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資料編１　歴史・文化資源に関する基礎資料一覧

№ 書名 発行年月日
（旧須賀川市）

1 須賀川市史 -1 自然 原始 古代 昭和 49 年 3 月 1 日
2 須賀川市史 -2 中世 昭和 48 年 3 月 1 日
3 須賀川市史 -3 近世 昭和 55 年 3 月 25 日
4 須賀川市史 -4 近代・現代（1） 昭和 50 年 3 月 1 日
5 須賀川市史 -5 現代（2） 昭和 47 年 3 月 1 日
6 須賀川市史 -6 現代（3） 昭和 51 年 10 月 30 日
7 須賀川市史 -7 文化と生活　 昭和 53 年 3 月 20 日
8 須賀川市史 -8 現代（4）　通史編 平成 28 年 9 月 30 日
9 須賀川市史 -8 現代（4）　資料編 平成 28 年 9 月 30 日
10 須賀川市史別巻　写真集 昭和 59 年 3 月
11 須賀川市史別巻 郷土　須賀川 昭和 56 年 3 月 25 日
12 須賀川市史別巻　目でみる須賀川市の歴史と生活 昭和 46 年 2 月 15 日
13 須賀川市史編集資料第 1 集　旧小塩江地区の生活 昭和 38 年
14 須賀川市史編集資料第 2 集　旧小塩江地区の生活 2 昭和 39 年
15 須賀川市史編集資料第 3 集　須賀川の遺跡 昭和 40 年 2 月 1 日
16 須賀川市史編集資料第 4 集　二階堂文書附応仁武鑑 昭和 42 年
17 須賀川市史編集資料第 5 集　泉田地区の民俗 昭和 42 年
18 須賀川市史編集資料第 6 集　浜田古事考 昭和 42 年 3 月 31 日
19 須賀川市史編集資料第 7 集　前田川大庄屋文書ほか浜田地区資料 昭和 43 年 3 月 31 日
20 須賀川市史編集資料第 8 集　二階堂文書 ､ 応仁武鑑 ､ 中世文書 奥州宇津峯北畠顕信卿事蹟 昭和 42 年 7 月 1 日
21 須賀川市史編集資料第 9 集　 須賀川市年表（古代 ･ 中世） 昭和 42 年 7 月 1 日
22 須賀川市史編集資料第 10 集　宗門人別帳を通してみた塩田村の人口と家族 昭和 43 年 10 月 1 日
23 須賀川市史編集資料第 11 集　小塩江地区の地誌 昭和 44 年 3 月
24 須賀川市史編集資料第 12 集　須賀川町代官内藤家文書 昭和 45 年 3 月 31 日
25 須賀川市史編集資料第 13 集　矢吹家文書 1 昭和 45 年 3 月 31 日
26 須賀川市史編集資料第 14 集　渡辺家文書 昭和 46 年
27 須賀川市史編集資料第 15 集　長禄寺文書 昭和 46 年
28 須賀川市史編集資料第 16 集　佐藤家文書 昭和 47 年 3 月 31 日
29 須賀川市史編集資料第 17 集　市原家文書 昭和 47 年 3 月 31 日
30 須賀川市史編集資料第 18 集　市原家文書 2 昭和 48 年 3 月 31 日
31 須賀川市史編集資料第 19 集　矢吹家文書 2 昭和 48 年 3 月
32 須賀川市史編集資料第 20 集　民間系図 昭和 49 年 3 月 1 日
33 須賀川市史編集資料第 21 集　市原家文書 3 昭和 49 年 3 月 1 日
34 須賀川市史編集資料第 22 集　吉田家文書１ 昭和 49 年 3 月 31 日
35 須賀川市史編集資料第 23 集　市原家文書 4 昭和 50 年 3 月 31 日
36 須賀川市史編集資料第 24 集　吉田家文書 2 昭和 50 年 3 月 31 日
37 須賀川市史編集資料第 25 集　市原家文書 5 昭和 51 年 3 月 31 日
38 須賀川市史編集資料第 26 集　吉田 ･ 荻野家文書 3 昭和 51 年 3 月 31 日
39 須賀川市史編集資料第 27 集　大栗 ･ 狸森の民俗 昭和 51 年 3 月 25 日
40 須賀川市史編集資料第 28 集　常松家文書 昭和 52 年 3 月 31 日
41 須賀川市史編集資料第 29 集　相楽家文書 昭和 52 年 3 月 31 日
42 須賀川市史編集資料第 30 集　市原家文書 6 昭和 53 年 3 月 31 日
43 須賀川市史編集資料第 31 集　吉田家文書 4 昭和 53 年 3 月 31 日

基礎資料（市町村史）一覧
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資料編１　歴史・文化資源に関する基礎資料一覧

№ 書名 発行年月日
44 須賀川市史編集資料第 32 集　相楽家蔵結城文書の概要及び解説 昭和 54 年 3 月 1 日
45 須賀川市史編集資料第 33 集　相楽家文書 2 昭和 56 年
46 須賀川市史編集資料第 34 集　須賀川町会所史料目録（古文書等緊急調査事業） 昭和 56 年 3 月 31 日
47 須賀川市史編集資料第 35 集　須賀川の風土記 昭和 59 年
48 須賀川市史シリーズ１ 昭和 40 年

（旧長沼町）
1 長沼町史 -1 通史編 1 平成 17 年 3 月 17 日
2 長沼町史 -2 資料編 1 平成 8 年 3 月 29 日
3 長沼町史 -3 資料編 2 平成 9 年 3 月 31 日
4 長沼町史 -4 資料編 3 上　近代編 平成 12 年 3 月 31 日
5 長沼町史 -4 資料編 3 下　現代編 平成 12 年 3 月 31 日
6 長沼町史 -5 民俗編　 平成 7 年 3 月 30 日
7 長沼町史資料所在目録　第 1 集 平成 3 年 10 月 1 日
8 長沼町史資料所在目録　第 2 集 平成 6 年 2 月 1 日
9 石造物調査カード（長沼町史編さん資料）

（旧岩瀬村）
1 岩瀬村史 -1 通史編 平成 15 年 12 月
2 岩瀬村史 -2 資料編 1 平成 14 年 3 月
3 岩瀬村史 -3 資料編 2 平成 13 年 3 月
4 岩瀬村史 -4 資料編 3 平成 11 年 3 月
5 岩瀬村史 -5 民俗編 平成 7 年 9 月
6 岩瀬村史資料所在目録第 1 集 平成 5 年 3 月
7 岩瀬村史資料所在目録第 2 集 平成 6 年 3 月
8 岩瀬村史資料所在目録第 3 集 平成 8 年 3 月
9 岩瀬村史資料所在目録第 4 集 平成 7 年 3 月
10 岩瀬村史資料所在目録第 5 集 平成 9 年 3 月
11 岩瀬村史資料所在目録第 6 集 平成 10 年 3 月
12 昭和 54 年 8 月実施　岩瀬村文化財調野帳綴 昭和 54 年 8 月
13 昭和 54 年 8 月実施　岩瀬村文化財調野帳綴その２ 昭和 54 年 8 月
14 石仏調査台帳（白江）　（岩瀬村史編さん資料） 平成 5 年 10 月 25 日
15 民俗各地区講調査　（岩瀬村史編さん資料） 平成年代
16 民俗（葬式）アンケート（岩瀬村史編さん資料） 平成年代

