

H29.4.7

36 大宮神楽 盛岡市本宮字大宮 大宮神楽保存会 H29.4.7

37 早池峰岳流　浮田神楽 花巻市上浮田
早池峰岳流浮田神楽保
存会

H30.4.13

38 板用肩怒剣舞 大船渡市日頃市町 板用肩怒剣舞保存会 H30.12.7

39 八木巻神楽 花巻市大迫町外川目 八木巻神楽保存会 R2.4.7

名称及び員数
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 野田竪穴住居跡群 九戸郡野田村大字野田 野田村 S29.4.5

2 泥田廃寺跡 一関市山目字泥田山下 国 S29.4.5

3 関谷洞窟住居跡 大船渡市日頃市町字関谷 個人 S32.7.19

4 舟久保洞窟 紫波郡紫波町舟久保字百沢 個人 S32.7.19

5 仙波提竪穴住居跡 岩手郡岩手町大字久保 個人 S32.7.19

6 今松竪穴住居跡 岩手郡岩手町大字一方井
個人　外
(管)岩手町

S32.7.19

7 えぞ森古墳
紫波郡矢巾町大字藤沢字畑
中

個人 S32.7.19

8 浮島古墳群 岩手郡岩手町大字土川 開拓農業協同組合 S34.3.17

9 新平遺跡
北上市江釣子滑田
北上市江釣子新平

個人 S38.12.24

10 明後沢古瓦出土地 奥州市前沢古城字明後沢 個人 S38.12.24

11 二子・成田一里塚
北上市二子町字高屋
北上市村崎野

北上開発公社
国

S40.3.19

12 丹内山神社経塚 花巻市東和町谷内 個人 S40.3.19

13 貝鳥貝塚 一関市花泉町字貝鳥 個人 S41.3.8

14 下門岡ひじり塚 北上市稲瀬町字水越 北上市 S44.6.6

15 雫石街道の一里塚
岩手郡雫石町
岩手郡雫石町繋

個人 S44.6.6

16 江曽一里塚 花巻市石鳥谷町江曽 個人 S44.6.6

17 一石一字経塚永和二年在銘碑あり 宮古市山口字和見 個人 S50.3.4

18 末崎川一里塚 2基 盛岡市薮川字末崎川
個人
岩手県

S51.3.23

19 毘沙門堂平一里塚 1基 盛岡市薮川字逆川 個人 S51.3.23

20 塚の沢一里塚 2基 盛岡市薮川字外山 個人 S51.3.23

21 大橋一里塚 2基 盛岡市薮川字亀橋 岩手県観光開発公社 S51.3.23

22 小野松一里塚 2基
盛岡市上田字小鳥沢
盛岡市上田字松屋敷

個人 S51.3.23

23 新塚一里塚 1基 盛岡市芋田字芋田 個人 S51.3.23

24 大竹廃寺跡 北上市更木町字更木 個人 S54.2.27

25 高畑一里塚 盛岡市川目字高畑 個人 S58.1.4

26 栗林銭座跡 釜石市栗林町
個人
砂子畑共生会

S62.3.6

27 川原毛瓦窯跡 1基
紫波郡紫波町二日町字川原
毛

紫波町 H2.5.1

28 小繋一里塚 1基 二戸郡一戸町小繋字小繋 荒川商事有限会社 H2.8.28

29 上田一里塚 1基 盛岡市緑が丘 盛岡市 H4.3.27

30 好地旧一里塚 1基 花巻市石鳥谷町好地 個人 H4.3.27

31 玉川鉄山跡 九戸郡軽米町大字小軽米 個人 H4.9.4

＜史跡＞

名称及び員数

【記念物】
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

32 大槌城跡 上閉伊郡大槌町 大槌町 H4.9.4

33 館石野Ⅰ遺跡 下閉伊郡田野畑村島越 個人 H9.5.2

34 栗木鉄山跡
気仙郡住田町世田米字子飼
沢

住田町 H11.5.7

35 大館町遺跡 盛岡市大館町 盛岡市ほか H12.11.24

36 黒山の昔穴遺跡 九戸郡九戸村大字江刺家 個人 H19.10.26

37 湯舟沢環状列石 滝沢市湯舟沢 滝沢市 H25.11.5

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 浄土ヶ浜 宮古市鍬ヶ崎 宮古市　外 S29.4.5

2 船越海岸 下閉伊郡山田町船越 国　外 S29.4.5

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 白沼のモリアオガエル繁殖地 岩手郡雫石町大字西根 国 S31.7.25

2 佐賀部のウミネコ繁殖地 宮古市田老字向山
個人
(管)宮古市

S34.3.17

3 花巻矢沢地区のゼニタナゴ生息地 花巻市矢沢
個人
(管)矢沢地域の自然保
護を考える会

H22.10.1

4 折爪岳のヒメボタル生息地

二戸市白鳥字織詰
二戸市福岡字織詰
軽米町大字山内
九戸村江刺家

岩手県
二戸市
軽米町
九戸村

H30.4.13

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 田野畑村シロバナシャクナゲ群落
下閉伊郡田野畑村北山国有
林内

国 S29.4.5

2 タブの木自生地 下閉伊郡山田町船越 山田町　外 S29.4.5

3 山岸のカキツバタ群落 盛岡市山岸字大平 個人 S31.7.25

4 駒形神社及び水沢公園のヒガン系桜群
奥州市水沢区中上野
奥州市水沢区東上野

駒形神社
奥州市

S41.3.8

5 湯田湯川沼の浮島 西和賀町 西和賀町 S41.3.8

6 小鳥崎の大カヤ 北上市黒沢尻町字小鳥崎 個人 S44.6.6

7 常膳寺の姥杉 陸前高田市小友町字上の坊 常膳寺 S44.6.6

8 大船渡の三面椿 大船渡市末崎町字中森 熊野神社 S44.6.6

9 胆沢川流域ユキツバキ群落
奥州市胆沢若柳字東前川
山、横岳前山国有林

国
(管)奥州市

S44.6.6
H5.6.4
（名称変更）

10 イワタバコ北限自生地 下閉伊郡田野畑村南大芦 田野畑村 S44.6.6

11 北笹間のならかしわ 花巻市北笹間 個人 S47.10.27

12 大沢の臥竜梅 下閉伊郡山田町大沢 個人 S47.10.27

13 玉山のシダレアカマツ 盛岡市玉山字祝の沢 個人 S49.2.15

14 大籠のガンボクエゴノキ 一関市藤沢町大籠字沢内 個人 S51.3.23

15 薄衣の笠マツ 一関市川崎町薄衣字柏木 個人 S51.3.23

名称及び員数

＜名勝＞

名称及び員数

名称及び員数

名称及び員数

＜天然記念物(動物)＞

＜天然記念物(植物)＞
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所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

16 猿沢の箒カヤ
一関市大東町猿沢字伊沢田
南沢

個人 S51.3.23

17 遠野のモリオカシダレ 遠野市松崎町駒木第 個人 S52.4.26

18 青笹のイブキ 遠野市青笹町糠前 個人 S52.4.26

19 若柳のヒメカユウ群落
奥州市胆沢若柳字横岳前山
横岳前山国有林

国
(管)奥州市

S53.4.4

20 霜畑のケヤキ群 3本 久慈市山形町大字霜畑 霜畑八幡宮 S55.3.4

21 普門寺のサルスベリ 1本 陸前高田市米崎町字地竹沢 普門寺 S56.12.4

22 早池峰神社の夫婦イチイ 1組 遠野市附馬牛町上附馬牛 早池峰神社 S61.5.9

23 田鎖神社のブナ・イヌブナ林 1件 宮古市大字田鎖 田鎖神社 H22.3.2

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 藤里の硅化木 奥州市江刺藤里字石名田 個人 S38.12.24

2 コランダム産地 一関市大東町鳥海字向前畑 個人 S40.3.19

3 内間木洞及び洞内動物群 久慈市山形町小国 久慈市 S41.3.8

4 田野畑の白亜紀化石産地
下閉伊郡田野畑村大字田野
畑字松前沢

個人 S41.3.8

5 三王岩 宮古市田老字青砂里 国（国土交通省） H4.9.4

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 天狗森の夏氷山風穴 八幡平市安代町字天狗森 国（農林水産省） S49.2.15

所　在　地 所有者及び管理団体等 指定年月日

1 青松島 陸前高田市広田町字集 陸前高田市 S44.6.6

名称及び員数

名称及び員数

名称及び員数

＜天然記念物（地質鉱物）＞

＜天然記念物（地質鉱物及び植物）＞

＜名勝及び天然記念物＞

名称及び員数
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市町村指定等文化財一覧

市町村
No.

市町村
種類別
No.

指定の種類 種別 名称 所在地 指定年月日

1 盛岡市 1 有形 建造物 報恩寺の羅漢堂 名須川町 昭和45年2月25日

1 盛岡市 2 有形 建造物
旧宇津野発電所 付　発電設
備・送水管

川目 昭和54年8月1日

1 盛岡市 3 有形 建造物
石川啄木新婚の家  旧帷子小
路所在の武家住宅跡

中央通 昭和59年7月1日

1 盛岡市 4 有形 建造物 御蔵 南大通 平成4年2月15日
1 盛岡市 5 有形 建造物 旧渋民尋常小学校 渋民 平成7年3月30日

1 盛岡市 6 有形 建造物 旧斉藤家 渋民 平成7年3月30日

1 盛岡市 7 有形 建造物 原敬生家 本宮 平成7年4月26日
1 盛岡市 8 有形 建造物 彦御蔵 内丸 平成23年3月24日
1 盛岡市 1 有形 彫刻 報恩寺の五百羅漢　付　棟札 名須川町 昭和41年10月18日
1 盛岡市 2 有形 彫刻 教浄寺の阿弥陀如来立像 北山 昭和41年10月18日
1 盛岡市 3 有形 彫刻 愛染明王像 内丸 昭和41年10月18日
1 盛岡市 4 有形 彫刻 光台寺の阿弥陀如来立像 名須川町 昭和45年2月25日
1 盛岡市 5 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 名須川町 昭和48年10月29日
1 盛岡市 6 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 鉈屋町 昭和48年10月29日
1 盛岡市 7 有形 彫刻 山谷川目菩薩立像 玉山 昭和52年3月12日
1 盛岡市 8 有形 彫刻 川又不動明王立像 川又 昭和52年3月12日
1 盛岡市 9 有形 彫刻 石造十六羅漢 付　五智如来 茶畑 昭和54年8月1日
1 盛岡市 10 有形 彫刻 盛岡聖堂の孔子像 東中野 昭和55年11月1日
1 盛岡市 11 有形 彫刻 木造薬師如来立像 手代森 平成1年8月1日
1 盛岡市 12 有形 彫刻 十一面観音（生目観音立像） 南大通 平成4年2月15日
1 盛岡市 13 有形 彫刻 十王像 大慈寺町 平成4年2月15日
1 盛岡市 14 有形 彫刻 子安延命地蔵菩薩坐像 大慈寺町 平成4年2月15日
1 盛岡市 15 有形 彫刻 地蔵菩薩坐像 大慈寺町 平成4年2月15日
1 盛岡市 16 有形 彫刻 十一面観音菩薩坐像 名須川町 平成4年2月15日
1 盛岡市 17 有形 彫刻 大黒天立像 名須川町 平成4年2月15日
1 盛岡市 18 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 本町通 平成6年3月28日
1 盛岡市 19 有形 彫刻 木造十一面観音菩薩立像 本町通 平成6年3月28日
1 盛岡市 20 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像　 上田 平成7年4月26日
1 盛岡市 21 有形 彫刻 木造大日如来坐像　付　宮殿 上田 平成7年4月26日
1 盛岡市 22 有形 彫刻 木造聖観音立像　　　　　　 上田 平成7年4月26日
1 盛岡市 23 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像　　　 名須川町 平成7年4月26日
1 盛岡市 24 有形 彫刻 木造親鸞聖人坐像 名須川町 平成7年4月26日
1 盛岡市 25 有形 彫刻 木造聖徳太子立像 名須川町 平成7年4月26日

1 盛岡市 26 有形 彫刻
木造阿弥陀如来立像　付　厨
子

北山 平成9年1月7日

1 盛岡市 27 有形 彫刻 木造一遍上人立像 北山 平成9年1月7日
1 盛岡市 28 有形 彫刻 木造真教上人立像 北山 平成9年1月7日
1 盛岡市 29 有形 彫刻 木造両界大日如来坐像 内丸 平成9年1月7日
1 盛岡市 30 有形 彫刻 木造十一面観音立像 大慈寺町 平成10年5月13日

1 盛岡市 31 有形 彫刻
木造地蔵菩薩坐像（酒買地蔵
尊）

材木町 平成11年3月8日

1 盛岡市 32 有形 彫刻
石造地蔵菩薩坐像（大智田中
地蔵尊）

本町通 平成11年3月8日

1 盛岡市 33 有形 彫刻 木造釈迦如来坐像 名須川町 平成12年1月18日
1 盛岡市 34 有形 彫刻 伝木造聖観世音菩薩立像 天昌寺町 平成12年1月18日
1 盛岡市 35 有形 工芸品 大宮神社の鰐口 本宮 昭和41年10月18日
1 盛岡市 36 有形 工芸品 彫金亀遊釘隠 紺屋町 昭和43年4月27日
1 盛岡市 37 有形 工芸品 青銅擬宝珠 中津川下ノ橋 昭和46年2月1日
1 盛岡市 38 有形 工芸品 老松釜　四代小泉仁左衛門作 内丸 昭和46年9月23日

1 盛岡市 39 有形 工芸品
尻張釜　銘　閑事庵　四代小
泉仁左衛門作

内丸 昭和46年9月23日

1 盛岡市 40 有形 工芸品
文鎮　銘　かわらべ　松橋宗
明作

本宮 昭和46年9月23日

1 盛岡市 41 有形 工芸品 報恩寺の梵鐘 名須川町 昭和55年4月1日
1 盛岡市 42 有形 工芸品 諏訪神社の鰐口 上鹿妻朴 昭和55年4月1日

1 盛岡市 43 有形 工芸品
短刀　銘　道焼　（中嶋源蔵
所用）

八幡町 昭和57年9月1日

1 盛岡市 44 有形 工芸品
短刀　銘　（表）浪花月山
源貞一造　（裏）慶応年仲夏

八幡町 昭和57年9月1日

1 盛岡市 45 有形 工芸品 短刀　銘　兼房 八幡町 昭和57年9月1日
1 盛岡市 46 有形 工芸品 青銅燈籠 八幡町 昭和57年9月1日

1 盛岡市 47 有形 工芸品
本小札紺糸毛引威
二枚胴具足

八幡町 昭和57年9月1日

1 盛岡市 48 有形 工芸品 獅子頭 八幡町 昭和57年9月1日

添付資料３

40



市町村
No.

市町村
種類別
No.

指定の種類 種別 名称 所在地 指定年月日

1 盛岡市 49 有形 工芸品
本小札沢潟裾紅糸毛引威
二枚胴具足

内丸 昭和57年9月1日

1 盛岡市 50 有形 工芸品 恩流寺の半鐘 愛宕町 昭和61年4月1日
1 盛岡市 51 有形 工芸品 教浄寺の半鐘 北山 昭和61年4月1日
1 盛岡市 52 有形 工芸品 マリア観音像（厨子付） 北山 平成1年4月1日

1 盛岡市 53 有形 工芸品
正平革包五枚胴具足
兜・頬当・袖・籠手・佩楯・
臑当小具足付

愛宕町 平成6年3月28日

1 盛岡市 54 有形 工芸品 青銅製半鐘 名須川町 平成10年5月13日
1 盛岡市 55 有形 工芸品 鋳銅製半鐘 上飯岡 平成11年3月8日

1 盛岡市 56 有形 工芸品
太刀　銘　備州長船貞家　応
永廿八年二月日

上太田 平成28年4月27日

1 盛岡市 57 有形 工芸品 刀　銘　新藤二郎源義國 上太田 平成29年2月20日
1 盛岡市 58 有形 書跡 納札 北山 昭和42年6月24日
1 盛岡市 59 有形 絵画 出山釈迦図 北山 昭和41年10月18日
1 盛岡市 60 有形 絵画 六曲一双盛岡城下絵屏風 名須川町 昭和41年10月18日

1 盛岡市 61 有形 絵画
「十六羅漢図」　16幅及び
「所記次第」　　１幅

大慈寺町 平成1年4月1日

1 盛岡市 62 有形 絵画
紙本着色阿弥陀三尊来迎図
屏風

本町通 平成6年3月28日

1 盛岡市 63 有形 絵画 絹本着色蓮華図 北山 平成6年3月28日
1 盛岡市 64 有形 絵画 紙本着色山水図 北山 平成7年4月26日
1 盛岡市 65 有形 絵画 紙本着色如来荒神曼荼羅 内丸 平成9年1月7日
1 盛岡市 66 有形 絵画 紙本着色如意輪観世音菩薩像 名須川町 平成10年5月13日
1 盛岡市 67 有形 絵画 紙本着色十一面観音立像 大慈寺町 平成10年5月13日
1 盛岡市 68 有形 絵画 紙本着色涅槃図 大慈寺町 平成10年5月13日

1 盛岡市 69 有形
工芸技術
等

聖天像及び聖天画像 下米内 平成1年4月1日

1 盛岡市 70 有形 歴史資料 大国神社献額 津志田中央 昭和48年7月20日
1 盛岡市 71 有形 歴史資料 藩校作人舘扁額 本町通 昭和60年8月1日
1 盛岡市 72 有形 歴史資料 納札 北山 平成9年1月7日
1 盛岡市 73 有形 歴史資料 寺實矩格　横川良助編 大慈寺町 平成10年5月13日

1 盛岡市 74 有形 歴史資料
寺實矩格増補
　大慈寺十世宗光編

大慈寺町 平成11年3月8日

1 盛岡市 75 有形 歴史資料 住吉神社の石燈籠（４座４対）住吉町 平成13年3月9日

1 盛岡市 76 有形 歴史資料
金刀毘羅神社の石燈籠（１座
１対）
　附　石燈籠奉納扁額１面

三ッ割 平成13年3月9日

1 盛岡市 77 有形 歴史資料 山蔭焼絵馬 新庄町 平成19年6月29日

1 盛岡市 78 有形 歴史資料
一方井家所蔵自光坊修験関係
資料

内丸 平成31年3月25日

1 盛岡市 79 有形 考古資料 蕨手刀 湯沢 昭和49年7月22日

1 盛岡市 80 有形 考古資料
南部重直墓所甕棺出土品
　附　墓坑出土品

本宮 平成19年6月29日

1 盛岡市 81 有形 考古資料 柿ノ木遺跡出土伏甕 本宮 平成26年2月27日
1 盛岡市 1 有形民俗 川原町鉈屋町丁印　　　　　　南大通 昭和47年6月27日
1 盛岡市 2 有形民俗 田屋ほとけ 内丸 昭和48年7月20日
1 盛岡市 3 有形民俗 オシラ神 湯沢 昭和48年7月20日
1 盛岡市 4 有形民俗 大宮神社の多賀神楽絵額　　　　大宮 昭和58年8月1日

1 盛岡市 5 有形民俗
木津屋池野藤兵衛家住宅の
火消用具

南大通 昭和63年7月1日

1 盛岡市 6 有形民俗
道標・庚申供養塔　（文化四
丁卯年正月吉日）

東山 平成1年4月1日

1 盛岡市 7 有形民俗
道標・六字名号塔　（弘化二
乙巳二月十六日）

東山 平成1年4月1日

1 盛岡市 8 有形民俗
道標・庚申供養塔　（寛延四
辛未歳五月廿四日）

簗川 平成1年4月1日

1 盛岡市 9 有形民俗
道標・庚申供養塔　（寛政十
二年申六月九日）

簗川 平成1年4月1日

1 盛岡市 10 有形民俗
道標・六字名号塔　（明和三
丙戌天八月廿二日）

山岸 平成1年4月1日

1 盛岡市 11 有形民俗
道標・庚申供養塔　（寛政元
酉年八月七日）

上米内 平成1年4月1日

1 盛岡市 12 有形民俗
道標・六字名号塔　（文化七
庚午年二月　日）

本宮 平成1年4月1日

1 盛岡市 13 有形民俗
道標・百万遍供養塔　（文化
九申天七月廿八日）

本宮 平成1年4月1日

1 盛岡市 14 有形民俗
道標・庚申供養塔　（明和二
乙酉歳八月十七日）

上太田 平成1年4月1日
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1 盛岡市 15 有形民俗
道標　（元禄拾貮年７月
日）

中太田 平成1年4月1日

1 盛岡市 16 有形民俗
道標・南無地蔵大菩薩供養塔
（丙安政三年辰四月八日）

繋 平成1年4月1日

1 盛岡市 17 有形民俗
南無地蔵願王　（天明四甲辰
歳夷則十有五日）

北山 平成1年4月1日

1 盛岡市 18 有形民俗
餓死亡霊供養塔　（寛政十一
未歳七月拾六日）

天昌寺町 平成1年4月1日

1 盛岡市 19 有形民俗
餓死亡霊供養塔　（文化七庚
午四月吉日）

名須川町 平成1年4月1日

1 盛岡市 20 有形民俗
飢饉供養塔　（文化七龍庚午
天六月十二日）

上太田 平成1年4月1日

1 盛岡市 21 有形民俗
餓死供養塔　（文化十二年亥
三月八日）

天昌寺町 平成1年4月1日

1 盛岡市 22 有形民俗
蓮華八角柱餓死供養塔　（天
保癸巳）

名須川町 平成1年4月1日

1 盛岡市 23 有形民俗
餓死供養塔　（慶應元乙丑年
六月廿三日）

北夕顔瀬町 平成1年4月1日

1 盛岡市 24 有形民俗 餓死供養塔　（不明） 上米内 平成1年4月1日

1 盛岡市 25 有形民俗
道標・庚申供養塔　（明和七
寅年）

東山 平成2年4月1日

1 盛岡市 26 有形民俗 踏鞴 南大通 平成10年5月13日
1 盛岡市 27 有形民俗 鍛冶町紙町丁印　　 内丸 平成22年3月29日
1 盛岡市 28 有形民俗 繋の板碑（石卒塔婆） 繋 平成23年3月24日

1 盛岡市 1 無形民俗
諸賞流「和」・無辺流「棒
術」

昭和54年8月1日

1 盛岡市 2 無形民俗 山岸獅子踊 昭和46年4月6日
1 盛岡市 3 無形民俗 簗川高舘剣舞 昭和46年4月6日
1 盛岡市 4 無形民俗 銭掛剣舞 昭和46年4月6日
1 盛岡市 5 無形民俗 根田茂高舘剣舞 昭和46年4月6日
1 盛岡市 6 無形民俗 上鹿妻田植踊 昭和46年4月6日
1 盛岡市 7 無形民俗 宮崎神楽 昭和51年7月21日
1 盛岡市 8 無形民俗 羽場山伏神楽 昭和51年7月21日
1 盛岡市 9 無形民俗 大ヶ生山伏神楽 昭和51年7月21日
1 盛岡市 10 無形民俗 高舘剣舞 昭和51年7月21日
1 盛岡市 11 無形民俗 手代森念仏剣舞 昭和51年7月21日
1 盛岡市 12 無形民俗 高江柄念仏剣舞 昭和51年7月21日
1 盛岡市 13 無形民俗 羽場さんさ踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 14 無形民俗 城内さんさ踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 15 無形民俗 見前町田植踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 16 無形民俗 内村田植踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 17 無形民俗 黒川田植踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 18 無形民俗 法領田獅子踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 19 無形民俗 澤目獅子踊り 昭和51年7月21日
1 盛岡市 20 無形民俗 下永井獅子踊り 昭和59年1月1日
1 盛岡市 21 無形民俗 都南太鼓 昭和59年1月1日
1 盛岡市 22 無形民俗 八ツ口神楽 昭和59年4月1日
1 盛岡市 23 無形民俗 砂子沢高舘剣舞 昭和61年4月1日
1 盛岡市 24 無形民俗 上砂子沢鹿踊 昭和61年4月1日
1 盛岡市 25 無形民俗 上飯岡念仏剣舞 昭和62年5月1日
1 盛岡市 26 無形民俗 下久根さんさ踊り 昭和62年5月1日
1 盛岡市 27 無形民俗 乙部さんさ踊り 平成1年8月1日
1 盛岡市 28 無形民俗 玉山神楽 平成2年6月1日
1 盛岡市 29 無形民俗 日戸神楽 平成2年6月1日
1 盛岡市 30 無形民俗 盛岡さんさ踊り　　　10団体 平成3年4月1日
1 盛岡市 31 無形民俗 桑畑七ツ踊り 平成9年4月23日
1 盛岡市 32 無形民俗 外山駒踊り 平成9年4月23日
1 盛岡市 33 無形民俗 藪川神楽 平成20年7月4日
1 盛岡市 34 無形民俗 巻堀神楽 平成20年7月4日
1 盛岡市 35 無形民俗 松内神楽 平成20年7月4日
1 盛岡市 36 無形民俗 下田田植踊 平成20年7月4日
1 盛岡市 37 無形民俗 釘ノ平念仏剣舞 平成20年7月4日
1 盛岡市 38 無形民俗 澤目さんさ踊 平成20年7月4日
1 盛岡市 39 無形民俗 盛岡八幡宮祭りの山車行事 昭和60年8月1日
1 盛岡市 40 無形民俗 盛岡八幡宮流鏑馬神事 昭和63年7月1日
1 盛岡市 41 無形民俗 盛岡の舟っこ流し 平成9年6月20日
1 盛岡市 1 史跡 舟橋跡 南大通 昭和41年10月18日
1 盛岡市 2 史跡 玉山館 玉山 昭和48年2月16日
1 盛岡市 3 史跡 一字一石一礼供養塔 寺林 昭和48年2月16日
1 盛岡市 4 史跡 高舘古墳　１基 上飯岡 昭和48年7月20日
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1 盛岡市 5 史跡 経塚　１基 永井 昭和48年7月20日
1 盛岡市 6 史跡 餓死供養塔　１基 乙部 昭和48年7月20日
1 盛岡市 7 史跡 簗川一里塚　北塚　南塚２基 簗川 昭和55年11月1日
1 盛岡市 8 史跡 曽利田一里塚　１基 簗川 昭和55年11月1日
1 盛岡市 9 史跡 大倉峠一里塚　１基 簗川 昭和55年11月1日
1 盛岡市 10 史跡 鍛冶町一里塚跡 紺屋町 昭和57年6月10日
1 盛岡市 11 史跡 大堂一里塚　南塚　北塚２基 上米内 昭和58年8月1日
1 盛岡市 12 天然記念物 植物 上米内のシダレザクラ　１本 上米内 昭和47年1月12日
1 盛岡市 13 天然記念物 植物 法華寺のヒイラギ　１本 北山 昭和47年11月22日
1 盛岡市 14 天然記念物 植物 愛宕町のベニシダレ　１本 愛宕町 昭和47年11月22日
1 盛岡市 15 天然記念物 植物 円光寺の夫婦カツラ　２本 南大通 昭和47年11月22日
1 盛岡市 16 天然記念物 植物 宰郷のケヤキ　１本 上太田 昭和47年11月22日
1 盛岡市 17 天然記念物 植物 大宮神社のモミ　１本 本宮 昭和47年11月22日
1 盛岡市 18 天然記念物 植物 南仙北のケンポナシ　１本 南仙北 昭和47年11月22日
1 盛岡市 19 天然記念物 植物 夏屋敷のキャラボク　１本 黒川 昭和48年7月20日
1 盛岡市 20 天然記念物 植物 菖蒲田のカヤ 乙部 昭和48年7月20日
1 盛岡市 21 天然記念物 植物 法華寺のモリオカシダレ 北山 昭和55年4月1日
1 盛岡市 22 天然記念物 植物 本誓寺のホンセイジシダレ 名須川町 昭和55年4月1日
1 盛岡市 23 天然記念物 植物 薬師神社のクロビ　１本 猪去上平 昭和56年7月1日
1 盛岡市 24 天然記念物 植物 名乗坂のエドヒガン　１本 山岸 平成2年4月1日
2 宮古市 1 有形 建造物 黒森神社本殿 山口 平成2年7月19日
2 宮古市 2 有形 建造物 小山田薬師堂厨子 宮古市 昭和55年5月29日
2 宮古市 3 有形 建造物 寺院大圓寺 小国 平成元年12月12日
2 宮古市 1 有形 絵画 杉戸絵 沢田 平成元年6月27日
2 宮古市 2 有形 彫刻 阿弥陀如来像 長根 昭和31年4月11日
2 宮古市 3 有形 彫刻 応永銘木像 長根 昭和31年4月11日
2 宮古市 4 有形 彫刻 延命地蔵 蛸の浜町 昭和37年4月18日
2 宮古市 5 有形 彫刻 聖観音像 蛸の浜町 昭和37年4月18日
2 宮古市 6 有形 彫刻 聖観世音菩薩立像 藤原 平成元年6月27日
2 宮古市 7 有形 彫刻 釈迦三尊像 神田沢町 昭和54年7月24日
2 宮古市 8 有形 彫刻 毘沙門天像 小山田 昭和37年4月18日
2 宮古市 9 有形 彫刻 常安寺本堂欄間彫刻 沢田 平成元年6月27日
2 宮古市 10 有形 彫刻 大日如来像 腹帯 平成10年7月24日
2 宮古市 11 有形 彫刻 役の行者・二鬼像 腹帯 昭和51年4月21日
2 宮古市 12 有形 工芸品 小山田薬師堂本尊懸仏 小山田 昭和55年5月29日
2 宮古市 13 有形 工芸品 鰐口 田代 平成5年12月22日
2 宮古市 14 有形 工芸品 鰐口 田代 平成5年12月22日
2 宮古市 15 有形 工芸品 鰐口 宮町 昭和61年6月25日
2 宮古市 16 有形 工芸品 梵鐘 宮町 昭和61年6月25日
2 宮古市 17 有形 工芸品 十八間星兜鉢 腹帯 平成21年5月21日
2 宮古市 18 有形 工芸品 三十二間筋兜 腹帯 平成21年5月21日
2 宮古市 19 有形 工芸品 三十四間筋兜 腹帯 平成21年5月21日
2 宮古市 20 有形 工芸品 金銅独尊坐像懸仏 小国 平成元年12月12日
2 宮古市 21 有形 工芸品 銅梅花双鳥鏡 川井 平成元年12月12日
2 宮古市 22 有形 工芸品 銅亀甲地双鳥鏡 川井 平成元年12月12日
2 宮古市 23 有形 工芸品 銅菊花双鳥鏡 川井 平成元年12月12日
2 宮古市 24 有形 工芸品 銅蓬莱鏡 川井 平成元年12月12日
2 宮古市 25 有形 古文書 黒森神社普請古文書 愛宕 平成5年12月22日
2 宮古市 26 有形 考古資料 蕨手刀 松山 昭和54年7月24日

