
秩父市指定等文化財一覧表

○ユネスコ無形文化遺産

「秩父祭の屋台行事と神楽」を含む全国の重要無形民俗文化財 33 件の『山・鉾・屋台行

事』が、平成 28 年 12 月 1 日（日本時間）にユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の無形

文化遺産に登録されました。

○有形文化財 R3.7.30 現在

指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

国指定 有形 建造物 内田家住宅 1棟 昭和46年 6月22日 個人 蒔田891

県指定 有形 建造物
秩父神社社殿 1棟 付天正20年の
棟札1枚･神輿1基

昭和30年11月 1日 秩父神社 番場町1-1

県指定 有形 建造物 秩父札所一番観音堂 1棟 昭和33年 3月20日 札所1番四萬部寺 栃谷418

県指定 有形 建造物
旧秩父橋 1基 付初代秩父橋橋脚
2基及び親柱2本

平成11年 3月19日 秩父市
阿保町3795-1
地ほか

県指定 有形 建造物
三峯神社本殿 1棟 付棟札1枚・
枘1本

昭和36年 3月 1日 三峯神社 三峰298

県指定 有形 絵画 石燕の納額｢景清のろう破り｣1画 昭和35年 3月 1日 札所26番円融寺 下影森348

県指定 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 1躯 昭和42年 3月28日 惣円寺 東町17-19

県指定 有形 彫刻 菊水寺聖観音像 1躯 昭和29年 3月 4日 札所33番菊水寺 下吉田1104

県指定 有形 工芸品 銅鐘 1口 昭和39年 3月27日 源蔵寺 大野原936

県指定 有形 工芸品 銅鐘 1口 昭和39年 3月27日 札所17番定林寺 桜木町21-3

県指定 有形 工芸品 三十二間筋兜 1頭 平成19年 3月16日 椋神社
下吉田6585-2
(吉田総合支所)

県指定 有形 古文書 忍藩割役名主御公用日記 130冊 昭和31年11月 1日 秩父市
上町3-6-27
(市立秩父図書館)

県指定 有形 古文書 寛永の五人組帳 1冊 昭和37年 3月10日 秩父市
上町3-6-27
(市立秩父図書館)

県指定 有形 古文書 三峯神社日鑑 125冊 昭和46年 3月31日 三峯神社 三峰298

県指定 有形 考古資料 蕨手刀 1口 付足金物2点 昭和62年 3月24日 秩父市
黒谷261-1
(和銅鉱物館)

県指定 有形 歴史資料 秩父神社文書 9点 昭和48年 3月 9日 秩父神社 番場町1-1

県指定 有形 歴史資料 髙岸家文書 平成29年 3月24日 個人 上吉田

市指定 有形 建造物 聖神社社殿(元今宮神社本殿)1棟 昭和40年 1月25日 聖神社 黒谷2191

市指定 有形 建造物 旧大宮学校校舎 1棟 昭和44年 1月 8日 秩父市 ―

市指定 有形 建造物 内田家住宅 1棟 昭和54年 1月 8日 秩父市 黒谷299

市指定 有形 建造物 こまり門 1棟 付左右そで塀 平成 1年10月23日 個人 大野原897

市指定 有形 建造物 大林山廣見寺惣門 1棟 平成15年 1月24日 廣見寺 下宮地町5349ほか

市指定 有形 建造物 椋神社本殿 1棟 昭和49年12月23日 椋神社 下吉田7377

市指定 有形 建造物 八幡神社旧本殿 1棟 昭和55年 7月 7日 椋神社 下吉田7377

市指定 有形 建造物 平石馬頭尊堂 1棟 昭和55年 7月 7日 久長元区 吉田久長607-2



指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

市指定 有形 建造物 米山薬師堂 1棟 昭和55年 7月 7日 正福寺 上吉田4366

市指定 有形 建造物 万福寺の宝篋印塔 1基 昭和55年 7月 7日 万福寺 上吉田2599

市指定 有形 建造物 源内居 1棟 昭和45年11月 3日 個人 中津川243

市指定 有形 建造物 三峯神領民家 1棟 昭和58年 4月 1日 三峯神社 三峰298

市指定 有形 建造物 寺沢の寝入り観音堂 1棟 昭和57年12月21日 寺沢区 荒川日野

市指定 有形 建造物 湯大権現宮 1棟 平成 2年 4月 9日 個人 荒川贄川2035-2

市指定 有形 建造物 千手観音堂 1棟 昭和54年 4月16日 船川区 荒川上田野

市指定 有形 建造物 猪狩神社社殿 1棟 昭和54年 4月16日 古池区 荒川贄川

市指定 有形 建造物 大寶山圓福禅寺山門 1棟 平成18年 3月28日 圓福寺 田村967

市指定 有形 絵画
寺沢の寝入り観音堂 漢土二十四
孝絵図 24画

昭和57年12月21日 寺沢区 荒川日野

市指定 有形 絵画 地獄極楽絵図 4幅 昭和44年 5月28日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 有形 絵画 葛飾北斎筆の納額 1面 昭和33年11月 3日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 有形 絵画 森玄黄斉作 玄黄斉の書画 1括 昭和33年11月 3日 個人 荒川白久