№ 書名 発行年月日
文化財調査報告書（旧須賀川市）

1 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説 ・ 昔話編 平成 10 年 3 月
2 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編 平成 11 年 3 月
3 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編 平成 12 年 2 月
4 民俗文化財調査資料Ⅳ　服飾 ･ 飲食編 平成 13 年 2 月
5 民俗文化財調査資料Ｖ 人生儀礼編（婚礼 ･ 葬礼） 平成 14 年 3 月
6 民俗文化財調査資料Ⅵ　生産 ･ 生業編 平成 15 年 3 月
7 須賀川市立博物館調査研究報告書第 1 集　太田貞喜コレクション亜欧堂田善銅版画等目録 昭和 51 年 3 月 30 日
8 須賀川市立博物館調査研究報告書第 2 集　関下人形資料集Ｉ 昭和 54 年 7 月 20 日
9 須賀川市立博物館調査研究報告書第 3 集　青津保寿コレクション刀装具目録 昭和 58 年 2 月 26 日
10 須賀川市立博物館調査研究報告書第 4 集　首藤保之助（阿武隈考古館）考古資料採集録（第 1 号） 昭和 59 年 1 月 27 日

基礎資料（市町村文化財調査報告書）一覧
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資料編１　歴史・文化資源に関する基礎資料一覧

№ 書名 発行年月日
11 須賀川市立博物館調査研究報告書第 5 集　首藤保之助（阿武隈考古館）考古資料採集録（第 2 号） 昭和 60 年 3 月 20 日
12 須賀川市立博物館調査研究報告書第 6 集　首藤保之助（阿武隈考古館）考古資料採集録（第 3 号） 昭和 61 年 3 月 20 日
13 須賀川市立博物館調査研究報告書第 7 集　亜欧堂田善銅版画コレクション 昭和 62 年 3 月 20 日
14 須賀川市立博物館調査研究報告書第 8 集　亜欧堂田善銅版画関係資料　一太田貞喜コレクションを中心として－ 平成 5 年 3 月 10 日
15 須賀川市立博物館調査研究報告書第 9 集　俳諧摺上 平成 10 年 12 月 25 日
16 須賀川市立博物館調査研究報告書第 10 集　俳諧摺下 平成 11 年 12 月 1 日
17 須賀川市立博物館調査研究報告書第 11 集　青津保壽刀装具コレクション 平成 12 年 10 月 17 日
18 須賀川市立博物館調査研究報告書第 12 集　亜欧堂田善作品集 : 須賀川市立博物館図録 平成 13 年 3 月
19 銅版画の先駆者 亜欧堂田善 不明
20 須賀川の水 昭和 63 年 3 月 31 日
21 史跡宇津峰保存管理計画書 平成元年 3 月
22 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット） 平成元年 3 月
23 須賀川城主二階堂氏の事跡 平成元年 11 月 1 日
24 矢部文庫江戸期俳諧書目録 平成 5 年 3 月 31 日
25 奥の細道　須賀川 平成元年 3 月 20 日

（旧長沼町）
1 長沼町の文化財 昭和 48 年 9 月
2 長沼町の伝説 昭和 51 年 8 月 31 日

（旧岩瀬村）
1 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺 昭和 37 年
2 岩瀬村郷土誌第 2 篇　郷土の昔話 昭和 39 年 9 月 25 日
3 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説 昭和 40 年 3 月 25 日
4 岩瀬村郷土誌第 4 篇　産業畜産編（1） 昭和 41 年 3 月
5 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教 昭和 42 年 3 月
6 岩瀬村郷土誌第 6 篇　跡見塚古墳 昭和 43 年
7 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑 昭和 46 年 3 月
8 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－ 昭和 50 年 3 月 31 日
9 福島県文化財調査報告書第 78 号　福島県民俗分布図 昭和 55 年 3 月
10 いわせむら村の姿　写真集明治 ･ 大正 ･ 昭和を綴る 昭和 60 年 3 月
11 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内 平成 7 年 7 月
12 岩瀬二十四地蔵堂 平成 9 年 12 月
13 岩瀬村の文化財 昭和 55 年 1 月

（須賀川市）
1 越久誌 平成 25 年 11 月 3 日
2 舘ヶ岡誌 平成 30 年 2 月
3 道ばたの文化財 平成 17 年 6 月
4 道ばたの文化財（南小中編） 平成 24 年 5 月

発掘調査報告書関連資料（旧須賀川市）
1 須賀川上人壇廃寺跡第三次発掘調査概報 昭和 37 年 12 月
2 須賀川市上人壇廃寺跡発掘調査概報 昭和 38 年 6 月
3 須賀川市関下窯跡発掘調査報告書 昭和 40 年 10 月 15 日
4 須賀川市前田川かつ坂古墳発掘調査報告 昭和 43 年 3 月
5 かんじんまど遺跡発掘調査報告書（米山寺関連遺跡） 昭和 47 年 10 月
6 米山寺経塚出土遺物資料集（かんじんまど発掘調査報告付録） 昭和 48 年 3 月 30 日
7 陣ヶ平遺跡発掘調査報告書 昭和 49 年 2 月 28 日
8 県営浜田地区圃場整備事業地内埋蔵文化財発掘調査概報 昭和 49 年 3 月 30 日
9 神成横穴墓群発掘調査報告書 昭和 50 年 3 月 31 日
10 上人壇廃寺跡Ⅰ－発掘調査概報－ 昭和 51 年 3 月
11 埋蔵文化財包蔵地調査報告書　※埋蔵文化財リスト 昭和 51 年 3 月 31 日
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資料編１　歴史・文化資源に関する基礎資料一覧

№ 書名 発行年月日
12 上人壇廃寺跡－発掘調査概報－ 昭和 56 年 3 月
13 米山寺跡　史跡岩代米山寺経塚群発掘調査報告書 昭和 57 年 3 月 30 日
14 要害遺跡－釈迦堂川河川改修工事に係る発掘調査－ 昭和 57 年 3 月 30 日
15 梅田十三塚－梅田横穴古墳群確認調査における十三塚の確認概報－ 昭和 58 年 3 月
16 岩瀬森古墳－範囲確認調査報告書－ 昭和 59 年 3 月
17 イカヅチ５号墳－宅地造成工事に係る発掘調査報告書－ 昭和 59 年 3 月
18 駅前地区遺跡分布調査報告（Ⅰ） 昭和 60 年 3 月 30 日
19 駅前地区遺跡発掘調査概報（Ⅱ）塚畑遺跡 昭和 61 年 3 月 31 日
20 駅前地区遺跡発掘調査概報（Ⅲ）塚畑遺跡 昭和 62 年 3 月 31 日
21 仲ノ平古墳群－昭和 61 年度発掘調査概報－ 昭和 62 年 3 月 31 日
22 史跡宇津峰発掘調査報告－宇津峰山頂四阿建築工事－ 昭和 63 年 3 月 31 日
23 二枚橋遺跡発掘調査報告－須賀川南部工業団地建築に伴う発掘調査－ 昭和 63 年 3 月 31 日
24 駅前地区遺跡発掘調査概報（IV）うまや遺跡 昭和 63 年 3 月
25 駅前地区遺跡発掘調査概報（Ｖ）うまや遺跡 平成元年 3 月
26 鹿島塚群発掘調査報告書－心身障害児小規模通園施設建設に伴う発掘調査－ 平成元年 3 月
27 要害館跡発掘調査報告書－都市計画道路（塚田愛宕山線）改良工事に伴う緊急発掘調査－ 平成元年 3 月
28 前南遺跡発掘調査報告書 平成 3 年 3 月 31 日
29 仲ノ平古墳群発掘調査報告書 平成 3 年 3 月 31 日
30 うまや遺跡発掘調査報告書－県中流域下水道幹線工事に伴う発掘調査－ 平成 4 年 3 月 31 日
31 松原遺跡 ･ 川屋向遺跡 ･ 松ケ作遺跡 ･ 松ケ作Ａ遺跡 ・ 松ケ作Ｂ遺跡 ・ 松ケ作Ｃ遺跡 ･ 松ケ作Ｄ遺跡－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書 平成 5 年 3 月 15 日
32 西ノ窪館跡－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書Ⅱ 平成 5 年 3 月 15 日
33 新田塚群 ･ 細桙城跡－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書Ⅲ 平成 5 年 3 月 15 日
34 仲林遺跡 平成 7 年 3 月
35 仏坊古墳群 11･12･13 号墳－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書 IV 平成 10 年 3 月
36 上ノ代遺跡－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書Ⅴ 平成 10 年 3 月
37 小枝遺跡－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書Ⅵ 平成 10 年 3 月
38 万力館跡 ・ 新兵衛池上塚－福島空港アクセス道路関連遺跡発掘調査報告書Ⅶ 平成 10 年 3 月
39 須賀川市遺跡地図 平成 10 年 3 月
40 泉沢古墳 ・ 上大五郎内塚 平成 11 年 3 月
41 須賀川城跡－北町地点－ 平成 12 年 2 月
42 星野宮館跡 平成 12 年 3 月
43 仲の町遺跡 平成 13 月 3 月
44 八ッ木遺跡 ・ 西館跡－阿武隈川河川改修事業関連遺跡発掘調査報告－ 平成 14 年 3 月
45 柳原遺跡－阿武隈川河川改修事業関連遺跡発掘調査報告－ 平成 15 年 3 月
46 稲古館古墳 ・ 稲古館遺跡 平成 15 年 3 月
47 仲の町遺跡　第 3･4 次調査報告 平成 15 年 3 月
48 うまや遺跡－第 6 次調査報告－ 平成 15 年 3 月
49 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅰ　矢ノ目Ａ遺跡 ・ 矢ノ目Ｂ遺跡 平成 16 年 3 月
50 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅱ　猿池館跡 平成 16 年 3 月
51 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅲ　北明石田遺跡 平成 17 年 3 月
52 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅳ　猿池遺跡 平成 17 年 3 月