2 宮古市 27 有形 考古資料
パレオパラドキシアの束歯の
化石

茂市 平成10年7月24日

2 宮古市 28 有形 歴史資料 暦応の碑 熊野町 昭和30年8月8日
2 宮古市 29 有形 歴史資料 鴨墳の碑 光岸地 昭和32年12月25日
2 宮古市 30 有形 歴史資料 織部灯籠 光岸地 昭和32年12月25日
2 宮古市 31 有形 歴史資料 絵入追分道標 田代 昭和54年7月24日
2 宮古市 32 有形 歴史資料 鞭牛碑群 長沢、築地 平成3年7月25日
2 宮古市 33 有形 歴史資料 幕軍勇士墓碑 藤原 昭和54年7月24日
2 宮古市 34 有形 歴史資料 牧庵鞭牛新道供養碑 茂市 平成7年3月6日
2 宮古市 35 有形 歴史資料 牧庵鞭牛道供養碑 蟇目 昭和51年4月21日
2 宮古市 36 有形 歴史資料 牧庵鞭牛道路開削工具 茂市 昭和51年4月21日
2 宮古市 37 有形 歴史資料 鞭牛使用の大般若経 茂市 平成10年7月24日
2 宮古市 38 有形 歴史資料 湯本開山牌 茂市 平成10年7月24日
2 宮古市 39 有形 歴史資料 応永石塔婆碑 腹帯 昭和51年4月21日
2 宮古市 40 有形 歴史資料 追分碑 田老越田 昭和59年1月23日
2 宮古市 41 有形 歴史資料 元禄碑 田老館が森 昭和59年1月23日
2 宮古市 42 有形 歴史資料 袰岩の道供養碑 川井 平成21年2月2日
2 宮古市 43 有形 歴史資料 老木の道供養碑 川井 平成21年2月2日
2 宮古市 44 有形 歴史資料 岡村岩屋の道供養碑 片巣 平成21年2月2日
2 宮古市 45 有形 歴史資料 昭和三陸地震津波写真乾板 田老 平成31年3月25日
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2 宮古市 46 有形 歴史資料 鞭牛道供養碑 花原市 平成31年3月25日
2 宮古市 1 有形民俗 小山田薬師堂湯点釜 小山田 昭和55年5月29日
2 宮古市 2 有形民俗 貫頭式おしらさま木像 盛岡市上田 平成元年12月12日
2 宮古市 1 史跡 幻住庵祗川反古塚 長根 昭和54年7月24日
2 宮古市 2 史跡 筆塚 鍬ケ崎上町 昭和54年7月24日
2 宮古市 3 史跡 官軍勇士の墓 中里団地 昭和54年7月24日
2 宮古市 4 史跡 官軍小西周右衛門の墓 沢田 昭和54年7月24日
2 宮古市 5 史跡 長根寺桜庭氏墓所 長根 平成2年7月19日
2 宮古市 6 史跡 十三仏と岩屋 長沢 昭和58年10月24日
2 宮古市 7 史跡 根城館跡 老木 昭和31年4月11日
2 宮古市 8 史跡 磯鶏蝦夷森貝塚 磯鶏 昭和31年4月11日
2 宮古市 9 史跡 腹帯配石遺構群 腹帯 平成4年3月10日
2 宮古市 10 史跡 久慈忠左衛門源治氏の墓 田老摂待 平成6年12月19日
2 宮古市 11 史跡 大梵天館跡 小国 平成元年12月12日
2 宮古市 12 史跡 早坂一里塚 箱石 平成21年2月2日
2 宮古市 13 天然記念物 植物 公孫樹 宮町 昭和32年12月25日
2 宮古市 14 天然記念物 植物 こぶしの木 赤前 昭和37年4月18日

2 宮古市 15 天然記念物 植物 チョウセンアカシジミ
田代川、神田
川、摂待川流域

昭和59年1月23日
（旧)田老町

昭和61年7月1日
(旧)宮古市

2 宮古市 16 天然記念物 植物 シラネアオイ群生地 腹帯 平成6年6月24日
2 宮古市 17 天然記念物 植物 樫内の駒止桜 田老古田 昭和59年1月23日
2 宮古市 18 天然記念物 植物 白山神社の欅の木 田老和蒔 昭和59年1月23日

2 宮古市 19 天然記念物 植物 赤松の巨木
小田代・八幡水
神

平成10年10月1日

2 宮古市 20 天然記念物 植物 ブナの巨木 田老鈴子沢 平成10年10月1日
2 宮古市 21 天然記念物 植物 メタセコイア 田老館が森 平成10年10月1日
2 宮古市 22 天然記念物 植物 摂待大島 下摂待 平成6年10月1日
2 宮古市 1 無形民俗 牛伏念仏剣舞 平成6年11月21日
2 宮古市 2 無形民俗 田代大念仏剣舞 平成6年11月21日
2 宮古市 3 無形民俗 花輪鹿子踊 平成6年11月21日
2 宮古市 4 無形民俗 末前神楽 昭和59年1月23日
2 宮古市 5 無形民俗 畑鹿子踊躍 昭和61年6月25日
2 宮古市 6 無形民俗 摂待七ツ物 昭和61年6月25日
2 宮古市 7 無形民俗 和井内清水獅子踊 平成8年4月15日
2 宮古市 8 無形民俗 和井内中郡念仏踊 平成8年4月15日
2 宮古市 8 無形民俗 下刈屋大念仏剣舞 平成8年4月15日
2 宮古市 9 無形民俗 茂市鹿子踊 平成8年4月15日
2 宮古市 10 無形民俗 蟇目鹿子踊 平成8年4月15日
2 宮古市 11 無形民俗 小沢獅子踊り 平成21年5月21日
2 宮古市 12 無形民俗 津軽石さんさ踊り 平成21年5月21日
2 宮古市 14 無形民俗 長沢剣舞 平成21年5月21日
2 宮古市 15 無形民俗 南川目さんさ踊り 平成21年5月21日
2 宮古市 16 無形民俗 末角神楽 平成1年12月12日
2 宮古市 17 無形民俗 江繋早池峰神楽 平成1年12月12日
2 宮古市 18 無形民俗 田代念佛剣舞 平成1年12月12日
2 宮古市 19 無形民俗 夏屋鹿踊 平成1年12月12日
2 宮古市 20 無形民俗 箱石鹿踊 平成1年12月12日
2 宮古市 21 無形民俗 末角鹿踊 平成1年12月12日
2 宮古市 22 無形民俗 川井御戸入 平成1年12月12日
2 宮古市 23 無形民俗 箱石こうきりこ 平成1年12月12日
2 宮古市 24 無形民俗 末角笠踊り 平成18年12月1日
2 宮古市 25 無形民俗 川内念佛剣舞 平成18年12月1日
2 宮古市 26 無形民俗 湯澤虎舞 平成20年1月31日
2 宮古市 27 無形民俗 川内鹿踊 平成21年2月2日
2 宮古市 28 無形民俗 湯澤鹿踊 平成21年2月2日
2 宮古市 29 無形民俗 江繋剣舞 平成21年9月1日
2 宮古市 30 無形民俗 川井豊年踊り 平成21年9月1日
3 大船渡市 1 有形 彫刻 木造不動明王立像 猪川町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 2 有形 彫刻 木造十一面観世音菩薩立像 猪川町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 3 有形 彫刻 木造聖徳太子立像 猪川町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 4 有形 彫刻 木造如来仏頭部 猪川町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 5 有形 彫刻 獅子頭 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 6 有形 彫刻 高麗犬 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 7 有形 彫刻 貴徳面 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 8 有形 彫刻 木造地蔵菩薩半跏像 猪川町 平成11年10月1日
3 大船渡市 9 有形 彫刻 木造地蔵・十王・奪衣婆像 赤崎町 平成11年10月1日
3 大船渡市 10 有形 彫刻 木造孝養太子立像 赤崎町 平成11年10月1日
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3 大船渡市 11 有形 工芸品 太鼓胴 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 12 有形 工芸品 鰐口 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 13 有形 工芸品 額字 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 14 有形 工芸品 釜 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 15 有形 工芸品 椀 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 16 有形 工芸品 錫杖頭 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 17 有形 工芸品 瓶子 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 18 有形 工芸品 古版木 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 19 有形 工芸品 金銅千手観音立像懸仏 末崎町 平成25年1月23日

3 大船渡市 20 有形 工芸品
銅造馬頭観音坐像懸仏附木造
厨子

立根町 平成25年1月23日

3 大船渡市 21 有形 典籍 御意書 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 22 有形 歴史資料 七條袈裟 三陸町吉浜 昭和53年2月10日
3 大船渡市 23 有形 考古資料 石塔婆 三陸町越喜来 昭和53年2月10日
3 大船渡市 24 有形 考古資料 庚申碑 三陸町綾里 平成25年1月23日
3 大船渡市 1 有形民俗 恵比須像 三陸町綾里 昭和53年2月10日
3 大船渡市 2 有形民俗 八将神 三陸町綾里
3 大船渡市 1 無形民俗 小通鹿踊り 昭和44年4月1日
3 大船渡市 2 無形民俗 永浜鹿踊り 昭和44年4月1日
3 大船渡市 3 無形民俗 笹崎鹿踊り 昭和44年4月1日
3 大船渡市 4 無形民俗 菅生田植踊り 昭和44年4月1日
3 大船渡市 5 無形民俗 盛町曲録 昭和44年4月1日
3 大船渡市 6 無形民俗 甲子鎧剣舞 昭和44年4月1日
3 大船渡市 7 無形民俗 赤沢鎧剣舞 昭和44年4月1日
3 大船渡市 8 無形民俗 川原鎧剣舞 昭和44年4月1日
3 大船渡市 9 無形民俗 前田鹿踊り 昭和44年10月1日
3 大船渡市 10 無形民俗 平組はしご虎舞 昭和44年10月1日
3 大船渡市 11 無形民俗 坂本沢鹿踊り 昭和51年10月1日
3 大船渡市 12 無形民俗 大森肩怒剣舞 昭和58年10月27日
3 大船渡市 13 無形民俗 石橋鎧剣舞 昭和60年7月25日
3 大船渡市 14 無形民俗 吉浜鎧剣舞 平成11年2月1日
3 大船渡市 15 無形民俗 崎浜念仏剣舞 平成12年7月1日
3 大船渡市 16 無形民俗 根白剣舞 平成12年7月1日
3 大船渡市 17 無形民俗 野形剣舞 平成12年7月1日
3 大船渡市 18 無形民俗 白浜剣舞 平成12年7月1日
3 大船渡市 19 無形民俗 上甫嶺念仏剣舞 平成12年7月1日
3 大船渡市 20 無形民俗 金津流浦浜獅子躍 平成12年7月1日
3 大船渡市 1 史跡 細野一里塚 立根町 昭和63年1月1日
3 大船渡市 2 史跡 河内一里塚 三陸町越喜来 昭和53年2月10日
3 大船渡市 3 史跡 平根一里塚 三陸町吉浜 昭和53年2月10日
3 大船渡市 4 史跡 白木沢一里塚 三陸町吉浜 昭和53年2月10日
3 大船渡市 5 史跡 鍬台一里塚 三陸町吉浜 昭和53年2月10日
3 大船渡市 6 史跡 宮野貝塚 三陸町綾里 昭和53年2月10日
3 大船渡市 7 史跡 新峠河内一里塚 三陸町越喜来 平成9年3月10日
3 大船渡市 8 名勝 不動滝 三陸町綾里 昭和53年2月10日
3 大船渡市 9 天然記念物 植物 いちょう 日頃市町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 10 天然記念物 植物 奥州しだれ桜 日頃市町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 11 天然記念物 植物 いちょう（２本） 日頃市町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 12 天然記念物 植物 奥州しだれ桜 盛町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 13 天然記念物 植物 奥州しだれ桜 赤崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 14 天然記念物 植物 紅ひがん花 盛町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 15 天然記念物 植物 紅ひがん花 盛町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 16 天然記念物 植物 かや 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 17 天然記念物 植物 もみ 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 18 天然記念物 植物 杉（５本） 末崎町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 19 天然記念物 植物 いちょう 大船渡町 昭和47年3月25日
3 大船渡市 20 天然記念物 植物 かつら 日頃市町 昭和48年2月25日
3 大船渡市 21 天然記念物 植物 老杉 三陸町越喜来 昭和53年2月10日
3 大船渡市 22 天然記念物 植物 株椿 三陸町越喜来 昭和53年2月10日
4 花巻市 1 有形 建造物 円城寺門 1棟 城内 昭和35年5月7日
4 花巻市 2 有形 建造物 三嶽神社拝殿 1棟 西宮野目 昭和37年4月7日
4 花巻市 3 有形 建造物 同心家屋（旧平野家 1棟） 桜町四丁目 昭和54年12月12日
4 花巻市 4 有形 建造物 同心家屋（旧今川家 1棟） 桜町四丁目 昭和54年12月12日

4 花巻市 5 有形 建造物
「熊谷家」本屋及び付属屋 5
棟

矢沢 平成元年11月24日

4 花巻市 6 有形 建造物 昌歓寺山門 1棟 太田 平成13年3月21日
4 花巻市 7 有形 建造物 胡四王神社拝殿と本殿 矢沢 平成13年3月21日
4 花巻市 8 有形 建造物 妙圓寺本堂 1棟 愛宕町 平成14年3月27日
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4 花巻市 9 有形 建造物
鼬幣稲荷神社本殿（棟札含
む）

石神町 平成15年11月20日

4 花巻市 10 有形 建造物 花巻城内伊藤家住宅 城内 平成29年2月28日
4 花巻市 11 有形 建造物 土仏観音堂宇 石鳥谷町大興寺 昭和54年6月1日
4 花巻市 12 有形 建造物 丹内山神社一ノ鳥居 東和町谷内 昭和45年4月14日
4 花巻市 13 有形 建造物 中内熊野神社本殿 東和町中内 昭和52年8月30日
4 花巻市 14 有形 建造物 浄光寺山門 東和町土沢 昭和52年8月30日
4 花巻市 15 有形 建造物 鏑八幡神社本殿 東和町土沢 平成元年10月19日

4 花巻市 16 有形 建造物
石鳩岡観音堂及び内外付属文
化財一括

東和町石鳩岡 平成13年11月16日

4 花巻市 17 有形 建造物
立石神社及び神社所有文化財
一括

東和町舘迫 平成14年11月21日

4 花巻市 18 有形 建造物 立石神社寄宮及び石碑群 東和町舘迫 平成17年6月16日

4 花巻市 1 有形 絵画
鶏路直筆短冊並びに軸物　1枚
1幅

上町 昭和35年12月7日

4 花巻市 2 有形 絵画 雪蕉筆俳人画像 1幅 藤沢町 昭和35年12月7日
4 花巻市 3 有形 絵画 花鳥図襖絵 8枚 高松 昭和60年2月23日
4 花巻市 4 有形 絵画 諸葛孔明図 1幅 高松 昭和60年2月23日
4 花巻市 5 有形 絵画 布袋児戯図　1面 中北万丁目 平成8年9月26日
4 花巻市 6 有形 絵画 六歌仙図 1面 中北万丁目 平成8年9月26日
4 花巻市 7 有形 絵画 絹本著色顕如上人真影 1幅 南川原町 平成11年3月17日
4 花巻市 8 有形 絵画 妙琳寺阿弥陀如来真向絵像 大迫町大迫 平成4年3月5日

4 花巻市 9 有形 絵画
平澤屏山画「蝦夷風俗十二ヶ
月屏風三月、四月」

高松 平成17年3月25日

4 花巻市 10 有形 絵画 光林寺の絵画 1面13幅 石鳥谷町中寺林 平成7年6月16日
4 花巻市 11 有形 絵画 絵馬扁額 20枚 石鳥谷町松林寺 平成12年6月23日
4 花巻市 12 有形 絵画 小絵馬 121枚 石鳥谷町松林寺 平成12年6月23日
4 花巻市 13 有形 彫刻 地蔵菩薩坐像 1体 鍛冶町 昭和34年7月5日
4 花巻市 14 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 1体 双葉町 昭和34年9月7日
4 花巻市 15 有形 彫刻 釈迦如来坐像 1体 十二丁目 昭和35年5月7日
4 花巻市 16 有形 彫刻 馬頭観音立像 1体 矢沢 昭和35年12月7日
4 花巻市 17 有形 彫刻 獅子頭 1頭 南笹間 昭和38年5月4日
4 花巻市 18 有形 彫刻 太子孝養像 1体 北笹間 昭和52年12月9日
4 花巻市 19 有形 彫刻 千手観音立像 1体 矢沢 昭和54年3月10日
4 花巻市 20 有形 彫刻 厨子入地蔵菩薩立像 1体 桜町 昭和54年3月10日
4 花巻市 21 有形 彫刻 懸仏薬師如来坐像 1体 太田 昭和54年3月10日
4 花巻市 22 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 1体 四日町 昭和56年3月12日
4 花巻市 23 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 1体 上小舟渡 平成8年9月26日
4 花巻市 24 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 1体 花城町 平成9年3月14日
4 花巻市 25 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 1体 四日町 平成9年3月14日
4 花巻市 26 有形 彫刻 釈迦如来坐像 1体 東十二丁目 平成9年3月14日
4 花巻市 27 有形 彫刻 大日如来坐像 1体 矢沢 平成9年3月14日
4 花巻市 28 有形 彫刻 釈迦三尊像 1体 御田屋町 平成9年3月14日
4 花巻市 29 有形 彫刻 大日如来坐像 1体 四日町 平成9年3月14日
4 花巻市 30 有形 彫刻 十一面観音立像 1体 四日町 平成9年3月14日
4 花巻市 31 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 1体 坂本町 平成9年3月14日
4 花巻市 32 有形 彫刻 宇賀弁才天坐像 1体 坂本町 平成9年3月14日
4 花巻市 33 有形 彫刻 弁才天立像 1体 御田屋町 平成9年3月14日
4 花巻市 34 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 1体 愛宕町 平成9年3月14日
4 花巻市 35 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 1体 桜木町 平成9年3月14日
4 花巻市 36 有形 彫刻 地蔵菩薩立像 1体 中根子 平成9年3月14日
4 花巻市 37 有形 彫刻 鳥枢沙摩明王立像 1体 轟木 平成9年3月14日
4 花巻市 38 有形 彫刻 釈迦如来坐像 1体 太田 平成9年3月14日
4 花巻市 39 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 1体 轟木 平成10年5月21日
4 花巻市 40 有形 彫刻 阿弥陀如来立像（本尊） 1体 南川原町 平成11年3月17日
4 花巻市 41 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 1体 南川原町 平成11年3月17日
4 花巻市 42 有形 彫刻 獅子頭 1頭 矢沢 平成11年3月17日
4 花巻市 43 有形 彫刻 木造親鸞聖人坐像 1体 愛宕町 平成14年3月27日
4 花巻市 44 有形 彫刻 岳妙泉寺四天王立像 大迫町内川目 平成元年6月16日
4 花巻市 45 有形 彫刻 岳妙泉寺延命地蔵尊半跏像 大迫町内川目 平成元年6月16日
4 花巻市 46 有形 彫刻 到岸寺薬師如来坐像 大迫町大迫 平成元年6月16日
4 花巻市 47 有形 彫刻 桂林寺十一面観音半跏像 大迫町内川目 平成元年6月16日
4 花巻市 48 有形 彫刻 桂林寺秋葉権現立像 大迫町内川目 平成元年6月16日
4 花巻市 49 有形 彫刻 中興寺釈迦三尊坐像 大迫町亀ヶ森 平成4年3月5日
4 花巻市 50 有形 彫刻 到岸寺延命地蔵三尊立像 大迫町大迫 平成4年3月5日
4 花巻市 51 有形 彫刻 早池峰神社文禄四年銘獅子頭 大迫町内川目 平成4年3月5日
4 花巻市 52 有形 彫刻 新山堂早池峰三尊像 大迫町内川目 平成4年3月5日
4 花巻市 53 有形 彫刻 光林寺の仏像 19体 石鳥谷町中寺林 平成7年6月16日
4 花巻市 54 有形 彫刻 松林寺の仏像 2体 石鳥谷町松林寺 平成12年6月23日
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4 花巻市 55 有形 彫刻 光勝寺の仏像 14体 石鳥谷町五大堂 平成17年3月31日

4 花巻市 56 有形 彫刻
丹内山神社仏像（不動明王立
像）

東和町谷内 昭和32年3月31日

4 花巻市 57 有形 彫刻 凌雲寺仏像（薬師如来立像） 東和町安俵 昭和32年3月31日
4 花巻市 58 有形 彫刻 薬師堂十王仏・大日如来像 東和町田瀬 昭和39年7月21日
4 花巻市 59 有形 彫刻 不動明王立像 東和町北成島 昭和55年6月25日
4 花巻市 60 有形 工芸品 北松斎の遺品（羽織）2点 愛宕町 昭和34年9月7日
4 花巻市 61 有形 工芸品 揆奮場関係資料 1式 高松 昭和34年9月7日
4 花巻市 62 有形 工芸品 南部利剛夫人乗物（駕籠）1乗 城内 昭和35年5月7日
4 花巻市 63 有形 工芸品 花巻人形古型 高松 昭和38年5月4日
4 花巻市 64 有形 工芸品 梅忠就栄作雲龍図鍔 高松 昭和52年12月9日
4 花巻市 65 有形 工芸品 脇指銘新藤二郎義国 1口 高松 昭和60年2月23日
4 花巻市 66 有形 工芸品 鰐口 1口 上小舟渡 平成8年9月26日

4 花巻市 67 有形 工芸品 亀ヶ森愛宕神社鉄灯籠
大迫町亀ヶ森川
原田

昭和55年10月19日

4 花巻市 68 有形 工芸品 鰐口 1口 石鳥谷町松林寺 平成12年6月23日
4 花巻市 69 有形 工芸品 丹内山神社擬宝珠 東和町谷内 昭和39年7月21日
4 花巻市 70 有形 工芸品 浄光寺山門の山号額 東和町土沢 昭和52年8月30日
4 花巻市 71 有形 工芸品 鏑八幡神社「神輿」 東和町土沢 平成17年12月12日
4 花巻市 72 有形 書跡 勅額本書 1幅 石鳥谷町中寺林 平成7年6月16日
4 花巻市 73 有形 古文書 浅野長吉証文 1点 南川原町 昭和35年12月7日
4 花巻市 74 有形 古文書 太平記外古文書 7点 愛宕町 昭和40年3月18日
4 花巻市 75 有形 古文書 猫塚家文書諸御用日記 33冊 高松 平成30年2月28日
4 花巻市 76 有形 古文書 光林寺文書 4冊22通 石鳥谷町中寺林 平成7年6月16日
4 花巻市 77 有形 古文書 松林寺文書類 94点 石鳥谷町松林寺 平成12年6月23日

4 花巻市 78 有形 考古資料
経塚壺（高松山経塚群出土）1
点

高松 昭和56年3月12日

4 花巻市 79 有形 考古資料
三筋壺（高松山経塚群出土）1
点

高松 昭和56年3月12日

4 花巻市 80 有形 考古資料
白磁四耳壺、渥美片口鉢（高
松山経塚群出土）2点

高松 平成16年7月29日

4 花巻市 81 有形 考古資料
庫理遺跡出土　須恵器長頸瓶
3点及び 水鳥戯画線刻文土器
破片 4点

高松 平成17年3月18日

4 花巻市 82 有形 考古資料 立石遺跡出土の土製品 大迫町大迫 平成13年7月25日

4 花巻市 83 有形 歴史資料
松川家墓誌銘（地蔵寺出土）3
枚

城内 昭和34年9月7日

4 花巻市 84 有形 歴史資料 正慶の碑（元年）1基 膝立 昭和35年5月7日
4 花巻市 85 有形 歴史資料 正慶の碑（2年）1基 円万寺 昭和35年5月7日

4 花巻市 86 有形 歴史資料
松川家墓誌銘（瑞興寺出土）3
枚

城内 昭和54年3月10日

4 花巻市 87 有形 歴史資料 追分の碑 1基 湯本 昭和62年4月2日

4 花巻市 88 有形 歴史資料
小舟渡八幡宮献額（寛保3年
銘）1面

上小舟渡 平成8年9月26日

4 花巻市 89 有形 歴史資料
小舟渡八幡宮献額（弘化2年
銘）1面

上小舟渡 平成8年9月26日

4 花巻市 90 有形 歴史資料 永徳四年の碑 1基 中根子 平成16年7月29日
4 花巻市 91 有形 歴史資料 追分の碑 2基 二枚橋町大通り 平成17年12月27日
4 花巻市 92 有形 歴史資料 八坂神社の青面金剛像庚申塔 北湯口 平成27年3月25日
4 花巻市 93 有形 歴史資料 田力の青面金剛像七庚申塔 田力 平成27年3月25日

4 花巻市 94 有形 歴史資料
清水寺嘉永3年算額、清水寺明
治25年算額

太田 平成28年3月7日

4 花巻市 95 有形 歴史資料 東光寺慶応2年算額 北笹間 平成28年3月7日
4 花巻市 96 有形 歴史資料 貞治の碑 大迫町亀ヶ森鉢 平成元年6月16日

4 花巻市 97 有形 歴史資料 天保義民碑
大迫町亀ヶ森木
戸ヶ沢

平成17年3月25日

4 花巻市 98 有形 歴史資料 稗貫氏の宝篋印塔 石鳥谷町大興寺 平成元年3月31日
4 花巻市 99 有形 歴史資料 光林寺の石塔 5基 石鳥谷町中寺林 平成7年6月16日
4 花巻市 100 有形 歴史資料 松林寺の棟札類 21枚 石鳥谷松林寺 平成12年6月23日

4 花巻市 101 有形 歴史資料
松尾神社石碑（南部杜氏の
碑）

石鳥谷町好地 平成24年4月26日

4 花巻市 102 有形 歴史資料 丹内山神社棟札 東和町谷内 昭和39年7月21日
4 花巻市 103 有形 歴史資料 鏑八幡神社社宝「鏑矢」 東和町土沢 平成6年8月18日
4 花巻市 104 有形 歴史資料 鏑八幡神社「刀剣」 東和町土沢 平成9年5月22日
4 花巻市 105 有形 歴史資料 浮田宝塔 東和町上浮田 平成17年6月16日
4 花巻市 106 有形 歴史資料 安俵五輪塔 東和町安俵 平成17年6月16日

4 花巻市 1 無形
工芸技術
等

花巻傘 平成26年3月25日

4 花巻市 2 無形
工芸技術
等

成島和紙 平成29年2月28日
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4 花巻市 1 有形民俗 葛神楽本（言立本） 高松
4 花巻市 1 無形民俗 胡四王蘇民祭 平成7年11月22日

4 花巻市 2 無形民俗
あんどんまつり（あんどん山
車）

平成17年3月25日

4 花巻市 3 無形民俗 光勝寺五大尊蘇民祭 平成13年1月15日
4 花巻市 4 無形民俗 石鳥谷まつり 平成17年12月26日
4 花巻市 5 無形民俗 上郷虫追い祭り 平成17年12月26日

4 花巻市 6 無形民俗
熊野神社十二番角力式（泣き
相撲）

平成5年4月15日

4 花巻市 7 無形民俗 土沢祭り 平成14年11月21日
4 花巻市 8 無形民俗 松庵寺盆踊り 平成16年7月29日
4 花巻市 9 無形民俗 花巻まつり 平成30年5月28日
4 花巻市 10 無形民俗 花巻ばやし 昭和35年12月7日
4 花巻市 11 無形民俗 大念仏（葛大念仏） 昭和36年7月5日
4 花巻市 12 無形民俗 奴踊り（南笹間奴踊） 昭和36年7月5日
4 花巻市 13 無形民俗 鹿踊り（湯本鹿踊） 昭和36年7月5日
4 花巻市 14 無形民俗 豊沢大念仏剣舞 昭和52年12月9日
4 花巻市 15 無形民俗 葛神楽 平成8年9月26日
4 花巻市 16 無形民俗 羽山神楽 平成9年11月18日
4 花巻市 17 無形民俗 小瀬川神楽 平成11年3月17日
4 花巻市 18 無形民俗 春日流鍋倉鹿踊 平成12年4月18日
4 花巻市 19 無形民俗 上ノ山鹿踊 平成14年9月26日
4 花巻市 20 無形民俗 上根子神楽 平成15年3月26日
4 花巻市 21 無形民俗 糠塚鹿子踊 平成17年3月18日
4 花巻市 22 無形民俗 太田大念佛剣舞 平成20年9月25日
4 花巻市 23 無形民俗 湯本田植踊 平成25年4月25日
4 花巻市 24 無形民俗 中乙念仏踊 昭和36年9月1日
4 花巻市 25 無形民俗 竪沢鹿踊 昭和36年9月1日
4 花巻市 26 無形民俗 八木巻神楽 昭和51年3月26日
4 花巻市 27 無形民俗 旭の又神楽 平成17年3月25日
4 花巻市 28 無形民俗 合石神楽 平成17年3月25日
4 花巻市 29 無形民俗 岩脇さんさ踊 平成17年3月25日
4 花巻市 30 無形民俗 貴船神楽 昭和50年1月21日
4 花巻市 31 無形民俗 十日市神楽 昭和50年1月21日
4 花巻市 32 無形民俗 春日流八幡鹿踊 昭和50年1月21日
4 花巻市 33 無形民俗 大瀬川さんさ踊り 昭和61年6月27日
4 花巻市 34 無形民俗 種森神楽 昭和61年6月27日
4 花巻市 35 無形民俗 大瀬川奴踊り 昭和63年1月18日
4 花巻市 36 無形民俗 八重畑田植踊 平成3年2月26日
4 花巻市 37 無形民俗 大瀬川神楽 平成3年2月26日
4 花巻市 38 無形民俗 弘渕神楽 平成5年3月2日
4 花巻市 39 無形民俗 千刈田神楽 平成5年3月2日
4 花巻市 40 無形民俗 春日流八日市鹿踊 平成6年3月3日
4 花巻市 41 無形民俗 五大堂神楽 平成9年3月27日
4 花巻市 42 無形民俗 八幡獅子踊り 平成17年12月26日
4 花巻市 43 無形民俗 早池峰大償流晴山神楽 昭和35年2月1日
4 花巻市 44 無形民俗 金津流丹内鹿子躍 昭和40年8月27日
4 花巻市 45 無形民俗 早池峰大償流倉沢神楽 昭和40年8月27日
4 花巻市 46 無形民俗 丹内山神社社風流神楽 昭和40年8月27日
4 花巻市 47 無形民俗 立石百姓踊 昭和40年8月27日
4 花巻市 48 無形民俗 秋葉太神楽 昭和42年3月29日
4 花巻市 49 無形民俗 太田目田植踊 昭和43年6月10日
4 花巻市 50 無形民俗 早池峰岳流中内神楽 昭和45年4月14日
4 花巻市 51 無形民俗 丹内山神社雅楽 昭和45年4月14日