市指定 有形 絵画
千手観音堂 相撲四十八手板絵
48面

昭和54年 4月16日 船川区 荒川上田野

市指定 有形 工芸品 音楽寺の銅鐘 1口 昭和32年 2月 8日 札所23番音楽寺 寺尾3776

市指定 有形 工芸品 秩父神社蔵刀剣脇差 1口 昭和36年 1月 9日 秩父神社 番場町1-1

市指定 有形 工芸品 太田部の獅子頭 1揃 昭和55年 7月 7日 太田部上区 吉田太田部1131

市指定 有形 工芸品 彦久保家所有の甲冑 1領 昭和55年 7月 7日 個人 下吉田

市指定 有形 工芸品 瑞花双鳳八稜鏡・錫杖頭 1面1口 平成 4年 4月10日 個人 吉田太田部

市指定 有形 工芸品 三峯神社の銅鐘 1口 昭和45年11月 3日 三峯神社 三峰298

市指定 有形 工芸品 寺井諏訪神社の鰐口 1口 昭和45年11月 3日 個人 大滝

市指定 有形 工芸品 信玄供養の念仏がね 1口 昭和45年11月 3日 個人 大滝

市指定 有形 工芸品 三峯神社の御正体（懸仏）1面 昭和45年11月 3日 三峯神社 三峰298

市指定 有形 工芸品 三峯神社の銅板絵馬 4面 昭和45年11月 3日 三峯神社 三峰298

市指定 有形 工芸品 石札 1面 昭和44年 5月28日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 有形 工芸品 香炉 1口 昭和44年 5月28日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 有形 工芸品 徳川将軍家奉納品 1括 昭和44年 5月28日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 有形 工芸品 巡礼納札 6面 昭和33年11月 3日 札所30番法雲寺 荒川白久432

市指定 有形 彫刻 岩上堂の聖観世音像 1躯 昭和32年 2月 8日
札所20番
岩之上堂

寺尾2169

市指定 有形 彫刻 札所26番の勝軍地蔵菩薩立像1躯 昭和33年 7月 9日 札所26番円融寺 下影森348

市指定 有形 彫刻 札所28番の馬頭観世音座像 1躯 昭和33年 7月 9日 札所28番橋立堂 上影森675



以上 ７９件

○登録有形文化財

指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

市指定 有形 彫刻
札所14番 長岳山今宮坊の飛天像
1躯

昭和33年10月 8日 札所14番今宮坊 中町25-12

市指定 有形 彫刻 金仙寺 四天王像 1組 昭和41年 7月 8日 金仙寺 下影森6650

市指定 有形 彫刻 徳雲寺 勝軍地蔵菩薩 1躯 昭和45年 9月 4日 徳雲寺 蒔田1947

市指定 有形 彫刻
金室阿弥陀堂の阿弥陀三尊像及び地
蔵菩薩像 ４躯 付棟札４枚

平成 8年 5月27日
金室町会・
個人

金室町2858-1
ほか

市指定 有形 彫刻 薬師如来像 1躯 昭和39年 9月29日 個人 下吉田

市指定 有形 彫刻 聖観音立像 1躯 昭和33年11月 3日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 有形 彫刻 薬師如来座像 1躯 昭和33年11月 3日 個人 荒川上田野

市指定 有形 彫刻 薬師如来立像 1躯 昭和33年11月 3日 坂口区
荒川上田野
2112-3

市指定 有形 彫刻
千手観音堂の仏像 千手観音座
像・十六善神像 21躯

昭和54年 4月16日 船川区 荒川上田野

市指定 有形 彫刻 森玄黄斉作 将棋の駒 1揃 昭和33年11月 3日 個人 荒川白久

市指定 有形 書跡 秩父志 10冊 昭和32年 2月 8日 秩父市
上町3-6-27
(市立秩父図書館)

市指定 有形 古文書 内田家所蔵古文書 一式 昭和34年 5月18日 個人 蒔田

市指定 有形 古文書
秩父の行商露店商に関する文書
9冊

昭和40年 1月25日 個人
上町3-6-27
(市立秩父図書館)

市指定 有形 古文書 戸塚家文書 619点 昭和50年 1月20日 秩父市
上町3-6-27
(市立秩父図書館)

市指定 有形 古文書 内田家古文書 一式 昭和54年 1月 8日 秩父市
荒川久那3805-7
(浦山歴史民俗資料館)