（旧長沼町）
1 長沼町亀居山祭祀遺跡調査報告　福島考古第７号 昭和 42 年
2 古町遺跡発掘調査報告書 昭和 43 年 4 月
3 才合地山横穴古墳調査報告書 昭和 45 年 5 月 31 日
4 御宅遺跡調査報告書 昭和 47 年 2 月 20 日
5 長沼町南小中遺跡群発掘調査概報 昭和 53 年 3 月 31 日
6 長沼町遺跡群発掘調査概報　薊之内Ｂ遺跡 ・ 門無遺跡 昭和 54 年 3 月 31 日
7 長沼町遺跡群発掘調査概報　 昭和 55 年 3 月 31 日
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資料編１　歴史・文化資源に関する基礎資料一覧

№ 書名 発行年月日
8 中ノ町遺跡発掘調査概報 昭和 56 年 3 月
9 二塚遺跡　（県営圃場整備事業にかかわる発掘調査） 昭和 57 年 3 月 31 日
10 善福遺跡（県営圃場整備事業にかかわる発掘調査） 昭和 58 年 3 月 31 日
11 桙塚遺跡（県営圃場整備事業にかかわる発掘調査） 昭和 59 年 3 月 31 日
12 九郎五郎内遺跡 昭和 60 年 3 月 31 日
13 北古館遺跡（３の丸）（県営圃場整備事業にかかわる発掘調査） 昭和 61 年 3 月 31 日
14 塚越遺跡概報　（県営圃場整備事業にかかわる発掘調査） 昭和 61 年 3 月 31 日
15 永光院浅ノ内 ･ ジダイ坊 ・ 京塚　昭和 61 年度県営圃場整備関連遺跡調査報告 昭和 62 年 3 月 31 日
16 南古館Ⅰ　昭和 62 年度県営圃場整備関連遺跡調査概要 昭和 63 年 3 月
17 長沼城址　長沼城東城下跡発掘調査報告書 平成 2 年 3 月
18 平成２年度長沼町遺跡詳細分布調査報告書（寺山Ａ遺跡 ･ 西町Ａ遺跡 ・ 洞山横穴古墳群） 平成 3 年 3 月 20 日
19 福島県岩瀬郡長沼町遺跡地図 平成 6 年 2 月 28 日
20 寺山遺跡発掘調査報告書　（国道 294 号線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書） 平成 7 年 3 月 20 日
21 西町Ｂ遺跡発掘調査報告書　（長沼町矢田野地区農村総合モデル事業に伴う埋蔵文化財発掘調査） 平成 10 年 3 月 31 日
22 平成 10 年度長沼町内遺跡詳細分布調査報告書（寺山Ａ遺跡 ・ 西町Ｂ遺跡 ・ 林の前遺跡） 平成 11 年 3 月
23 寺山Ａ遺跡発掘調査報告書（国道 294 号線改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書） 平成 13 年 3 月 19 日
24 林の前遺跡発掘調査報告書（町営墓地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書） 平成 13 年 3 月 30 日
25 長沼城址範囲確認調査報告書 平成 16 年 3 月 31 日
26 桙衝神社祭祀遺跡発掘調査報告書 平成 16 年 3 月 31 日
27 西町Ｂ遺跡発掘調査報告書　第Ⅲ次調査 平成 17 年 3 月 20 日

（旧岩瀬村）
1 川田館遺跡発掘調査報告書 昭和 60 年 3 月 31 日
2 竹の内遺跡 平成 4 年 3 月
3 下山古墳群 平成 6 年 3 月

（須賀川市）
1 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅴ　西舘館跡 平成 18 年 3 月
2 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘鯛査報告Ⅵ　新田館跡 平成 18 年 3 月
3 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅶ　坊内遺跡 ・ 里浦遺跡 ・ 沢田Ａ遺跡 平成 18 年 9 月
4 下宿御所宮館跡 ･ 御所の宮古墳 平成 18 年 3 月
5 仁井田地区ほ場整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅷ 平成 20 年 3 月
6 史跡　上人壇廃寺跡－平成 19 ・ 20 年度確認調査概報ー 平成 21 年 3 月
7 西舘館跡 ・ 新田館跡　県道安積長沼線地方特定道路整備事業関連遺跡発掘調査報告 平成 21 年 3 月
8 上人壇廃寺跡 平成 23 年 3 月
9 栄町遺跡－陸奥国石背郡衙跡の発掘調査報告－ 平成 24 年 3 月
10 猿池遺跡 県道安積長沼線地方特定道路整備事業関連遺跡発掘調査報告Ⅱ 平成 25 年 2 月 28 日
11 稲村御所館跡 ・ 徳玄遺跡－一般国道 118 号松塚バイパス改良工事にともなう埋蔵文化財発掘調査報告－ 平成 28 年 3 月

基礎資料（県文化財総合調査及び悉皆調査）一覧

№ 報告書番号 書名 発行者 発行年月日
1 第 19 集 福島県指定文化財調査報告書 福島県教育委員会事務局 昭和 45 年 3 月
2 第 25 集 福島県の寺院跡 ・ 城館跡書－文化財基礎調査報告書－ 福島県教育委員会 昭和 46 年 3 月 1 日
3 第 32 集 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 － 福島県教育委員会 昭和 47 年 3 月 31 日
4 第 38 集 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 － 福島県教育委員会 昭和 48 年 3 月 31 日
5 第 43 集 福島県の建造物 福島県教育委員会 昭和 48 年 3 月
6 第 52 集 福島県の彫刻－文化財基礎調査報告書－ 福島県教育委員会 昭和 50 年 3 月 31 日
7 第 55 集 福島県の絵画 ・ 書跡 －文化財基礎調査報告書 6 － 福島県教育委員会 昭和 51 年 3 月
8 第 56 集 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 － 福島県教育委員会 昭和 52 年 3 月
9 第 76 集 福島県の祭礼 福島県教育委員会 昭和 55 年 3 月
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資料編１　歴史・文化資源に関する基礎資料一覧