4 花巻市 52 無形民俗
東半月流野金山かながら獅子
踊（松影流　東半月踊）

昭和49年12月25日

4 花巻市 53 無形民俗 社風流砂子神楽 昭和52年6月16日
4 花巻市 54 無形民俗 社風流沼の沢神楽 昭和52年6月16日
4 花巻市 55 無形民俗 早池峰岳流白土神楽 昭和52年6月16日
4 花巻市 56 無形民俗 倉沢サンサ踊 昭和60年5月31日
4 花巻市 1 史跡 中野一里塚1対 高松 昭和57年4月27日
4 花巻市 2 史跡 花巻城本丸跡 城内 昭和63年9月1日
4 花巻市 3 史跡 熊堂古墳群 上根子 平成3年5月24日

4 花巻市 4 史跡
是信房関係史跡（一つ柏、盲
清水、上人塚）3か所

中笹間,栃内 平成17年12月27日

4 花巻市 5 史跡 アバクチ洞穴遺跡 大迫町外川目 平成13年7月25日
4 花巻市 6 史跡 風穴洞穴遺跡 大迫町外川目 平成13年7月25日
4 花巻市 7 史跡 新堀城址 石鳥谷町新堀 昭和51年2月3日
4 花巻市 8 史跡 土沢城跡 東和町土沢 昭和32年3月31日
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4 花巻市 9 史跡 田屋ヶ井戸 東和町土沢 昭和41年5月23日
4 花巻市 10 史跡 毒沢城跡 東和町毒沢 平成5年4月15日
4 花巻市 11 史跡 倉沢城跡 東和町下浮田 平成5年4月15日
4 花巻市 12 史跡 押蕪墳墓 東和町安俵 平成10年3月5日
4 花巻市 13 史跡 丹内山神社付属建物及び境内 東和町谷内 平成17年6月16日

4 花巻市 14 天然記念物 動物
胡四王山のヒメギフチョウ群
棲地

矢沢 平成13年3月21日

4 花巻市 15 天然記念物 植物 千本カツラ 仲町 昭和47年11月11日
4 花巻市 16 天然記念物 植物 梅 膝立 昭和47年11月11日
4 花巻市 17 天然記念物 植物 奥州街道名残りの松 外台地内 平成9年11月18日
4 花巻市 18 天然記念物 植物 子安地蔵尊かつら 上根子 平成9年11月18日
4 花巻市 19 天然記念物 植物 廣隆寺の大いちょう 四日町 平成9年11月18日
4 花巻市 20 天然記念物 植物 三川長根の種まき桜 高松 平成12年4月18日
4 花巻市 21 天然記念物 植物 北笹間のサイカチ 北笹間 平成12年4月18日
4 花巻市 22 天然記念物 植物 北湯口八坂神社境内の樹木 北湯口 平成12年4月18日
4 花巻市 23 天然記念物 植物 小鵇ヶ清水の桜 高松 平成13年3月21日
4 花巻市 24 天然記念物 植物 内室堤のイワテヤマナシ 轟木 平成17年12月27日
4 花巻市 25 天然記念物 植物 上諏訪のキタゴヨウ 上諏訪 平成28年3月7日
4 花巻市 26 天然記念物 植物 岡田の梅 大迫町亀ヶ森 昭和56年11月1日
4 花巻市 27 天然記念物 植物 稲荷神社千本桂 大迫町内川目 昭和56年11月1日
4 花巻市 28 天然記念物 植物 上住郷のカヤの木 大迫町内川目 昭和56年11月1日
4 花巻市 29 天然記念物 植物 諏訪神社千歳桜 大迫町外川目 昭和56年11月1日
4 花巻市 30 天然記念物 植物 白山杉 大迫町内川目 平成元年6月16日
4 花巻市 31 天然記念物 植物 山祇桂 大迫町内川目 平成11年9月27日
4 花巻市 32 天然記念物 植物 才ノ神のサワラ 大迫町内川目 平成11年9月27日
4 花巻市 33 天然記念物 植物 長善寺の桜樹（エドヒガン） 石鳥谷町新堀 昭和51年2月3日
4 花巻市 34 天然記念物 植物 米斗利沢神社の杉 石鳥谷町長谷堂 平成17年12月26日
4 花巻市 35 天然記念物 植物 長谷寺の杉 石鳥谷町大興寺 平成17年12月26日
4 花巻市 36 天然記念物 植物 光林寺の杉 石鳥谷町中寺林 平成17年12月26日
4 花巻市 37 天然記念物 植物 光林寺のサワラ 石鳥谷町中寺林 平成17年12月26日
4 花巻市 38 天然記念物 植物 長善寺のシダレイチョウ 石鳥谷町新堀 平成17年12月26日
4 花巻市 39 天然記念物 植物 登呂桂 石鳥谷町五大堂 平成17年12月26日
4 花巻市 40 天然記念物 植物 泥金山のシラキ自生地 東和町石鳩岡 昭和45年4月14日
4 花巻市 41 天然記念物 植物 毒沢のサワラと桜の寄木 東和町毒沢 昭和45年4月14日
4 花巻市 42 天然記念物 植物 中内熊野神社のうば杉 東和町中内 昭和45年4月14日
4 花巻市 43 天然記念物 植物 丹内山神社じい杉の根 東和町谷内 昭和45年4月14日
4 花巻市 44 天然記念物 植物 前田の吉野桜 東和町前田 昭和46年9月6日
4 花巻市 45 天然記念物 植物 中川目のヒガン桜 東和町北川目 昭和46年9月6日
4 花巻市 46 天然記念物 植物 前田の染井吉野桜 東和町前田 昭和46年9月6日
4 花巻市 47 天然記念物 植物 八日市場の雲南桜 東和町土沢 昭和46年9月6日
4 花巻市 48 天然記念物 植物 銀杏岡のイチョウ 東和町東晴山 昭和49年12月25日
4 花巻市 49 天然記念物 植物 下中内のオンコ 東和町中内 昭和51年9月27日
4 花巻市 50 天然記念物 植物 前郷の榧 東和町土沢 昭和51年9月27日
4 花巻市 51 天然記念物 植物 田瀬舘跡の杉 東和町田瀬 昭和51年9月27日
4 花巻市 52 天然記念物 植物 秋葉のカスミ桜 東和町北川目 昭和51年9月27日
4 花巻市 53 天然記念物 植物 町井のサイカチ 東和町町井 昭和51年9月27日
4 花巻市 54 天然記念物 植物 毒沢の栃の木 東和町毒沢 昭和51年9月27日
4 花巻市 55 天然記念物 植物 金毘羅さんの赤松 東和町土沢 昭和58年1月26日
4 花巻市 56 天然記念物 植物 愛宕神社の種蒔き桜 東和町土沢 昭和58年1月26日
4 花巻市 57 天然記念物 植物 倉沢のヒイラギ 東和町倉沢 平成3年12月5日
4 花巻市 58 天然記念物 植物 下小山田八幡神社のスギ 東和町前田 平成12年6月15日
4 花巻市 59 天然記念物 植物 町井の夫婦杉 東和町町井 平成17年6月16日
4 花巻市 60 天然記念物 植物 町井のケヤキ 東和町町井 平成17年6月16日
4 花巻市 61 天然記念物 地質鉱物 七ッ滝のおう穴 東和町石鳩岡 昭和45年4月14日
4 花巻市 62 天然記念物 地質鉱物 五角柱状安山岩節理 東和町南成島 昭和55年6月25日
4 花巻市 63 天然記念物 地質鉱物 蝙蝠岩弘法大師霊場の花崗岩 東和町毒沢 平成17年6月16日
5 北上市 1 有形 建造物 旧大泉家住宅 立花 平成9年8月28日
5 北上市 2 有形 建造物 旧渡辺家門 立花 平成9年8月28日
5 北上市 3 有形 建造物 多岐神社本殿・棟札 立花 平成10年10月16日

5 北上市 4 有形 建造物
旧菅原家住宅（主屋・中門・
馬屋）

立花 平成10年10月16日

5 北上市 5 有形 建造物 旧佐々木家住宅 立花 平成12年3月17日
5 北上市 6 有形 建造物 旧北川家住宅 立花 平成13年2月23日
5 北上市 7 有形 建造物 白鳥神社本殿・棟札 二子町 平成13年2月23日
5 北上市 8 有形 建造物 旧仙台藩寺坂番所 立花 平成15年5月1日
5 北上市 9 有形 建造物 旧修験宝珠院道場 立花 平成15年5月1日
5 北上市 10 有形 建造物 旧今野家住宅 立花 平成17年1月4日
5 北上市 11 有形 建造物 旧小野寺家住宅 立花 平成18年10月2日
5 北上市 12 有形 建造物 旧菅原家住宅 立花 平成18年10月2日
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5 北上市 13 有形 建造物 旧高橋家外馬屋 立花 平成18年10月2日
5 北上市 14 有形 建造物 旧星川家住宅 立花 平成18年10月2日
5 北上市 1 有形 彫刻 木造毘沙門天立像 立花 昭和31年9月8日
5 北上市 2 有形 彫刻 銅造菩薩立像 更木 昭和31年9月8日
5 北上市 3 有形 彫刻 木造如意輪観音坐像 稲瀬町 昭和53年5月23日
5 北上市 4 有形 彫刻 木造彗光童子立像 立花 昭和53年5月23日
5 北上市 5 有形 彫刻 吉祥天 口内町金峯山 昭和55年4月21日
5 北上市 6 有形 彫刻 苅田峯神社の仏像 和賀町横川目 昭和61年5月26日
5 北上市 7 有形 彫刻 木造修験開山像 和賀町岩崎 昭和61年5月26日
5 北上市 8 有形 彫刻 木造神父立像 和賀町岩崎 昭和61年5月26日
5 北上市 9 有形 彫刻 戸花館山神社の山神像 和賀町横川目 昭和62年6月12日
5 北上市 10 有形 工芸品 木製華鬘 黒沢尻町 昭和55年4月21日
5 北上市 1 有形 工芸品 刀　銘正中 川岸 昭和57年4月5日

5 北上市 2 有形 工芸品
刀　銘奥州盛岡住斎藤正中造
之

諏訪町 昭和57年4月5日

5 北上市 3 有形 工芸品
脇差　銘岡山備前介藤原宗次
尽彫宗明之

諏訪町 昭和57年4月5日

5 北上市 4 有形 工芸品 脇差　銘正中作 川岸町 昭和57年4月5日
5 北上市 5 有形 工芸品 太刀（舞草刀） 稲瀬町上台 昭和57年4月5日
5 北上市 6 有形 工芸品 食事用盆　四ツ椀　指樽
5 北上市 7 有形 工芸品 銅造薬師如来坐像懸仏 和賀町後藤 昭和61年5月26日
5 北上市 8 有形 工芸品 銅造牛頭天王坐像懸仏 和賀町横川目 昭和61年5月26日
5 北上市 9 有形 工芸品 寛永八年銘銅鰐口 和賀町横川目 昭和61年5月26日
5 北上市 10 有形 工芸品 延宝五年銘銅鰐口 和賀町仙人人当 昭和61年5月26日
5 北上市 1 有形 工芸品 明暦二年銘銅鰐口 黒岩 平成25年8月2日
5 北上市 2 有形 歴史資料 血脈「板木」 黒沢尻町 昭和55年4月21日
5 北上市 3 有形 歴史資料 牛王板 黒沢尻町 昭和55年4月21日

5 北上市 4 有形 歴史資料
岩崎剣舞秘伝書「念佛剣舞傅
全」

和賀町岩崎 昭和57年9月16日

5 北上市 5 有形 歴史資料
岩崎駒形神社里宮駒形信仰資
料

和賀町岩崎 平成3年2月15日

5 北上市 6 有形 歴史資料 旧煤孫寺駒形信仰資料
和賀町煤孫館ノ
下

平成3年2月15日

5 北上市 7 有形 歴史資料 南部領伊達領境界塚資料 和賀町岩崎 平成23年2月3日
5 北上市 8 有形 歴史資料 鬼柳関茶湯釜 和賀町後藤 平成23年2月3日
5 北上市 9 有形 考古資料 白山神社算額 黒岩 平成27年5月25日
5 北上市 10 有形 工芸品 白鬚神社算額 下鬼柳 平成27年5月25日
5 北上市 1 有形 考古資料 常滑三筋壺 口内町字中野 昭和53年5月23日

5 北上市 2 有形 考古資料
元亨三年銘阿弥陀三尊種子石
塔婆

和賀町煤孫 昭和60年7月29日

5 北上市 3 有形 考古資料 阿弥陀三尊種子石塔婆 和賀町岩崎 昭和60年7月29日
5 北上市 4 有形 考古資料 パン状炭化物 立花 平成9年8月28日
5 北上市 5 有形 考古資料 風字硯 立花 平成9年8月28日
5 北上市 6 有形 考古資料 緑釉皿片 江釣子 平成9年8月28日
5 北上市 7 有形 考古資料 緑釉陶器片 立花 平成9年8月28日
5 北上市 8 有形 考古資料 薬師堂板碑 稲瀬町内門岡 平成10年10月16日
5 北上市 9 有形 考古資料 大畑屋敷板碑 口内町綾内 平成10年10月16日
5 北上市 10 有形 考古資料 全明寺板碑 下江釣子 平成10年10月16日
5 北上市 1 有形 考古資料 五輪山板碑 更木町 平成10年10月16日
5 北上市 2 有形 考古資料 五輪山宝篋印塔 更木町 平成10年10月16日
5 北上市 3 有形 考古資料 相去遺跡群出土　土師器皿 立花 平成12年3月17日

5 北上市 4 有形 考古資料
上大谷地遺跡群出土須恵器大
甕

立花 平成12年3月17日

5 北上市 5 有形 考古資料 藤沢遺跡出土須恵器大甕 立花 平成12年3月17日
5 北上市 6 有形 考古資料 境屋敷板碑 稲瀬町 平成25年8月2日
5 北上市 7 有形 考古資料 大竹廃寺跡出土鉄鍾 平成25年8月2日
5 北上市 1 有形民俗 船絵馬 八幡神社 昭和55年4月21日
5 北上市 2 有形民俗 船絵馬　文政九年銘 八幡神社 昭和55年4月21日
5 北上市 3 有形民俗 船絵馬　天明五年銘 八幡神社 昭和55年4月21日
5 北上市 4 有形民俗 板札型絵馬 八幡神社 昭和55年4月21日
5 北上市 5 有形民俗 阿弥陀如来四十八光仏画像 口内町字千刈 昭和57年4月5日
5 北上市 6 有形民俗 雲中地蔵画像 口内町字千刈 昭和57年4月5日
5 北上市 7 有形民俗 黒駒太子画像 口内町松坂 昭和57年4月5日
5 北上市 8 有形民俗 放光阿弥陀如来画像 川岸 昭和57年4月5日
5 北上市 9 有形民俗 放光阿弥陀如来画像 川岸 昭和57年4月5日
5 北上市 10 有形民俗 阿弥陀三尊付連座御影画像 川岸 昭和57年4月5日
5 北上市 11 有形民俗 六字名号書幅 川岸 昭和57年4月5日
5 北上市 12 有形民俗 黒駒太子画像 川岸 昭和57年4月5日
5 北上市 13 有形民俗 聖徳太子曼荼羅 稲瀬町岩川 昭和59年3月27日
5 北上市 14 有形民俗 當国三拾番御詠歌奉納額 和賀町煤孫館ﾉ下 昭和61年5月26日
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5 北上市 15 有形民俗 當国二拾八番所巡礼納札 和賀町藤根稲葉 昭和62年6月12日
5 北上市 16 有形民俗 吹咳権現神社資料 平成30年5月10日
5 北上市 1 無形民俗 台笠 昭和49年9月12日
5 北上市 2 無形民俗 荒屋田植踊 昭和49年9月12日
5 北上市 3 無形民俗 御免町鬼剣舞 昭和49年9月12日
5 北上市 4 無形民俗 飯豊鬼剣舞 平成3年11月1日
5 北上市 5 無形民俗 二子鬼剣舞 平成3年11月1日
5 北上市 6 無形民俗 口内鬼剣舞 平成3年11月1日
5 北上市 7 無形民俗 相去鬼剣舞 平成3年11月1日
5 北上市 8 無形民俗 鬼柳鬼剣舞 平成3年11月1日
5 北上市 9 無形民俗 立花念仏剣舞 平成3年11月1日
5 北上市 10 無形民俗 立花八士踊 昭和57年4月5日
5 北上市 11 無形民俗 後藤奴踊 昭和57年9月16日
5 北上市 12 無形民俗 切留田植踊 昭和57年9月16日
5 北上市 13 無形民俗 横川目神楽 昭和57年9月16日
5 北上市 14 無形民俗 谷地鬼剣舞 昭和58年6月15日
5 北上市 15 無形民俗 全明寺盆踊 平成3年11月1日
5 北上市 16 無形民俗 中野大神楽 昭和60年7月29日
5 北上市 17 無形民俗 北藤根鬼剣舞 昭和60年7月29日
5 北上市 18 無形民俗 横川目上場盆踊り 平成3年11月1日
5 北上市 19 無形民俗 夏油神楽 平成3年2月15日
5 北上市 20 無形民俗 横川目表田植踊 平成3年2月15日
5 北上市 21 無形民俗 煤孫中通り田植踊り 平成3年2月15日
5 北上市 22 無形民俗 更木神楽 平成9年8月28日
5 北上市 23 無形民俗 綾内神楽 平成9年8月28日
5 北上市 24 無形民俗 口内薩摩奴踊 平成9年8月28日
5 北上市 25 無形民俗 行山流口内鹿踊 平成10年10月26日
5 北上市 26 無形民俗 鳥喰太神楽 平成10年10月16日
5 北上市 27 無形民俗 口内田植踊 平成12年3月17日
5 北上市 28 無形民俗 鳩岡崎座敷田植踊 平成12年3月17日
5 北上市 29 無形民俗 伊勢流黒岩太神楽 平成18年10月2日
5 北上市 1 史跡 白山廃寺跡 黒岩 昭和31年9月8日
5 北上市 2 名勝 横町廃寺跡 立花 平成6年12月1日
5 北上市 3 天然記念物 植物 仙人峠のウバスギ 和賀町仙人続山 昭和57年2月25日
5 北上市 4 天然記念物 植物 山口八幡宮のスギ 和賀町山口 昭和57年2月25日
5 北上市 5 天然記念物 植物 正雲寺跡のイチョウ 和賀町岩崎 昭和57年2月25日
5 北上市 6 天然記念物 植物 押切熊野山神社のケヤキ 和賀町横川目 昭和57年2月25日
5 北上市 7 天然記念物 植物 鳥谷脇のサクラ 和賀町横川目 昭和57年2月25日
5 北上市 8 天然記念物 植物 煤孫のカヤ 和賀町煤孫 昭和57年2月25日
5 北上市 9 天然記念物 植物 丹内神社のケヤキ 和賀町横川目 平成3年2月15日
5 北上市 10 天然記念物 植物 鬼柳八幡神社のイチョウ 鬼柳町荒堰 平成15年3月3日
5 北上市 11 天然記念物 植物 二子町下川端のイチョウ 二子町下川端 平成15年3月3日

6 久慈市 1 有形 建造物
諏訪神社本殿・拝殿　附棟札
13枚

長内町 平成12年6月1日

6 久慈市 1 有形 絵画 諏訪神社の絵馬（竜宮図） 長内町 昭和60年8月1日

6 久慈市 2 有形 絵画
諏訪神社の絵馬（志度之海女
図）

長内町 昭和60年8月1日

6 久慈市 3 有形 絵画 参りの仏 山形町川井 昭和54年12月11日
6 久慈市 4 有形 絵画 諸国巡拝霊場尊像絵札 山形町小国 昭和60年4月10日
6 久慈市 5 有形 彫刻 川代毘沙門堂の初代熊野権現 小久慈町 昭和60年8月1日
6 久慈市 6 有形 彫刻 諏訪権現（慶長12年銘） 長内町 昭和60年8月2日
6 久慈市 7 有形 彫刻 新山大権現 長内町 昭和60年8月3日
6 久慈市 8 有形 彫刻 木造毘沙門天立像　２体 門前 平成5年4月28日
6 久慈市 9 有形 工芸品 鉄造三馬像懸仏 大川目町 昭和60年8月1日
6 久慈市 10 有形 工芸品 銅鰐口 川崎町 平成5年4月28日
6 久慈市 11 有形 古文書 宇野人家録 山根町上戸鎖 昭和48年10月8日
6 久慈市 12 有形 古文書 馬継所印　附人馬継立判鑑 山根町木売内 昭和60年8月1日
6 久慈市 13 有形 古文書 下戸鎖の馬継所印 山根町下戸鎖 平成30年3月20日
6 久慈市 14 有形 考古資料 遮光器土偶 長内町 昭和48年10月8日
6 久慈市 15 有形 考古資料 壺 川崎町 昭和48年10月8日
6 久慈市 16 有形 考古資料 石棒 山根町端神 昭和48年10月8日
6 久慈市 17 有形 考古資料 石刀 侍浜町本町 昭和48年10月8日
6 久慈市 18 有形 考古資料 浅鉢 小久慈町 昭和60年8月1日

6 久慈市 19 有形 考古資料
中長内遺跡出土琥珀製玉類未
完成品一括

川崎町 平成9年9月1日

6 久慈市 20 有形 考古資料 線刻阿弥陀三尊鏡像 川崎町 平成30年3月20日
6 久慈市 1 有形民俗 山守の焼印 山根町細野 昭和48年10月8日
6 久慈市 2 有形民俗 蛭子神社の棟札４枚 長内町 昭和60年8月1日
6 久慈市 3 有形民俗 蛭子神社の助人足覚面附２枚 長内町 平成5年4月28日
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6 久慈市 1 無形民俗 枝成沢の虫まつり 平成9年5月1日
6 久慈市 2 無形民俗 牛の角突き 平成28年5月2日
6 久慈市 3 無形民俗 久慈の海女漁の技術 平成30年3月20日
6 久慈市 1 史跡 寺里住居跡 寺里 昭和48年10月8日
6 久慈市 2 史跡 二子貝塚 長内町 昭和48年10月9日
6 久慈市 3 史跡 久慈城跡 大川目町 昭和48年10月10日
6 久慈市 4 史跡 早坂平遺跡 山形町川井 平成18年2月24日
6 久慈市 5 史跡 石造青面金剛像 小久慈町 昭和60年8月1日
6 久慈市 6 史跡 平沢一里塚　１基 長内町 平成5年4月28日
6 久慈市 7 史跡 合戦場の一里塚 山形町霜畑 昭和54年12月11日
6 久慈市 8 史跡 寒長根の一里塚 山形町繋 昭和58年9月8日
6 久慈市 9 史跡 麦生砲台場跡 侍浜町麦生 平成5年4月28日
6 久慈市 10 史跡 御申大権現庚申塔 大川目町 平成5年4月28日
6 久慈市 11 史跡 慈光寺の一字一石塔 大川目町 平成5年4月29日
6 久慈市 12 史跡 山口八幡宮の一字一石塔 大川目町 平成5年4月30日
6 久慈市 13 史跡 鳥谷の宝篋印塔 夏井町鳥谷 平成5年5月1日
6 久慈市 14 史跡 上野山の宝篋印塔 長内町 平成5年5月2日

6 久慈市 15 史跡
深田の宝篋印塔２基　附相輪
２基

山根町深田 平成5年5月3日

6 久慈市 16 史跡 日野沢の宝篋印塔 山形町日野沢 昭和60年4月10日
6 久慈市 17 史跡 木売内の三界萬霊追分碑 山根町木売内 平成5年4月28日

6 久慈市 18 史跡
川代の二十三夜塔・庚申供養
塔

夏井町夏井 平成5年4月29日

6 久慈市 19 史跡 庚申供養塔 山形町戸呂町 昭和60年4月10日
6 久慈市 20 天然記念物 動物 チョウセンアカシジミ 宇部町 昭和62年10月27日
6 久慈市 21 天然記念物 植物 天神堂の槻の木 天神堂 昭和55年11月1日
6 久慈市 22 天然記念物 植物 下戸鎖の欅 山根町下戸鎖 昭和55年11月2日
6 久慈市 23 天然記念物 植物 枝成沢のイチイ 枝成沢 昭和55年11月3日
6 久慈市 24 天然記念物 植物 傘楓 大川目町 昭和55年11月4日
6 久慈市 25 天然記念物 植物 蒼前神社のアカマツ 小久慈町 昭和60年8月1日
6 久慈市 26 天然記念物 植物 大滝小滝大明神のアカマツ 小久慈町 昭和60年8月2日
6 久慈市 27 天然記念物 植物 侍浜八幡の大杉 侍浜町本町 昭和60年8月3日
6 久慈市 28 天然記念物 植物 端神の大桂 山根町端神 平成5年4月28日
6 久慈市 29 天然記念物 植物 熊野神社のイチイ 山根町下戸鎖 平成5年4月29日
6 久慈市 30 天然記念物 植物 日吉神社のイチイ 小久慈町 平成5年4月30日
6 久慈市 31 天然記念物 植物 天神堂のイチョウ 天神堂 平成5年5月1日
6 久慈市 32 天然記念物 植物 和野のイチョウ 宇部町 平成5年5月2日
6 久慈市 33 天然記念物 植物 慈光寺の杉並木 大川目町 平成9年9月1日
6 久慈市 34 天然記念物 地質鉱物 琥珀大原石 川崎町 平成12年6月1日
6 久慈市 35 天然記念物 動物 白笹地鶏 山形町小国 昭和52年8月9日
6 久慈市 36 天然記念物 地質鉱物 続石 山形町日野沢 昭和58年3月7日
7 遠野市 1 有形 建造物 瑞応院本堂 大工町 昭和34年3月10日
7 遠野市 2 有形 建造物 五輪塔 大工町 昭和34年3月10日
7 遠野市 3 有形 建造物 早池峯神社神門 附馬牛町大出 昭和47年8月22日
7 遠野市 4 有形 建造物 早池峯神社（本殿・拝殿） 附馬牛町大出 昭和58年5月20日
7 遠野市 5 有形 建造物 平倉観音堂 上郷町平倉 平成2年8月10日
7 遠野市 6 有形 建造物 早池峯神社の中門 附馬牛町大出 平成13年6月29日
7 遠野市 7 有形 建造物 登坂家住宅 六日町 平成24年4月27日

7 遠野市 8 有形 建造物
佐々木家住宅（佐々木喜善生
家）

土淵町山口 平成24年4月27日

7 遠野市 9 有形 建造物 佐々木家住宅（与五兵衛） 上郷町板沢 平成24年4月27日
7 遠野市 10 有形 建造物 工藤家住宅（サスドン） 青笹町中沢 平成24年4月27日

7 遠野市 11 有形 建造物
佐々木家住宅（佐々木精米所
店舗兼住宅）

宮守町下宮守 平成24年4月27日

7 遠野市 12 有形 建造物 小林荒物雑貨店 中央通り 平成24年4月27日
7 遠野市 1 有形 絵画 光明本 松崎町海上 昭和32年7月16日
7 遠野市 2 有形 絵画 仏画｢参りの仏｣ 小友町平笹 昭和36年11月25日
7 遠野市 3 有形 絵画 鞍迫観音堂絵馬（221枚） 宮守町上鱒沢 平成9年9月15日
7 遠野市 4 有形 彫刻 阿弥陀如来像 小友町下小友 昭和32年7月16日
7 遠野市 5 有形 彫刻 観世音菩薩像 小友町下小友 昭和32年7月16日
7 遠野市 6 有形 彫刻 勢至菩薩像 小友町下小友 昭和32年7月16日
7 遠野市 7 有形 彫刻 道元禅師像 土淵町大杉 昭和34年3月10日
7 遠野市 8 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 綾織町館川原 昭和34年3月10日
7 遠野市 9 有形 彫刻 大日如来坐像 中央通り 昭和34年3月10日
7 遠野市 10 有形 彫刻 不動明王立像 中央通り 昭和34年3月10日
7 遠野市 11 有形 彫刻 仁王尊像 土淵町大杉 昭和36年11月25日

7 遠野市 12 有形 彫刻
鞍迫観音（木造十一面観音
像）

宮守町上鱒沢 昭和52年12月20日

7 遠野市 13 有形 彫刻 伊豆神社御神体獅子頭 上郷町来内 昭和56年2月23日
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7 遠野市 14 有形 彫刻 愛宕延命菩薩像 新町 昭和56年3月25日
7 遠野市 15 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 新町 昭和58年4月20日
7 遠野市 16 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 大工町 昭和58年4月20日
7 遠野市 17 有形 彫刻 十王仏像 遠野町浜峠 昭和59年4月20日
7 遠野市 18 有形 彫刻 葬頭河婆像 遠野町浜峠 昭和59年4月20日
7 遠野市 19 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 大工町 平成2年8月10日
7 遠野市 20 有形 工芸品 山谷観音経筒 小友町山谷 昭和32年7月16日
7 遠野市 21 有形 工芸品 信成堂の版木 東舘町 昭和32年7月16日
7 遠野市 22 有形 工芸品 梵鍾 大工町 昭和60年6月27日
7 遠野市 23 有形 工芸品 銅造菩薩三尊坐像懸仏 綾織町長岡 平成1年5月24日
7 遠野市 24 有形 工芸品 鉄造菩薩坐像懸仏 綾織町長岡 平成1年5月24日
7 遠野市 25 有形 工芸品 鰐口 小友町山谷 平成2年8月10日
7 遠野市 26 有形 工芸品 鰐口 遠野町浜峠 平成2年8月10日

7 遠野市 27 有形 工芸品
鉄板黒漆塗横矧桶側二枚胴紺
糸胸取具足

東舘町 平成3年8月10日

7 遠野市 28 有形 工芸品 太刀 附馬牛町大出 平成3年8月10日
7 遠野市 29 有形 書跡 日蓮真筆曼陀羅 新町 昭和34年3月10日
7 遠野市 30 有形 典籍 明治時代の教科書 東舘町 昭和39年12月18日
7 遠野市 31 有形 典籍 大般若経典 上郷町清水川 昭和63年6月23日
7 遠野市 32 有形 歴史資料 南部利直黒印状 東舘町 昭和59年6月8日

