
Ⅰ　国指定文化財 Ⅱ　県指定文化財

件数 種　別 名　　　称 員数 指定年月日 件数 種　別 名　　　称 員数 指定年月日 件数

1 1 旧中畑陣屋主屋

2 旧正宗寺三匝堂 2 会津松平氏庭園石造三重塔

3 3 蒲生秀行廟

4 八葉寺阿弥陀堂 4 茶室麟閣

5 5

6 厨子入木造蘆名盛氏坐像 6 絹本著色松平楽翁像

7 椿彫木彩漆笈 7 七里ヶ浜遠望図

8 金銅双龍双鳥文馨 8 絹本著色達磨図

9 大刀鋒両刃造 9

10 大刀切刃造 10 木造十一面観音立像

11 大刀切刃造 11 銅造聖観音菩薩立像

12 大刀鎬造 12 鉄製注連（伝）

13 大刀鎬造 13 木造扁額「融通寺」

14 会津大塚山古墳出土品　 一括 14 太刀　銘　国宗

15 有形民俗文化財 15 青磁牡丹唐草文大瓶

16 史跡 会津藩主松平家墓所 ― 16

17 史跡 若松城跡 ― 17

18 史跡 大塚山古墳 ― 18 簗田家文書 一括

19 史跡 旧滝沢本陣 ― 19 大戸窯跡群出土品 一括

20 名勝 会津松平氏庭園 ― 20 田村山古墳出土品 一括

21 天然記念物 高瀬の大木（ケヤキ） ― 21 陸奥国会津城絵図

22 天然記念物 赤井谷地沼野植物群落 ― 22 冬木沢の空也念仏踊

23 史跡 大戸窯跡群 ―

24 天然記念物 白山沼のイトヨ生息地 ―

重文(建造物)
旧滝沢本陣横山家住宅〔主屋
・座敷〕

2棟 昭和46.3.11 重文(建造物) 1棟 昭和51.5.4

重文(建造物) 1棟 平成7.6.27 重文(建造物) 1基 平成7.3.31

重文(建造物) 延命寺地蔵堂(藤倉二階堂） 1棟 昭和25.8.29 重文(建造物) 1棟 昭和61.3.31

重文(建造物) 1棟 昭和25.8.29 重文(建造物) 1棟 平成11.3.30

重文(絵画)
絹本著色阿弥陀二十五菩薩来
迎図

1幅 平成3.6.21 重文(絵画)
絹本著色仏涅槃図・如意輪観
音像・愛染明王像

3幅 昭和36.3.22

重文(彫刻) 1躯 大正9.8.16 重文(絵画) 1幅 昭和43.4.9

重文(工芸品) 1背 昭和39.5.26 重文(絵画） 1面 平成6.3.31

重文(工芸品) 1面 昭和34.6.27 重文(絵画） 1幅 平成10.3.31

重文(工芸品) 1口 平成元.6.12 重文(絵画)
絹本墨画著色寒山図・絹本墨
画著色拾得図

2幅 平成10.3.31

重文(工芸品) 1口 平成元.6.12 重文(彫刻) 1躯 昭和33.8.1

重文(工芸品) 1口 平成元.6.12 重文(彫刻) 1躯 昭和35.3.29

重文(工芸品) 1口 平成元.6.12 重文(工芸品) 7枚 昭和28.10.1

重文(工芸品) 1口 平成元.6.12 重文(工芸品) 1面 昭和30.2.4

重文(考古資料) 昭和52.6.11 重文(工芸品) 1口 昭和30.12.27

八葉寺奉納小型納骨塔婆及び
納骨器

14,824
体 昭和56.4.22 重文(工芸品) 1口 平成元.3.22

昭和62.5.12 重文(典籍) 大般若経　経櫃
附　経箱60口

600帖6
合 平成12.3.31

昭和9.12.28 重文(典籍) 家世実紀
附　目録１冊・収納箱５合

277冊 平成15.3.25

昭和47.5.26 重文(古文書) 平成13.3.30

昭和45.3.16 重文(考古資料) 平成19.4.6