市指定 有形 古文書 関根家文書 一括 平成 3年 4月23日 個人 上宮地町

市指定 有形 古文書 太田部新井家文書 一括 昭和39年 9月29日 太田部区
荒川久那3805-7
(浦山歴史民俗資料館)ほか

市指定 有形 古文書
菊水寺の子返しの図、孝行和讃
の図(版木・大絵馬) 一括

昭和55年 7月 7日 札所33番菊水寺 下吉田1104

市指定 有形 古文書 幸島家の鉱山記録 1帖 昭和45年11月 3日 個人 中津川

市指定 有形 古文書 井上家文書 480点 昭和44年 5月28日 個人 荒川上田野

市指定 有形 典籍 一切経 1630巻 昭和54年 1月 8日 札所13番慈眼寺 東町26-7

市指定 有形 典籍
田中千弥日記7冊・秩父事件記 1
冊

昭和39年 9月29日 個人 下吉田

市指定 有形 歴史資料
袈裟(本寺正法寺第二世月泉良印
禅師伝衣) 1肩

平成19年 2月27日 廣見寺 下宮地町25-29

指定別 種別 種類 登録物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

国登録 有形 登録
旧埼玉県繊維工業試験場秩父支
場本館 1棟

平成13年10月12日 秩父市 熊木町500-1ほか

国登録 有形 登録
旧埼玉県繊維工業試験場秩父支
場工場棟 1棟

平成13年10月12日 秩父市 熊木町500-1ほか

国登録 有形 登録
旧埼玉県繊維工業試験場秩父支
場倉庫 1棟

平成13年10月12日 秩父市 熊木町500-1ほか

国登録 有形 登録 旧秩父駅舎 1棟 平成13年10月12日 秩父市 大宮5663-1

国登録 有形 登録 旧柿原商店店舗及び主屋 1棟 平成14年 8月21日 秩父市 本町1404-4

国登録 有形 登録 旧柿原商店土蔵Ａ 1棟 平成14年 8月21日 秩父市 本町1404-4



以上 ３１件

○無形文化財

指定物件なし

○民俗文化財

国登録 種別 種類 登録物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

国登録 有形 登録 旧柿原商店土蔵Ｂ 1棟 平成14年 8月21日 秩父市 本町1404-4

国登録 有形 登録 旧柿原商店土蔵Ｃ 1棟 平成14年 8月21日 秩父市 本町1404-4

国登録 有形 登録 旧柿原商店石塀 1棟 平成14年 8月21日 秩父市 本町1404-4

国登録 有形 登録 旧新井商店居宅兼店舗 1棟 平成16年 2月17日 個人 本町1400

国登録 有形 登録 旧新井商店商品倉庫 1棟 平成16年 2月17日 個人 本町1400

国登録 有形 登録 旧新井商店倉庫 1棟 平成16年 2月17日 個人 本町1400

国登録 有形 登録 秩父鉄道御花畑駅 1棟 平成16年 2月17日 秩父鉄道株式会社 東町1120-5

国登録 有形 登録 薗田家住宅主屋 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町994-1

国登録 有形 登録 薗田家住宅表門 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町994-1

国登録 有形 登録 武甲酒造柳田総本店店舗 1棟 平成16年 2月17日 武甲酒造株式会社 宮側町4389

国登録 有形 登録 宮前家住宅主屋 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町993

国登録 有形 登録 宮前家住宅表門 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町993

国登録 有形 登録 秩父銘仙出張所一 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町1001

国登録 有形 登録 秩父銘仙出張所二 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町1001

国登録 有形 登録 秩父銘仙出張所三 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町1001

国登録 有形 登録 カフェ・パリー 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町1036-1

国登録 有形 登録 安田屋 1棟 平成16年 2月17日 法人 番場町1036

国登録 有形 登録 小池煙草店 1棟 平成16年 2月17日 個人 番場町1037-7

国登録 有形 登録 旧武毛銀行本店 1棟 平成 9年12月12日 秩父市 下吉田3871-1

国登録 有形 登録 近藤歯科医院 1棟 平成18年 3月 2日 個人 番場町1026-6

国登録 有形 登録 旧大月旅館別館 1棟 平成18年 3月 2日 個人 番場町1035-3

国登録 有形 登録 松本教室主屋 1棟 平成18年 3月 2日 個人 上町1289-1

国登録 有形 登録 逸見家住宅主屋 1棟 平成21年 1月 8日 個人 荒川贄川812

国登録 有形 登録 旧強谷織物工場 令和元年9月10日 個人
山田字上西
新木1660-1他

国登録 有形 登録 栃谷八坂神社舞台 令和元年9月10日 八坂神社
栃谷字島府
402-2

指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者等 所在地

国指定 民俗 有形民俗 秩父祭屋台6基 中近笠鉾 昭和37年 5月23日 中近笠鉾保存会 中村町2569－1

国指定 民俗 有形民俗 秩父祭屋台6基 下郷笠鉾 昭和37年 5月23日 下郷笠鉾保存会 滝の上町4123-1



指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者等 所在地

国指定 民俗 有形民俗 秩父祭屋台6基 宮地屋台 昭和37年 5月23日 宮地屋台保存会 中宮地町5090

国指定 民俗 有形民俗 秩父祭屋台6基 上町屋台 昭和37年 5月23日 上町屋台保存会 上町1262-2

国指定 民俗 有形民俗 秩父祭屋台6基 中町屋台 昭和37年 5月23日 中町屋台保存会 中町1327-1

国指定 民俗 有形民俗 秩父祭屋台6基 本町屋台 昭和37年 5月23日 本町会 番場町1-1

県指定 民俗 有形民俗 秩父札所四番石仏群 昭和34年 3月20日 札所4番金昌寺 山田1816

県指定 民俗 有形民俗 萩平歌舞伎舞台 1棟 付芝居道具 昭和55年 3月29日 19名共有 寺尾1012

県指定 民俗 有形民俗 萩平精進堂 1棟 昭和55年 3月29日 19名共有 寺尾1012

県指定 民俗 有形民俗 上中尾の猪垣 昭和47年 3月28日 個人 大滝1522

市指定 民俗 有形民俗 品沢人形芝居の人形 一式 昭和33年10月 8日 個人 品沢

市指定 民俗 有形民俗 恒持祭屋台・笠鉾3基 荒木屋台 昭和40年 1月25日 上山田町会 山田1552-1

市指定 民俗 有形民俗
恒持祭屋台・笠鉾3基 中山田屋
台

昭和40年 1月25日 中山田町会 山田2197

市指定 民俗 有形民俗 恒持祭屋台・笠鉾3基 大棚笠鉾 昭和40年 1月25日
中山田町会
大棚区

山田3321

市指定 民俗 有形民俗
秩父市立民俗博物館収蔵民具コ
レクション

昭和44年 1月 8日 秩父市 大宮5663－1

市指定 民俗 有形民俗 下影森 田の沢の屋台 昭和45年 9月 5日 八幡町会
下影森348
(円融寺)