7 遠野市 33 有形 歴史資料
『遠野物語』原稿及び関連資
料

東舘町 平成21年5月27日

7 遠野市 34 有形 歴史資料 『遠野物語』初版本第１号 東舘町 平成21年5月27日

7 遠野市 35 有形 考古資料
金取遺跡出土品（石斧等62
点）

宮守町下宮守 平成14年8月1日

7 遠野市 1 有形民俗 鋳掛用具 東舘町 昭和51年5月20日
7 遠野市 2 有形民俗 早池峰駒形の版木 附馬牛町小林 昭和36年11月25日
7 遠野市 3 有形民俗 蚕祭文 青笹町瀬内 昭和51年5月20日
7 遠野市 4 有形民俗 オシラサマ 小友町下川原 平成3年8月10日
7 遠野市 5 有形民俗 猿曳駒版木 附馬牛町大出 平成5年5月21日
7 遠野市 6 有形民俗 十月仏 宮守町上鱒沢 平成23年7月29日
7 遠野市 1 無形民俗 大出早池峰神楽 昭和51年2月20日
7 遠野市 2 無形民俗 遠野南部流鏑馬 昭和54年2月20日
7 遠野市 3 無形民俗 小友町裸参り 昭和59年4月20日
7 遠野市 4 無形民俗 鱒沢神楽 平成6年3月31日
7 遠野市 5 無形民俗 行山流鹿踊 平成8年12月2日
7 遠野市 6 無形民俗 氷口御祝 平成17年11月30日
7 遠野市 7 無形民俗 綾織しし踊り 平成30年3月23日
7 遠野市 8 無形民俗 鷹鳥屋獅子踊り 平成30年3月23日
7 遠野市 9 無形民俗 山谷獅子踊り 平成30年3月23日
7 遠野市 10 無形民俗 土淵しし踊り 平成30年3月23日
7 遠野市 11 無形民俗 細越獅子踊り 平成30年3月23日
7 遠野市 12 無形民俗 佐比内しし踊り 平成30年3月23日
7 遠野市 1 史跡 久子翠峰の墓 大工町 昭和34年3月10日
7 遠野市 2 史跡 新谷番所跡 小友町荒谷 昭和34年3月10日
7 遠野市 3 史跡 松崎観音の石碑 松崎町下松崎 昭和36年11月25日
7 遠野市 4 史跡 下同心丁桝形 下組町 昭和38年4月26日
7 遠野市 5 史跡 辷田峠一里塚 上郷町辷田峠 昭和38年4月26日
7 遠野市 6 史跡 遠野郷八幡宮馬場 松崎町八幡 昭和56年2月23日
7 遠野市 7 史跡 佐比内鉄鉱山遺跡 上郷町佐比内 昭和58年5月20日

7 遠野市 8 史跡 東禅寺跡
附馬牛町東禅寺
字大寺

平成3年8月10日

7 遠野市 9 史跡 七里塚 宮守町達曽部 平成7年3月10日
7 遠野市 10 史跡 一里塚 宮守町下鱒沢 平成7年3月10日
7 遠野市 11 史跡 金取遺跡 宮守町達曽部 平成16年6月1日
7 遠野市 12 名勝 登坂氏庭園 六日町 平成24年4月27日
7 遠野市 13 天然記念物 植物 田屋の大杉 綾織町上綾織 昭和32年7月16日
7 遠野市 14 天然記念物 地質鉱物 続石 綾織町大畑 昭和34年3月10日

7 遠野市 15 天然記念物 植物 ナラガシワ
松崎町白岩字畑
中

昭和48年12月25日

7 遠野市 16 天然記念物 植物 長泉寺かやの木 宮守町上鱒沢 昭和52年12月20日

7 遠野市 17 天然記念物 動物
大洞二股湿原コバイケソウ等
の植物群落及びモリアオガエ
ル繁殖地

附馬牛町東禅寺
字大洞

昭和56年3月25日

7 遠野市 18 天然記念物 植物 善明寺のイチイ 大工町 昭和58年5月1日
7 遠野市 19 天然記念物 植物 御止の藤 綾織町大久保 昭和58年5月1日
7 遠野市 20 天然記念物 植物 イヌシデ 小友町外山 昭和58年5月1日
7 遠野市 21 天然記念物 植物 イヌザクラ 小友町大黒沢 昭和58年5月1日
7 遠野市 22 天然記念物 植物 サワグルミ 小友町高坪 昭和58年5月1日
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7 遠野市 23 天然記念物 植物 千本カツラ 小友町32地割38 昭和58年5月1日
7 遠野市 24 天然記念物 植物 上禰宣のウッコ 附馬牛町大出 昭和58年5月1日

7 遠野市 25 天然記念物 植物 元駒形神社の杉
附馬牛町上附馬
牛

昭和58年5月1日

7 遠野市 26 天然記念物 植物 又五郎ナシ 松崎町駒木 昭和58年5月1日
7 遠野市 27 天然記念物 植物 コナラ 松崎町宮代 昭和58年5月1日
7 遠野市 28 天然記念物 植物 アカマツ 土淵町厚楽 昭和58年5月1日
7 遠野市 29 天然記念物 植物 爪喰稲荷境内の杉 土淵町栃内 昭和58年5月1日
7 遠野市 30 天然記念物 植物 晴山のイチョウ 青笹町糠前 昭和58年5月1日
7 遠野市 31 天然記念物 植物 クワ 青笹町晴山 昭和58年5月1日
7 遠野市 32 天然記念物 植物 シダレザクラ 青笹町中下 昭和58年5月1日
7 遠野市 33 天然記念物 植物 カヤ 上郷町川原 昭和58年5月1日
7 遠野市 34 天然記念物 植物 下関のエゾエノキ 青笹町下関 昭和59年4月20日
7 遠野市 35 天然記念物 植物 室の木稲荷さんのウッコ 上郷町川原 昭和59年4月20日
7 遠野市 36 天然記念物 植物 天王様のモミの木 土淵町栃内 昭和59年6月8日
7 遠野市 37 天然記念物 植物 土淵町大洞のヤマザクラ 土淵町大洞 昭和59年6月8日
7 遠野市 38 天然記念物 植物 サワラ 附馬牛町東禅寺 昭和61年7月28日

7 遠野市 39 天然記念物 植物
白岩のエドヒガン・イヌザク
ラ寄木

松崎町白岩 昭和62年5月21日

7 遠野市 40 天然記念物 植物 曹源寺のアセビ 上郷町清水川 昭和62年5月21日

7 遠野市 41 天然記念物 動物
仙人峠ニホンウサギコウモリ
繁殖洞穴群

上郷町細越字沓
掛

昭和63年2月26日

7 遠野市 42 天然記念物 植物 宮の目の畑蒔桜 綾織町宮の目 平成2年8月10日
7 遠野市 43 天然記念物 植物 大日山の桜 遠野町 平成9年7月25日
7 遠野市 44 天然記念物 植物 横田城跡のヒガンザクラ 松崎町光興寺 平成9年7月25日
7 遠野市 45 天然記念物 植物 横田城跡のヤマザクラ 松崎町光興寺 平成9年7月25日
7 遠野市 46 天然記念物 植物 附馬牛小学校の松並木 附馬牛町片岸 平成9年7月25日
7 遠野市 47 天然記念物 植物 エドヒガンザクラ 宮守町下鱒沢 平成10年12月22日
7 遠野市 48 天然記念物 植物 常福院のサワラ 附馬牛町東禅寺 平成11年11月26日
7 遠野市 49 天然記念物 植物 エドヒガンザクラ 宮守町上宮守 平成13年3月30日
7 遠野市 50 天然記念物 植物 大木稲荷のトチノキ 土淵町土淵 平成13年6月29日
7 遠野市 51 天然記念物 植物 日枝神社のアカマツ 遠野町 平成15年8月1日
7 遠野市 52 天然記念物 植物 会下家の十王堂のカツラ 遠野町 平成15年8月1日
7 遠野市 53 天然記念物 植物 常福院のサワラ 附馬牛町東禅寺 平成17年3月18日

7 遠野市 54 天然記念物 植物 早池峯神社のサワラ
附馬牛町上附馬
牛

平成24年4月27日

7 遠野市 55 天然記念物 植物 新山神社のヒバ（サワラ） 附馬牛町東禅寺 平成24年4月27日
7 遠野市 56 天然記念物 植物 大森の大谷地 宮守町達曽部 平成25年3月26日
8 一関市 1 有形 建造物 一切経蔵（六角堂） 台町 昭和48年11月3日
8 一関市 2 有形 建造物 山神宮石殿 赤荻 昭和51年6月1日
8 一関市 3 有形 建造物 石室 赤荻 昭和51年6月1日
8 一関市 4 有形 建造物 宝篋印石塔 萩荘 昭和51年6月1日
8 一関市 5 有形 建造物 配志和神社社殿 山目 昭和61年7月1日
8 一関市 6 有形 建造物 五輪石塔 釣山 昭和61年7月1日
8 一関市 7 有形 建造物 五輪石塔 中里 昭和61年7月1日
8 一関市 8 有形 建造物 旧沼田家武家住宅 田村町 平成11年7月1日
8 一関市 9 有形 建造物 日吉神社社殿（三殿一体） 弥栄 平成15年4月1日
8 一関市 10 有形 建造物 月館神社（本殿・拝殿） 花泉町日形 平成2年12月14日
8 一関市 11 有形 建造物 千葉胤秀旧宅 花泉町老松 平成2年12月14日
8 一関市 12 有形 建造物 智拳院道場　附　棟札24枚 花泉町油島 平成17年4月25日
8 一関市 13 有形 建造物 羽黒修験道場 大東町曽慶 昭和58年2月25日
8 一関市 14 有形 建造物 芦家住宅 大東町渋民 平成17年9月2日
8 一関市 15 有形 建造物 林ノ沢観音堂 千厩町奥玉 平成5年2圧24日
8 一関市 1 有形 絵画 釈迦涅槃像図幅 花泉町永井 昭和57年2月15日
8 一関市 2 有形 彫刻 不動明王及び脇仏 厳美町 昭和47年3月25日
8 一関市 3 有形 彫刻 阿弥陀如来及び脇侍像 萩荘 昭和51年6月1日
8 一関市 4 有形 彫刻 金剛力士仁王像 舞川 昭和51年6月1日
8 一関市 5 有形 彫刻 木造不動明王坐像 一釣山 昭和61年7月1日
8 一関市 6 有形 彫刻 伝水月観音立像 花泉町金沢 昭和61年3月28日
8 一関市 7 有形 彫刻 十一面観音立像 大東町渋民 昭和58年2月25日
8 一関市 8 有形 彫刻 木造十一面観音立像 千厩町奥玉 平成5年2月24日
8 一関市 9 有形 彫刻 木造十一面観音立像 千厩町奥玉 平成5年2月24日
8 一関市 10 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 千厩町奥玉 平成5年2月24日
8 一関市 11 有形 彫刻 木造菩薩立像 千厩町奥玉 平成5年2月24日
8 一関市 12 有形 彫刻 石仏三十三観音像 僉山町磐清水 平成12年3月29日
8 一関市 13 有形 彫刻 石造三十三観音 室根町折壁 平成10年12月25日
8 一関市 14 有形 彫刻 木造阿弥陀如来像 川崎町薄衣 平成16年11月1日
8 一関市 15 有形 工芸品 脇差　銘　奥州舞草友長 厳美町 昭和59年6月1日
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8 一関市 16 有形 工芸品
脇差　銘 奥州一関武広安英
文化十四年丁丑二月日　応及
川房幹需以古伝造之

地主町 昭和59年6月1日

8 一関市 17 有形 工芸品
刀　銘 一関士源宗明造　元治
元甲子年八月吉日

大町 昭和59年6月1日

8 一関市 18 有形 工芸品
刀　銘 源宗明作　応八重柏冨
熙需

滝沢 昭和59年6月1日

8 一関市 19 有形 工芸品 先込式火縄銃 真柴 昭和59年6月1日
8 一関市 20 有形 工芸品 先込式火縄銃 青葉 昭和59年6月1日
8 一関市 21 有形 工芸品 先込式火縄銃 萩荘 昭和59年6月1日
8 一関市 22 有形 工芸品 一関藩時の太鼓 真柴 昭和61年7月1日
8 一関市 23 有形 工芸品 太刀　銘　宝寿八月日 厳美町 昭和61年7月1日

8 一関市 24 有形 工芸品
先込式大筒　銘　宗明　金象
眼　銘　雲月

厳美町 昭和61年7月1日

8 一関市 25 有形 工芸品 脇差　銘　宗明 厳美町 昭和61年7月1日
8 一関市 26 有形 工芸品 太刀　銘　一関士宗明 厳美町 昭和61年7月1日
8 一関市 27 有形 工芸品 脇差　銘 兼則 厳美町 昭和61年7月1日
8 一関市 28 有形 工芸品 脇差　銘　明弘 厳美町 昭和61年7月1日
8 一関市 29 有形 工芸品 朱塗海老鞘巻拵および剣 厳美町 昭和62年7月1日
8 一関市 30 有形 工芸品 刀　無銘　伝舞草 厳美町 昭和62年7月1日
8 一関市 31 有形 工芸品 刀　銘　一関士宗明 萩荘 昭和62年7月1日
8 一関市 32 有形 工芸品 紺糸威胴丸具足 厳美町 平成27年7月28日
8 一関市 33 有形 工芸品 脇差　銘　宝寿 厳美町 平成28年7月28日
8 一関市 34 有形 工芸品 太刀　銘　宝寿 厳美町 平成28年7月28日
8 一関市 35 有形 工芸品 太刀　銘　舞草 厳美町 平成28年7月28日
8 一関市 36 有形 工芸品 大原八幡神社の梵鐘 大東町大原 平成11年7月27日
8 一関市 37 有形 工芸品 渋民観音寺の梵鐘 大東町渋民 平成16年6月1日
8 一関市 38 有形 工芸品 馬一字額 大東町大原 平成17年9月2日

8 一関市 39 有形 工芸品
刀　銘 明雲齋盛壽　北村市蔵
之作

千馬町千厩 昭和62年3月24日

8 一関市 40 有形 工芸品 梵鐘 千馬町千厩 昭和62年3月24日
8 一関市 41 有形 工芸品 扁額「圓通」 千厩町奥玉 平成5年2月24日
8 一関市 42 有形 工芸品 鎮護殿額と原書 室根町折壁 昭和55年9月1日
8 一関市 43 有形 工芸品 梵鐘 川崎町門崎 平成16年11月1日
8 一関市 44 有形 書跡 芦東山書謙斎銘並叙 大東町渋民 昭和48年11月3日
8 一関市 45 有形 書跡 小山竹斎五歳の書 大東町沖田 昭和58年2月25日
8 一関市 46 有形 典籍 芦東山書孝経大儀 大手町 昭和48年11月3日
8 一関市 47 有形 典籍 ブリタニカ百科事典 被害者馬町松川 平成14年12月25日
8 一関市 48 有形 古文書 葛西晴信書状 厳美町 平成10年8月10日
8 一関市 49 有形 考古資料 竜沢寺石塔婆 中里 昭和54年4月1日
8 一関市 50 有形 考古資料 石水鉢 字釣山 昭和61年7月1日
8 一関市 51 有形 考古資料 経壺 花泉町永井 昭和51年3月13日
8 一関市 52 有形 考古資料 正中二年阿弥陀種子石塔婆 花泉町老松 昭和57年2月15日

8 一関市 53 有形 考古資料
元応二年金剛界成身会種子曼
荼羅石塔婆

花泉町花泉 昭和57年2月15日

8 一関市 54 有形 考古資料
貞治三年金剛界大日種子石塔
婆

花泉町花泉 昭和57年2月15日

8 一関市 55 有形 考古資料 鹿之畑経壺 花泉町日形 昭和59年7月23日
8 一関市 56 有形 考古資料 金銅製経筒 大東町猿沢 昭和62年5月1日
8 一関市 57 有形 考古資料 蕨手刀 大東町摺沢 昭和62年5月1日
8 一関市 58 有形 考古資料 摺沢八幡神社の鐙 大東町摺沢 平成3年3月1日
8 一関市 59 有形 考古資料 石塔婆（金箔押し） 藤沢町大籠 平成6年6月27日
8 一関市 60 有形 歴史資料 陸奥郡郷考および版木 厳美町 昭和48年11月3日
8 一関市 61 有形 歴史資料 金山板製御本判 厳美町 平成10年8月10日
8 一関市 62 有形 歴史資料 天保二年観音寺算額 赤荻 平成14年8月1日
8 一関市 63 有形 歴史資料 智拳院修験資料 花泉町油島 平成17年4月25日
8 一関市 64 有形 歴史資料 青柳倉記碑 東山町松川 平成元年3月24日
8 一関市 65 有形 歴史資料 和算額 室根町折壁 昭和55年9月1日
8 一関市 66 有形 歴史資料 浪分神社の算額5面 川崎町薄衣 平成23年6月27日
8 一関市 67 有形 歴史資料 芭蕉句碑 藤沢町藤沢 昭和47年3月25日
8 一関市 68 有形 歴史資料 芭蕉句碑 藤沢町大籠 昭和47年3月25日
8 一関市 69 有形 歴史資料 芭蕉句碑 藤沢町大籠 昭和47年3月25日
8 一関市 70 有形 歴史資料 芭蕉句碑 藤沢町保呂羽 昭和47年3月25日
8 一関市 71 有形 歴史資料 芭蕉句碑 藤沢町保呂羽 昭和47年3月25日
8 一関市 72 有形 歴史資料 三好家の甲冑 藤沢町藤沢 平成24年6月29日
8 一関市 73 有形 歴史資料 屋須弘平の遺品 藤沢町藤沢 平成24年6月29日

8 一関市 1 無形
工芸技術
等

東山和紙製造技法 平成元年3月24日

8 一関市 1 有形民俗 吹子 大東町大原 昭和62年5月1日
8 一関市 2 有形民俗 高炉用吹子（水車吹） 大東町中川 平成3年3月1日
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8 一関市 3 有形民俗 道標 千厩町奥玉 昭和58年2月24日
8 一関市 4 有形民俗 道標 千厩町奥玉 昭和58年2月24日
8 一関市 5 有形民俗 道標 千厩町磐清水 平成5年2月24日
8 一関市 6 有形民俗 道標 千厩町磐清水 平成10年8月10日
8 一関市 7 有形民俗 道標 東山町長坂 平成7年7月28日
8 一関市 8 有形民俗 道標 東山町田河津 平成7年7月28日
8 一関市 9 有形民俗 道標 東山町田河津 平成7年7月28日
8 一関市 10 有形民俗 常香盤 台町 昭和54年4月1日

8 一関市 11 有形民俗
奥州三十三所観音霊場札所納
札　附　古文書「奥州順礼
記」

花泉町金沢 昭和61年3月28日

8 一関市 12 有形民俗
奥州三十三所観音巡礼再興納
札

大東町渋民 平成3年3月1日

8 一関市 13 有形民俗 神楽蛇面 萩荘 昭和48年11月3日
8 一関市 14 有形民俗 獅子頭 厳美町 昭和54年4月1日

8 一関市 1 無形民俗
金沢八幡神社大名行列（遷宮
記念行列）

平成7年7月28日

8 一関市 2 無形民俗 瑞山神楽〆切舞 昭和48年11月3日
8 一関市 3 無形民俗 南沢神楽 平成28年7月28日
8 一関市 4 無形民俗 達古袋神楽 平成28年7月28日
8 一関市 5 無形民俗 牧澤神楽 平成28年7月28日
8 一関市 6 無形民俗 蓬田神楽 平成28年7月28日
8 一関市 7 無形民俗 富沢神楽 平成28年7月28日
8 一関市 8 無形民俗 大門神楽 昭和53年3月31日
8 一関市 9 無形民俗 峠山伏神楽 平成6年4月26日
8 一関市 10 無形民俗 折壁鹿踊り 昭和62年6月1日
8 一関市 11 無形民俗 浜横沢神楽 平成2年6月1日
8 一関市 12 無形民俗 本郷神楽 平成28年7月28日
8 一関市 13 無形民俗 増沢神楽 平成28年7月28日
8 一関市 14 無形民俗 下大籠南部神楽 平成28年7月28日
8 一関市 1 史跡 迫街道一里塚 萩荘 昭和54年4月1日
8 一関市 2 史跡 朝日舘 花泉町金沢 昭和51年3月13日
8 一関市 3 史跡 二桜舘 花泉町花泉 昭和51年3月13日
8 一関市 4 史跡 山吹城本丸跡 大東町大原 昭和54年3月20日
8 一関市 5 史跡 七里塚 大東町猿沢 昭和54年3月20日
8 一関市 6 史跡 岩間一里塚 千厩町千厩 昭和60年3月18日
8 一関市 7 史跡 鼠沢七里塚 千厩町小梨 平成2年4月26日
8 一関市 8 史跡 唐梅舘 東山町長坂 平成元年3月24日
8 一関市 9 史跡 菅公夫人の墓 東山町田河津 平成7年7月28日
8 一関市 10 史跡 境塚 東山町田河津 平成7年7月28日
8 一関市 11 史跡 磐井清水 東山町松川 平成7年7月28日
8 一関市 12 史跡 上折壁城跡 室根町矢越 昭和55年9月1日
8 一関市 13 史跡 七日市一里塚 室根町矢越 昭和55年9月1日
8 一関市 14 史跡 金鶏城跡 室根町折壁 昭和55年9月1日
8 一関市 15 史跡 中西一里塚 室根町折壁 昭和55年9月1日
8 一関市 16 史跡 薄衣城址 川崎町薄衣 平成10年7月1日
8 一関市 17 史跡 往還塚 川崎町薄衣 平成16年11月1日
8 一関市 18 史跡 相ノ沢遺物出土包含地 藤沢町黄海 昭和47年3月25日
8 一関市 19 天然記念物 地質鉱物 漣痕化石 藤沢町大籠 昭和42年8月3日
8 一関市 20 天然記念物 植物 配志和神社の夫婦杉 山目 平成3年4月1日
8 一関市 21 天然記念物 植物 配志和神社のモミ林 山目 平成3年4月1日
8 一関市 22 天然記念物 植物 白鳥神社の姥杉 蘭梅町 平成3年4月1日
8 一関市 23 天然記念物 植物 長泉寺のカヤ 萩荘 平成3年4月1日
8 一関市 24 天然記念物 植物 イロハモミジ 萩荘 平成3年10月1日
8 一関市 25 天然記念物 植物 サイカチ 赤荻 平成13年7月1日
8 一関市 26 天然記念物 植物 エドヒガン 厳美町 平成13年7月1日
8 一関市 27 天然記念物 植物 モミ 舞川 平成17年5月1日
8 一関市 28 天然記念物 植物 シラカシ 花泉町油島 平成16年11月25日
8 一関市 29 天然記念物 植物 サイカチ 花泉町永井 平成16年11月25日
8 一関市 30 天然記念物 植物 サイカチ 花泉町金沢 平成16年11月25日
8 一関市 31 天然記念物 植物 シダレグリ 花泉町日形 平成16年11月25日
8 一関市 32 天然記念物 植物 神中の桂 千厩町小梨 昭和55年4月24日
8 一関市 33 天然記念物 植物 種蒔桜 千厩町奥玉 昭和56年3月20日
8 一関市 34 天然記念物 植物 糸ヒバ 千厩町磐清水 昭和56年3月20日
8 一関市 35 天然記念物 植物 宗松寺のモミ 東山町松川 昭和55年4月24日
8 一関市 36 天然記念物 植物 宗松寺の杉並木 東山町松川 昭和55年4月24日
8 一関市 37 天然記念物 植物 紅梅 東山町長坂 昭和55年4月24日
8 一関市 38 天然記念物 植物 シダレヒガン 東山町田河津 昭和55年4月24日
8 一関市 39 天然記念物 植物 双根のモミ 東山町田河津 昭和55年4月24日
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8 一関市 40 天然記念物 植物 イチョウ 東山町田河津 昭和55年4月24日
8 一関市 41 天然記念物 植物 イチョウ 藤沢町黄海 昭和47年3月25日
8 一関市 42 天然記念物 植物 キャラボク 藤沢町大籠 昭和53年11月6日
8 一関市 43 天然記念物 植物 トチノキ 藤沢町大籠 昭和53年11月6日
8 一関市 44 天然記念物 植物 カヤ 藤沢町保呂羽 昭和53年11月6日
8 一関市 45 天然記念物 植物 スギ 藤沢町黄海 昭和53年11月6日
8 一関市 46 天然記念物 植物 スギ 藤沢町黄海 昭和53年11月6日

8 一関市 1
選定保存技
術

音楽・演
劇等

南部神楽（保存技術保持者） 平成11年4月1日

9 陸前高田市 1 有形 建造物 常膳寺観音堂 小友町 平成5年6月1日
9 陸前高田市 2 有形 建造物 閑董院宥健尊師堂 矢作町 平成6年2月10日
9 陸前高田市 1 有形 工芸品 光照寺の梵鐘 高田町 昭和48年3月10日
9 陸前高田市 2 有形 工芸品 金銅装双塔文笈 矢作町 昭和62年12月1日
9 陸前高田市 3 有形 考古資料 金銅製さしなべ 矢作町 平成5年6月1日
9 陸前高田市 4 有形 考古資料 毛抜形蕨手刀 矢作町 平成5年6月1日
9 陸前高田市 5 有形 歴史資料 算額 矢作町 平成5年6月1日
9 陸前高田市 6 有形 考古資料 米谷欣司氏寄贈考古資料 矢作町 平成16年8月24日
9 陸前高田市 7 有形 歴史資料 上長部観音堂の板碑群 気仙町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 8 有形 歴史資料 要害の板碑群 気仙町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 9 有形 歴史資料 戸隠神社の永徳四年板碑 小友町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 10 有形 歴史資料 下壺の勢至菩薩種子板碑 竹駒町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 11 有形 歴史資料 鶴樹神社の海嘯溺死霊供養塔 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 12 有形 歴史資料 明下の招魂供養塔 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 13 有形 歴史資料 大陽の津波溺死紀念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 14 有形 歴史資料 慈恩寺の海嘯招霊碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 15 有形 歴史資料 前花貝の津波関連石碑群 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 16 有形 歴史資料 華蔵寺の津波関連石碑群 小友町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 17 有形 歴史資料 湊の津波関連石碑 気仙町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 18 史跡 広田小学校の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 19 有形 歴史資料 長洞の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 20 有形 歴史資料 後花貝の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 21 有形 歴史資料 泊の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 22 有形 歴史資料 中沢の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 23 有形 歴史資料 根岬の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 24 有形 歴史資料 六ヶ浦の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 25 有形 歴史資料 大陽の津波記念碑 広田町 平成28年4月1日
9 陸前高田市 1 有形民俗 歴史資料 小田家のおしらがみ 矢作町 昭和48年3月1日
9 陸前高田市 1 無形民俗 槻沢剣舞 昭和53年5月27日
9 陸前高田市 2 無形民俗 舞出鹿踊 昭和53年5月27日
9 陸前高田市 3 無形民俗 生出神楽 昭和53年5月27日
9 陸前高田市 4 無形民俗 雪沢田植踊 昭和53年5月27日
9 陸前高田市 5 無形民俗 二日市寅舞 昭和53年5月27日
9 陸前高田市 6 無形民俗 根岬梯子虎舞 昭和53年5月27日
9 陸前高田市 7 無形民俗 長部湊七福神舞 昭和56年6月3日
9 陸前高田市 8 無形民俗 要谷たるこ踊り 昭和56年6月3日
9 陸前高田市 9 無形民俗 三ノ戸剣舞 昭和56年6月3日
9 陸前高田市 10 無形民俗 田束念仏剣舞 平成6年2月10日
9 陸前高田市 11 無形民俗 中平神楽 平成8年6月25日
9 陸前高田市 12 無形民俗 生出鹿踊 平成8年6月25日
9 陸前高田市 13 無形民俗 広田御祝い 平成21年3月26日
9 陸前高田市 14 無形民俗 本宿梯子虎舞 平成21年3月26日
9 陸前高田市 15 無形民俗 新田梯子虎舞 平成21年3月26日
9 陸前高田市 16 無形民俗 槻沢梯子虎舞 平成21年3月26日
9 陸前高田市 1 天然記念物 植物 タラヨウの巨木 矢作町 昭和48年3月1日
9 陸前高田市 2 天然記念物 植物 円城寺の枝垂性トウヒ 矢作町 昭和48年3月1日
9 陸前高田市 3 天然記念物 植物 華蔵寺のモミ 小友町 平成5年6月1日
9 陸前高田市 4 天然記念物 植物 玉御前の石割ケヤキ 竹駒町 平成16年8月24日
10 釜石市 1 有形 建造物 アーチ橋梁（1号橋・2号橋） 甲子町 昭和55年3月28日
10 釜石市 1 有形 彫刻 聖観音銅像 大只越町 昭和45年2月20日

10 釜石市 2 有形 工芸品
脇差　銘　奥刕南部栗林住神
清照

中妻町 昭和53年11月28日

10 釜石市 3 有形 工芸品 槍　銘　奥州南部神清照作 栗林町 昭和53年11月28日
10 釜石市 4 有形 工芸品 懸仏 野田町 昭和53年11月28日
10 釜石市 5 有形 工芸品 細布 大字平田 昭和53年11月28日

10 釜石市 6 有形 工芸品
脇差　銘　應貫洞長章需盛岡
住山内國多以巖鉄造之萬延元
年二月日

上中島町 昭和55年3月28日

10 釜石市 7 有形 工芸品 懸仏 大町 平成10年7月30日
10 釜石市 8 有形 工芸品 懸仏 大渡町 平成10年7月30日
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10 釜石市 9 有形 工芸品 尾崎神社の鋳鉄製宝剣 浜町 平成24年11月28日
10 釜石市 10 有形 工芸品 釜石製鐵所山神社鉄製扁額 桜木町 平成24年11月28日
10 釜石市 11 有形 工芸品 本郷の半鐘 唐丹町 平成24年11月28日
10 釜石市 12 有形 工芸品 尾崎神社鋳鉄製扁額 浜町 平成25年12月24日
10 釜石市 13 有形 工芸品 懸仏鉄造聖観音坐像 甲子町 平成25年12月24日
10 釜石市 14 有形 工芸品 白牛頭天王神社鰐口 橋野町 平成27年3月26日
10 釜石市 15 有形 書跡 制札（天和・明和・捨馬） 栗林町 昭和53年11月28日
10 釜石市 16 有形 書跡 正一位尾崎大明神扁額 浜町 平成10年7月30日

10 釜石市 17 有形 書跡
天照御祖神社奉納額三面（和
歌・狂歌・俳句）

唐丹町 平成22年2月25日

10 釜石市 18 有形 書跡 熊野神社俳句奉納額 唐丹町 平成22年2月25日

10 釜石市 19 有形 古文書
南部領平田村仙台領唐丹村境
絵図

大字平田 昭和53年11月28日

10 釜石市 20 有形 古文書 釜石新道図 大町 昭和53年11月28日
10 釜石市
10 釜石市
10 釜石市 22 有形 考古資料 徳治の碑 大只越町 昭和45年2月20日
10 釜石市 23 有形 歴史資料 嘉遯翁遺愛碑 唐丹町 昭和53年11月28日
10 釜石市 24 有形 歴史資料 大橋磁石岩絵図 野田町 平成18年2月24日