№ 報告書番号 書名 発行者 発行年月日
10 第 78 集 福島県民俗分布図 福島県教育委員会 昭和 55 年 3 月
11 第 88 集 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－ 福島県教育委員会 昭和 56 年 3 月 31 日
12 第 90 集 福島県の民謡－民謡緊急調査報告書－ 福島県教育委員会 昭和 56 年 3 月 31 日
13 第 120 集 福島県の漆工品（文化財基礎調査報告） 福島県教育委員会 昭和 58 年 3 月 31 日
14 第 121 集 歴史の道調査報告書   奥州道中 福島県教育委員会 昭和 58 年 3 月
15 第 126 集 福島県の年中行事 福島県教育委員会 昭和 58 年 3 月
16 第 127 集 福島県の民俗芸能 福島県教育委員会 昭和 58 年 3 月 31 日
17 第 158 集 歴史の道調査報告書　御斉所街道 福島県教育委員会 昭和 60 年 3 月 30 日
18 第 168 集 福島県の昔話と伝説 福島県教育委員会 昭和 61 年 3 月
19 第 185 集 福島県の諸職 福島県教育委員会 昭和 62 年 3 月 31 日
20 第 199 集 福島県の山岳信仰 福島県教育委員会 平成元年 3 月 31 日
21 第 261 集 福島県の民俗芸能－民俗芸能緊急調査報告－ 福島県教育委員会 平成 3 年 3 月 31 日
22 第 303 集 県内主要社寺調査報告書（一）・（二） 福島県教育委員会 平成 6 年 3 月 31 日
23 第 348 集 福島県近代和風建築総合調査報告書「福島県の近代和風」 福島県教育委員会 平成 10 年 3 月 31 日
24 第 425 集 福島県祭り ・ 行事調査報告書 福島県教育委員会 平成 17 年 3 月 31 日
25 第 448 集 福島県の民俗技術－福島県民俗技術調査報告書－ 福島県教育委員会 平成 20 年 3 月 31 日
26 第 468 集 近代化遺産 福島県教育委員会 平成 22 年 3 月

遺跡調査報告書
1 第 47 集 東北自動車道遺跡調査報告 福島県教育委員会 日本道路公団 昭和 50 年 3 月 20 日
2 第 73 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告Ⅲ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 54 年 3 月 31 日
3 第 96 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡調査報告Ⅶ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 56 年 3 月 31 日
4 第 97 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告Ⅴ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 56 年 3 月
5 第 103 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告Ⅵ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 57 年 3 月 31 日

6 第 105 集 広域農業開発事業阿武隈地区遺跡分布調
査報告（Ⅱ）（中部第二地区） 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 57 年 3 月 31 日

7 第 113 集 広域農業開発事業阿武隈地区遺跡分布調
査報告（Ⅲ）（中部第二地区） 福島県教育委員会 昭和 58 年 3 月 31 日

8 第 114 集 国営総合農地開発事業査　母畑地区遺跡分布調査報告Ⅶ 福島県教育委員会 昭和 58 年 3 月 31 日
9 第 133 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告Ⅷ 福島県教育委員会 昭和 59 年 3 月 31 日
10 第 145 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告Ⅸ 福島県教育委員会 昭和 60 年 3 月 31 日
11 第 173 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告 11 福島県教育委員会 昭和 62 年 3 月 31 日
12 第 174 集 福島空港用地内埋蔵文化財分布調査報告 福島県教育委員会 昭和 62 年 3 月 31 日
13 第 187 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告 12 福島県教育委員会 昭和 63 年 3 月 31 日
14 第 197 集 福島県の中世城館跡 福島県教育委員会 昭和 63 年 3 月 31 日
15 第 202 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告 13 福島県教育委員会 平成元年 3 月 31 日
16 第 221 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告 14 福島県教育委員会 平成 2 年 3 月 31 日
17 第 238 集 福島空港関連道路遺跡分布調査報告Ⅰ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 平成 2 年 3 月 31 日
18 第 257 集 福島空港用地内埋蔵文化財分布調査報告Ⅳ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 平成 3 年 3 月 30 日
19 第 259 集 県内主要遺跡調査報告 福島県教育委員会 平成 3 年 3 月 30 日

発掘調査報告書関連資料（福島県）
1 第 80 集 東北新幹線関連遺跡発掘調査報告Ⅰ 福島県教育委員会 日本国有鉄道 昭和 55 年 3 月 31 日
2 第 81 集 東北新幹線関連遺跡発掘調査報告Ⅱ 福島県教育委員会 日本国有鉄道 昭和 55 年 3 月 31 日
3 第 84 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告Ⅳ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 55 年 3 月 31 日
4 第 99 集 東北新幹線関連遺跡発掘調査報告Ⅳ 福島県教育委員会 日本国有鉄道 昭和 56 年 11 月 13 日
5 第 107 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告Ⅸ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 57 年 3 月 31 日
6 第 130 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 14 福島県教育委員会 昭和 59 年 3 月 31 日
7 第 132 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 16 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 59 年 3 月 31 日
8 第 162 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 20 福島県教育委員会 昭和 61 年 3 月 31 日
9 第 175 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 22 福島県教育委員会 昭和 62 年 3 月 25 日
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№ 報告書番号 書名 発行者 発行年月日
10 第 176 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 23 福島県教育委員会 昭和 62 年 3 月 31 日
11 第 188 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 24 福島県教育委員会 昭和 63 年 3 月 25 日
12 第 189 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 25 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 昭和 63 年 3 月 31 日
13 第 203 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 26 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 平成元年 3 月 31 日
14 第 204 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 27 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 平成元年 3 月 31 日
15 第 245 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告 30 福島県教育委員会 平成 3 年 3 月 30 日
16 第 267 集 福島空港関連遺跡発掘調査報告Ⅳ 福島県教育委員会（財）福島県文化センター 平成 3 年 12 月 15 日
17 第 327 集 福島空港関連遺跡発掘調査報告Ⅴ 福島県教育委員会 平成 8 年 3 月 28 日

18 第 358 集 福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅰ 福島県教育委員会（財）福島
県文化センター福島県土木部 平成 11 年 3 年 31 日

19 第 372 集 福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅱ 福島県教育委員会（財）福島
県文化センター福島県土木部 平成 11 年 12 月 24 日

20 第 373 集 福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅲ 福島県教育委員会（財）福島
県文化センター福島県土木部 平成 12 年 3 月 31 日

21 第 383 集 福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅳ 福島県教育委員会（財）福島
県文化センター福島県土木部 平成 13 年 3 月 29 日

22 第 384 集 県道古殿須賀川線（うつくしま未来博関連）遺跡発掘調査報告 福島県教育委員会（財）福島
県文化センター福島県土木部　 平成 13 年 3 月 28 日

　 基礎資料（民間等調査）一覧
№ 書名 発行者 発行年月日
1 緑の文化財 福島県総合緑化センター 昭和 58 年
2 福島の磨崖仏 小林源重 平成 9 年 11 月 1 日
3 図鑑ふるさとの民具 小林源重 平成元年 10 月
4 図説須賀川 ・ 石川 ・ 岩瀬の歴史　 永山祐三（監修） 平成 12 年 9 月
5 写真集　明治大正昭和　須賀川  須賀川史談会 昭和 54 年
6 村の地名考 高久田大一郎 昭和 60 年 3 月
7 岩瀬 ・ 須賀川寺院めぐり　 岩瀬 ・ 須賀川仏教会 平成 2 年 5 月
8 岩瀬 ・ 須賀川神社誌 福島県神社庁岩瀬支部 昭和 61 年 10 月
9 小塩江の板碑 城坂鶴太 昭和 63 年
10 小塩江の民俗 城坂鶴太 平成 4 年 3 月
11 須賀川の今昔 武藤昌義 昭和 53 年 3 月
12 須賀川の今昔　続 武藤昌義 平成 58 年 8 月
13 ふるさとの先人 安藤伝 昭和 50 年
14 ふるさとの伝説 安藤伝 昭和 48 年
15 ふるさとの祭り　 安藤伝 昭和 51 年
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資料編２　指定等文化財一覧