市指定 民俗 有形民俗 諏訪神社附設舞台 昭和54年 4月 6日 諏訪神社 上影森255-1

市指定 民俗 有形民俗 浦山細久保防風林 昭和56年 3月13日 個人 浦山1698

市指定 民俗 有形民俗 秩父祭 中近笠鉾旧部品 昭和58年10月 5日 中近笠鉾保存会 中村町2569－1

市指定 民俗 有形民俗 秩父祭 下郷笠鉾旧部品 昭和58年10月 5日 下郷笠鉾保存会 滝の上町4123-1

市指定 民俗 有形民俗 秩父祭 宮地屋台旧部品 昭和58年10月 5日 宮地屋台保存会 中宮地町5090

市指定 民俗 有形民俗 秩父祭 上町屋台旧部品 昭和58年10月 5日 上町屋台保存会 上町1262-2

市指定 民俗 有形民俗 秩父祭 中町屋台旧部品 昭和58年10月 5日 中町屋台保存会 中町1327-1

市指定 民俗 有形民俗 秩父祭 本町屋台旧部品 昭和58年10月 5日 本町会 番場町1-1

市指定 民俗 有形民俗 栃谷の笠鉾3基 上組笠鉾 昭和59年6月27日 栃谷町会 栃谷1220-3

市指定 民俗 有形民俗 栃谷の笠鉾3基 中組笠鉾 昭和59年6月27日 栃谷町会 栃谷912

市指定 民俗 有形民俗 栃谷の笠鉾3基 本組笠鉾 昭和59年6月27日 栃谷町会 栃谷124-3

市指定 民俗 有形民俗
秩父歌舞伎正和会歌舞伎衣裳・
用具及び台本 241点

平成 8年 5月27日
秩父歌舞伎
正和会

大野原318-2

市指定 民俗 有形民俗 妙見塚 付幟旗 2枚 平成15年 1月24日 個人 中宮地町5036

市指定 民俗 有形民俗 初節句の刀箭 平成 8年 6月26日 個人 上吉田

市指定 民俗 有形民俗 巣場の双体道祖神 昭和45年11月 3日 巣場区 大滝241

市指定 民俗 有形民俗 十文字峠の里程観音 昭和45年11月 3日 秩父市 大滝字栃本ほか

市指定 民俗 有形民俗 大陽寺閻魔堂の仏像群 昭和45年11月 3日 大陽寺 大滝459



指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者等 所在地

市指定 民俗 有形民俗 十々六木板石塔婆 昭和58年 4月 1日 個人
大滝4277-4
(大滝歴史民俗資料館)

市指定 民俗 有形民俗 浜平獅子舞の獅子頭 平成14年 1月23日 秩父市
大滝4277-4
(大滝歴史民俗資料館)

市指定 民俗 有形民俗 稲荷神社石垣 平成 2年 4月 9日 小野原区 荒川小野原329

市指定 民俗 有形民俗 石経塚 昭和33年11月 3日 個人 荒川上田野967-3

市指定 民俗 有形民俗 爪彫りの石 昭和33年11月 3日 個人 荒川上田野967-3

市指定 民俗 有形民俗 半縄の笠鉾 昭和63年 5月21日 秩父市
荒川日野76
(荒川歴史民俗資料館)

市指定 民俗 有形民俗 橋場の双体道祖神 平成12年10月25日 橋場区 荒川白久308

市指定 民俗 有形民俗
廣見寺本堂額縁(元下郷笠鉾万
燈) 1面

平成19年 2月27日 廣見寺 下宮地町25-29

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 番場町屋台 平成20年 3月25日 番場町会 番場町9-2

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 宮側町屋台 平成20年 3月25日 宮側町会 宮側町14-6

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 東町屋台 平成20年 3月25日 東町会 東町7-9

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 熊木町笠鉾 平成20年 3月25日 熊木町会 熊木町13-9

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 道生町笠鉾 平成20年 3月25日 道生町会 道生町3-23

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 上町笠鉾 平成20年 3月25日 上町会 上町2-9-12

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 中町笠鉾 平成20年 3月25日 中町会 中町1595-2

市指定 民俗 有形民俗 川瀬祭笠鉾･屋台8基 本町屋台 平成20年 3月25日 本町会 番場町1-1

国指定 民俗 無形民俗 秩父祭の屋台行事と神楽 昭和54年 2月 3日
秩父祭保存委員会
秩父神社神楽保存会

秩父市各町内

国指定 民俗 無形民俗 秩父吉田の龍勢 平成30年 3月 8日
吉田龍勢保存
会

下吉田

国選択 民俗 無形民俗 秩父神社神楽 昭和50年12月 8日
秩父神社神楽
保存会

番場町1-1

国選択
県指定

民俗 無形民俗 白久の串人形(白久の人形芝居) 昭和52年 3月29日
白久串人形芝居
保存会

荒川白久
(豆早原地区)