10 釜石市 25 有形 歴史資料
三浦命助関係資料（「三浦命
助獄中記」「三浦命助日記、
同裏書」）

栗林町 平成27年3月26日

10 釜石市 1 有形民俗 オシラサマ（慶長年紀） 箱崎町 昭和53年11月28日
10 釜石市 2 有形民俗 オシラサマ（元和年紀） 箱崎町 昭和53年11月28日
10 釜石市 3 有形民俗 鍛冶神掛図 大只越町 平成18年2月24日
10 釜石市 1 無形民俗 丹内神楽 昭和48年3月27日
10 釜石市 2 無形民俗 常龍山御神楽 昭和55年3月28日
10 釜石市 3 無形民俗 沢田鹿踊 昭和55年3月28日
10 釜石市 4 無形民俗 釜石虎舞（片岸虎舞） 平成10年7月30日
10 釜石市 5 無形民俗 釜石虎舞（両石虎舞） 平成10年7月30日
10 釜石市 6 無形民俗 釜石虎舞（錦町虎舞） 平成10年7月30日
10 釜石市 7 無形民俗 釜石虎舞（尾崎町虎舞） 平成10年7月30日
10 釜石市 8 無形民俗 小川鹿踊 平成24年11月28日
10 釜石市 9 無形民俗 釜石虎舞（鵜住居虎舞） 平成24年11月28日
10 釜石市 10 無形民俗 東前太神楽 平成25年12月24日
10 釜石市 11 無形民俗 本郷伊勢神楽 平成28年4月28日
10 釜石市 12 無形民俗 砂子畑鹿踊 平成29年3月29日
10 釜石市 13 無形民俗 神ノ沢鹿踊 平成28年3月29日
10 釜石市 1 史跡 女坂石の証文 大字釜石 昭和53年11月28日
10 釜石市 2 史跡 児島大梅の句碑 橋野町 昭和53年11月28日
10 釜石市 3 史跡 本郷御番所跡 唐丹町 昭和53年11月28日
10 釜石市 4 史跡 平田御番所跡 大字平田 昭和53年11月28日
10 釜石市 5 史跡 石塚峠の藩境印杭 唐丹町 昭和62年3月27日
10 釜石市 6 史跡 牧庵鞭牛隠居屋敷跡 橋野町 平成1年4月27日
10 釜石市 7 史跡 石塚峠の七里塚 唐丹町 平成7年3月30日
10 釜石市 8 史跡 女坂の一里塚 大字平田 平成7年3月30日
10 釜石市 9 史跡 定内の一里塚 野田町 平成7年3月30日

10 釜石市 10 史跡
釜石鉱山田中製鐵所栗橋分工
場跡

橋野町 平成25年12月24日

10 釜石市 11 名勝 瀧澤神社奥の院と沢桧川 橋野町 平成19年3月29日
10 釜石市 12 天然記念物 植物 和山のシナの木 橋野町 昭和44年8月22日
10 釜石市 13 天然記念物 植物 古里の御神楽スギ 橋野町 昭和44年8月22日
10 釜石市 14 天然記念物 植物 明神かつら 栗林町 昭和48年3月27日
10 釜石市 15 天然記念物 植物 外山のエゾエノキ 鵜住居町 昭和62年3月27日
10 釜石市 16 天然記念物 植物 峠のスギ 大字平田 平成16年1月27日
10 釜石市 17 天然記念物 植物 上栗林のサクラ 栗林町 平成19年3月29日
10 釜石市 18 天然記念物 植物 箱崎神社境内林 箱崎町 平成23年2月24日
11 二戸市 1 有形 建造物 槻蔭舎 福岡 昭和44年5月15日
11 二戸市 2 有形 建造物 稲荷文庫 福岡 昭和44年5月15日

11 二戸市 1 有形 工芸品 蕐籠
浄法寺町御山久
保

昭和51年8月30日

11 二戸市 2 有形 工芸品 懸仏（御正躰）
浄法寺町御山久
保

昭和51年8月30日

11 二戸市 3 有形 工芸品 鉄鰐口
浄法寺町御山久
保

平成2年6月26日

11 二戸市 4 有形 工芸品 銅造阿弥陀三尊立像懸仏
浄法寺町御山久
保

平成4年4月28日

11 二戸市 5 有形 工芸品 天台寺古仏像
浄法寺町御山久
保

平成7年3月24日

昭和53年11月28日21 有形 古文書
文政十三年石応寺境内図及び
幕末ころの釜石湊絵図

大平町
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11 二戸市 6 有形 工芸品 銅鍾
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 7 有形 工芸品 釣灯籠
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 8 有形 工芸品 釣灯籠
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 9 有形 工芸品 釣灯籠
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 10 有形 工芸品 華鬘
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 11 有形 工芸品 華鬘
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 12 有形 工芸品 鑿子
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 13 有形 工芸品 神輿
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 14 有形 工芸品 香炉
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 15 有形 工芸品 半鐘
浄法寺町御山久
保

平成11年3月25日

11 二戸市 16 有形 工芸品 天台寺大絵馬
浄法寺町御山久
保

平成12年4月26日

11 二戸市 17 有形 工芸品 天台寺詩歌額
浄法寺町御山久
保

平成12年4月26日

11 二戸市 18 有形 工芸品 天台寺赤漆前机
浄法寺町御山久
保

平成13年4月25日

11 二戸市 19 有形 工芸品 南部小絵馬
浄法寺町御山久
保

平成3年7月23日

11 二戸市 20 有形 絵画 参り仏掛け軸 似鳥 昭和44年5月15日
11 二戸市 21 有形 絵画 陸奥の土風 福岡 昭和44年5月15日

11 二戸市 22 有形 彫刻 仁王像（阿吽）
浄法寺町御山久
保

昭和51年8月30日

11 二戸市 23 有形 彫刻 獅子頭
浄法寺町御山久
保

昭和51年8月30日

11 二戸市 24 有形 彫刻 獅子頭
浄法寺町御山久
保

昭和51年8月30日

11 二戸市 25 有形 彫刻 如意輪観音像 安比 昭和39年10月31日
11 二戸市 26 有形 彫刻 阿弥陀如来立像 福岡 昭和44年5月15日
11 二戸市 27 有形 彫刻 金剛力士像 下斗米 昭和54年8月30日
11 二戸市 28 有形 彫刻 獅子頭 堀野 昭和44年5月15日
11 二戸市 29 有形 彫刻 獅子頭 下斗米 昭和39年10月31日
11 二戸市 30 有形 彫刻 観音菩薩立像 福岡 昭和61年8月26日
11 二戸市 31 有形 彫刻 観音菩薩立像 福岡 昭和61年8月26日
11 二戸市 32 有形 彫刻 観音菩薩立像 福岡 昭和61年8月26日
11 二戸市 33 有形 彫刻 韋駄天像 福岡 昭和61年8月26日
11 二戸市 34 有形 彫刻 不動明王立像 金田一 昭和2年6月25日
11 二戸市 35 有形 彫刻 伝薬師如来坐像 金田一 昭和2年6月25日
11 二戸市 36 有形 彫刻 観音菩薩坐像 福岡 平成7年10月24日
11 二戸市 37 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 福岡 平成7年10月24日
11 二戸市 38 有形 書跡 南部信直・利直書翰 福岡 昭和44年5月15日
11 二戸市 39 有形 書跡 会輔舎に関する資料 福岡 昭和44年5月15日
11 二戸市 40 有形 書跡 上里板碑 石切所 昭和58年2月23日
11 二戸市 41 有形 書跡 千補陀堂建立碑 福岡 昭和61年8月26日
11 二戸市 42 有形 書跡 観世音菩薩堂宇棟札 上斗米 昭和61年8月26日
11 二戸市 43 有形 書跡 五輪塔 石切所 平成2年3月6日
11 二戸市 44 有形 考古資料 堀野遺跡出土遺物 福岡 昭和39年10月31日

11 二戸市 1 有形民俗 コナサセ道具
浄法寺町御山久
保

平成16年10月21日

11 二戸市 2 有形民俗 子なさせの道具 福岡 平成1年7月1日

11 二戸市 3 有形民俗 田山暦
浄法寺町御山久
保

平成17年12月22日

11 二戸市 1 無形民俗 駒ヶ嶺新山神楽 昭和49年12月14日
11 二戸市 2 無形民俗 漆沢月山神楽 昭和54年4月26日
11 二戸市 3 無形民俗 杉沢えんぶり 昭和57年11月29日
11 二戸市 4 無形民俗 大森大神楽 平成10年5月26日
11 二戸市 5 無形民俗 浄法寺鹿踊 平成10年5月26日
11 二戸市 6 無形民俗 浄法寺七ッ物 平成10年5月26日
11 二戸市 7 無形民俗 呑香稲荷神社神代神楽 昭和38年3月10日
11 二戸市 8 無形民俗 大宮神社山伏神楽 昭和39年10月31日
11 二戸市 9 無形民俗 月山神社山伏神楽 昭和39年10月31日

59



市町村
No.

市町村
種類別
No.

指定の種類 種別 名称 所在地 指定年月日

11 二戸市 10 無形民俗 武内神社神楽 平成7年10月24日
11 二戸市 11 無形民俗 坂本七ッ物 平成7年10月24日
11 二戸市 12 無形民俗 金田一神楽 平成7年10月24日
11 二戸市 13 無形民俗 似鳥神楽 平成7年10月24日
11 二戸市 14 無形民俗 上米沢鹿踊り 平成7年10月24日
11 二戸市 15 無形民俗 深山神社神楽 平成7年10月24日
11 二戸市 16 無形民俗 根森えんぶり 平成7年10月24日
11 二戸市 17 無形民俗 金田一大神楽 平成11年1月27日
11 二戸市 18 無形民俗 福田人形まつり 昭和56年4月1日
11 二戸市 19 無形民俗 中沢虫追まつり 昭和56年4月1日
11 二戸市 1 史跡 堀野遺跡 堀野 昭和39年10月31日
11 二戸市 2 史跡 一里塚 仁左平 昭和39年10月31日
11 二戸市 3 史跡 八戸街道仁左平一里塚 仁左平 昭和39年11月1日
11 二戸市 4 天然記念物 植物 桂 福田 昭和48年4月1日
11 二戸市 5 天然記念物 植物 桂 金田一 昭和48年4月1日
11 二戸市 6 天然記念物 植物 桂 堀野 昭和48年4月1日
11 二戸市 7 天然記念物 植物 銀杏 下斗米 昭和48年4月1日
11 二戸市 8 天然記念物 植物 樅 釜沢 昭和48年4月1日
11 二戸市 9 天然記念物 植物 一位 上斗米 昭和48年4月1日
11 二戸市 10 天然記念物 植物 一位 上斗米 昭和48年4月1日
11 二戸市 11 天然記念物 植物 エド（ヒガン）桜 下斗米 昭和48年4月1日
11 二戸市 12 天然記念物 植物 エド（ヒガン）桜 福岡 昭和48年4月1日
11 二戸市 13 天然記念物 地質鉱物 白鳥川層群 白鳥 平成24年8月31日
12 八幡平市 1 有形民俗 歴史資料 白坂の大鏡 西根寺田 昭和49年7月20日
12 八幡平市 2 有形民俗 歴史資料 七面観世音 西根寺田 昭和49年7月20日
12 八幡平市 3 有形民俗 歴史資料 白坂の棟札 西根寺田 昭和49年7月20日
12 八幡平市 4 有形民俗 歴史資料 木造釈迦如来坐像 西根寺田 昭和53年8月31日
12 八幡平市 5 有形民俗 歴史資料 赤銅版懸仏 西根寺田 昭和53年8月31日
12 八幡平市 6 有形民俗 建造物 土沢の浄屋 帷子 昭和49年7月20日
12 八幡平市 7 有形民俗 考古資料 つぼ及び古銭 西根寺田 昭和60年7月22日
12 八幡平市 8 有形民俗 考古資料 古銭 西根寺田 昭和60年7月22日
12 八幡平市 9 有形民俗 歴史資料 荒屋八幡神社鰐口 荒屋新町 平成2年5月25日
12 八幡平市 10 有形民俗 考古資料 佐比内の山神 佐比内 平成12年1月4日
12 八幡平市 11 有形民俗 考古資料 鉄造菩薩立像懸仏 打田内 平成15年1月31日
12 八幡平市 12 有形民俗 考古資料 兄川山神宮の山神像 兄川 平成26年8月1日
12 八幡平市 13 有形民俗 植物 イチョウ（メス） 松尾寄木 昭和50年10月1日
12 八幡平市 14 有形民俗 植物 イチョウ（メス） 松尾寄木 昭和50年10月1日
12 八幡平市 15 有形民俗 植物 スギ（大双子） 松尾寄木 昭和50年10月1日
12 八幡平市 16 有形民俗 植物 スギ（小単） 松尾寄木 昭和50年10月1日
12 八幡平市 17 有形民俗 植物 サワラ（大） 松尾寄木 昭和50年10月1日
12 八幡平市 18 有形民俗 植物 サワラ（小） 松尾寄木 昭和50年10月1日
12 八幡平市 19 有形民俗 植物 サワラ 松尾 昭和50年10月1日
12 八幡平市 20 有形民俗 歴史資料 山崎一里塚 平舘 昭和49年7月20日
12 八幡平市 21 有形民俗 歴史資料 留ノ沢一里塚 七時雨山 昭和55年1月31日
12 八幡平市 22 有形民俗 歴史資料 七時雨一里塚 高畑 昭和48年2月19日
12 八幡平市 23 有形民俗 歴史資料 荒屋一里塚 清水 昭和48年2月19日
12 八幡平市 24 有形民俗 歴史資料 曲田一里塚 曲田 昭和48年2月19日
12 八幡平市 25 有形民俗 歴史資料 苗代沢一里塚 姥子石 昭和48年2月19日
12 八幡平市 26 有形民俗 考古資料 一字一石供養塚 西根寺田 昭和53年8月31日
12 八幡平市 27 有形民俗 歴史資料 白坂薬師堂跡 昭和53年8月31日
12 八幡平市 28 有形民俗 考古資料 賽の神群 昭和53年8月31日
12 八幡平市 29 有形民俗 歴史資料 苗代沢窯跡 昭和48年2月19日
12 八幡平市 30 有形民俗 歴史資料 殿坂の石碑 昭和46年4月21日
12 八幡平市 1 無形民俗 平笠田植踊 昭和49年7月20日
12 八幡平市 2 無形民俗 土沢浄屋の行事 昭和49年7月20日
12 八幡平市 3 無形民俗 大石平念仏剣舞 昭和56年3月25日
12 八幡平市 4 無形民俗 平笠裸参り 昭和56年3月25日
12 八幡平市 5 無形民俗 野口鹿踊 昭和56年3月25日
12 八幡平市 6 無形民俗 田頭田植踊 昭和59年2月27日
12 八幡平市 7 無形民俗 田頭竹の子舞 昭和60年7月22日
12 八幡平市 8 無形民俗 岩手山神社山伏神楽 平成10年6月29日
12 八幡平市 9 無形民俗 山伏神楽 昭和50年10月11日
12 八幡平市 10 無形民俗 田植え踊り 昭和50年10月11日
12 八幡平市 11 無形民俗 寄木念仏剣舞 昭和50年10月11日
12 八幡平市 12 無形民俗 浅沢神楽 昭和52年4月6日

12 八幡平市 13 無形民俗
小屋の畑田植え踊り並びに南
部手踊り

昭和52年4月6日

12 八幡平市 14 無形民俗 曲田先祓い 昭和52年4月6日
12 八幡平市 15 無形民俗 田山先祓い 昭和52年4月6日
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12 八幡平市 16 無形民俗 折壁日泥先祓い 昭和52年4月6日
12 八幡平市 17 無形民俗 兄川先祓い 昭和52年4月6日
12 八幡平市 18 無形民俗 横間虫追い祭り 平成3年11月12日
13 奥州市 1 有形 建造物 正法寺開山堂・小方丈 水沢黒石町 昭和60年10月16日
13 奥州市 2 有形 建造物 竃神社本殿 前沢古城 昭和61年7月1日
13 奥州市 3 有形 建造物 旧内田家住宅主屋及び門 水沢吉小路 平成2年3月31日
13 奥州市 4 有形 建造物 鎮守府八幡宮本殿・拝殿 水沢佐倉河 平成4年3月31日
13 奥州市 5 有形 建造物 中善蔵 江刺大通り 平成13年5月7日
13 奥州市 1 有形 絵画 絹本竹之図墨絵 前沢 平成6年6月1日
13 奥州市 2 有形 絵画 絹本鷹之図墨絵 前沢 平成6年6月1日
13 奥州市 1 有形 彫刻 木造千手観音立像 前沢生母 昭和48年1月1日

13 奥州市 2 有形 彫刻
木造釈迦如来立像(三沢初子持
仏）　附　厨子、釈迦堂創建
記石板、釈迦堂棟札

前沢
昭和48年12月20日
平成26年11月3日附
けたり追加指定

13 奥州市 3 有形 彫刻 木造十一面観音立像 前沢 昭和49年10月1日
13 奥州市 4 有形 彫刻 金命丸本舗看板 前沢 昭和49年10月1日
13 奥州市 5 有形 彫刻 木造五百羅漢像 前沢 昭和51年3月1日
13 奥州市 6 有形 彫刻 木造僧形坐像外 江刺藤里 昭和56年5月19日
13 奥州市 7 有形 彫刻 木造毘沙門天立像 江刺岩谷堂 昭和56年5月19日
13 奥州市 8 有形 彫刻 木造聖観音立像 江刺岩谷堂 昭和56年5月19日
13 奥州市 9 有形 彫刻 木造十一面観音立像 江刺玉里 昭和56年5月19日
13 奥州市 10 有形 彫刻 獅子頭 江刺梁川 昭和56年5月19日
13 奥州市 11 有形 彫刻 木造神面 江刺田原 昭和56年5月19日
13 奥州市 12 有形 彫刻 木造地蔵菩薩坐像 胆沢小山 昭和57年7月7日
13 奥州市 13 有形 彫刻 銅造蔵王権現像 胆沢小山 昭和57年7月7日
13 奥州市 14 有形 彫刻 木造十一面観音菩薩座像 胆沢若柳 昭和57年7月7日
13 奥州市 15 有形 彫刻 木造山神立像 胆沢若柳 昭和57年7月7日
13 奥州市 16 有形 彫刻 木造孝養太子立像 衣川平 平成1年6月27日
13 奥州市 17 有形 彫刻 木造地蔵菩薩坐像 衣川六道 平成1年6月27日
13 奥州市 18 有形 彫刻 中善観音 江刺岩谷堂 平成12年3月6日
13 奥州市 19 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 前沢 令和元年5月10日
13 奥州市 20 有形 工芸品 銅鐘 水沢羽田町 昭和32年3月30日
13 奥州市 21 有形 工芸品 長胴太鼓（時太鼓） 水沢寺小路 昭和49年4月1日
13 奥州市 22 有形 工芸品 金銅華鬘 水沢黒石町 昭和49年4月1日
13 奥州市 23 有形 工芸品 石灯篭 水沢日高小路 昭和49年4月1日
13 奥州市 24 有形 工芸品 石灯篭 水沢東町 昭和49年4月1日
13 奥州市 25 有形 工芸品 銅鐘 水沢東町 昭和56年3月30日
13 奥州市 26 有形 工芸品 銅鐘 水沢黒石町 昭和56年3月30日
13 奥州市 27 有形 工芸品 金銅阿弥陀如来坐像懸仏 衣川下河内 平成1年6月27日
13 奥州市 28 有形 工芸品 銅鰐口 衣川字山口 平成1年6月27日
13 奥州市 29 有形 工芸品 懸仏 江刺岩谷堂 平成9年8月1日
13 奥州市 30 有形 工芸品 鉦鼓 江刺田原 平成9年8月1日
13 奥州市 31 有形 工芸品 木製供具（華瓶・高坏） 江刺藤里 平成12年3月6日
13 奥州市 32 有形 工芸品 龍文真形鉄湯釜 水沢羽田町 平成17年9月30日
13 奥州市 33 有形 古文書 明善寺文書 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 34 有形 古文書 小山の久保五嶋家文書 胆沢南都田 平成8年12月10日
13 奥州市 35 有形 古文書 若柳の油地千田家文書 胆沢南都田 平成8年12月10日
13 奥州市 36 有形 古文書 若柳の惣之町阿部家文書 胆沢南都田 平成8年12月10日
13 奥州市 37 有形 古文書 新里の中屋敷千田家文書 胆沢南都田 平成13年6月1日

13 奥州市 38 有形 古文書
江刺郡片岡村伊達左兵衛在郷
屋敷絵図

江刺岩谷堂 平成30年11月30日

13 奥州市 39 有形 考古資料 白磁四耳壺 江刺岩谷堂 昭和47年1月25日
13 奥州市 40 有形 考古資料 暗文のある坏型土器 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 41 有形 考古資料 須恵器坏型土器 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 42 有形 考古資料 経壼 江刺岩谷堂 平成12年3月6日
13 奥州市 43 有形 考古資料 須恵器系波状文四耳壺 江刺岩谷堂 平成13年5月7日
13 奥州市 44 有形 歴史資料 比賢館の版木 江刺岩谷堂字 昭和40年3月4日

13 奥州市 45 有形 歴史資料
高野長英獄中角筆詩文（伝爪
書）

水沢中上野町 昭和48年1月1日

13 奥州市 46 有形 歴史資料 シーボルト処方箋 水沢中上野町 昭和48年1月1日
13 奥州市 47 有形 歴史資料 海国兵談（版本） 前沢 昭和48年1月1日
13 奥州市 48 有形 歴史資料 西説医原枢要（版本） 水沢中上野町 昭和48年12月20日
13 奥州市 49 有形 歴史資料 市野々の算額 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 50 有形 歴史資料 化粧坂の算額 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 51 有形 歴史資料 上伊澤元禄絵図 胆沢南都田 昭和61年2月1日

13 奥州市 52 有形 歴史資料
仙台水沢住坂本運治行盛作火
縄銃

水沢東上野町 平成9年1月7日

13 奥州市 53 有形 歴史資料 中善算額 江刺岩谷堂 平成13年5月7日
13 奥州市 54 有形 歴史資料 鳥の鳴聲（和寿禮か多美） 水沢中上野町 平成25年10月30日
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13 奥州市 1 有形民俗 佐倉河東広町のまいりの仏 水沢佐倉河 昭和49年4月1日
13 奥州市 2 有形民俗 船絵馬 江刺愛宕 昭和56年5月19日
13 奥州市 3 有形民俗 恩俗長根の追分石 胆沢小山 昭和57年7月7日
13 奥州市 4 有形民俗 国分の追分石 胆沢南都田 昭和57年7月7日
13 奥州市 5 有形民俗 化粧坂の追分石 胆沢南都田 昭和57年7月7日
13 奥州市 6 有形民俗 堰袋の追分石 胆沢若柳 昭和57年7月7日
13 奥州市 7 有形民俗 供養塚の追分石（馬頭碑） 胆沢若柳 昭和57年7月7日
13 奥州市 8 有形民俗 幅下の追分石 胆沢若柳 昭和57年7月7日

13 奥州市 9 有形民俗
供養塚の追分石（鹿嶋大明
神）

胆沢若柳 昭和57年7月7日

13 奥州市 10 有形民俗 市野々の追分石 胆沢若柳 昭和57年7月7日
13 奥州市 11 有形民俗 館山の板碑(延慶の碑) 江刺館山地 昭和60年2月19日
13 奥州市 12 有形民俗 駒籠の板碑(嘉暦の碑) 江刺岩谷堂 昭和60年2月19日
13 奥州市 13 有形民俗 館山の板碑（康永の碑） 江刺岩谷堂 昭和60年2月19日
13 奥州市 14 有形民俗 七日市の板碑（延文の碑） 江刺広瀬 昭和60年2月19日
13 奥州市 15 有形民俗 柿ノ木の板碑（貞治の碑） 江刺広瀬 昭和60年2月19日
13 奥州市 16 有形民俗 市野々のまいりの仏 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 17 有形民俗 若柳愛宕のまいりの仏 胆沢南都田 昭和61年2月1日
13 奥州市 18 有形民俗 河内の月山神社棟札 衣川下河内 平成1年6月27日
13 奥州市 19 有形民俗 寺田の墨書板碑 衣川上寺田 平成1年6月27日
13 奥州市 20 有形民俗 中萱刈窪のまいりの仏 胆沢南都田 平成10年7月8日
13 奥州市 21 有形民俗 八幡屋敷の八幡社幟 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 22 有形民俗 堰袋の馬頭観世音堂寄進札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 23 有形民俗 森の胆堀神社棟札 胆沢小山 平成13年6月1日
13 奥州市 24 有形民俗 大畑の山王権現社棟札 胆沢小山 平成13年6月1日
13 奥州市 25 有形民俗 長檀の御駒社棟札 胆沢小山 平成13年6月1日
13 奥州市 26 有形民俗 高縁の神明神社棟札・幟 胆沢小山 平成13年6月1日
13 奥州市 27 有形民俗 伊勢堂の伊勢堂棟札・幟 胆沢小山 平成13年6月1日
13 奥州市 28 有形民俗 大袋の不動尊堂棟札 胆沢小山 平成13年6月1日
13 奥州市 29 有形民俗 机地の弁財天堂幟 胆沢南都田 平成13年6月1日
13 奥州市 30 有形民俗 宝蔵山宝寿寺棟札 胆沢南都田 平成13年6月1日
13 奥州市 31 有形民俗 熊野の熊野社棟札 胆沢南都田 平成13年6月1日
13 奥州市 32 有形民俗 下鹿合の子養観音堂棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 33 有形民俗 愛宕の愛宕神社棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 34 有形民俗 観音堂の観音堂棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 35 有形民俗 大町の伊勢堂棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 36 有形民俗 松原の熊野社棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 37 有形民俗 化粧野の三嶋神社棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 38 有形民俗 新中の新山神社棟札 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 39 有形民俗 四季耕作図絵馬 前沢 平成28年2月26日
13 奥州市 40 有形民俗 剣舞道化面 胆沢小山 平成1年12月26日
13 奥州市 41 有形民俗 吉祥院能面 胆沢小山 平成1年12月26日
13 奥州市 42 有形民俗 中沢神楽面 胆沢小山上中沢 平成1年12月26日
13 奥州市 43 有形民俗 山神社剣舞絵馬 胆沢若柳 平成13年6月1日
13 奥州市 1 無形民俗 西沢目大名行列 昭和47年1月25日
13 奥州市 2 無形民俗 やぶさめ 昭和47年1月25日
13 奥州市 3 無形民俗 六日入白山神社献膳の儀 昭和52年8月1日
13 奥州市 4 無形民俗 伊手熊野神社蘇民祭 平成9年8月1日
13 奥州市 5 無形民俗 奥州胆沢北下巾神楽 昭和35年3月28日
13 奥州市 6 無形民俗 福原神楽 昭和35年3月28日
13 奥州市 7 無形民俗 狼ヶ志田神楽 昭和35年11月1日
13 奥州市 8 無形民俗 恩俗神楽 昭和35年11月1日
13 奥州市 9 無形民俗 笹森神楽 昭和35年11月1日
13 奥州市 10 無形民俗 鹿合神楽 昭和35年11月1日
13 奥州市 11 無形民俗 十文字神楽 昭和35年11月1日
13 奥州市 12 無形民俗 前谷地神楽 昭和42年3月1日
13 奥州市 13 無形民俗 社風長京神楽 昭和47年1月25日
13 奥州市 14 無形民俗 小川原流和田神楽 昭和48年11月3日
13 奥州市 15 無形民俗 川内神楽 昭和48年11月3日
13 奥州市 16 無形民俗 岳流学間沢神楽 昭和48年11月3日
13 奥州市 17 無形民俗 佐野向神楽 昭和52年3月31日
13 奥州市 18 無形民俗 川内神楽 昭和53年3月25日
13 奥州市 19 無形民俗 瀬台野神楽 昭和56年3月30日
13 奥州市 20 無形民俗 赤生津神楽 昭和56年7月20日
13 奥州市 21 無形民俗 熊野神楽 昭和56年7月20日
13 奥州市 22 無形民俗 白鳥神楽 昭和56年7月20日
13 奥州市 23 無形民俗 成岡田神楽 昭和56年7月20日
13 奥州市 24 無形民俗 西風神楽 昭和57年7月7日
13 奥州市 25 無形民俗 南下幅熊野権現舞 昭和57年7月7日
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13 奥州市 26 無形民俗 大原神楽 平成7年11月6日
13 奥州市 27 無形民俗 川西獅子舞 平成7年11月6日
13 奥州市 28 無形民俗 川東神楽 平成7年11月6日
13 奥州市 29 無形民俗 歌書神楽 平成17年4月1日