昭和7.10.19 重文(考古資料) 昭和28.10.1

昭和16.1.27 重文(歴史資料) 1鋪 平成9.3.25

昭和3.3.24 無文(民俗) 1団体 昭和47.4.7

平成10.3.31

昭和51.5.4



Ⅲ　市指定文化財

件数 種　別 名　　　称 員数 指定年月日 件数 種　別 名　　　称 員数 指定年月日 件数

1 石造層塔 31

2 善龍寺の山門 32

3 下荒井観音堂 33

4 両堂不動堂お籠り堂 34 会津漆器 一式

5 蒲生氏郷五輪塔 35

6 蒲生忠郷五輪塔 36

7 法紹山浄光寺釈迦堂 37

8 圓輪光曼荼羅 38

9 伝李龍眼筆絹本羅漢像 39

10 絹本著色両界曼荼羅図 双幅 40 田中正玄夫人副葬品膳腕一式 一式

11 絹本著色十六善神図 41 朱塗瓶子

12 絹本著色愛染明王像 42 能面

13 半双 43

14 愛宕神社奉納絵馬 44 会津正阿弥鐔

15 紙本著色帝鑑図屏風 45 会津正阿弥鐔

16 絹本著色伝保科正光画像 46 銅造懸佛

17 絹本著色伝保科正経画像 47 銅造薬師如来坐像

18 紙本淡彩遊魚図伝雪村筆 48 銅造懸佛

19 八幡神社奉納絵馬 49 木造扁額「稲荷大明神」

20 蒲生賢秀坐像 50

21 銅造阿弥陀如来立像 51 鞘塗「変塗」標本

22 木造阿弥陀如来坐像 52 枝菊漆絵会席膳椀一式

23 木造馬頭観音坐像 53

24 木造文殊菩薩坐像 54 林光正作　漆塗手板

25 多門院毘沙門天像 55 花瓶

26 松命山蓮華寺須弥壇 56 自然山融通寺梵鐘

27 極楽地蔵（延命地蔵） 57 刺繍仏涅槃図　付　漆塗木箱

28 甲賀町鶴ケ城稲荷神社神像 58 蒲生氏郷書簡

29 刀剣（表銘　兼元） 59 一休墨磧

30 刀剣（表銘　長道） 60 各一葉

有文(建造物) 1基 昭和34.4.13 有文(工芸)
刀剣（表銘　奥州会津住政長
）

1振 昭和33.11.10

有文(建造物) 1棟 平成13.1.23 有文(工芸)
刀剣（表銘　陸奥大掾三善長
道） 1振 昭和33.11.10

有文(建造物) 1棟 昭和49.4.1 有文(工芸)
刀剣（表銘　陸奥大掾三善長
道） 1振 昭和33.11.10

有文(建造物) 1棟 昭和63.5.7 有文(工芸) 昭和36.11.18

有文(建造物) 1基 平成18.4.19 有文(工芸)
刀剣（表銘　和泉守兼定焼刃
真宗鉄鍛造之）

1振 昭和36.11.18

有文(建造物) 1基 平成18.4.19 有文(工芸)
刀剣（表銘　陸奥会津住三善
藤四郎長道）

1振 昭和36.11.18

有文(建造物) 1棟 平成18.4.19 有文(工芸)
刀剣（表銘　奥州会津住長国
） 1振 昭和36.11.18

有文(絵画) 1幅 昭和34.4.13 有文(工芸)
刀剣（表銘　奥州会津住政長
） 1振 昭和36.11.18

有文(絵画) 1幅 昭和34.4.13 有文(工芸)
刀剣（表銘　陸奥会津住三善
長道）

1振 昭和36.11.18

有文(絵画) 昭和49.2.13 有文(工芸) 昭和51.3.22

有文(絵画) 1幅 昭和49.2.13 有文(工芸) 1対 昭和55.3.29

有文(絵画) 1幅 昭和49.2.13 有文(工芸) 6面 昭和55.3.29

有文(絵画)
紙本水墨雪村周継筆瀟湘八景
図屏風

昭和51.3.22 有文(工芸)
刀剣（表銘　和泉守藤原兼定
）

1口 昭和60.3.23