番号 指定別 種別 分類 名称 年代 指定時期 所在地
1 国 重要文化財（考） 考古 岩代米山寺経塚出土品 平安時代 昭和 11 年 9 月 16 日 池上町６

2 国 重要文化財（絵） 美術 銅版画東都名所図亜欧堂田善筆
（二十五図）附東都名所図原版 4 枚 江戸時代 平成 24 年 9 月 6 日 池上町６

3 国 重要文化財（絵） 美術
銅 版 画 見 本 帖 亜 欧 堂 田 善 筆

（十二図） 附 多賀城碑図ネーデ
ルラントの独立図原版 1 枚

江戸時代 平成 24 年 9 月 6 日 池上町６

4 国 史跡 歴史 宇津峰 南北朝時代 昭和 6 年 7 月 31 日 塩田字雲水峯
5 国 史跡 歴史 須賀川一里塚 江戸時代 昭和 11 年 9 月 3 日 一里坦・高久田境
6 国 史跡 歴史 米山寺経塚群 平安時代 昭和 12 年 12 月 21 日 西川字坂の上

7 国 史跡 歴史 上人壇廃寺跡 奈良時代～
平安時代 昭和 43 年 5 月 28 日 上人坦・岩瀬森

8 国 名勝 自然 須賀川の牡丹園 昭和 7 年 10 月 19 日 牡丹園
9 国 重要美術品（絵） 美術 絹本著色釈迦如来十六羅漢図 鎌倉時代 昭和 9 年 3 月 20 日 池上町６
10 国 重要美術品（工） 美術 銅鐘 江戸時代 昭和 19 年 7 月 6 日 諏訪町
11 国 重要美術品（考） 美術 土師朱墨二面円硯 昭和 24 年 5 月 28 日 池上町６
12 県 重要文化財（工） 歴史 石造双式阿弥陀三尊来迎供養塔 鎌倉時代 昭和 28 年 10 月 1 日 前田川字草池下
13 県 重要文化財（考） 歴史 双式浮彫阿弥陀三尊来迎供養石塔 鎌倉時代 昭和 39 年 3 月 24 日 浜尾字鹿島
14 県 重要文化財（工） 美術 桐文木彩漆笈 室町時代 昭和 42 年 12 月 8 日 北町
15 県 重要文化財 建造物 桙衝神社本殿附棟札１２枚 江戸時代 昭和 51 年 5 月 4 日 長沼字門口 186
16 県 重要文化財（彫） 美術 木造宝冠釈迦如来座像 鎌倉時代 昭和 56 年 3 月 31 日 横田字北ノ後
17 県 重要文化財（絵） 美術 絹本著色亜欧堂田善画像 江戸時代 昭和 30 年 12 月 27 日 諏訪町
18 県 重要文化財（絵） 美術 太田貞喜の亜欧堂田善コレクション 江戸時代 昭和 61 年 3 月 31 日 池上町６
19 県 重要文化財 歴史 白河・石川・岩瀬・田村・安積・安達六郡絵図 江戸時代 昭和 62 年 3 月 27 日 池上町６
20 県 重要文化財（絵） 美術 七里ヶ浜遠望図 江戸時代 平成 6 年 3 月 31 日 池上町６

21 県 重要文化財（考） 考古 稲古舘古墳出土銅漆作大刀附墳
丘及び石室内出土品

奈良時代～
平安時代 平成 20 年 4 月 4 日 池上町６

22 県 史跡 考古 蝦夷穴古墳 古墳時代（後期）昭和 33 年 8 月 1 日 和田字蝦夷穴
23 県 史跡 歴史 石造阿弥陀三尊来迎供養塔 鎌倉時代 昭和 42 年 12 月 8 日 畑田字橋本
24 県 史跡 歴史 長沼南古舘 室町時代 平成 2 年 3 月 23 日 長沼字南古舘
25 県 天然記念物 自然 古寺山の松並木 昭和 34 年 3 月 17 日 上小山田字古寺　外
26 県 天然記念物 自然 永泉寺のコウヨウザン 昭 36 年 3 月 22 日 長沼字寺前
27 県 天然記念物 自然 古舘のサクラ 昭和 51 年 5 月 4 日 桙衝字古舘
28 県 天然記念物 自然 護真寺のサクラ 昭和 51 年 5 月 4 日 横田字北ノ後
29 県 重要無形民俗文化財 民俗 古寺山自奉楽 江戸時代 昭和 49 年 5 月 7 日 上小山田字古寺
30 県 重要有形民俗文化財 民俗 関下人形 江戸時代 昭和 53 年 4 月 7 日 北町

31 県 重要文化財 考古 上人壇廃寺跡出土品 奈良時代～
平安時代 平成 14 年 3 月 29 日 池上町６

32 市 有形文化財 建造物 護真寺本堂 江戸時代 昭和 43 年 4 月 1 日 横田字北ノ後
33 市 有形文化財（建） 歴史 古舘五輪塔 鎌倉時代 昭和 43 年 4 月 1 日 桙衝字古舘
34 市 史跡 考古 神成横穴墓群 古墳時代 昭和 38 年 11 月 15 日 舘ケ岡字四十坦
35 市 史跡 歴史 長沼城址 戦国時代 昭和 43 年 4 月 1 日 長沼字日高見山　外

36 市 史跡 歴史 岩崎山供養塔群 鎌倉時代～
江戸時代 昭和 43 年 4 月 1 日 木之崎字岩崎山

37 市 史跡 考古 洞山横穴墓群 古墳時代（後期）昭和 43 年 4 月 1 日 横田字洞山
38 市 史跡 考古 才合地山横穴墓群 古墳時代（後期）昭和 43 年 4 月 1 日 桙衝字才合地
39 市 史跡 歴史 勢至堂一里壇 江戸時代 昭和 43 年 4 月 1 日 勢至堂字金山