国選択 民俗 無形民俗 中津川の鉄砲堰製作技術 平成20年 3月13日
中津川鉄砲堰
保存会

中津川

県指定 民俗 無形民俗 浦山の獅子舞 昭和54年 3月27日
浦山大日堂
獅子舞保存会

浦山1455

県指定 民俗 無形民俗 貴布祢神社神楽 昭和52年 3月29日
貴布祢神社神楽
保存会

下吉田字井上

県指定 民俗 無形民俗 大波見のドンド焼き 昭和63年 2月26日 大波見区 上吉田字大波見

県指定 民俗 無形民俗 塚越の花まつり 平成 2年 3月28日
塚越花まつり
保存会

上吉田字塚越

県指定 民俗 無形民俗 白久のテンゴウ祭り 昭和63年 2月26日 原区 荒川白久字原

県指定 民俗 無形民俗 椋神社御田植祭 平成21年 3月17日
椋神社御田植祭
保存会

蒔田(上蒔田椋神社)

県指定 民俗 無形民俗 秩父神社御田植祭 平成21年 3月17日
秩父神社御田植祭
保存会

番場町1-1

県指定 民俗 無形民俗 秩父川瀬祭の川瀬と屋台の行事 令和 3年 7月30日 川瀬祭保存会 秩父市内

県選択
市指定

民俗 無形民俗 小川の百八灯 昭和41年 3月 8日 小川地区子供中 上吉田字小川

県選択
市指定

民俗 無形民俗 甘酒祭 昭和35年 3月 1日 猪鼻区
荒川白久
(熊野神社)



以上 ８３件

指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者等 所在地

市指定 民俗 無形民俗 黒谷の獅子舞 昭和32年 2月 8日
黒谷獅子舞
保存会

黒谷2191
(聖神社)

市指定 民俗 無形民俗 久那の獅子舞 昭和32年 2月 8日
久那獅子舞
保存会

久那2276-2
(葛城神社)

市指定 民俗 無形民俗 矢行地の獅子舞 昭和33年10月 8日
矢行地獅子舞
保存会

山田326
(諏訪神社)

市指定 民俗 無形民俗 田野澤の獅子舞 昭和33年10月 8日 八幡町会 下影森

市指定 民俗 無形民俗 太田熊野神社の神楽 昭和36年 9月27日 熊野神社 太田1320

市指定 民俗 無形民俗 琴平神社の神楽 昭和43年 6月 3日
琴平神社付属
神代神楽

下影森1455

市指定 民俗 無形民俗 秩父歌舞伎正和会 昭和44年 1月 8日
秩父歌舞伎
正和会

下宮地町

市指定 民俗 無形民俗 中蒔田椋神社の神楽 昭和47年 4月 6日 中蒔田椋神社 蒔田(中蒔田椋神社)

市指定 民俗 無形民俗 柳田の千垢離 昭和55年 5月 9日
柳田千垢離
保存会

柳田町

市指定 民俗 無形民俗 諏訪神社神楽 昭和43年 4月13日
漆木区(漆木諏訪
神社神楽保存会)

吉田石間字漆木

市指定 民俗 無形民俗 久長の獅子舞 昭和55年 7月 7日
久長元耕地
獅子舞保存会

吉田久長字小鹿原

市指定 民俗 無形民俗 白岩の獅子舞 昭和55年 7月 7日 白岩獅子舞保存会 吉田阿熊字白岩

市指定 民俗 無形民俗 産泰様腹帯祭り 昭和55年 7月 7日 産泰神社氏子中 下吉田字橋倉

市指定 民俗 無形民俗 橋倉のフセギ 昭和55年 7月 7日 橋倉区 下吉田字橋倉

市指定 民俗 無形民俗 桜井のまわり念仏 昭和55年 7月 7日 桜井地区檀徒中 下吉田字桜井

市指定 民俗 無形民俗 福田のフセギ 平成 4年 9月17日 福田耕地 下吉田字福田

市指定 民俗 無形民俗 塚越のフセギ 平成 4年 9月17日 塚越区 上吉田字塚越

市指定 民俗 無形民俗 沢口の精霊送り 平成 4年 9月17日 沢口区 吉田石間字沢口

市指定 民俗 無形民俗 大日堂の天道念仏 平成 4年 9月17日 大日堂耕地 下吉田字大日堂

市指定 民俗 無形民俗 女部田の女人念仏 平成 4年 9月17日 女部田区 上吉田字女部田

市指定 民俗 無形民俗 小川の精霊送り 平成 8年 6月26日 経蔵院檀徒中 上吉田字小川

市指定 民俗 無形民俗 十頭神社の神輿渡御 平成 8年 6月26日 十頭神社氏子中 上吉田字明ヶ平

市指定 民俗 無形民俗 取方の彼岸念仏 平成 8年 6月26日 取方上組念仏講中 下吉田字取方

市指定 民俗 無形民俗 小坂下の天道念仏 平成 8年 6月26日 小坂下念仏講中 下吉田字小坂下

市指定 民俗 無形民俗 三峰の獅子舞 昭和45年11月 3日 三峯神社 三峰298

市指定 民俗 無形民俗 三峰の神楽 昭和45年11月 3日
三峯神社(三峯
神代神楽保存会)

三峰298

市指定 民俗 無形民俗 神明社神楽 昭和34年 4月10日
神明社(神明社
神楽保存会)