13 奥州市
30 無形民俗 大償齋部流野口家伝栗生沢神

楽
平成17年4月1日

13 奥州市 31 無形民俗 原体神楽 平成17年4月1日

13 奥州市
32 無形民俗 鶯沢神楽（附　今野忠治旧蔵

「神楽本」5冊、「神楽面」2
面）

平成17年9月30日

13 奥州市
33 無形民俗 黒田助獅子舞（附　「獅子

頭」1点、「太鼓」2点）
平成17年9月30日

13 奥州市 34 無形民俗 中田太神楽 平成24年10月31日
13 奥州市 35 無形民俗 小田代神楽 平成28年2月26日
13 奥州市 36 無形民俗 上幅庭田植踊 昭和35年3月28日
13 奥州市 37 無形民俗 都鳥田植踊 昭和35年11月1日
13 奥州市 38 無形民俗 出店田植踊 昭和48年12月7日
13 奥州市 39 無形民俗 元町座敷田植踊 昭和52年3月31日
13 奥州市 40 無形民俗 大原田植踊り 平成7年11月6日
13 奥州市 41 無形民俗 軽石座敷田植踊り 平成17年4月1日
13 奥州市 42 無形民俗 火防祭の「屋台囃」 昭和38年12月24日
13 奥州市 43 無形民俗 伊藤流行山鹿踊 昭和35年3月28日
13 奥州市 44 無形民俗 奥野流富士麓行山鹿踊 昭和35年3月28日
13 奥州市 45 無形民俗 市野々念佛剣舞 昭和35年11月1日
13 奥州市 46 無形民俗 行山流都鳥鹿踊 昭和35年11月1日
13 奥州市 47 無形民俗 化粧坂念佛剣舞 昭和35年11月1日
13 奥州市 48 無形民俗 南下幅念佛剣舞 昭和35年11月1日
13 奥州市 49 無形民俗 新里念佛剣舞 昭和39年11月1日
13 奥州市 50 無形民俗 鹿合念佛剣舞 昭和44年12月23日
13 奥州市 51 無形民俗 奥山行山流内ノ目鹿踊 昭和48年11月3日
13 奥州市 52 無形民俗 奥山行山流増沢鹿踊 昭和48年11月3日
13 奥州市 53 無形民俗 金津流伊手獅子躍 昭和48年11月3日
13 奥州市 54 無形民俗 原躰剣舞 昭和48年11月3日
13 奥州市 55 無形民俗 増沢剣舞 昭和48年11月3日
13 奥州市 56 無形民俗 二の台念佛剣舞 昭和48年12月7日
13 奥州市 57 無形民俗 奥山行上流餅田鹿踊 昭和52年3月31日
13 奥州市 58 無形民俗 池田胴念仏 昭和53年3月25日
13 奥州市 59 無形民俗 大平念仏剣舞 昭和53年3月25日
13 奥州市 60 無形民俗 行山流供養塚鹿踊 昭和57年7月7日
13 奥州市 61 無形民俗 野山田念佛剣舞 昭和57年7月7日
13 奥州市 62 無形民俗 柳田念佛剣舞 昭和57年7月7日
13 奥州市 63 無形民俗 軽石薩摩奴踊 昭和58年3月31日
13 奥州市 64 無形民俗 奥山行山流鴨沢鹿踊 昭和61年4月25日
13 奥州市 65 無形民俗 奥山上山流歌書獅子躍 昭和61年4月25日
13 奥州市 66 無形民俗 行山流角懸鹿躍 昭和61年4月25日
13 奥州市 67 無形民俗 大畑平念佛剣舞 平成1年12月26日
13 奥州市 68 無形民俗 奥山行山流地ノ神鹿踊 昭和52年3月31日
13 奥州市 69 無形民俗 兄和田念佛剣舞 平成17年4月1日
13 奥州市 70 無形民俗 鴨沢念佛剣舞 平成17年4月1日
13 奥州市 71 無形民俗 軽石念佛剣舞 平成17年4月1日
13 奥州市 72 無形民俗 金津流石関獅子躍 平成24年10月31日
13 奥州市 73 無形民俗 金津流野手崎獅子躍 平成24年10月31日
13 奥州市 74 無形民俗 軽石歌舞伎「中村座」 平成17年4月1日

13 奥州市
1 史跡 留守家墓所 水沢日高小路

水沢東町
昭和49年4月1日

13 奥州市 2 史跡 上姉体館跡 水沢姉体町 昭和49年4月1日
13 奥州市 3 史跡 半入豪族屋敷 水沢佐倉河 昭和56年3月30日
13 奥州市 4 史跡 豊田城跡碑 江刺岩谷堂 昭和56年5月19日
13 奥州市 5 史跡 瀬谷子窯跡 江刺稲瀬 昭和56年5月19日
13 奥州市 6 史跡 人首山本の旧盛街道七里塚 江刺米里 昭和56年5月19日

13 奥州市
7 史跡 真城中上野の旧奥州街道一里

塚
水沢真城 昭和63年12月23日

13 奥州市
8 史跡 水沢鋳物発祥の地 水沢羽田町 平成6年6月1日

13 奥州市 9 史跡 若柳堰袋の旧仙北街道一里塚 胆沢若柳 平成7年3月10日

13 奥州市
10 天然記念物

植物
千養寺のカヤ 水沢羽田町字門

下
昭和32年3月30日

13 奥州市 11 天然記念物 植物 日高神社のスギ 水沢日高小路 昭和32年3月30日
13 奥州市 12 天然記念物 植物 大手町のスギ 水沢大手町 昭和47年4月1日
13 奥州市 13 天然記念物 植物 松山寺のイチョウ 衣川女石 昭和48年4月1日
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13 奥州市 14 天然記念物 植物 松山寺のカヤ 衣川女石 昭和48年4月1日
13 奥州市 15 天然記念物 植物 関袋のカヤ 衣川関袋 昭和48年4月1日

13 奥州市
16 天然記念物

植物
並木前のエドヒガン・コナラ
合体木

衣川並木前 昭和48年4月1日

13 奥州市 17 天然記念物 植物 北館のエドヒガン 衣川横道下 昭和48年4月1日
13 奥州市 18 天然記念物 植物 山口のヒノキアスナロ 衣川山口 昭和48年4月1日
13 奥州市 19 天然記念物 植物 後滝の沢のスギとフジ 衣川後滝の沢 昭和48年4月1日
13 奥州市 20 天然記念物 植物 畦畑のスギ 衣川畦畑 昭和48年4月1日
13 奥州市 21 天然記念物 植物 懸田のヒイラギ 衣川懸田 昭和48年4月1日
13 奥州市 22 天然記念物 植物 長田のカヤ 水沢黒石町 昭和49年4月1日
13 奥州市 23 天然記念物 植物 羽田八雲神社のイロハモミジ 水沢羽田町 昭和56年3月30日
13 奥州市 24 天然記念物 植物 向平当のイチイ 江刺米里 昭和56年5月19日
13 奥州市 25 天然記念物 植物 前大畑のイチイ 胆沢小山 昭和57年7月7日

13 奥州市
26 天然記念物

植物
小十文字のサイカチ 胆沢南都田小十

文字
昭和57年7月7日

13 奥州市 27 天然記念物 植物 前大畑のスギ 胆沢小山 昭和57年7月7日

13 奥州市
28 天然記念物

植物
大谷地のヤブツバキ 胆沢小山上大谷

地
昭和57年7月7日

13 奥州市 29 天然記念物 植物 荻の窪のキタゴヨウ 胆沢南都田 昭和57年7月7日
13 奥州市 30 天然記念物 植物 荒谷のイロハモミジ 前沢生母 昭和54年8月1日
13 奥州市 31 天然記念物 植物 太幸邸のウメ 前沢七日町 昭和54年8月1日
13 奥州市 32 天然記念物 植物 土橋のエドヒガン 胆沢若柳 平成1年12月26日
13 奥州市 33 天然記念物 植物 峠のトウゲダケ群落 胆沢小山 平成1年12月26日
13 奥州市 34 天然記念物 植物 鹿合のスギ 胆沢若柳 平成1年12月26日
13 奥州市 35 天然記念物 植物 明善寺のヒヨクヒバ 胆沢若柳 平成1年12月26日
13 奥州市 36 天然記念物 植物 芦ノ随のブナ 胆沢若柳 平成1年12月26日
13 奥州市 37 天然記念物 植物 野崎のヤマトアオダモ 衣川野崎 平成7年11月6日
13 奥州市 38 天然記念物 植物 石ヶ沢のカヤ 衣川石ケ沢 平成7年11月6日
13 奥州市 39 天然記念物 植物 餅転のネズコ 衣川餅転 平成7年11月6日
13 奥州市 40 天然記念物 植物 餅転のスギ 衣川餅転 平成7年11月6日
13 奥州市 41 天然記念物 植物 旧殿のコウヤマキ 衣川西風山 平成7年11月6日
13 奥州市 42 天然記念物 植物 楢原のサルスベリ 衣川楢原 平成7年11月6日
13 奥州市 43 天然記念物 植物 真打のミチノクナシ 衣川真打 平成7年11月6日
13 奥州市 44 天然記念物 植物 楢原のヤマボウシ 衣川楢原 平成7年11月6日
13 奥州市 45 天然記念物 植物 山岸のイチョウ 衣川山岸 平成11年11月1日
13 奥州市 46 天然記念物 植物 古舘のエドヒガン 衣川古館 平成11年11月1日
13 奥州市 47 天然記念物 植物 古戸のサワラ 衣川古戸 平成11年11月1日
13 奥州市 48 天然記念物 植物 増沢のエゾイタヤ 衣川増沢 平成14年8月1日
13 奥州市 49 天然記念物 植物 梁川のエドヒガン（種蒔桜） 江刺梁川 平成24年3月30日
13 奥州市 50 天然記念物 植物 秋葉神社のスギ 江刺伊手 平成26年11月3日
13 奥州市 51 天然記念物 植物 戸隠神社のスギ 江刺伊手 平成26年11月3日
13 奥州市 52 天然記念物 地質鉱物 袖山の輝石安山岩柱状節理 江刺岩谷堂 昭和48年11月3日
14 雫石町 1 有形 工芸品 鉄造神形座像懸仏 上野 平成6年7月1日
14 雫石町 2 有形 工芸品 金剛如来座像懸仏 西安庭 平成6年7月1日
14 雫石町 3 有形 工芸品 金剛独尊座像懸仏 西安庭 平成6年7月1日

14 雫石町 4 有形 歴史資料
旧秋田街道国見峠の盛岡領境
の石標

御明神竜川山 平成30年6月20日

14 雫石町 5 有形 歴史資料
旧秋田街道長山街道分岐の道
路指導標

仁佐瀬 平成30年6月20日

14 雫石町 1 無形民俗 葛根田田植踊 昭和42年5月20日
14 雫石町 2 無形民俗 山祇神楽 昭和42年5月20日
14 雫石町 3 無形民俗 篠川原剣舞 昭和49年1月22日
14 雫石町 4 無形民俗 西根念仏剣舞 昭和61年4月11日
14 雫石町 5 無形民俗 安庭あやつり人形 平成10年11月23日
14 雫石町 6 無形民俗 上長山角力甚句 平成10年11月23日
14 雫石町 7 無形民俗 雫石のどどさい節 平成10年11月23日
14 雫石町 8 無形民俗 雫石の男よしゃれ 平成10年11月23日
14 雫石町 9 無形民俗 南部雫石茶屋ふくし 平成19年4月3日
14 雫石町 10 無形民俗 雫石よしゃれ 平成22年3月4日
14 雫石町 11 無形民俗 雫石裸参り 平成30年2月20日
14 雫石町 1 天然記念物 動物 チョウセンアカシジミ 内 平成1年7月21日
14 雫石町 2 天然記念物 植物 山祇神社の姥杉 南畑 平成6年7月1日
14 雫石町 3 天然記念物 植物 多賀神社の姥木 御明神 平成6年7月1日
14 雫石町 4 天然記念物 植物 七ツ田の弘法桜 長山 平成6年7月1日
14 雫石町 5 天然記念物 植物 雫石神社の杉 西根 平成6年7月1日
14 雫石町 6 天然記念物 植物 横欠のからかさ松 上野 平成17年3月4日
14 雫石町 7 天然記念物 植物 岩手山神社の夫婦杉 長山頭無野 平成24年3月1日

14 雫石町 1
選定保存技
術

雫石亀甲織 平成17年3月4日
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15 葛巻町 1 有形 建造物 馬渕神社 江刈 平成14年4月1日
15 葛巻町 1 有形 歴史資料 芭蕉句碑 葛巻 昭和50年9月1日
15 葛巻町 2 有形 歴史資料 庚申塔 葛巻 昭和50年9月1日
15 葛巻町 3 有形 工芸品 鉄造異形神像懸仏 葛巻 昭和62年7月21日
15 葛巻町 4 有形 彫刻 十王像 田部 昭和62年7月21日
15 葛巻町 5 有形 工芸品 銅菊花双雀鏡 江刈 平成14年4月1日
15 葛巻町 6 有形 工芸品 銅若松散双鶴鏡 江刈 平成14年4月1日
15 葛巻町 7 有形 工芸品 金銅如来座像懸仏 平成14年4月1日
15 葛巻町 8 有形 工芸品 牛方道中絵馬 平成14年4月1日
15 葛巻町 9 有形 樹跳馬図 江刈 平成14年4月1日
15 葛巻町 1 有形民俗 奉掛絵馬一疋 江刈 昭和50年9月1日
15 葛巻町 2 有形民俗 笛吹走牛の奉額 江刈 昭和50年9月1日
15 葛巻町 3 有形民俗 奉掛御宝前 江刈 昭和50年9月1日
15 葛巻町 4 有形民俗 彫刻 八幡大菩薩 江刈 昭和54年7月5日
15 葛巻町 5 有形民俗 歴史資料 五輪塔 江刈 平成14年4月1日
15 葛巻町 6 有形民俗 歴史資料 宝篋印塔 田部 平成14年4月1日
15 葛巻町 7 有形民俗 歴史資料 眞龍山平船寺棟札 葛巻 平成23年2月1日
15 葛巻町 1 天然記念物 植物 一本松 江刈 昭和62年7月21日
15 葛巻町 2 天然記念物 植物 三本松 江刈 昭和62年7月21日
15 葛巻町 3 天然記念物 植物 いちい 江刈 昭和62年7月21日
15 葛巻町 4 天然記念物 植物 もみ 江刈 昭和62年7月21日
15 葛巻町 5 天然記念物 植物 さかさかつら 葛巻 昭和62年7月21日
15 葛巻町 6 天然記念物 植物 賀美の槻 葛巻 昭和50年9月1日
15 葛巻町 7 天然記念物 植物 イチョウ 葛巻 昭和57年4月10日
15 葛巻町 8 天然記念物 植物 キタゴヨウ 江刈 昭和57年4月10日
15 葛巻町 9 天然記念物 植物 スギ 田部 昭和57年4月10日
15 葛巻町 10 天然記念物 植物 イチョウ 田部 昭和57年4月10日
15 葛巻町 11 天然記念物 植物 オンコ 田部 昭和57年4月10日
15 葛巻町 12 天然記念物 植物 イヌブナ 田部 平成4年7月1日
15 葛巻町 13 天然記念物 植物 上人の松 葛巻 平成14年4月1日
15 葛巻町 14 天然記念物 植物 岩嚙みの槻 葛巻 平成14年4月1日
15 葛巻町 15 天然記念物 植物 チリメンカエデ 葛巻 平成14年4月1日
15 葛巻町 16 名勝 七滝 田部 平成4年7月1日
16 岩手町 1 有形 建造物 御堂観音 御堂 昭和47年8月1日
16 岩手町 2 有形 建造物 秋浦浄屋 川口 昭和59年4月14日
16 岩手町 1 無形民俗 川口神楽 平成21年4月1日
16 岩手町 2 無形民俗 黒内田植踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 3 無形民俗 五日市獅子踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 4 無形民俗 沼宮内七ッ踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 5 無形民俗 浮島念仏剣舞 平成21年4月1日
16 岩手町 6 無形民俗 秋浦大名行列 平成21年4月1日
16 岩手町 7 無形民俗 川口きつね踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 8 無形民俗 沼宮内駒踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 9 無形民俗 北上川清流太鼓 平成21年4月1日
16 岩手町 10 無形民俗 沼宮内甚句踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 11 無形民俗 南山形さんさ踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 12 無形民俗 一方井ヤンサカ踊り 平成21年4月1日
16 岩手町 13 無形民俗 一方井七ッ踊 平成25年4月1日
16 岩手町 14 無形民俗 岩瀬張長者の山 平成29年4月1日
16 岩手町 15 無形民俗 北山形しっしどかっか 平成31年4月1日
16 岩手町 1 史跡 豊岡遺跡 久保 昭和39年7月1日
16 岩手町 2 天然記念物 植物 子抱の一本杉 子抱 平成27年4月1日

17 滝沢市 1 有形 考古資料
大釜館遺跡７号溝跡出土土器
19点

湯舟沢 平成22年3月29日

17 滝沢市 2 有形 考古資料 足形付土版 湯舟沢 平成25年7月30日
17 滝沢市 3 有形 考古資料 人体文付深鉢 湯舟沢 平成25年7月30日
17 滝沢市 1 無形民俗 川前神楽 昭和52年12月10日
17 滝沢市 2 無形民俗 滝沢駒踊り 昭和59年6月19日
17 滝沢市 3 無形民俗 大沢田植踊り 昭和61年7月26日
17 滝沢市 1 史跡 八幡館山遺跡 大釜白山 平成22年3月29日
17 滝沢市 2 史跡 餓死供養塔 鵜飼狐洞 昭和42年3月1日
17 滝沢市 3 史跡 追分けの碑 巣子 昭和54年10月1日
17 滝沢市 4 史跡 鹿角街道菊塚一里塚 巣子 昭和56年5月28日
17 滝沢市 5 天然記念物 植物 春子谷地湿原植物群落 岩手山 昭和44年4月26日
17 滝沢市 6 天然記念物 植物 田村神社のスギ・カツラ 篠木上篠木 昭和42年3月1日
17 滝沢市 7 天然記念物 植物 角掛神社の五龍のフジ 湯舟沢 昭和53年10月2日

17 滝沢市 8 天然記念物 植物
山神神社のスギ・クリ・ベニ
イタヤ

鵜飼姥屋敷 昭和54年4月18日

17 滝沢市 9 天然記念物 動物 チョウセンアカシジミ 巣子 昭和62年6月30日
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18 紫波町 1 有形 建造物 志和稲荷内宮殿 升沢 昭和50年3月25日
18 紫波町 2 有形 建造物 旧紫波郡役所庁舎 日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 3 有形 建造物 武田家住宅 上松本 平成3年4月1日
18 紫波町 1 有形 絵画 青麻金胎両界曼荼羅 遠山 昭和50年3月25日
18 紫波町 2 有形 絵画 志和稲荷木版本地仏懸仏 升沢 昭和50年3月25日

18 紫波町 3 有形 彫刻
古町山貞治五年伝薬師如来塑
像

片寄 昭和50年3月25日

18 紫波町 4 有形 彫刻 木造不動明王座像 土舘 昭和54年11月19日
18 紫波町 5 有形 彫刻 木造金剛界大日如来像 二日町 昭和54年11月19日
18 紫波町 6 有形 彫刻 木造地蔵菩薩半跏像 二日町 昭和54年11月19日
18 紫波町 7 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 片寄 昭和56年4月24日
18 紫波町 8 有形 彫刻 木造准胝観世音菩薩座像 土舘 昭和58年3月1日
18 紫波町 9 有形 工芸品 京都鍵屋小野家仏壇一式 二日町 昭和50年3月25日
18 紫波町 10 有形 工芸品 六十二間筋兜 北日詰 昭和54年11月19日
18 紫波町 11 有形 工芸品 正音寺銅鐘 遠山 昭和54年11月19日
18 紫波町 12 有形 工芸品 新山神社常滑三筋壺 盛岡市上田 昭和54年11月19日
18 紫波町 13 有形 工芸品 新山神社銅秋草双雀鏡 盛岡市上田 昭和54年11月19日
18 紫波町 14 有形 工芸品 鋳造千手観世音菩薩座像 南日詰 昭和56年4月24日
18 紫波町 15 有形 工芸品 樺糸威畳胴具足 北日詰 昭和61年3月28日

18 紫波町 16 有形 書跡
志和稲荷建暦二年写経・般若
波羅密多経

升沢 昭和50年3月25日

18 紫波町 17 有形 古文書 志和稲荷南部利直黒印状 升沢 昭和50年3月25日
18 紫波町 18 有形 古文書 志和八幡南部利直黒印状 上平沢 昭和50年3月25日
18 紫波町 19 有形 古文書 源秀院殿自筆稿 北日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 20 有形 古文書 南部利直黒印状等三筆掛軸 北日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 21 有形 古文書 足利直義教書 北日詰 昭和54年11月19日
18 紫波町 22 有形 歴史資料 志和稲荷天正十六年棟札 升沢 昭和50年3月25日
18 紫波町 23 有形 考古資料 南日詰乾元二年碑 南日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 24 有形 考古資料 犬渕暦応四年碑 犬渕 昭和50年3月25日
18 紫波町 25 有形 考古資料 二日町嘉元三年碑 二日町 昭和50年3月25日
18 紫波町 26 有形 考古資料 東長岡永仁三年碑 東長岡 昭和50年3月25日
18 紫波町 27 有形 考古資料 箱清水石卒都婆群 南日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 28 有形 考古資料 赤沢石卒都婆群 赤沢 昭和50年3月25日
18 紫波町 29 有形 考古資料 金田石卒都婆群 土舘 昭和50年3月25日
18 紫波町 30 有形 考古資料 下松本二ツ屋五輪塔 下松本 昭和50年3月25日
18 紫波町 31 有形 考古資料 大日堂五輪泥塔 北日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 32 有形 考古資料 キリシタン墓碑 佐比内 平成元年12月15日
18 紫波町 1 有形民俗 陣羽織
18 紫波町 1 無形民俗 彦部田植踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 2 無形民俗 遠山田植踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 3 無形民俗 南日詰大神楽 昭和50年3月25日
18 紫波町 4 無形民俗 沢田大神楽 昭和50年3月25日
18 紫波町 5 無形民俗 赤沢神楽 昭和50年3月25日
18 紫波町 6 無形民俗 紫野鹿踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 7 無形民俗 宮手鹿踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 8 無形民俗 二日町鹿踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 9 無形民俗 平沢鹿踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 10 無形民俗 四ッ堰鹿踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 11 無形民俗 蔭沼奴踊 昭和50年3月25日
18 紫波町 12 無形民俗 彦部大神楽 昭和54年11月19日
18 紫波町 13 無形民俗 岡田田植踊 昭和54年11月19日
18 紫波町 14 無形民俗 船久保さんさ踊 昭和54年11月19日
18 紫波町 15 無形民俗 中陣大神楽 昭和54年11月19日
18 紫波町 16 無形民俗 星山神楽 平成14年10月29日
18 紫波町 17 無形民俗 櫻町田植踊 平成14年10月29日
18 紫波町 18 無形民俗 権現堂さんさ踊り 平成14年10月29日
18 紫波町 19 無形民俗 日詰かじ町さんさ踊り 平成24年5月23日
18 紫波町 1 史跡 善知鳥館跡 南日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 2 史跡 樋爪館跡 南日詰 昭和50年3月25日
18 紫波町 3 史跡 高水寺城跡 二日町 昭和50年3月25日
18 紫波町 4 史跡 片寄城跡 片寄 昭和50年3月25日
18 紫波町 5 史跡 長岡城跡 西長岡 昭和50年3月25日
18 紫波町 6 史跡 大巻館跡 大巻 昭和50年3月25日
18 紫波町 7 史跡 佐比内城跡 佐比内 昭和50年3月25日
18 紫波町 8 史跡 陣ヶ岡陣営跡 宮手 昭和50年3月25日
18 紫波町 9 史跡 志和稲荷街道跡 上松本 昭和50年3月25日
18 紫波町 10 史跡 安倍道跡 土館 昭和50年3月25日
18 紫波町 11 史跡 鎌倉街道跡 片寄 昭和50年3月25日
18 紫波町 12 史跡 木戸脇一里塚 赤沢 昭和50年3月25日
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18 紫波町 13 史跡 土舘新山寺跡 土館 昭和50年3月25日
18 紫波町 14 史跡 土舘源勝寺跡 土館 昭和50年3月25日
18 紫波町 15 史跡 是信房墓所 彦部 平成元年12月25日
18 紫波町 16 天然記念物 植物 御神明のカツラ 佐比内 昭和50年3月25日
18 紫波町 17 天然記念物 植物 大峯のカリン 大巻 昭和50年3月25日
18 紫波町 18 天然記念物 植物 サワラ 山屋 昭和50年3月25日
18 紫波町 19 天然記念物 植物 ナラカシワ 東長岡 昭和50年3月25日
18 紫波町 20 天然記念物 植物 ケヤキ群 二日町 昭和50年3月25日
18 紫波町 21 天然記念物 植物 志和稲荷の大スギ群 升沢 昭和50年3月25日
18 紫波町 22 天然記念物 植物 シダレザクラ 片寄 昭和50年3月25日
18 紫波町 23 天然記念物 植物 モウソウダケの群落 片寄 昭和50年3月25日
18 紫波町 24 天然記念物 植物 シラカシ 片寄 昭和50年3月25日
18 紫波町 25 天然記念物 植物 南面のサクラ ・ ヒガンザクラ群桜町 昭和50年3月25日
18 紫波町 26 天然記念物 植物 ケヤキ 二日町 昭和54年11月19日
18 紫波町 27 天然記念物 植物 イチイ 大巻 昭和54年11月19日
18 紫波町 28 天然記念物 植物 アサダ 山屋 昭和54年11月19日
18 紫波町 29 天然記念物 植物 カシワ 上松本 昭和54年11月19日
18 紫波町 30 天然記念物 植物 ツバキ 上松本 昭和57年5月7日
18 紫波町 31 天然記念物 植物 シダレアカマツ 南伝法寺 昭和57年5月7日
18 紫波町 32 天然記念物 植物 スギ群 小屋敷 昭和57年5月7日
19 矢巾町 1 有形 建造物 佐々木家曲家 大字西徳田 昭和61年1月27日
19 矢巾町 1 有形 歴史資料 石清水不動明王像 大字石清水 昭和54年9月17日
19 矢巾町 2 有形 歴史資料 昆家の石塔婆 大字高田 昭和54年9月17日
19 矢巾町 3 有形 工芸品 刀 大字太田 昭和62年5月1日
19 矢巾町 4 有形 工芸品 金銅千手観音菩薩座像懸仏 大字煙山 昭和62年5月1日

19 矢巾町 1 有形民俗 絵画

石清水不動尊堂奉納額
①消火絵馬額（い組出初式盛
岡八幡宮出立の図）
②消火絵馬額（いろは組明治
橋はしご乗り図）
③消火絵馬額（高水寺村はし
ご乗りの図）
④消火絵馬額（け組はしご乗
り図）
⑤算額

大字石清水 平成7年1月20日

19 矢巾町 2 有形民俗 工芸品 鉄造菩薩座像懸仏 大字北伝法寺 平成7年7月3日
19 矢巾町 3 有形民俗 書跡 まいりのほとけ 大字白沢 平成7年7月3日
19 矢巾町 1 無形民俗 耳取獅子踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 2 無形民俗 矢次獅子踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 3 無形民俗 徳丹獅子踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 4 無形民俗 煙山鹿踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 5 無形民俗 室岡獅子踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 6 無形民俗 煙山田植踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 7 無形民俗 広宮沢田植踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 8 無形民俗 矢次剣舞 昭和54年9月17日
19 矢巾町 9 無形民俗 高田念仏剣舞 昭和54年9月17日
19 矢巾町 10 無形民俗 白沢神楽 昭和54年9月17日
19 矢巾町 11 無形民俗 南矢幅さんさ踊 昭和54年9月17日
19 矢巾町 12 無形民俗 広宮沢念仏剣舞 昭和58年1月11日
19 矢巾町 13 無形民俗 白沢さんさ踊 昭和58年1月11日
19 矢巾町 14 無形民俗 下赤林さんさ踊 昭和58年1月11日
19 矢巾町 15 無形民俗 高田さんさ踊 昭和61年5月1日
19 矢巾町 16 無形民俗 桜屋獅子踊 昭和61年5月1日
19 矢巾町 17 無形民俗 舘前南部七軒丁大神楽 平成3年8月20日
19 矢巾町 18 無形民俗 西徳田伝承さんさ踊 平成16年3月23日
19 矢巾町 19 無形民俗 北郡山さんさ踊り 平成30年8月6日
19 矢巾町 1 史跡 赤林一里塚跡 大字赤林 昭和54年9月17日
19 矢巾町 2 史跡 和味一里塚跡 大字和味 昭和54年9月17日
19 矢巾町 3 史跡 石清水館跡 大字岩清水 昭和54年9月17日
19 矢巾町 4 史跡 煙山館跡 大字煙山 昭和54年9月17日
19 矢巾町 5 史跡 釈迦堂跡 大字北伝法寺 昭和54年9月17日
19 矢巾町 6 史跡 伝法寺館跡 大字北伝法寺 平成7年10月2日
19 矢巾町 7 天然記念物 植物 森のトチの木 大字白沢 昭和54年9月17日
19 矢巾町 8 天然記念物 植物 本浄寺のスギ 大字室岡 昭和54年9月17日
19 矢巾町 9 天然記念物 植物 白沢のハコネウツギ 大字白沢 昭和54年9月17日
19 矢巾町 10 天然記念物 植物 白沢のイチイ 大字白沢 昭和54年9月17日
19 矢巾町 11 天然記念物 植物 和味のイチイ 大字和味 昭和54年9月17日
19 矢巾町 12 天然記念物 植物 和山のハコネウツギ 大字広宮沢 昭和54年9月17日
19 矢巾町 13 天然記念物 植物 小白沢のヤマクワ群 大字和味 平成8年8月1日
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20 西和賀町 1 有形 絵画 頂相の図 沢内 昭和44年12月15日
20 西和賀町 2 有形 絵画 阿弥陀如来像 沢内 昭和44年12月15日

20 西和賀町 3 有形 歴史資料
沢内通唐傘連判書（カラカサ
連判書）

上野々 昭和55年1月9日

20 西和賀町 4 有形 歴史資料 沢内年代記（巣郷本） 上野々 昭和55年1月9日
20 西和賀町 5 有形 彫刻 孫作地蔵尊 杉名畑 昭和56年9月3日
20 西和賀町 6 有形 歴史資料 明治4年湯田村大絵図 上野々 昭和60年6月21日
20 西和賀町 1 無形民俗 坂本神楽 昭和44年12月15日
20 西和賀町 2 無形民俗 川舟田植踊 昭和44年12月15日
20 西和賀町 3 無形民俗 長松垢離とり（山神祭） 昭和57年12月14日
20 西和賀町 4 無形民俗 白木野人形送り（厄払い祭） 昭和57年12月14日
20 西和賀町 5 無形民俗 湯本鬼剣舞 平成4年5月8日
20 西和賀町 6 無形民俗 新町舟っこ流し 平成20年4月1日
20 西和賀町 1 史跡 ストーンサークル 内の沢 昭和44年12月15日
20 西和賀町 2 史跡 一字一石供養塔 太田 昭和44年12月15日
20 西和賀町 3 史跡 典膳館跡 新町 昭和44年12月15日
20 西和賀町 4 史跡 八幡館跡 太田 平成2年6月15日
20 西和賀町 5 史跡 草木供養経 七内 昭和55年7月1日
20 西和賀町 6 史跡 高下一里塚 川舟 昭和44年12月15日
20 西和賀町 7 史跡 峠山一里塚 垰山 昭和51年4月1日
20 西和賀町 8 史跡 芳ヶ沢一里塚 芳ヶ沢 昭和51年4月1日
20 西和賀町 9 史跡 豊沢一里塚 樺沢 昭和51年4月1日
20 西和賀町 10 天然記念物 植物 大銀杏 太田 昭和44年12月15日
20 西和賀町 11 天然記念物 植物 柏槙 貝沢 昭和44年12月15日
20 西和賀町 12 天然記念物 植物 ミズバショウ 蛭山～鍵沢 昭和55年7月1日
20 西和賀町 13 天然記念物 植物 泉沢の一本杉 泉沢 昭和57年4月1日
20 西和賀町 14 天然記念物 植物 沢内の雪つばき 太田 昭和57年4月1日
20 西和賀町 15 天然記念物 植物 越中畑沢口神社の大杉 越中畑 平成9年7月17日
20 西和賀町 16 天然記念物 植物 左草のナツツバキ 左草 平成9年7月17日