40 市 史跡 歴史 和田大仏及び横穴墓群 奈良時代・
鎌倉時代 昭和 44 年 5 月 30 日 和田字大仏

41 市 史跡 歴史 くぐり石磨崖仏 鎌倉時代～
戦国時代 昭和 48 年 4 月 1 日 江花字潜石

42 市 史跡 歴史 三尊板碑梵字板碑 昭和 48 年 5 月 29 日 柱田字南谷地前
43 市 史跡 歴史 三尊板碑 昭和 48 年 5 月 29 日 柱田字吉丁内
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番号 指定別 種別 分類 名称 年代 指定時期 所在地
44 市 史跡 歴史 三尊板碑群 昭和 48 年 5 月 29 日 畑田字橋本
45 市 史跡 歴史 三尊板碑 昭和 48 年 5 月 29 日 大久保字宿
46 市 史跡 歴史 舘ケ岡磨崖仏及び供養碑群 鎌倉時代 昭和 52 年 5 月 2 日 舘ケ岡字向山
47 市 史跡 考古 大塚古墳 古墳時代 昭和 54 年 7 月 20 日 前田川字大塚
48 市 史跡 考古 団子山古墳 古墳時代 昭和 56 年 3 月 11 日 日照田字入ノ久保
49 市 史跡 歴史 桙衝神社祭祀遺跡 古墳時代（後期）平成 10 年 3 月 17 日 桙衝字亀居山
50 市 天然記念物 自然 勢至堂の大杉 昭和 43 年 4 月 1 日 勢至堂字平四郎
51 市 天然記念物 自然 藤沼神社の大杉 昭和 43 年 4 月 1 日 江花字藤沼
52 市 天然記念物 自然 志茂の大杉 昭和 43 年 4 月 1 日 志茂字桜堂
53 市 天然記念物 自然 三嶽神社の白藤 昭和 43 年 4 月 1 日 小中字上ミ
54 市 天然記念物 自然 子安観音堂のヒイラギ 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字狐化
55 市 天然記念物 自然 勢至堂モリアオガエル生息地 昭和 48 年 4 月 1 日 勢至堂地内
56 市 天然記念物 自然 永泉寺のシダレザクラ 昭和 60 年 5 月 1 日 長沼字寺前
57 市 天然記念物 自然 横田陣屋御殿桜 昭和 60 年 5 月 1 日 横田字北ノ後
58 市 天然記念物 自然 奥州のつなぎ杉 平成 10 年 11 月 16 日 矢沢字与藤冶
59 市 天然記念物 自然 めおと杉 平成 10 年 11 月 16 日 深渡戸字江持
60 市 天然記念物 自然 牡丹園の大ケヤキ 平成 17 年 8 月 26 日 牡丹園
61 市 天然記念物 自然 二階堂神社の大ケヤキ 平成 24 年 3 月 15 日 宮先町
62 市 無形民俗文化財 民俗 桙衝神社太鼓獅子 奈良時代 昭和 43 年 4 月 1 日 桙衝字宮本
63 市 無形民俗文化財 民俗 長沼盆踊り 昭和 43 年 4 月 1 日 長沼
64 市 無形民俗文化財 民俗 里守屋三匹獅子 江戸時代 昭和 48 年 5 月 29 日 守屋字里
65 市 無形民俗文化財 民俗 梅田三匹獅子 江戸時代 昭和 58 年 10 月 28 日 梅田字岩瀬
66 市 無形民俗文化財 民俗 古舘ドント焼き 昭和 60 年 5 月 1 日 桙衝字古舘
67 市 有形文化財 建造物 岩瀬牧場玉蜀黍貯蔵所 明治時代 昭和 44 年 10 月 1 日 前田川字草池
68 市 有形文化財 建造物 桙衝神社拝殿 江戸時代 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字亀居山
69 市 有形文化財 建造物 桙衝神社随神門 江戸時代 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字亀居山
70 市 有形文化財（彫） 美術 勢至堂馬頭観音像 鎌倉時代 昭和 43 年 4 月 1 日 勢至堂字平四郎
71 市 有形文化財（絵） 美術 護真寺不動尊画像 室町時代 昭和 43 年 4 月 1 日 横田字北ノ後

72 市 有形文化財 歴史 石背文庫 江戸時代～
明治時代 昭和 43 年 4 月 1 日 長沼字豊町

73 市 有形文化財 建造物 桙衝神社神楽殿 江戸時代 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字亀居山
74 市 有形文化財 建造物 福一万虚空像堂 江戸時代 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字岡ノ内
75 市 有形文化財 建造物 長楽寺山門 江戸時代 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字宮本
76 市 有形文化財（彫） 美術 滝不動尊像 鎌倉時代 昭和 46 年 4 月 1 日 滝字不動畑
77 市 有形文化財 歴史 古舘浮彫三尊供養塔 鎌倉時代 昭和 46 年 4 月 1 日 桙衝字古舘
78 市 有形文化財 建造物 六角堂の厨子 江戸時代 昭和 48 年 5 月 29 日 柱田字切屋敷
79 市 有形文化財 建造物 熊野神社本殿 江戸時代 昭和 48 年 5 月 29 日 梅田字岩瀬
80 市 有形文化財（工） 美術 薬師堂の鰐口 室町時代 昭和 48 年 5 月 29 日 今泉字町内
81 市 有形文化財（工） 美術 観音堂の鰐口 江戸時代 昭和 48 年 5 月 29 日 梅田字岩瀬
82 市 有形文化財（建） 歴史 天神山五輪塔 鎌倉時代 昭和 60 年 5 月 1 日 長沼字天神山
83 市 有形文化財（建） 歴史 永泉寺石造四重塔 江戸時代 昭和 60 年 5 月 1 日 長沼字寺前
84 市 有形文化財（工） 美術 矢部富右衛門作　水瓶 明治時代 昭和 53 年 4 月 1 日 長沼字寺前
85 市 有形文化財（工） 美術 堀江忠衛門作　脇差 江戸時代 昭和 53 年 4 月 1 日 長沼字豊町
86 市 有形文化財（絵） 美術 親鸞上人御絵図 室町時代 昭和 53 年 4 月 1 日 長沼字豊町
87 市 有形文化財 歴史 前田川五輪坊石幢 鎌倉時代 昭和 53 年 6 月 28 日 前田川字前山
88 市 有形文化財 歴史 筑後塚供養塔群 鎌倉時代 昭和 54 年 7 月 20 日 滑川字東町
89 市 有形文化財 歴史 関下五輪山供養塔正覚の碑 鎌倉時代 昭和 54 年 7 月 20 日 仁井田字関下
90 市 有形文化財（絵） 美術 桙衝神社絵馬繋ぎ駒 江戸時代 昭和 56 年 4 月 1 日 長沼字門口 186
91 市 有形文化財 歴史 長沼城古図 江戸時代 昭和 56 年 4 月 1 日 長沼字豊町
92 市 有形文化財（絵） 美術 新訂万国全図 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６
93 市 有形文化財（絵） 美術 愛宕山眺望之図 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６
94 市 有形文化財（絵） 美術 バイオリン図 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６
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95 市 有形文化財（書） 美術 俳句摺（矢部保太郎の俳句摺コ
レクション　外） 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６

96 市 有形文化財（工） 美術 青津保壽刀装具コレクション 室町時代～
江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６

97 市 有形文化財（絵） 美術 須賀川城下町絵図 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６
98 市 有形文化財（工） 美術 須賀川ガラス杯 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６
99 市 有形文化財（工） 美術 須賀川ガラス小鉢 江戸時代 平成 5 年 9 月 1 日 池上町６
100 市 有形文化財（工） 美術 堀江忠衛門作　脇差 江戸時代 平成 5 年 11 月 1 日 長沼字門口 186
101 市 有形文化財 考古 才合地山横穴墓群出土遺物 古墳時代（後期）平成 5 年 11 月 1 日 長沼字門口 186

102 市 有形文化財（彫） 美術 桙衝新田子安観音堂諸像（木造
子安観音像ほか三体） 平成 6 年 7 月 1 日 桙衝字狐化

103 市 有形文化財（書） 美術 三野英彦の張堂大龍コレクション 明治時代～
昭和時代 平成 8 年 4 月 18 日 池上町 6

104 市 有形文化財 考古 成田型ナイフ型石器 旧石器 平成 8 年 4 月 18 日 池上町６
105 市 有形文化財（絵） 美術 山水人物図押絵貼屏風 江戸時代 平成 24 年 3 月 15 日 池上町６
106 市 有形文化財（絵） 美術 山水図 江戸時代 平成 24 年 3 月 15 日 池上町６
107 市 有形文化財（絵） 美術 遠藤狩野右衛門唯重貴休像 江戸時代 平成 24 年 3 月 15 日 池上町６
108 市 有形文化財 歴史 陸奥國須賀川愛宕山碑 鎌倉時代 平成 24 年 3 月 15 日 愛宕山
109 市 無形民俗文化財 民俗 仁井田田植え踊り 江戸時代 平成 4 年 2 月 29 日 仁井田
110 市 無形民俗文化財 民俗 大栗自奉楽 鎌倉時代 平成 4 年 3 月 24 日 大栗
111 市 無形民俗文化財 民俗 木之崎八雲神社御神輿渡御 江戸時代 平成 10 年 3 月 17 日 木之崎