有文(絵画) 4面 昭和53.3.16 有文(工芸) 3枚 昭和60.3.23

有文(絵画) 1双 昭和56.3.28 有文(工芸) 3枚 昭和60.3.23

有文(絵画) 1幅 昭和56.3.28 有文(工芸) 1面 昭和60.3.23

有文(絵画) 1幅 昭和56.3.28 有文(工芸) 1躯 昭和60.3.23

有文(絵画) 1幅 昭和61.4.24 有文(工芸) 1面 昭和60.3.23

有文(絵画) 2面 昭和61.4.24 有文(工芸) 1点 平成元.2.22

有文(彫刻) 1躯 昭和33.11.10 有文(工芸) 木造扁額「正一位稲荷大明神
」

1点 平成元.2.22

有文(彫刻) 1躯 昭和50.3.25 有文(工芸) 154枚 平成2.3.16

有文(彫刻) 1躯 昭和50.3.25 有文(工芸) 34点 平成2.3.16

有文(彫刻) 1躯 昭和51.3.22 有文(工芸)
初代・若狭守藤原道辰作
受領紀年銘大小刀

2振 平成20.4.21

有文(彫刻) 1躯 平成7.6.15 有文(工芸) 1枚 平成20.4.21

有文(彫刻) 1躯 昭和49.4.1 有文(工芸) 1対 昭和58.11.10

有文(彫刻) 1基 昭和49.4.1 有文(工芸) 1点 平成28.6.23

有文(彫刻) 1躯 昭和50.4.1 有文(工芸) 1幅 令和2.4.23

有文(彫刻) 1躯 平成元.2.22 有文(書跡) 1通 昭和33.11.10

有文(工芸) 1振 昭和33.11.10 有文(書跡) 1幅 昭和33.11.10

有文(工芸) 1振 昭和33.11.10 有文(書跡)
松平容保・照姫より萱野権兵
衛宛書簡・和歌・覚

昭和34.4.13



件数 種　別 名　　　称 員数 指定年月日 件数 種　別 名　　　称 員数 指定年月日 件数

61 草書十八名号 91 小松彼岸獅子

62 大曼荼羅御本尊日什上人真筆 92 槻橋彼岸獅子舞

63 旧東明寺蔵葦名盛氏文書 93 八田野神楽

64 葦名止々齋書状 94 天文台跡 ―

65 芦名兼載軸物 95 ―

66 八幡神社棟札 96 村北瓦窯跡 ―

67 岩倉山石造塔婆 97 蒲生秀行公廟所 ―

68 石仏供養碑 98 穴切の一里塚

69 観応年記銘供養碑 99 長命寺築地塀 ―

70 阿弥陀如来像供養碑 100 旧会津藩大窪山共同墓地 ―

71 101 田村山古墳 ―

72 東田面供養碑 102 上人壇

73 石仏供養碑 103 古屋敷古墳群

74 館山供養碑 104 八田野一里塚

75 坂本供養碑 105 藤倉の館跡 ―

76 応長の碑 106 堂ヶ作山古墳 ―

77 暦応の碑 107 石部桜

78 観応の碑 108 太夫桜

79 皆鶴姫の碑群 109 赤井の大イチョウ

80 須恵器の舟形二面硯 110 建福寺境内のシダレザクラ

81 111 峰張ザクラ

82 石製模造品 112 芦ノ牧のイチイ

83 若松城下絵図 半双 113 平田欅の木

84 牡丹獅子図金屏風 114 白山沼のイトヨ ―

85 日新館資料群 115 無頭沼のイトヨ ―

86 会津塗 116 小出の樅の木

87 酒造用具 117 ホタルの森のゲンジボタル ―

88 獅子舞資料 一括 118 熊野神社三幹のスギ

89 稲荷原の石工用具及び石製品

90 会津三匹獅子舞

有文(書跡) 3幅 昭和34.4.13
無形民俗文化財
(民俗)