20 西和賀町 17 天然記念物 植物
越中畑のサクラバハンノキ群
落

越中畑 平成9年9月19日

20 西和賀町 18 天然記念物 植物 シダレザクラ（新町） 鍵沢 平成13年2月27日
20 西和賀町 19 天然記念物 植物 シダレザクラ（鍵沢） 新町 平成13年2月27日
20 西和賀町 20 天然記念物 地質鉱物 川舟断層 若畑～川舟 平成13年2月27日
20 西和賀町 21 天然記念物 植物 峰桜 貝沢 平成15年7月25日
20 西和賀町 22 名勝 弁天島 猿橋 昭和44年12月15日
20 西和賀町 23 名勝 七ツ釜 飯豊 昭和44年12月15日
21 金ケ崎町 1 有形 建造物 四脚門 西根 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 2 有形 建造物 奉米菩薩供養碑 永沢 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 3 有形 建造物 片平丁・旧大沼家侍住宅 西根 平成14年7月1日
21 金ケ崎町 4 有形 建造物 片平丁・旧大沼家侍住宅 馬屋 西根 平成14年7月1日
21 金ケ崎町 5 有形 建造物 土合丁・旧大沼家侍住宅 西根 平成21年12月16日
21 金ケ崎町 1 有形 彫刻 伝聖観世音菩薩像 永沢 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 2 有形 彫刻 聖観世音菩薩坐像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 3 有形 彫刻 文殊菩薩坐像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 4 有形 彫刻 普賢菩薩坐像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 5 有形 彫刻 達磨大使坐像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 6 有形 彫刻 大権修理菩薩倚像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 7 有形 彫刻 道叟道愛禅師坐像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 8 有形 彫刻 浴室跋陀婆羅立像 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 9 有形 書跡 中西流算術免許状 西根 昭和47年7月20日

21 金ケ崎町 10 有形 書跡
陸奥胆沢郡須輪神社法楽八景
和歌

西根 昭和47年7月20日

21 金ケ崎町 11 有形 古文書 大谷吉継禁制 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 12 有形 典籍 正法眼蔵（写本） 永栄 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 13 有形 歴史資料 報恩山永徳寺梵鐘 永栄 平成20年4月5日
21 金ケ崎町 14 有形 歴史資料 瑞花双鳳八稜鏡 西根 平成23年12月20日

21 金ケ崎町 15 有形 歴史資料
鳥海柵遺跡第18次調査 SI01竪
穴建物跡出土品遺物3点

西根 平成23年12月21日

21 金ケ崎町 1 無形民俗 平泉流細野念仏剣舞 昭和44年11月1日
21 金ケ崎町 2 無形民俗 川目鬼剣舞 昭和44年11月1日
21 金ケ崎町 3 無形民俗 永徳寺鬼剣舞 昭和44年11月1日
21 金ケ崎町 4 無形民俗 長志田念仏鬼剣舞 昭和44年11月1日
21 金ケ崎町 5 無形民俗 百岡毘沙門神楽 昭和44年11月1日
21 金ケ崎町 6 無形民俗 三ケ尻神楽 昭和44年11月1日
21 金ケ崎町 7 無形民俗 三ケ尻座敷田植踊 昭和45年11月1日
21 金ケ崎町 8 無形民俗 横道座敷田植踊 昭和45年11月1日
21 金ケ崎町 9 無形民俗 西根甚句踊 昭和45年11月1日
21 金ケ崎町 10 無形民俗 六原鬼剣舞 昭和45年11月12日
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21 金ケ崎町 11 無形民俗 坂水庭田植踊 昭和47年6月1日
21 金ケ崎町 12 無形民俗 奥野流富士麓行山北方鹿踊 昭和53年10月17日
21 金ケ崎町 13 無形民俗 富士麓行山細野鹿踊 昭和63年5月30日
21 金ケ崎町 14 無形民俗 三ケ尻甚句踊 平成19年12月23日
21 金ケ崎町 1 史跡 奥州道中一里塚 三ケ尻 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 2 史跡 観音寺廃寺跡 永岡 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 3 史跡 永照寺正寿院廃寺跡 永岡 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 4 史跡 大林城跡 永岡 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 5 史跡 金ケ崎城跡 街 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 6 史跡 丸子館跡 三ケ尻 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 7 史跡 十三本塚 三ケ尻 昭和47年7月20日
21 金ケ崎町 8 天然記念物 動物 モリアオガエルの繁殖地 西部 昭和57年3月26日
21 金ケ崎町 9 天然記念物 植物 ミズバショウ群生地 西部 昭和47年6月13日
21 金ケ崎町 10 天然記念物 植物 ミズバショウ群生地 永岡 昭和47年6月13日
21 金ケ崎町 11 天然記念物 植物 ヒイラギ 北部 昭和48年8月30日
21 金ケ崎町 12 天然記念物 植物 永徳寺境内杉並木（11本） 永岡 昭和48年8月30日
22 平泉町 1 有形 建造物 伝弁慶の墓 平泉 昭和51年6月15日
22 平泉町 1 有形 彫刻 岩面大佛（大日如来） 平泉 昭和46年11月12日
22 平泉町 2 有形 彫刻 多門天像 平泉 昭和46年11月12日
22 平泉町 3 有形 彫刻 オダイシサマ 長島 平成28年3月1日
22 平泉町 1 無形民俗 田頭讃念仏 昭和57年4月10日
22 平泉町 2 無形民俗 行山流長部鹿踊り 昭和57年4月10日
22 平泉町 3 無形民俗 達谷窟毘沙門神楽 平成13年11月1日
22 平泉町 4 無形民俗 長部神楽
22 平泉町 1 天然記念物 植物 エドヒガン（ヒガンザクラ） 平泉 平成4年7月1日
22 平泉町 2 天然記念物 植物 エドヒガン（ヒガンザクラ） 平泉 平成4年7月1日
22 平泉町 3 天然記念物 植物 エドヒガン（ヒガンザクラ） 平泉 平成4年7月1日
22 平泉町 4 天然記念物 植物 エドヒガン（ヒガンザクラ） 長島 平成4年7月1日
22 平泉町 5 天然記念物 植物 エドヒガン（ヒガンザクラ） 長島 平成4年7月1日
22 平泉町 6 天然記念物 植物 エドヒガン（ヒガンザクラ） 長島 平成4年7月1日
22 平泉町 7 天然記念物 植物 カヤ 長島 平成4年7月1日
22 平泉町 8 天然記念物 植物 カツラ 長島 平成4年7月1日
22 平泉町 9 天然記念物 植物 モミ 平泉 平成4年7月1日
23 住田町 1 有形 彫刻 木造定印阿弥陀如来坐像 上有住 昭和38年7月1日
23 住田町 2 有形 彫刻 木造聖徳太子像 上有住 昭和58年11月1日
23 住田町 1 無形民俗 大平念仏剣舞 昭和48年11月1日
23 住田町 2 無形民俗 外館の鹿踊り 昭和48年11月1日
23 住田町 3 無形民俗 月山鹿踊り 昭和48年11月1日
23 住田町 4 無形民俗 大股神楽 昭和51年7月17日
23 住田町 5 無形民俗 下在大名行列 昭和51年7月17日
23 住田町 6 無形民俗 山谷曲録 平成7年4月3日
24 大槌町 1 有形 彫刻 大念寺十一面観音像 上町 昭和54年5月9日
24 大槌町 2 有形 彫刻 鉄造如来坐像 安渡 平成4年2月29日
24 大槌町 3 有形 考古資料 台付浅鉢 上町 平成2年3月27日
24 大槌町 4 有形 歴史資料 牧庵鞭牛橋供養碑 上町 昭和54年5月9日
24 大槌町 5 有形 歴史資料 癸卯飢渇亡者供養塔 小鎚 昭和54年5月9日
24 大槌町 6 有形 歴史資料 捨馬重科の制札 上町 昭和54年5月9日
24 大槌町 7 有形 歴史資料 きりしたん禁止の制札 上町 昭和54年5月9日
24 大槌町 8 有形 歴史資料 大槌村記録 安渡 昭和54年5月9日
24 大槌町 9 有形 歴史資料 大道年号鍛冶絵巻 小鎚 昭和63年11月30日
24 大槌町 10 有形 歴史資料 大槌村御検地野帳之写 大槌 昭和63年11月30日
24 大槌町 11 有形 歴史資料 前川善兵衛寄進石灯籠 上町 平成7年5月1日
24 大槌町 12 有形 歴史資料 前川善兵衛寄進石灯籠 安渡 平成7年5月1日
24 大槌町 13 有形 歴史資料 前川善兵衛寄進手水鉢 安渡 平成7年5月1日
24 大槌町 1 有形民俗 オシラァさま 安渡 昭和63年11月30日
24 大槌町 2 有形民俗 大絵馬 金沢 平成2年3月27日
24 大槌町 1 無形民俗 吉里吉里虎舞 平成11年8月27日
24 大槌町 2 無形民俗 安渡虎舞 平成11年8月27日
24 大槌町 3 無形民俗 城内大神楽 平成18年9月25日
24 大槌町 4 無形民俗 中須賀大神楽 平成18年9月25日
24 大槌町 5 無形民俗 徳並鹿子踊 平成18年9月25日
24 大槌町 6 無形民俗 金澤鹿子踊 平成18年9月25日
24 大槌町 1 史跡 田中舘 吉里吉里 昭和63年11月30日
24 大槌町 2 史跡 前川善兵衛歴代の墓 吉里吉里 昭和63年11月30日
24 大槌町 3 史跡 御社地 末広町 昭和63年11月30日
24 大槌町 4 天然記念物 植物 金糞平の山桜 金沢 昭和63年11月30日
24 大槌町 5 天然記念物 植物 宮洞の松 吉里吉里 昭和63年11月30日
24 大槌町 6 天然記念物 植物 小鎚神社の樅の木 上町 平成4年2月29日

69



市町村
No.

市町村
種類別
No.

指定の種類 種別 名称 所在地 指定年月日

24 大槌町 7 天然記念物 動物
源水川の淡水型イトヨ及びそ
の生息地

第14地割 平成19年2月26日

24 大槌町 8 天然記念物 動物 蓬莱島 赤浜 平成25年8月8日
25 山田町 1 有形 工芸品 宝壽剣 大沢 平成3年11月25日
25 山田町 2 有形 工芸品 大釜熊野山神社懸仏 織笠 平成16年2月27日
25 山田町 3 有形 工芸品 島田熊野神社懸仏 豊間根 平成16年2月27日
25 山田町 1 史跡 絵入道標 織笠 昭和56年9月1日
25 山田町 2 史跡 六角塔 大沢 昭和56年9月1日
25 山田町 3 史跡 一里塚 豊間根,織笠 昭和56年9月1日

25 山田町 4 史跡 牧庵鞭牛碑
豊間根,大沢,織
笠,船越

平成18年4月1日

26 岩泉町 1 有形 彫刻 旭日天女像彫刻 袰綿字本町 昭和55年3月31日
26 岩泉町 1 有形 工芸品 笠形燈篭 岩泉字村木 昭和53年7月8日
26 岩泉町 2 有形 工芸品 舟たんす 岩泉字向町 昭和55年3月31日
26 岩泉町 1 有形 典籍 経典 門字町 昭和53年7月8日
26 岩泉町 1 有形 古文書 鉄山秘書 岩泉字村木 昭和55年3月31日
26 岩泉町 2 有形 古文書 安家村俊作関係資料 安家字茂井 平成6年12月1日
26 岩泉町 1 有形 考古資料 遮光器土偶 小本字茂師 平成4年4月1日

26 岩泉町 1 無形
工芸技術
等

紫根染 岩泉字太田 平成4年4月1日

26 岩泉町 1 無形民俗 長田剣舞 大川 昭和56年2月13日
26 岩泉町 2 無形民俗 救沢念仏剣舞 門 昭和56年2月13日
26 岩泉町 3 無形民俗 岩泉鹿踊 岩泉 昭和56年2月13日
26 岩泉町 4 無形民俗 釜津田鹿踊 釜津田 昭和56年2月13日
26 岩泉町 5 無形民俗 安家御神楽 安家 昭和56年2月13日
26 岩泉町 6 無形民俗 出羽神社神楽 岩泉 昭和56年2月13日
26 岩泉町 7 無形民俗 猿沢神楽 猿沢 昭和56年2月13日
26 岩泉町 8 無形民俗 岸神楽 中島 昭和56年2月13日
26 岩泉町 9 無形民俗 中野七頭舞 小本 昭和56年2月13日
26 岩泉町 10 無形民俗 大牛内七ツ舞 小本 昭和56年2月13日
26 岩泉町 11 無形民俗 川代鹿踊 浅内 平成4年4月1日
26 岩泉町 12 無形民俗 中島七ツ舞 中島 平成4年4月1日
26 岩泉町 13 無形民俗 安家鹿踊 安家 平成4年4月1日
26 岩泉町 14 無形民俗 向町さんさ踊 岩泉 平成4年4月1日
26 岩泉町 15 無形民俗 月出七ツ舞 岩泉 平成4年4月1日

26 岩泉町 16 無形民俗
二升石黒森流鹿踊附森山流大
念佛

二升石 平成6年12月1日

26 岩泉町 17 無形民俗 中里七ツ舞 中里 平成8年6月1日
26 岩泉町 18 無形民俗 南部牛追唄 岩泉 平成29年9月1日
26 岩泉町 19 無形民俗 南部牛方節 岩泉 平成29年9月1日
26 岩泉町 1 天然記念物 動物 チョウセンアカシジミ 町内全域 昭和49年6月15日
26 岩泉町 2 天然記念物 動物 カワシンジュガイ 町内全域 平成21年11月30日
26 岩泉町 3 天然記念物 植物 杉 浅内字上野 昭和55年3月31日
26 岩泉町 4 天然記念物 植物 赤松 安家字江川 昭和55年3月31日
26 岩泉町 5 天然記念物 植物 かつら 乙茂字乙茂 昭和55年3月31日
27 野田村 1 有形 彫刻 前川善兵衛寄進の石仏 野田 昭和51年5月24日
27 野田村 1 天然記念物 動物 チョウセンアカシジミ 明内,根井 昭和63年2月19日
27 野田村 2 天然記念物 動物 カワシンジュガイ 村内一円 平成23年4月28日
27 野田村 3 天然記念物 植物 神明様神木ヒバ 野田 昭和53年3月17日
28 普代村 1 天然記念物 動物 チョウセンアカシジミ 村内の河川敷等 昭和59年10月1日
28 普代村 2 天然記念物 植物 鵜鳥神社夫婦杉 普代村25-7 昭和59年10月1日
29 軽米町 1 有形 建造物 薬師堂（瑠璃殿） 大字軽米 昭和49年7月23日
29 軽米町 1 有形 彫刻 木造二天王像 大字軽米 昭和49年7月23日
29 軽米町 2 有形 彫刻 木造十二神将像 大字軽米 昭和49年7月23日
29 軽米町 3 有形 彫刻 木造猿田彦命（天狗）像 大字軽米 昭和56年4月1日
29 軽米町 4 有形 工芸品 鉄灯籠 大字軽米 昭和56年12月1日
29 軽米町 5 有形 歴史資料 水吉の宝篋印塔 大字軽米 昭和54年10月1日
29 軽米町 1 有形民俗 徳楽寺薬師堂の絵馬 大字軽米 昭和54年10月1日
29 軽米町 1 無形民俗 沢田神楽 平成元年12月1日
29 軽米町 2 無形民俗 山内神楽 平成14年4月1日
29 軽米町 3 無形民俗 太神楽 平成元年12月1日
29 軽米町 4 無形民俗 駒踊り 平成元年12月1日
29 軽米町 5 無形民俗 虎舞 平成元年12月1日
29 軽米町 6 無形民俗 小軽米えんぶり 平成元年12月1日
29 軽米町 7 無形民俗 高家えんぶり 平成14年4月1日
29 軽米町 8 無形民俗 山田しし踊り 平成元年12月1日
29 軽米町 9 無形民俗 民田山しし踊り 平成元年12月1日
29 軽米町 1 史跡 観音林の一里塚 大字晴山 昭和55年4月1日
29 軽米町 2 名勝 古屋敷の千本桂 大字晴山 昭和48年4月1日
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29 軽米町 3 天然記念物 植物 役場ケヤキ巨木林 大字軽米 平成8年1月9日
29 軽米町 4 天然記念物 植物 山田の千本松 大字軽米 昭和55年4月1日
29 軽米町 5 天然記念物 植物 沢里のオッコ 大字上舘 昭和48年4月1日
29 軽米町 6 天然記念物 植物 米田のシダレ赤松 大字小軽米 昭和48年4月1日
29 軽米町 7 天然記念物 植物 民田山石割ザクラ 大字小軽米 平成8年1月9日
29 軽米町 8 天然記念物 植物 市野々の大クリ 大字小軽米 平成5年12月27日
30 田野畑村 1 有形 考古資料 浜岩泉Ⅱ遺跡出土遮光器土偶 田野畑 平成4年10月27日
30 田野畑村 1 無形民俗 甲地鹿踊 昭和56年2月28日

30 田野畑村 1 天然記念物 動物
Coreana raphaelis Yamotoi
Okano（和名：ﾁｮｳｾﾝｱｶｼｼﾞﾐ）

村内全域 昭和48年7月14日

31 九戸村 1 有形 建造物 九戸村消防団第13分団屯所 大字江刺家 平成26年3月26日
31 九戸村 1 有形 彫刻 妙見菩薩 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 2 有形 彫刻 毘沙門天 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 3 有形 絵画 泥絵 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 4 有形 彫刻 不動明王 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 5 有形 書跡 棟札 大字長興寺 昭和50年7月31日
31 九戸村 6 有形 工作物 奉納剣 大字長興寺 昭和50年7月31日
31 九戸村 7 有形 工作物 和鏡 大字伊保内 平成12年4月10日
31 九戸村 1 無形民俗 九戸神楽 昭和45年8月29日
31 九戸村 2 無形民俗 えんぶり 昭和45年8月29日
31 九戸村 3 無形民俗 鹿踊（獅子踊） 昭和57年2月20日
31 九戸村 4 無形民俗 江刺家神楽 平成17年3月22日
31 九戸村 5 無形民俗 瀬月内神楽 平成17年3月22日
31 九戸村 1 史跡 大名館 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 2 史跡 江刺家館 大字江刺家 昭和45年8月29日
31 九戸村 3 天然記念物 植物 公孫樹 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 4 天然記念物 植物 桂藤 大字荒谷 昭和45年8月29日
31 九戸村 5 天然記念物 植物 千本松 大字長興寺 昭和45年8月29日
31 九戸村 6 天然記念物 植物 しだれ栗 大字江刺家 昭和45年8月29日
31 九戸村 7 天然記念物 植物 頭無のヤマナシ 大字戸田 平成15年12月24日
32 洋野町 1 有形 工芸品 初湯 大野 平成17年3月30日
32 洋野町 2 有形 工芸品 銅造二尊座像懸仏 大野 平成17年3月30日

32 洋野町 3 有形 工芸品
銅造天照・春日・八幡神像懸
仏

大野 平成17年3月30日

32 洋野町 4 有形 工芸品 鉄造日月神懸仏 大野 平成17年3月30日
32 洋野町 5 有形 工芸品 鳴雷神社　文政6年俳諧献額 大野 平成27年6月29日
32 洋野町 6 有形 工芸品 大日霊神社　文政8年俳諧献額 大野 平成27年6月29日
32 洋野町 7 有形 工芸品 大日霊神社　文政9年俳諧献額 大野 平成27年6月29日
32 洋野町 1 有形民俗 オシラサマ 種市 平成6年4月1日
32 洋野町 1 無形民俗 角浜駒踊り 昭和62年11月5日
32 洋野町 2 無形民俗 瀧澤鶏舞 昭和62年11月5日
32 洋野町 3 無形民俗 和座神楽 昭和62年11月5日
32 洋野町 4 無形民俗 おおの駒踊り 昭和52年10月31日
32 洋野町 1 史跡 台場 有家 平成6年4月1日
32 洋野町 2 史跡 新田の一里塚 大野 平成17年3月30日
32 洋野町 3 史跡 西平内Ⅰ遺跡 種市 平成30年6月1日
33 一戸町 1 有形 彫刻 阿弥陀如来坐像 西法寺 昭和51年9月25日
33 一戸町 2 有形 彫刻 毘沙門天立像 西法寺 昭和51年9月25日
33 一戸町 3 有形 彫刻 地蔵菩薩立像 西法寺 昭和51年9月25日
33 一戸町 4 有形 彫刻 木像阿弥陀三尊立像 月舘 昭和59年12月25日
33 一戸町 5 有形 姉帯馬場宝篋印塔 姉帯 昭和38年6月8日
33 一戸町 6 有形 悪戸平宝篋印塔 鳥越 昭和38年6月8日
33 一戸町 7 有形 小井田宝篋印塔 一戸 昭和38年6月8日
33 一戸町 8 有形 大観森宝篋印塔 一戸 昭和38年6月8日
33 一戸町 9 有形 実相寺宝篋印塔 一戸 昭和38年6月8日
33 一戸町 10 有形 広全寺宝篋印塔 一戸 昭和38年6月8日
33 一戸町 11 有形 出ル町宝篋印塔 出ル町 昭和38年6月8日
33 一戸町 12 有形 薬師堂宝篋印塔 月舘 昭和53年10月30日
33 一戸町 13 有形 小姓堂宝篋印塔 小鳥谷 昭和53年10月30日
33 一戸町 14 有形 上里宝篋印塔 小鳥谷 昭和53年10月30日
33 一戸町 15 有形 椛ノ木宝篋印塔 小友 昭和53年10月30日
33 一戸町 16 有形 半在家五輪塔 小友 昭和53年10月30日
33 一戸町 17 有形 考古資料 青龍刀形石器 岩舘 昭和52年8月24日
33 一戸町 18 有形 櫛目波状文双耳壺 岩舘 昭和61年12月25日
33 一戸町 19 有形 青磁香炉 岩舘 昭和63年1月26日
33 一戸町 20 有形 小枝八幡宮板碑 一戸 平成7年10月2日
33 一戸町 21 有形 関屋大日堂板碑 西法寺 平成7年10月2日
33 一戸町 22 有形 帰住証文替証文 平糠 平成2年3月26日
33 一戸町 23 有形 横矧鋲綴桶側二枚胴具足 一戸 昭和60年3月25日
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市町村
No.

市町村
種類別
No.

指定の種類 種別 名称 所在地 指定年月日

33 一戸町 24 有形 越田八幡宮梵鐘 岩舘 平成16年11月26日

33 一戸町 1 有形民俗
宝永六年銘青面金剛庚申供養
塔

一戸 昭和59年12月25日

33 一戸町 2 有形民俗 嘉永七年盛岡暦 楢山 昭和61年12月25日
33 一戸町 3 有形民俗 西方寺毘沙門堂絵馬 西法寺 平成4年3月25日
33 一戸町 4 有形民俗 浪岡家の型紙 一戸 平成5年5月1日
33 一戸町 1 無形民俗 小鳥谷七ツ踊り 2014年2月24日
33 一戸町 2 無形民俗 小友神楽 2014年2月24日
33 一戸町 3 無形民俗 田中新山社神楽 平成26年2月24日
33 一戸町 4 無形民俗 女鹿神楽 令和元年7月25日
33 一戸町 1 史跡 火行墳墓 中山 昭和53年10月30日
33 一戸町 2 史跡 笹目子・上女鹿沢一里塚 小鳥谷 昭和53年10月30日
33 一戸町 3 史跡 穴久保・下女鹿沢一里塚 小鳥谷 昭和53年10月30日
33 一戸町 4 史跡 姉帯城跡 姉帯 平成5年5月1日
33 一戸町 5 天然記念物 植物 佐藤家のイグネ林 女鹿 昭和48年2月1日
33 一戸町 6 天然記念物 植物 宮古沢のアズマヒガン桜 鳥越 昭和48年2月1日
33 一戸町 7 天然記念物 植物 出ル町のイチョウ 出ル町 昭和48年2月1日
33 一戸町 8 天然記念物 植物 八坂神社のケヤキ 高善寺 昭和48年2月1日
33 一戸町 9 天然記念物 植物 姉帯鬼淵のセンノキ 姉帯 昭和48年2月1日
33 一戸町 10 天然記念物 植物 姉帯上里のカヤ 姉帯 昭和48年2月1日
33 一戸町 11 天然記念物 植物 野尻の大イチイ 平糠 平成2年3月26日
33 一戸町 12 天然記念物 植物 観音堂のフジ 仁昌寺 平成4年3月25日
33 一戸町 13 天然記念物 植物 鳥越観音参道樹木 鳥越 平成6年5月1日
33 一戸町 14 天然記念物 植物 越田橋のウルシ 一戸 平成21年11月25日
33 一戸町 15 天然記念物 植物 奥中山のクリ 奥中山 平成21年11月25日
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岩手県内の文化財に関わる主な民間団体                 
                                        
 

ア 岩手県民俗芸能団体協議会 

 民俗芸能記録保存調査を県と協働して実施しているほか、県や関係団体の運営する岩手県民俗芸能

フェスティバルに参加している。 

 

イ 日本樹木医会岩手県支部 

 国又は県指定天然記念物の樹木について、県事業として簡易樹木診断を実施しているほか、保存に

ついて県に技術的助言を行っている。 

 

ウ 岩手ヘリテージマネージャー 

 地域固有の文化的価値のある建造物や町並みの保存・活用に向けた調査を行っている。災害時にお

いては復旧に向けた技術的支援を行うこととしている。 

 

エ 岩手考古学会 

 当学会は、民間の考古学研究者や県及び市町村の埋蔵文化財関係者、大学等の専門家が参加してい

る学術団体である。 

 

オ 岩手史学会 

 当学会は、明治22年11月に創設された岩手を代表する歴史学の学術団体であり、創設以来、日本

史、東洋史、西洋史といった枠を越えて、歴史研究者や歴史学に関心を寄せる人々に開かれた学会と

して活動を続けてきた。 

 

カ 岩手民俗の会 

 当会は昭和54年に発足した本県に伝わる民俗学の研究会であり、地域文化を後世に伝えて行くため

様々な分野の専門家が集まり、研究するだけではなくその蓄積と公開を進めている。 

 

キ 岩手古文書学会 

 当会は岩手に関する古文書の研究及び史学諸般の解明を目的とし、会誌の発行や研究・調査事業を

行っている。具体的な事業としては、古文書解読講座（上級講座・初級講座・入門講座）、講演会

（年２回）、研修旅行（年１回）、会員所蔵古文書の解読支援などである。また、県立図書館所蔵の近

世古文書の解読会や、東日本大震災で被災し、抜本修復で蘇った「吉田家文書」（県指定有形文化

財）の解読を進めている。 
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岩手県文化財調査報告書

No. 報告書名・タイトル 報告書シリーズ名・集番　掲載誌 発行年

1 文化財調査報告第１輯　玉山十一面観音ほか５ 岩手県文化財調査報告第1集 1951

2 北上市稲瀬町樺山遺跡調査予報 岩手県文化財調査報告第2集 1952

3 江刺郡稲瀬村樺山遺跡調査豫報 岩手県文化財調査報告第3集 1954

4 膽澤城跡 : 水澤市所在 岩手県文化財調査報告第4集 1957

5 奥州平泉文書 岩手県文化財調査報告第5集 1958

6 長者原廃寺跡 : 衣川村所在 ; 膽澤城跡(第二報) : 水沢市所在 岩手県文化財調査報告第6集 1959

7 岩手県中世文書　上巻 岩手県文化財調査報告第7集 1960

8 岩手県金石志 岩手県文化財調査報告第8集 1961

9 岩手の民俗芸能　山伏神楽編 岩手県文化財調査報告第9集 1962

10 岩手の田植習俗 岩手県文化財調査報告第10集 1963

11 五条丸古墳群 : 和賀郡江釣子村所在 岩手県文化財調査報告第11集 1963

12 岩手県中世文書　中 岩手県文化財調査報告第12集 1963

13 岩手県遺跡地名表 : 埋蔵文化財包蔵地一覧 岩手県文化財調査報告第13集 1964

14 明後沢古瓦出土遺跡 : 前沢町古城所在古代城柵跡 岩手県文化財調査報告第14集 1965

15 岩手の民俗芸能　念仏踊等編 岩手県文化財調査報告第15集 1966

16 岩手の民俗資料 岩手県文化財調査報告第16集 1966

17 南部伊達両藩藩境塚 : 北上川以西の部 岩手県文化財調査報告第17集 1967

18 岩手県中世文書　下巻 岩手県文化財調査報告第18集 1968

19 岩手の民俗芸能. 獅子(鹿)踊篇 上巻　下巻 岩手県文化財調査報告第19集 1970

20 陸奥国徳丹城 : 岩手県紫波郡矢幅町所在 岩手県文化財調査報告第20集 1972

21 久慈市の民俗 岩手県文化財調査報告第21集 1972

22 久慈市山根の民俗 岩手県文化財調査報告第22集 1976

23 大船渡市清水貝塚発掘調査概報 岩手県文化財調査報告第23集 1976

24 岩手県民俗地図 : 民俗文化財緊急分布調査報告書 岩手県文化財調査報告第24集 1977

25 薬師岳地域の植生と昆虫相 岩手県文化財調査報告第25集 1978

26 岩手県の古民家 岩手県文化財調査報告書第26集 1978

27 漆掻き漆塗師の生活習俗 : 岩手県二戸郡浄法寺町 岩手県文化財調査報告書第27集 1978

28 岩手県古代仏教資料調査 : 昭和51年度,52年度歴史資料調査報告書 岩手県文化財調査報告書第28集 1978

29 特別天然記念物カモシカ調査報告書１昭和５２年度 岩手県文化財調査報告書第29集 1978

30 宮古市重茂字荒巻地区漁労習俗調査 岩手県文化財調査報告書第30集 1979

31 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅰ― 岩手県文化財調査報告書第31集 1979

32 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅱ― 岩手県文化財調査報告書第32集 1979

33 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅰ― 岩手県文化財調査報告書第33集 1979

34 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅱ― 岩手県文化財調査報告書第34集 1979

35 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅲ― 岩手県文化財調査報告書第35集 1979

36 奥州道中―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第36集 1979

37 奥の細道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第37集 1979

38 特別天然記念物カモシカ調査報告書２（昭和５３年度） 岩手県文化財調査報告書第38集 1979

39 南部伊達両藩藩境塚 : 北上川以東の部 岩手県文化財調査報告書第39集 1980

40 気仙沼街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第40集 1980

41 今泉街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第41集 1980

42 院内街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第42集 1980

43 仙北街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第43集 1980

44 平和街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第44集 1980

45 秋田街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第45集 1980
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No. 報告書名・タイトル 報告書シリーズ名・集番　掲載誌 発行年