112 市 有形民俗文化財 民俗 桒名家所蔵「長沼染め型紙」 江戸時代～
明治時代 平成 10 年 3 月 17 日 長沼字門口 186

113 市 有形民俗文化財 民俗 長沼焼「青木忠吉コレクション」江戸時代～
大正時代 平成 14 年 3 月 1 日 長沼字門口 186

114 市 有形文化財（絵） 美術 亜欧堂田善の銅版画見本帳十枚綴 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
115 市 有形文化財（絵） 美術 亜欧堂田善の自隅田川望南之図 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
116 市 有形文化財（絵） 美術 亜欧堂田善の雲龍図 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
117 市 有形文化財（絵） 美術 亜欧堂田善の素描（題不詳） 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
118 市 有形文化財（絵） 美術 亜欧堂田善の素描（題不詳） 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
119 市 有形文化財 歴史 亜欧堂田善の「当所名産鏤盤摺」看板 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
120 市 有形文化財 歴史 亜欧堂田善の銅版画製作用具 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
121 市 有形文化財 歴史 二俳人（市原多代女・山辺清民）の句碑 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 五月雨
122 市 有形文化財 歴史 五月雨句碑 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町６
123 市 有形文化財 歴史 軒の栗句碑 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 本町
124 市 有形文化財 歴史 田植塚 江戸時代 平成 10 年 6 月 1 日 池上町
125 市 有形文化財 考古 桙衝神社祭祀遺跡出土遺物 古墳時代（後期）平成 13 年 3 月 26 日 愛宕山

126 市 有形文化財 考古 うまや遺跡出土須恵器蓋付高台
付坏　附　和同開珎 奈良時代 平成 14 年 4 月 1 日 池上町６

127 市 有形文化財 歴史 二階堂行髙家伝来の具足等二階堂家資料 江戸時代 平成 22 年 3 月 23 日 池上町６
128 市 有形文化財 考古 跡見塚古墳群出土品 古墳時代 平成 17 年 8 月 26 日 池上町６
129 市 有形文化財（絵） 美術 亜欧堂田善の銅版画原版 江戸時代 平成 16 年 8 月 25 日 池上町６
130 市 有形文化財 歴史 矢部文庫江戸期俳諧書 江戸時代 平成 16 年 8 月 25 日 八幡町１３４
131 市 有形文化財（絵） 美術  狩野安信筆「達磨図」 江戸時代 平成 29 年 6 月 23 日 長沼字寺前 24
132 市 有形文化財（絵） 美術 市原家の亜欧堂田善コレクション 江戸時代 平成 29 年 6 月 23 日 池上町６
133  市 有形文化財（工） 美術 旧清水山行法寺大日如来像厨子 江戸時代 平成 29 年 6 月 23 日 北町
134  市 有形文化財（工） 美術 須賀川ガラス風鈴 江戸時代 平成 29 年 6 月 23 日 池上町６
135 市 有形文化財（工） 美術 須賀川ガラス水差し 江戸時代 平成 29 年 6 月 23 日 池上町６
136 市 有形文化財 歴史 芭蕉・曽良・等躬 　三子三筆詩箋 江戸時代 平成 30 年 9 月 26 日 池上町６
137 市 有形文化財（書） 美術 相楽等躬直筆短冊 江戸時代 平成 30 年 9 月 26 日 池上町６
138 国登録 有形文化財 建造物 渡辺家住宅東蔵 明治時代 平成 17 年 11 月 10 日 梅田字岩瀬 85
139 国登録 有形文化財 建造物 渡辺家住宅南蔵 明治時代 平成 17 年 11 月 10 日 梅田字岩瀬 85
140 国登録 有形文化財 建造物 渡辺家住宅北蔵 江戸時代 平成 17 年 11 月 10 日 梅田字岩瀬 85
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資料編 3　緑の文化財一覧

番号 名称 樹種名 樹齢（年） 樹高（m） 登録月日 所在地
1 稲荷神社のケヤキ ケヤキ 400 26.0 昭和 58 年 2 月 17 日 市野関
2 上小山田のカヤ カヤ 700 14.0 昭和 58 年 2 月 17 日 上小山田
3 古寺山のマツ並木 アカマツ 300 32.0 昭和 58 年 2 月 17 日 上小山田
4 十念寺のキャラボク キャラボク 300 5.0 昭和 58 年 2 月 17 日 池上町
5 須賀川のケヤキ ケヤキ 600 22.0 昭和 58 年 2 月 17 日 宮先町
6 菅船神社の森 スギ、モミ、アカマツ 450 30.0 昭和 58 年 2 月 17 日 塩田
7 中丸ザクラ シダレザクラ 300 18.0 昭和 58 年 2 月 17 日 稲荷町
8 西川の種まきザクラ ヒガンザクラ 700 15.0 昭和 58 年 2 月 17 日 西川
9 牡丹園のケヤキ ケヤキ 25 本 100 ～ 200 - 昭和 58 年 2 月 17 日 牡丹園
10 牡丹園のマツ アカマツ 144 本 100 ～ 200 - 昭和 58 年 2 月 17 日 牡丹園
11 和田大仏のヒノキ ヒノキ 500 37.0 昭和 58 年 2 月 17 日 和田
12 永泉寺のコウヨウザン コウヨウザン 450 31.0 昭和 58 年 2 月 17 日 長沼
13 護真寺のサクラ シダレザクラ 400 11.5 昭和 58 年 2 月 17 日 横田
14 子安観音堂のヒイラギ ヒイラギ 200 11.0 昭和 58 年 2 月 17 日 桙衡
15 志茂の大スギ ( 地蔵スギ ) スギ 750 25.0 昭和 58 年 2 月 17 日 志茂
16 勢至堂の大スギ スギ 700 42.0 昭和 58 年 2 月 17 日 勢至堂
17 藤沼神社の大スギ林 スギ 625 42.0 昭和 58 年 2 月 17 日 江花
18 古舘のサクラ シダレザクラ 350 14.5 昭和 58 年 2 月 17 日 桙衡
19 大森小学校の大イチョウ イチョウ 300 25.0 昭和 59 年 10 月 22 日 狸森
20 永泉寺のシダレザクラ エドヒガン 300 17.0 平成 10 年 5 月 18 日 長沼
21 めおと杉 スギ 400 28.0 平成 10 年 5 月 18 日 深渡戸
22 奥州のつなぎ杉 スギ 250 14.5 平成 10 年 5 月 18 日 矢沢
23 京塚のイチョウ イチョウ 85 33.5 平成 21 年 2 月 3 日 上小山田

資料編３　緑の文化財一覧
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資料編 4　今回新たに把握・整理した歴史・文化資源一覧