1団体 昭和47.4.1

有文(書跡) 1巻 昭和54.3.22
無形民俗文化財
(民俗) 1団体 昭和50.4.9

有文(書跡) 1幅 昭和57.3.24
無形民俗文化財
(民俗) 1団体 平成3.4.25

有文(書跡) 2幅 平成11.2.18 記念物(史跡) 昭和43.9.18

有文(古文書) 1巻 昭和55.4.1 記念物(史跡)
葦名家花見ヶ森廟所（16･17･
18代墳墓）

昭和47.11.1

有文(古文書) 3枚 昭和55.4.1 記念物(史跡) 昭和47.11.1

有文(考古資料) 4基 昭和51.3.22 記念物(史跡) 昭和53.7.10

有文(考古資料) 1基 昭和54.3.22 記念物(史跡) 1基 昭和61.4.24

有文(考古資料) 1基 昭和54.3.22 記念物(史跡) 昭和5.9.16

有文(考古資料) 1基 昭和54.3.22 記念物(史跡) 平成12.1.20

有文(考古資料)
墓料遺跡出土土器
（昭和49･54年出土分） 45点 昭和57.3.24 記念物(史跡) 昭和47.4.1

有文(考古資料) 3基 昭和58.3.24 記念物(史跡) 1基 昭和53.4.1

有文(考古資料) 1基 昭和62.5.8 記念物(史跡) 3基 昭和49.5.15

有文(考古資料) 2基 平成9.3.18 記念物(史跡) 2基 昭和44.9.19

有文(考古資料) 2基 平成9.3.18 記念物(史跡) 昭和47.1.21

有文(考古資料) 1基 昭和45.6.8 記念物(史跡) 平成19.7.20

有文(考古資料) 3基 昭和45.6.8 記念物(天然記
念物)

1本 昭和43.9.18

有文(考古資料) 1基 昭和45.6.8
記念物(天然記
念物)

1本 昭和43.9.18

有文(考古資料) 6基 昭和62.2.3
記念物(天然記
念物)

1本 昭和49.2.13

有文(考古資料) 1点 平成3.4.25 記念物(天然記
念物)

1本 昭和55.3.29

有文(考古資料) 古屋敷(富田屋敷）の大甕 1点 平成3.4.25 記念物(天然記
念物)

1本 平成9.3.18

有文(考古資料) 6点 平成3.4.25
記念物(天然記
念物)

1本 平成10.2.19

有文(歴史資料) 平成11.2.18
記念物(天然記
念物)

1本 昭和47.4.1

有文(歴史資料) 1双 平成16.4.19
記念物(天然記
念物)

昭和47.4.1

有文(歴史資料) 80点 平成24.2.20 記念物(天然記
念物)

昭和63.5.7

無文(工芸技術) 1団体 平成31.3.25 記念物(天然記
念物)

1本 昭和49.4.1

有形民俗文化財
(民俗資料)

107点 昭和57.3.24
記念物(天然記
念物)

平成元.6.15

有形民俗文化財
(民俗資料) 昭和58.3.24

記念物(天然記
念物) 1本 平成2.11.9

有形民俗文化財
(民俗資料)

72点 平成3.4.25

無形民俗文化財
(民俗)

3団体 平成16.2.23



Ⅳ　登録文化財

件数 種　別 名　　　称 員数 登録年月日

1 登録有形文化財

2 登録有形文化財 林家住宅

3 登録有形文化財 日本基督教団若松栄町教会

4 登録有形文化財 旧鍋三本店（星野家住宅）

5 登録有形文化財 末廣酒造嘉永蔵

6 登録有形文化財 平田家住宅

7 登録記念物 会津飯盛山白虎隊士墳墓域

8 登録有形文化財 福西本店

9 登録有形文化財 竹藤

10 登録有形文化財 仙峡閣

11 登録有形文化財 鈴木屋利兵衛

12 登録有形文化財 関善吉薬局

向瀧旅館4棟 1ヵ所
(4棟)

平成8.12.20

1棟 平成10.12.11

1棟 平成12.4.28

1ヵ所
(2棟)

平成29.10.27

建造物6
棟・工作
物3件

平成30.11.2

3棟 平成30.11.2

1件 平成31.2.26

6棟、
工作物
1
令和元.12.5

4棟 令和元.12.5

1棟 令和元.12.5

2棟 令和3.2.4

1棟 令和3.2.4


	ALL（公開用）