荒川白久1550

市指定 民俗 無形民俗 浅間神社神楽 昭和34年 4月10日
浅間神社(日
野神楽師会)

荒川日野30

市指定 民俗 無形民俗 日向の獅子舞 昭和33年11月 3日
下郷区熊野神社
(日向獅子舞保存会)

荒川贄川107

市指定 民俗 無形民俗 千手観音信願相撲 昭和54年 4月16日
船川区(千手観音
信願相撲保存会)

荒川上田野

市指定 民俗 無形民俗 上平の廻し念仏 昭和63年12月 8日 上平区 荒川贄川546

市指定 民俗 無形民俗 神明社川瀬神幸祭と笠鉾行事 平成16年 5月12日 神明社 荒川白久(上サ区)



○記念物

指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

国指定 記念物 史跡 栃本関跡 昭和45年11月12日 個人 大滝1623ほか

県指定 記念物 史跡 廣見寺 石経蔵 昭和 2年 3月31日 廣見寺 下宮地町5351

県指定 記念物 史跡 延慶の青石塔婆 昭和34年 3月20日 光正寺 寺尾2061

県指定 記念物 史跡 大田の高札場 昭和42年 3月28日 個人 太田1343

県指定 記念物 史跡 飯塚・招木古墳群 昭和51年 3月30日 個人 寺尾226ほか

県指定 記念物 史跡 大達原高札場 昭和14年 3月31日 秩父市 大滝532-1地先

県指定 記念物 史跡 神庭洞窟 平成 5年 3月10日 個人 三峰139-1

市指定 記念物 史跡 丹党中村氏の墓 昭和29年11月 3日 個人 中村町2422-1

市指定 記念物 史跡 秩父神社大祭御旅所 昭和29年11月 3日 秩父神社
熊木町(秩父公
園内)

市指定 記念物 史跡 黒谷銅製錬所阯 昭和31年 3月25日 秩父市和銅保勝会 黒谷1667

市指定 記念物 史跡 岩かげ遺跡 昭和33年 7月 9日 札所28番橋立堂 上影森675

市指定 記念物 史跡 札所1番 誦経山四萬部寺 昭和40年 1月25日 札所1番四萬部寺 栃谷418

市指定 記念物 史跡 札所2番 大棚山真福寺 昭和40年 1月25日 札所2番真福寺 山田3095

市指定 記念物 史跡 札所3番 岩本山常泉寺 昭和40年 1月25日 札所3番常泉寺 山田1392

市指定 記念物 史跡 札所4番 高谷山金昌寺 昭和40年 1月25日 札所4番金昌寺 山田1803-2

市指定 記念物 史跡 札所11番 南石山常楽寺 昭和40年 1月25日 札所11番常楽寺 熊木町43-28

市指定 記念物 史跡 札所12番 仏道山野坂寺 昭和40年 1月25日 札所12番野坂寺 野坂町2-12-25

市指定 記念物 史跡 札所13番 旗下山慈眼寺 昭和40年 1月25日 札所13番慈眼寺 東町26-7

市指定 記念物 史跡 札所14番 長岳山今宮坊 昭和40年 1月25日 札所14番今宮坊 中町25-12

市指定 記念物 史跡 札所15番 母巣山少林寺 昭和40年 1月25日 札所15番少林寺 番場町7-22

市指定 記念物 史跡 札所16番 無量山西光寺 昭和40年 1月25日 札所16番西光寺 中村町4-8-21

市指定 記念物 史跡 札所17番 実正山定林寺 昭和40年 1月25日 札所17番定林寺 桜木町21-3

市指定 記念物 史跡 札所18番 白道山神門寺 昭和40年 1月25日 札所18番神門寺 下宮地町5-15

※有形民俗文化財のうち、

○「秩父祭 中近笠鉾」「秩父祭 下郷笠鉾」の笠鉾２基、「秩父祭 宮地屋台」「秩父祭 上

町屋台」「秩父祭 中町屋台」「秩父祭 本町屋台」の屋台４基については、「秩父祭屋

台６基」名で１件として指定されている。

○「恒持祭 荒木屋台」「恒持祭 中山田屋台」「恒持祭 大棚笠鉾」の３基については、「恒

持祭屋台・笠鉾３基」名で１件として指定されている。

○「上組笠鉾」「中組笠鉾」「本組笠鉾」の３基については、「栃谷の笠鉾３基」名で１件

として指定されている。

○「番場町屋台」「宮側町屋台」「東町屋台」「熊木町笠鉾」「道生町笠鉾」「上町笠鉾」「中

町笠鉾」「本町屋台」の８基については、「川瀬祭笠鉾・屋台８基」名で１件として

指定されている。



指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

市指定 記念物 史跡 札所19番 飛渕山龍石寺 昭和40年 1月25日 札所19番龍石寺 大畑町15-31

市指定 記念物 史跡 札所20番 法王山岩之上堂 昭和40年 1月25日 個人 寺尾2169

市指定 記念物 史跡 札所21番 要光山観音寺 昭和40年 1月25日 札所21番観音寺 寺尾2352

市指定 記念物 史跡 札所22番 華台山童子堂 昭和40年 1月25日 札所22番童子堂 寺尾3595

市指定 記念物 史跡 札所23番 松風山音楽寺 昭和40年 1月25日 札所23番音楽寺 寺尾3773

市指定 記念物 史跡 札所24番 光智山法泉寺 昭和40年 1月25日 札所24番法泉寺 別所1586

市指定 記念物 史跡 札所25番 岩谷山久昌寺 昭和40年 1月25日 札所25番久昌寺 久那2287

市指定 記念物 史跡
札所26番 岩井堂（萬松山円融
寺）

昭和40年 1月25日 札所26番円融寺
下影森1450
(348-3)