46 鹿角街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第46集 1980

47 特別天然記念物カモシカ調査報告書３（昭和５４年度） 岩手県文化財調査報告書第47集 1980

48 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅳ―（宮地遺跡） 岩手県文化財調査報告書第48集 1980

49 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅴ―（鴻ノ巣館遺跡、高畑遺跡、白沢遺跡） 岩手県文化財調査報告書第49集 1980

50 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅵ― 岩手県文化財調査報告書第50集 1980

51 東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅶ―(西田遺跡) 岩手県文化財調査報告書第51集 1980

52 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅲ― 岩手県文化財調査報告書第52集 1980

53 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅳ―（柳田館遺跡） 岩手県文化財調査報告書第53集 1980

54 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅴ― 岩手県文化財調査報告書第54集 1980

55 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅵ―（一関地区　東裏遺跡） 岩手県文化財調査報告書第55集 1980

56 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅶ―（石鳥谷・花巻地区） 岩手県文化財調査報告書第56集 1981

57 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅷ―（大瀬川A～C遺跡） 岩手県文化財調査報告書第57集 1981

58 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅸ― 岩手県文化財調査報告書第58集 1981

59 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―Ⅹ―（金ヶ崎地区） 岩手県文化財調査報告書第59集 1981

60 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅠ―（水沢地区） 岩手県文化財調査報告書第60集 1981

61 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅡ―（石田遺跡） 岩手県文化財調査報告書第61集 1981

62 岩手の俗信第三集　心霊と占いに関する俗信 岩手県文化財調査報告書第62集 1981

63 盛街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第63集 1981

64 大槌・釜石街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第64集 1981

65 宮古街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第65集 1981

66 小本街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第66集 1981

67 浄法寺・八戸街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第67集 1981

68 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅢ―太田方八丁遺跡（志波城跡） 岩手県文化財調査報告書第68集 1982

69
東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅣ―（紫波町栗田Ⅰ・Ⅱ・栗田Ⅲ遺
跡）

岩手県文化財調査報告書第69集 1982

70
東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅤ―１（江釣子村鳩岡崎遺跡　遺構
編）

岩手県文化財調査報告書第70集 1982

71 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅥ―（猫谷地遺跡） 岩手県文化財調査報告書第71集 1982

72 東北縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書―ⅩⅦ―（北上地区） 岩手県文化財調査報告書第72集 1982

73 岩手県戦国期文書１ 岩手県文化財調査報告書第73集 1982

74 岩手の俗信第４集―食物・保健に関する俗信― 岩手県文化財調査報告書第74集 1982

75 岩手の俗信第５集―生物に関する俗信― 岩手県文化財調査報告書第75集 1982

76 浜街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第76集 1982

77 久慈・野田街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第77集 1982

78 沢内街道―岩手県「歴史の道」調査報告― 岩手県文化財調査報告書第78集 1982

79 岩手の俗信第６集―生活に関する俗信― 岩手県文化財調査報告書第79集 1983

80 岩手の小正月行事調査報告書 岩手県文化財調査報告書第80集 1984

81 岩手県の民謡―民謡緊急調査報告書― 岩手県文化財調査報告書第81集 1985

82 岩手県中世城館跡分布調査報告書 岩手県文化財調査報告書第82集 1986

83 岩手県戦国期文書２ 岩手県文化財調査報告書第83集 1987

84 特別天然記念物カモシカ食害対策事業北上山地保護地域特別調査報告書 岩手県文化財調査報告書第84集 1987

85 岩手県の近世社寺建築―近世社寺建築緊急調査報告書― 岩手県文化財調査報告書第85集 1989

86 特別天然記念物カモシカ食害対策事業北奥羽山系保護地域特別調査報告書 岩手県文化財調査報告書第86集 1990

87 岩手県内遺跡詳細分布調査報告書Ⅰ（平成元年度） 岩手県文化財調査報告書第87集 1990

88 岩手県の諸職―諸職関係民俗文化財調査報告書― 岩手県文化財調査報告書第88集 1991

89 特別天然記念物カモシカ食害対策事業南奥羽山系保護地域特別調査報告書 岩手県文化財調査報告書第89集 1991

90 岩手県内遺跡詳細分布調査報告書Ⅱ（平成２年度） 岩手県文化財調査報告書第90集 1990

91 岩手県内遺跡詳細分布調査報告書Ⅲ（平成３年度） 岩手県文化財調査報告書第91集 1992

92 特別天然記念物カモシカ食害対策特別調査報告書 岩手県文化財調査報告書第92集 1993
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93 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成４年度） 岩手県文化財調査報告書第93集 1993

94 平泉遺跡群範囲確認調査―第37次柳之御所発掘調査報告書― 岩手県文化財調査報告書第94集 1993

95 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成５年度） 岩手県文化財調査報告書第95集 1994

96 平泉遺跡群範囲確認調査―第42次柳之御所発掘調査報告書― 岩手県文化財調査報告書第96集 1994

97 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成６年度） 岩手県文化財調査報告書第97集 1995

98 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成７年度） 岩手県文化財調査報告書第98集 1996

99 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成８年度） 岩手県文化財調査報告書第99集 1997

100 岩手県の民俗芸能　岩手県民俗芸能緊急調査報告書 岩手県文化財調査報告書第100集 1997

101 岩手県の近代化遺産岩手県近代化遺産〔建造物〕総合調査報告書 岩手県文化財調査報告書第101集 1997

102 岩手の貝塚―岩手県内重要遺跡詳細分布調査報告書　２― 岩手県文化財調査報告書第102集 1998

103 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成９年度） 岩手県文化財調査報告書第103集 1998

104 平泉遺跡群　柳之御所遺跡発掘調査報告書（第47･48･49次） 岩手県文化財調査報告書第104集 1999

105 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成10年度） 岩手県文化財調査報告書第105集 1999

106 岩手の洞穴遺跡―岩手県内重要遺跡詳細分布調査報告書３― 岩手県文化財調査報告書第106集 2000

107 柳之御所遺跡―第50次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第107集 2000

108 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成11年度） 岩手県文化財調査報告書第108集 2000

109 岩手県祭り行事調査報告書 岩手県文化財調査報告書第109集 2000

110 特別天然記念物カモシカ食害対策事業、北上山地保護地域特別調査報告書 岩手県文化財調査報告書第110集 2000

111 柳之御所遺跡―第52次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第111集 2001

112 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成12年度） 岩手県文化財調査報告書第112集 2001

113 柳之御所遺跡―第55次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第113集 2002

114 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成13年度） 岩手県文化財調査報告書第114集 2002

115 岩手の蘇民祭調査報告書 岩手県文化財調査報告書第115集 2002

116 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成14年度） 岩手県文化財調査報告書第116集 2003

117 柳之御所遺跡―第56次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第117集 2003

118 柳之御所遺跡―第57次発掘調査概報第１次・第２次内容確認調査総括報告書― 岩手県文化財調査報告書第118集 2004

119 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成15年度） 岩手県文化財調査報告書第119集 2005

120 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成16年度） 岩手県文化財調査報告書第120集 2006

121 平泉遺跡群発掘調査報告書―柳之御所遺跡第59次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第121集 2006

122 岩手の製鉄遺跡―岩手県内重要遺跡詳細分布調査報告書４― 岩手県文化財調査報告書第122集 2006

123 平泉遺跡群発掘調査報告書―柳之御所遺跡第64次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第123集 2007

124 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成17年度） 岩手県文化財調査報告書第124集 2007

125 平泉遺跡群発掘調査報告書―柳之御所遺跡第65次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第125集 2008

126 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成18年度） 岩手県文化財調査報告書第126集 2008

127 平泉遺跡群発掘調査報告書―柳之御所遺跡第68次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第127集 2009

128 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成19年度） 岩手県文化財調査報告書第128集 2009

129 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成20年度） 岩手県文化財調査報告書第129集 2010

130 平泉遺跡群発掘調査報告書柳之御所遺跡―第６９次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第130集 2010

131 柳之御所遺跡　第Ⅰ期保存整備事業報告書 岩手県文化財調査報告書第131集 2010

132 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成21年度） 岩手県文化財調査報告書第132集 2011

133 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第70次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第133集 2011

134 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成22年度） 岩手県文化財調査報告書第134集 2012

135 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第72次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第135集 2012

136 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成23年度） 岩手県文化財調査報告書第136集 2013

137 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第73次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第137集 2013

138 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成24年度　国庫補助事業） 岩手県文化財調査報告書第138集 2014

139 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成24年度　復興関係） 岩手県文化財調査報告書第139集 2014
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140 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第74次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第140集 2014

141 柳之御所遺跡　出土資料(重要文化財指定品)目録 岩手県文化財調査報告書第141集 2015

142 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成25年度　国庫補助事業） 岩手県文化財調査報告書第142集 2015

143 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成25年度　復興関係） 岩手県文化財調査報告書第143集 2015

144 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第75次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第144集 2015

145 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成26年度　国庫補助事業） 岩手県文化財調査報告書第145集 2016

146 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成26年度　復興関係） 岩手県文化財調査報告書第146集 2016

147 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第76次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第147集 2016

148 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成27年度　国庫補助事業） 岩手県文化財調査報告書第148集 2017

149 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成27年度　復興関係） 岩手県文化財調査報告書第149集 2017

150 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第77次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第150集 2017

151 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成28年度　国庫補助事業） 岩手県文化財調査報告書第151集 2018

152 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成28年度　復興関係） 岩手県文化財調査報告書第152集 2018

153 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―第78・79次発掘調査概報― 岩手県文化財調査報告書第153集 2018

154 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―堀内部地区内容確認調査　図版編― 岩手県文化財調査報告書第154集 2019

155 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡―堀内部地区内容確認調査　本文編― 岩手県文化財調査報告書第155集 2019

156 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成29年度） 岩手県文化財調査報告書第156集 2019

157 平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡 岩手県文化財調査報告書第157集 2020

158 平泉遺跡群発掘調査報告書　高館 岩手県文化財調査報告書第158集 2020

159 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成30年度） 岩手県文化財調査報告書第159集 2020
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区分 補助事業名 対象者 対象文化財 対象事業 補助金額 各種計画との関連 その他

修理
整備

重要文化財（建造物・美術工芸品）修
理、防災、公開活用事業

・所有者
・管理団体等

重要文化財建造物
重要文化財美術工芸品

（１）修理事業
（２）管理事業
（３）公開活用事業

・50％を基本
・個人は事業規模指数に応じて加算
・新型コロナに伴う加算あり

・建造物の（３）は保存活用計画を策定して
いる場合のみ補助対象
・地域計画もしくは保存活用計画に活用方策
が記載されていれば優先的に採択

修理
整備

登録有形文化財建造物修理等事業
・所有者
・管理団体等

登録有形文化財（建造物）
（１）保存修理にかかる設計監理
（２）公開活用事業

・50％を基本（過疎地域は65％）
・新型コロナに伴う加算あり

・（２）の整備に係る事業は保存活用計画を
策定している場合のみ補助対象
・地域計画もしくは保存活用計画に活用方策
が記載されていれば優先的に採択

修理
整備

重要伝統的建造物群保存地区保存事業 ・市町村
重要伝統的建造物群保存
地区

（１）保存地区保存事業
（２）保存地区公開活用事業

・補助対象経費の50％
　（過疎地域は65％）

・（１）について、地域計画もしくは保存活
用計画に活用方策が記載されていれば優先的
に採択

修理
整備

重要有形民俗文化財修理・防災事業
・所有者
・管理団体

重要有形民俗文化財
（１）管理事業
（２）修理事業
（３）保存活用計画の策定

・50％を基本
・新型コロナに伴う加算あり

・地域計画もしくは保存活用計画に活用方策
が記載されていれば優先的に採択

調査 天然記念物再生事業
・所有者
・地方公共団体

天然記念物

（１）給餌　　　　　　　（２）増殖施設、保護収容施設の整備
（３）病害虫駆除　　　　（４）施肥等樹勢回復
（５）遷移の中断、促進及び正常化
（６）生息・生息環境の維持・促進及び正常化
（７）その他、天然記念物の再生に必要と認められる事業

・補助対象経費の50％
・新型コロナに伴う加算あり

修理
整備

歴史活き活き！史跡総合活用事業
・所有者
・管理団体等

史跡名勝天然記念物
（１）史跡等総合活用整備事業　　　　（２）登録記念物活用整備事業
（３）歴史の道活用整備事業　　　　　（４）石垣等調査事業
（５）（１）～（３）に伴い必要となる普及・啓発事業

・50％を基本（個人は70％）
・新型コロナに伴う加算あり

・（１）～（３）の復旧事業については、地
域計画もしくは保存活用計画に活用方策が記
載されていれば優先的に採択
・（１）の環境整備、活用施設、（３）の環
境整備事業は、保存活用計画を策定している
場合のみ補助対象

活用 文化的景観保護推進事業 ・地方公共団体 文化的景観
（１）調査事業　　　　　　　　　　（２）保存活用計画策定事業
（３）整備事業（対象：重文景）　　（４）普及・啓発事業

・補助対象経費の1/2
　（過疎地域は65％）

活用 史跡等保存活用計画等策定事業
・地方公共団体
・所有者

史跡
名勝
天然記念物

（１）史跡等保存活用計画等策定事業
（２）歴史の道総合計画策定事業

・補助対象経費の1/2

活用 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ・地方公共団体 埋蔵文化財
（１）埋蔵文化財の公開及び整理・収蔵等に必要な施設整備に係る事業
（２）埋蔵文化財の普及・啓発に係る事業

・50％を基本（個人は70％）

活用 民俗文化財伝承・活用事業

・地方公共団体
・所有者
・保護団体
・博物館・資料館

民俗文化財
（１）重要有形、無形及び登録有形民俗文化財伝承基盤整備事業
（２）無形民俗文化財伝承事業
（３）無形民俗文化財活用事業

・補助対象経費の1/2

活用 重要無形文化財伝承事業
・保持団体
・地方公共団体
・長官が認める個人・団体

重要無形文化財

（１）伝承者の養成　　　　　　　（２）研修発表会
（３）資料の収集整理　　　　　　（４）指定の要件の品質管理
（５）技術研究　　　　　　　　　（６）原材料・用具の確保
（７）普及・啓発　　　　　　　　（８）関連技術事業
（９）重要無形文化財人形浄瑠璃文楽の伝承を実施する団体の活動経費
（10）保存活用計画の策定

・定額

活用 重要無形文化財等公開事業
・地方公共団体
・長官が認める者

重要無形文化財
（１）国家指定芸能特別鑑賞会
（２）日本伝統工芸展

・予算の範囲内において定額

重要文化財等
（建造物・伝建・記念
物）
歴史の道

（１）防災施設

重要文化財等
（美術工芸品・有形民
俗）

（１）防災施設
（２）保存活用施設

環境
整備

ふるさと文化財の森管理支援事業
・所有者
・管理者（地方公共団体）

ふるさと文化財の森設定地

（１）下草刈り及び除草　　　　　　　　（２）剪定及び間伐
（３）山焼き　　　　　　　　　　　　　（４）病害虫及び害獣対策
（５）荒皮剥き
（６）管理のために必要な設備の設置
（７）管理のために必要な道路の整備
（８）管理のために必要な資料作成

・補助対象経費の50％
　（個人の場合は70％）

環境
整備

美術工芸品保存修理用具・原材料管理
業務支援事業

・文化庁の認める用具生産者又は原
材料生産者
・地方公共団体

選定保存技術

（１）下草刈り及び除草　　　　　　（２）剪定及び間伐
（３）山焼き　　　　　　　　　　　（４）病害虫及び害獣対策
（５）荒皮剥き
（６）管理のために必要な設備・道路の設置、資料の作成
（７）用具・原材料の確保　　　　　（８）調査・研究・研修
（９）後継者の育成　　　　　　　　（10）記録の作成及び普及・啓発

・補助対象経費の50％
　（個人の場合は70％）

環境
整備

文化財保存技術保存事業費
・選定保存技術の保持者、保護団体
・地方公共団体
・文化庁長官が認める団体、個人

選定保存技術

（１）伝承者の養成　　　　　　　　（２）研修発表会
（３）技術・技能の錬磨　　　　　　（４）記録の作成及び刊行
（５）原材料・用具の確保　　　　　（６）普及・啓発
（７）関連技術事業

・定額

調査 天然記念物食害対策事業 ・地方公共団体 天然記念物（動物）

（１）幼樹保護　　　　　　　　　　（２）防護柵設置
（３）捕獲（都道府県のみ）　　　　（４）防護網等設置
（５）餌場借り上げ　　　　　　　　（６）給餌
（７）効果測定等調査（都道府県のみ）
（８）その他保護管理のために必要な施設の設置

・補助対象経費の2/3

環境
整備

民家保存管理施設費 ・民家の個人所有者 重要文化財である民家
（１）宅地造成費
（２）建築工事費
（３）設計・監理費

・補助対象経費の1/2で原則1件あた
り2,700千円を限度

・当該居住者の永続的
管理が確実であり、現
状変更等により居住者
の日常生活に著しい支
障がある場合

環境
整備

重要文化財建造物等買上事業 ・地方公共団体 重要文化財（建造物）
（１）建造物の買上
（２）建造物と一体をなして、その価値を形成している敷地の買上
（３）移築して保存するため敷地を買い上げる場合

・補助対象経費の1/2

環境
整備

史跡等購入費 ・地方公共団体 史跡名勝天然記念物
史跡等保存・活用・環境保全等において特に公有化が必要な土地の買上
等

・補助対象経費の4/5

調査 近現代和風建築等総合調査 ・地方公共団体
明治以降の近代和風建築
又は近代化遺産

近代和風建築又は近代化遺産（建造物）の
（１）歴史的沿革
（２）建築意匠・技法
に関する調査

・補助対象経費の1/2
　（過疎地域は65％）

調査 伝統的建造物群保存対策事業 ・市町村 伝統的建造物群
（１）伝統的建造物群保存対策調査
（２）重要伝統的建造物群保存地区防災計画策定

・補助対象経費の1/2

調査
地域活性化のための特色ある文化財
（美術工芸品）調査・活用事業

・地方公共団体 美術工芸品

資料所在確認及び保存状況を調査する事業
（１）まとまって1箇所に伝存し、調査によって当該地域の歴史・
　　　文化を明らかにするもの
（２）散在しているが、特定の歴史事象等について包括的に調査
　　　することによってその価値が明らかにされるもの

・補助対象経費の1/2
　（過疎地域は65％）

調査 民俗文化財調査費 ・地方公共団体
有形民俗文化財及び関連
無形民俗文化財

（１）民俗文化財のうち、散逸や衰滅、変容の恐れのあるものの調査
（２）急激な社会変化によって特定地域に伝承されているもの等、
　　　我が国の文化を理解する上で特に重要性が認められるものの調査

・補助対象経費の1/2

調査 名勝地調査事業 ・地方公共団体 未指定・未登録の名勝地
（１）名勝地を特定するための総合調査
（２）個別の名勝地を対象として行う実測図作成等に係る詳細調査

・補助対象経費の1/2
　（過疎地域は65％）

調査 天然記念物緊急調査事業 ・地方公共団体 学術的価値の高い動植物等
（１）減少原因調査　　　　　　　（２）分布調査
（３）生態調査　　　　　　　　　（４）保存対策調査

・補助対象経費の1/2

調査 埋蔵文化財緊急調査事業 ・地方公共団体 埋蔵文化財
（１）発掘調査　　　　　　　　　（２）遺跡発掘事前総合調査
（３）遺跡詳細分布調査　　　　　（４）重要遺跡確認緊急調査
（５）出土品保存処理

・補助対象経費の1/2

観光 文化財多言語解説整備事業 ・要件を付さない 国指定等文化財
訪日外国人旅行者の増加及び訪日外国人旅行者の地域での満足度の向上
に資する先進的・高次元な技術を利用した多言語解説に係るコンテンツ
整備

・補助対象景の1/3を限度
（他に補助率加算要件あり）

観光
Living History（生きた歴史体感プロ
グラム）促進事業

・法人またはDMO等の民間団体等に
よって構成される協議会等

国指定・選定の文化財
（１）調査　　　　　　　　　　（２）プログラム開発
（３）ツールの作成　　　　　　（４）実施のための準備

・補助対象経費の1/2
 （他に補助率加算要件あり）

・地域計画等を策定していれば５％加算

＜対象事業の条件＞
・指定市区町村等
・入れこみ数値の設定
・受け入れ環境整備

観光
地域文化財総合活用推進事業
（観光拠点整備事業）

・地域計画等
・世界文化遺産
・日本遺産
・ユネスコ無形文化遺産
・地域文化遺産

（１）情報コンテンツ事業
（２）活用整備事業
　　※事前に文化庁に相談が必要

・補助対象経費の1/2を限度。
（他に補助率加算要件あり）

・地域計画等を策定していれば５％加算

＜対象事業の条件＞
・指定市区町村等
・入れこみ数値の設定
・受け入れ環境整備

観光
先端技術を活用した日本文化の魅力発
信事業

・所有者もしくは管理団体等で構成
される協議会等

国指定等文化財

（１）ＶＲ、ＡＲ、ＭＲ等を利用した国指定等文化財を公開・展示
　　　するコンテンツを制作する事業
（２）国指定等文化財の４Ｋ，８Ｋ等高精細・高輝度の映像や画像
　　　コンテンツを制作し公開・展示する事業
（３）国指定等文化財の高精細複製品等を制作して文化財に触れた
　　　り、写真を撮影する等体感型の展示・公開事業
（４）上記の公開・展示に係るコンテンツ制作にあたり必要となる
　　　多言語解説整備

・補助対象経費の1/2
（他に補助率加算要件あり）

・地域計画等を策定していれば５％加算

観光
文化遺産観光拠点充実事業
（観光拠点整備事業）

・地方公共団体又は構成文化財等の
所在する地方公共団体等によって構
成される協議会
・日本遺産の構成文化財の所有者

日本遺産
世界文化遺産
ユネスコ無形文化遺産

（１）活用環境整備事業
（２）構成文化財魅力向上事業

・補助対象経費の1/2 ・地域計画等を策定していれば５％加算

＜対象事業の条件＞
・指定市区町村等
・入れこみ数値の設定
・受け入れ環境整備

観光
文化観光充実のための国指定等文化財
磨き上げ事業
（観光拠点整備事業）

・所有者
・管理団体
・地方公共団体

重要文化財建造物
登録有形文化財建造物
伝統的建造物群保存地区
重要文化財美術工芸品
登録有形文化財美術工芸
品
史跡名勝天然記念物

（１）文化財建造物・記念物・伝建群
　①美観向上整備事業
　②活用環境強化事業
（２）美術工芸品
　①美観向上整備事業
　②鑑賞環境基本整備事業
　③情報発信事業

・補助対象経費の1/2
（他に補助率加算要件あり）

・地域計画等を策定していれば５％加算

＜対象事業の条件＞
・指定市区町村等
・入れこみ数値の設定
・受け入れ環境整備

主な国庫補助金一覧

・50％を基本
・個人は事業規模指数に応じて加算
・世界遺産関連は条件付き加算
・新型コロナに伴う加算あり

重要文化財等防災施設事業
・所有者
・管理団体等

環境
整備

添付資料６
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区分 補助事業名 対象者 対象文化財 対象事業 補助金額

修理 指定有形文化財修理・防災事業
・所有者
・管理団体

指定有形文化財
（建造物・美術工芸品）

（１）修理事業（解体修理、屋根葺替、塗装修理等）
（２）管理事業（警報設備、消火設備、その他防犯・防災設備）
（３）消防用道路、保護柵、保存庫等、保存のために必要な施設の設
置
（４）移築工事
（５）鳥虫害防除工事、腐蝕防除工事等、保存のために必要な工事
（６）耐震診断

・市町村及び管理団体
　主たる経費が100万円以上
・所有者（市町村除く）
　建造物100万円以上
　美術工芸品40万円以上

修理 指定有形民俗文化財修理・防災事業
・所有者
・管理団体

指定有形民俗文化財

（１）管理事業（警報設備、消火設備、その他防災・防犯設備）
（２）保護柵、擁壁、排水施設等保存のために必要な施設の設置
（３）修理事業（解体修理、屋根葺替、塗装修理、移築修理等）
（４）鳥虫害防除工事、腐蝕防除工事等、保存のために必要な工事

・市町村及び管理団体
　主たる経費が100万円以上
・所有者（市町村除く）
　主たる経費が40万円以上

修理 指定天然記念物保護増殖事業
・所有者
・市町村
・管理団体

指定天然記念物

（１）給餌
（２）保護増殖施設設置
（３）病害虫の駆除
（４）施肥等樹勢の回復
（５）遷移の中断、促進及び正常化
（６）育種、補植その他保護増殖に必要な事業

・市町村及び管理団体
　主たる経費が100万円以上
・所有者（市町村除く）
　主たる経費が20万円以上

修理
重要伝統的建造物群保存地区保存事
業

・市町村
重要伝統的建造物群保存地
区

（１）保存地区保存事業 ・主たる経費が100万円以上

活用 史跡等総合整備活用推進事業
・所有者
・管理団体
・その他教育長が認める市町村・法人

史跡名勝天然記念物

（１）指定史跡等の保存及び活用を図るために行う整備
　　　（修理復旧工事、環境整備事業、管理施設の設置、防犯設備
等）
（２）江戸時代以前の古い道、河川等及びその周域に残されている
　　　歴史的遺産の保存整備
　　　（道自体の整備・復元整備、樹木の補植、説明板等の整備等）
（３）指定史跡等の総合的な整備・活用の計画の策定及び当該計画
　　　を実施する上で必要となる事業
　　　（史跡等の復元的整備、体験・活用施設の設置等）

・市町村及び管理団体
　主たる経費が100万円以上
・所有者（市町村除く）
　主たる経費が40万円以上

活用 指定文化財（美術工芸品・有形民俗
文化財）保存活用整備事業

・所有者
　（美工品については市町村除く）
・管理団体

指定有形文化財
（美術工芸品）
指定有形民俗文化財

（１）耐火構造の保存施設または保存活用施設の設置（改修含む）
（２）（1）に伴う展示設備、解説用設備の設置等
（３）（1）に伴う温湿度調整設備工事、擁壁排水施設等

・市町村及び管理団体
　主たる経費が100万円以上
・所有者（市町村除く）
　主たる経費が40万円以上

活用 埋蔵文化財保存活用整備事業
・市町村
・その他教育長が認める法人

埋蔵文化財

（１）体験学習会・勉強会、公開講座の開催
（２）広報・普及資料の作成、配信等
（３）保管中の出土品・記録類の再分類、再収納、データベース
　　　等の作成・更新
（４）埋蔵文化財センターの展示・防災機能等向上のための整備

・主たる経費が100万円以上

環境
整備

指定建造物等買上事業 ・市町村 指定有形文化財（建造物） 指定有形文化財である建造物及びその敷地の買上 ・主たる経費が100万円以上

環境
整備

指定史跡等購入事業 ・市町村
指定史跡
指定史跡予定地

指定史跡等の買上 ・主たる経費が100万円以上

環境
整備

指定無形民俗文化財保存事業
・市町村
・保持団体
・その他教育長が認める団体・個人

指定無形民俗文化財
（１）伝承者の養成
（２）現地公開等
（３）記録の作成及び刊行

・市町村
　主たる経費が100万円以上
・保持団体・個人
　主たる経費が20万円以上

環境
整備

無形民俗文化財記録作成事業 ・市町村 無形民俗文化財 （１）文書、写真等による記録の作成
（２）映像記録の作成

・主たる経費が100万円以上

調査 埋蔵文化財緊急調査事業 ・市町村 埋蔵文化財 （１）発掘調査
（２）出土品保存処理

・主たる経費が100万円以上

実施団体 助成事業 申請対象者 助成額 対象文化財 助成対象事業 申請期間 採択 その他

公益財団法人
文化財保護・芸術研究助成財団

文化財保存修復助成 ・所有者等 有形文化財

・国内文化財の保存修復に対する助成
・都道府県または市町村指定文化財で都
道府県または市町村の補助事業として実
施予定のもの

1/10～2/28 5月
・都道府県
を経由

公益財団法人朝日新聞文化財団 文化財保護活動助成
・法人
・地方自治体

10万～数100万
美術工芸品
史跡

・美術工芸品等の文化財の保存・修復・
公開活用
・史跡・考古資料等の歴史遺産の保存・
修復・公開活用

6/1～6/30 9月

公益財団法人住友財団 文化財維持・修復助成事業 ・所有者等 総額7000万円
（40件程度をメド）

美術工芸品 ・美術工芸品の維持・修復に直接必要な経費10/1～
11/30

6月末

公益財団法人
東日本鉄道文化財団

地方文化事業支援 ・協議会等 最大300万円
有形文化財
無形民俗文化財

・保存・修復事業 ～2/8
・都道府県
に要望照会
有り

歴史的集落・街並み
文化的景観

・普及啓発活動
・普及啓発活動に伴う保存建物の保全・
補修

民俗文化財

・公開活動
・広域的な交流活動
・復活・復元活動
・記録作成（音声・映像等の記録作成）
による保存活用活動

公益財団法人
ポーラ伝統文化振興財団

助成事業 ・個人・団体 30万～200万円
無形民俗文化財
無形文化財

・保存・記録作成
・後継者育成・普及事業
・調査研究
・復元・伝承事業
・技術・原材料・用具の伝承

2/1～3/31 7月

公益財団法人
明治安田クオリティオブライフ文
化財団

「地域の伝統文化保存維持費用助
成」

・後継者育成のための活動
している個人・団体

70万円
40万円を限度

民俗芸能
民俗技術

・後継者育成への助成 11/4～1/30 3月下旬
・都道府県
を経由

一般財団法人冲永文化振興財団 地域文化活動事業助成 ・芸術文化団体 伝統民俗芸能
・民俗芸能公演または公開事業
・保存伝習事業（用具・衣装の購入・修
理等）

11月～3月 6月頃
・都道府県
からの推薦
は２件まで

岩手県文化振興事業団
文化振興基金助成事業
（文化財関係）

・岩手県内に住所又は活動
の本拠を有する文化団体等

100万円を上限 民俗芸能
・文化団体備品整備事業
・被災団体備品整備事業
・若手芸術家・民俗芸能後継者育成事業

12月下旬～
1月下旬

3月下旬

その他

・未指定文化財も対象

・（1）については、各種条件あり

・左記文化財等の保存・活
用に係る活動を主たる目的
とする団体

対象経費の1/2以内 10月～11月 3月下旬

主な県補助金一覧

主な助成金一覧

修

理

保

存

・

伝

承

独立行政法人
日本芸術文化振興会

芸術文化振興基金
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