市指定 記念物 史跡 札所27番 龍河山大渕寺 昭和40年 1月25日 札所27番大渕寺 上影森411

市指定 記念物 史跡 札所28番 石龍山橋立堂 昭和40年 1月25日 札所28番橋立堂 上影森675

市指定 記念物 史跡 札所29番 笹戸山長泉院 昭和34年 4月10日 札所29番長泉院 荒川上田野557

市指定 記念物 史跡 札所30番 瑞竜山法雲寺 昭和34年 4月10日 札所30番法雲寺 荒川白久432

市指定 記念物 史跡 札所33番 延命山菊水寺 昭和45年 9月24日 長福寺 下吉田1104

市指定 記念物 史跡
高野佐三郎遺跡 附佐三郎遺品
一式・道場（明信館本館）

昭和40年10月 1日 秩父市・個人 中町21-5

市指定 記念物 史跡 加藤家板石塔婆 昭和44年 1月 8日 個人 日野田町2-22-29

市指定 記念物 史跡 旧伊古田村高札場 昭和46年 3月12日 個人 伊古田632

市指定 記念物 史跡 堀切の青石塔婆 昭和50年 1月20日 個人 堀切476

市指定 記念物 史跡 冠岩の青石塔婆 昭和50年 1月20日 個人 浦山字冠岩1583

市指定 記念物 史跡 狐塚古墳 昭和50年 1月20日 札所27番大渕寺 上影森794

市指定 記念物 史跡 太田部塚山古墳群 昭和39年 9月29日 個人 吉田太田部1470

市指定 記念物 史跡 岩蔭の遺跡(彦久保岩陰遺跡) 昭和39年 9月29日 個人 吉田阿熊110

市指定 記念物 史跡 長福寺の芭蕉句碑 1基 昭和39年 9月29日 長福寺
下吉田1104
(札所33番菊水寺)

市指定 記念物 史跡 坂東彦五郎の墓 1基 昭和43年 4月13日 万松寺 下吉田6690

市指定 記念物 史跡 万葉歌碑 昭和45年 9月24日 秩父市 下吉田3833

市指定 記念物 史跡 麻生加番所跡 昭和45年11月 3日 個人 大滝1316

市指定 記念物 史跡 翁塚 芭蕉句碑 昭和33年11月 3日 個人
荒川上田野1660
(坂口区)

市指定 記念物 史跡 諸の高札場 昭和54年 4月16日 個人 荒川久那

市指定 記念物 史跡 即道終焉の地 昭和33年11月 3日 町分区
荒川贄川738-2
(常明寺)

市指定 記念物 史跡 清雲寺事件と大炊御門尊正の墓 昭和33年11月 3日 清雲寺
荒川上田野690
(栃久保区)

市指定 記念物 史跡 諸の翁塚(芭蕉句碑) 平成12年10月25日 個人 荒川久那3978

県指定 記念物 名勝 中津峡 昭和18年 3月31日 秩父市 中津川

市指定 記念物 名勝 城峯山 昭和39年 9月29日 城峯神社ほか 吉田石間

市指定 記念物 名勝 子ノ神の滝 平成12年 2月25日
国土交通
省・
個人

下吉田7310-1
地先ほか



指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

国指定 記念物
天 然
記念物

古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類
化石群

平成28年 3月 1日 国ほか
下吉田、大野
原ほか

県指定 記念物
天 然
記念物

金仙寺枝垂サクラ 昭和10年 3月31日 金仙寺 下影森6650

県指定 記念物
天 然
記念物

橋立鍾乳洞 昭和11年 3月31日 札所28番橋立堂 上影森708

県指定 記念物
天 然
記念物

駒つなぎのケヤキ 昭和19年 3月31日 秩父市 中町16-10

県指定 記念物
天 然
記念物

秩父神社柞の森のブッポウソウ 昭和35年 3月 1日 秩父神社 番場町1-1

県指定 記念物
天 然
記念物

久那のステゴビル 昭和36年 3月 1日 個人 久那2565ほか

県指定 記念物
天 然
記念物

てんぐ岩のムカデラン 昭和36年 3月 1日 個人 吉田阿熊1345

県指定 記念物
天 然
記念物

三峯モミ 大正11年 3月29日 三峯神社 三峰298-1

県指定 記念物
天 然
記念物

清雲寺のサクラ 昭和 7年 3月31日
清雲寺(清雲寺
枝垂桜保存会)

荒川上田野690
(栃久保区)

県指定 記念物
天 然
記念物

若御子断層洞及び断層群 昭和35年 3月 1日 清雲寺ほか
荒川上田野
2334,2335

県指定 記念物
天 然
記念物

大山沢のシオジ林 平成25年 3月12日 埼玉県
中津川字大山沢
530の一部

市指定 記念物
天 然
記念物

瑞岩寺山のツツジ 昭和32年 2月 8日 瑞岩寺 黒谷1627ほか

市指定 記念物
天 然
記念物

柞の森 昭和32年 2月 8日 秩父神社 番場町1-1

市指定 記念物
天 然
記念物

滝坂のステゴビル 昭和33年10月 8日 個人 上町

市指定 記念物
天 然
記念物

浦山のフクジュソウ群落 昭和35年 6月 8日 個人 浦山字唐沢

市指定 記念物
天 然
記念物

下蒔田のカヤの木 昭和39年 8月 7日 個人 蒔田835

市指定 記念物
天 然
記念物

上影森諏訪神社のスギ 昭和45年 9月 4日 諏訪神社 上影森255-1

市指定 記念物
天 然
記念物

熊野神社のケヤキ 昭和47年 4月 6日 熊野神社 太田1320

市指定 記念物
天 然
記念物

金仙寺のスギ 昭和50年 1月20日 金仙寺 下影森6650

市指定 記念物
天 然
記念物

でんでい場のツバキ 昭和54年 7月17日 個人 上宮地町4547

市指定 記念物
天 然
記念物

近戸の大ツツジ 昭和55年 8月22日 個人 近戸町9-21

市指定 記念物
天 然
記念物

古屋敷のヒイラギ 昭和55年 8月22日 個人 浦山1567

市指定 記念物
天 然
記念物

蓼沼のクワ 平成 1年10月23日 個人 大野原2844

市指定 記念物
天 然
記念物

吉田小学校庭の大欅 昭和55年 7月 7日 秩父市 下吉田3833

市指定 記念物
天 然
記念物

海底地滑りの跡(スランプ褶曲) 昭和55年 7月 7日 個人 下吉田1267

市指定 記念物
天 然
記念物

てんぐ岩のネズ 平成 4年 9月17日 個人 吉田阿熊1345

市指定 記念物
天 然
記念物

巣場ヤブツバキ群生地 昭和58年 4月 1日 個人 大滝字巣場地内

市指定 記念物
天 然
記念物

桧葉 昭和33年11月 3日 札所30番法雲寺 荒川白久432

市指定 記念物
天 然
記念物

座禅草 昭和60年 4月23日 個人 荒川日野

市指定 記念物
天 然
記念物

男釜・女釜 平成 2年11月22日
国土交通
省・
個人

荒川小野原178

市指定 記念物
天 然
記念物

円通寺のシダレ桜 平成 5年 7月26日 円通寺 荒川白久912

市指定 記念物
天 然
記念物

清雲寺境内しだれ桜 3本 平成10年 5月21日 清雲寺
荒川上田野690
(栃久保区)

市指定 記念物
天 然
記念物

品沢のフクジュソウ 平成20年 1月22日 個人 品沢



以上 ９５件

◆指定等文化財件数

※「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」を表す。

○ふるさと文化財の森

○国指定天然記念物

地域を定めず指定したもの（うち埼玉県が主な生息地に含まれるもの）

指定別 種別 種類 指定物件 指定年月日 所有者又は管理者 所在地

県指定 記念物 旧跡 和銅採掘遺跡 昭和36年 9月 1日 個人
黒谷1918
(和銅山)

県指定 記念物 旧跡 井上如常墓 昭和37年10月 1日 個人
下影森6650
(金仙寺)

県指定 記念物 旧跡 影森用水 昭和37年10月 1日 個人 上影森409ほか

県指定 記念物 旧跡 秩父氏館跡 昭和36年 9月 1日 秩父市 下吉田3833

県指定 記念物 旧跡 三峯施宿供養塔 昭和36年 9月 1日 三峯神社 三峰

県指定 記念物 旧跡 普寛行者生地 昭和37年10月 1日 個人 大滝944

種別
国指定等文化財 県指定等文化財 市指定文化財

合計
種類 件数 種類 件数 種類 件数

有 形

文化財
重

要

文

化

財

建造物 1 建造物 4 建造物 17 22

絵画 0 絵画 1 絵画 5 6

彫刻 0 彫刻 2 彫刻 13 15

工芸品 0 工芸品 3 工芸品 14 17

古文書・書跡・典籍 0 古文書・書跡・典籍 3 古文書・書跡・典籍 12 15

考古資料 0 考古資料 1 考古資料 0 1

歴史資料 0 歴史資料 2 歴史資料 1 3

計 １ 計 16 計 62 79

登録有形文化財（建造物） 31 31

計 31 31

小計 32 小計 16 小計 62 110

無形文化財 重要無形文化財 0 無形文化財 0 無形文化財 0 0

民 俗

文化財

重要有形民俗文化財 1 有形民俗文化財 4 有形民俗文化財 28 33

重要無形民俗文化財 2 無形民俗文化財 9 無形民俗文化財 34 45

選択無形民俗文化財※ 3 選択無形民俗文化財 2 5

小計 6 小計 15 小計 62 83

記念物 史跡 1 史跡 6 史跡 46 53

名勝 0 名勝 1 名勝 2 3

天然記念物 1 天然記念物 10 天然記念物 22 33

旧跡 6 6

小計 2 小計 23 小計 70 95

総 計 40 54 194 288

名称 材種 設定年月日 所在地

東京大学秩父演習林 木材（サワラ） 平成 20 年 3 月 28 日 大滝

秩父市栃本市有林 檜皮、木材（ヒノキ、スギ） 平成 31 年 3 月 20 日 大滝

指定種別 指定名称 指定年月日

特別天然記念物 カモシカ 昭和 30 年 2 月 15 日

天然記念物 ヤマネ 昭和 56 年 6 月 26 日