資料編４　今回新たに把握・整理した歴史・文化資源一覧

番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
1 人物 先人・偉人 柳沼源太郎 牡丹園 国指定名勝「須賀川ノ牡丹園」由来記
2 人物 先人・偉人 円谷幸吉 大町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
3 人物 先人・偉人 相楽等躬（須賀川の俳諧の祖） 本町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
4 人物 先人・偉人 服部ケサ 本町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
5 人物 先人・偉人 円谷英二（「ゴジラ」の生みの親） 中町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
6 人物 先人・偉人 小林久敬 中町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
7 人物 先人・偉人 亜欧堂田善 諏訪町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
8 人物 先人・偉人 橋本伝右衛門 中町 須賀川市人物読本　先人のあしあと
9 人物 先人・偉人 首藤保之助 池上町 須賀川市人物読本　先人のあしあと
10 人物 先人・偉人 市原たよ女（多代女） 宮先町 須賀川市人物読本　先人のあしあと
11 人物 先人・偉人 塩田民吉郎 塩田 須賀川市人物読本　先人のあしあと
12 人物 先人・偉人 佐久間亀五郎 江持 須賀川市人物読本　先人のあしあと
13 人物 先人・偉人 江藤長俊 市野関 須賀川市人物読本　先人のあしあと
14 人物 先人・偉人 柳沼利雄 長沼 須賀川市人物読本　先人のあしあと
15 人物 先人・偉人 雨林亭梅腸 今泉 須賀川市人物読本　先人のあしあと
16 人物 先人・偉人 遠藤田一 加治町 長沼町の文化財
17 人物 先人・偉人 会田青嶂 長沼 長沼町の文化財
18 人物 先人・偉人 桑名眠月 長沼 長沼町の文化財
19 人物 先人・偉人 大原広明 長沼 長沼町の文化財
20 人物 先人・偉人 磐瀬重喬 長沼 長沼町の文化財
21 人物 先人・偉人 矢部榾郎 長沼 長沼町の文化財
22 人物 先人・偉人 会田巨渊 横田 長沼町の文化財
23 人物 先人・偉人 吉田文嶂 木之崎 長沼町の文化財
24 芸術文化 民話・伝説 十念寺の落書き他 池上町 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
25 芸術文化 民話・伝説 千用寺の鐘 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
26 芸術文化 民話・伝説 新兵衛池の由来と人柱 和田 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
27 芸術文化 民話・伝説 一本松（太郎松）と種まき桜 陣場町 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
28 芸術文化 民話・伝説 貴人塚の話 小倉 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
29 芸術文化 民話・伝説 江持の力持ち 江持 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
30 芸術文化 民話・伝説 お月石とへいそく 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
31 芸術文化 民話・伝説 熊谷観音の話 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
32 芸術文化 民話・伝説 狸森の由来 狸森 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
33 芸術文化 民話・伝説 岩崎山と弘法石の話 木之崎 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
34 芸術文化 民話・伝説 八幡岳と左近の桜 梅田 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
35 芸術文化 民話・伝説 オシンメ様（人形） 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
36 芸術文化 民話・伝説 おてんとう様ともぐら 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
37 芸術文化 民話・伝説 オモシロイ話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
38 芸術文化 民話・伝説 かくれ座敷 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
39 芸術文化 民話・伝説 かご吊るし八日 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
40 芸術文化 民話・伝説 カッカドリ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
41 芸術文化 民話・伝説 カラス呼び 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
42 芸術文化 民話・伝説 きっつ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
43 芸術文化 民話・伝説 チョンマゲおはぐろ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
44 芸術文化 民話・伝説 ヅツクリ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
45 芸術文化 民話・伝説 とげオオカミとばあさん 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
46 芸術文化 民話・伝説 なっとうねせ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
47 芸術文化 民話・伝説 なまけ息子と馬のしっぽ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
48 芸術文化 民話・伝説 ばか婿と花嫁 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
49 芸術文化 民話・伝説 はん田沼と娘 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
50 芸術文化 民話・伝説 ボタ餅好きなお爺さん 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
51 芸術文化 民話・伝説 ボンノクボ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
52 芸術文化 民話・伝説 りこうな姑となまけ嫁 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
53 芸術文化 民話・伝説 一人息子を貧乏神 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
54 芸術文化 民話・伝説 稲にすぎたもの 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
55 芸術文化 民話・伝説 雨乞いの話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
56 芸術文化 民話・伝説 下の橋 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
57 芸術文化 民話・伝説 荷札作り 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編

文献調査による歴史・文化資源一覧
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資料編 4　今回新たに把握・整理した歴史・文化資源一覧

番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
58 芸術文化 民話・伝説 会津の雪の話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
59 芸術文化 民話・伝説 居眠りキンニムとほら市の炭焼きの話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
60 芸術文化 民話・伝説 熊野講と女人禁制 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
61 芸術文化 民話・伝説 月抜橋の話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
62 芸術文化 民話・伝説 源氏と平家 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
63 芸術文化 民話・伝説 狐に化かされた話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
64 芸術文化 民話・伝説 狐の恩返し 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
65 芸術文化 民話・伝説 広中の娘 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
66 芸術文化 民話・伝説 高橋新兵衛 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
67 芸術文化 民話・伝説 三五郎と狐 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
68 芸術文化 民話・伝説 三八お稲荷さんといたずら狐の話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
69 芸術文化 民話・伝説 参道栗と民部稲荷明神 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
70 芸術文化 民話・伝説 山伏待てい 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
71 芸術文化 民話・伝説 四つ清水城 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
72 芸術文化 民話・伝説 四人の墓 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
73 芸術文化 民話・伝説 子供と雪 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
74 芸術文化 民話・伝説 子供と仲良し善導大師の話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
75 芸術文化 民話・伝説 死なば俊安 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
76 芸術文化 民話・伝説 歯がためもち 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
77 芸術文化 民話・伝説 耳ふさぎ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編

78 芸術文化 民話・伝説 実家の祖母より聞いた話　　
狐にだまされた 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編

79 芸術文化 民話・伝説 蛇の恩返し 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
80 芸術文化 民話・伝説 初めてトマトを食べた頃 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
81 芸術文化 民話・伝説 勝ち負け遊戯のうた 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
82 芸術文化 民話・伝説 杉原インキョ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
83 芸術文化 民話・伝説 昔の首斬場 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
84 芸術文化 民話・伝説 赤穂浪士をみたこと 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
85 芸術文化 民話・伝説 村の下苗内にお祀りした、大黒天の話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
86 芸術文化 民話・伝説 太郎と次郎 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
87 芸術文化 民話・伝説 代々当院に伝わる東岳山大宝院の由来 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
88 芸術文化 民話・伝説 大正二年の洪水 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
89 芸術文化 民話・伝説 釣瓶淵のゆわれ 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
90 芸術文化 民話・伝説 酉屋根葺きと乗越狐にばかされた話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
91 芸術文化 民話・伝説 乳がでるようになる話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
92 芸術文化 民話・伝説 乳付安産子育観音の話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
93 芸術文化 民話・伝説 半兵衛様、久兵衛様、金吾様 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
94 芸術文化 民話・伝説 鼻取り地蔵 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
95 芸術文化 民話・伝説 兵庫担・背坂 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
96 芸術文化 民話・伝説 捕虜 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
97 芸術文化 民話・伝説 戊辰の役 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
98 芸術文化 民話・伝説 名木恋籠桜と子安観音 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
99 芸術文化 民話・伝説 梨もぎの話 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
100 芸術文化 民話・伝説 竜神様と雨乞い 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
101 芸術文化 民話・伝説 旅の僧と水 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
102 芸術文化 民話・伝説 姨すて山 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
103 芸術文化 民話・伝説 はたおり機と糸わく 長沼町の文化財
104 芸術文化 民話・伝説 おいらんの墓 勢至堂 長沼町の伝説
105 芸術文化 民話・伝説 臼雅堂の由来 勢至堂 長沼町の伝説
106 芸術文化 民話・伝説 会津軍の砦 勢至堂 長沼町の伝説
107 芸術文化 民話・伝説 鬼面山 勢至堂 長沼町の伝説
108 芸術文化 民話・伝説 吉田松蔭と勢至堂宿 勢至堂 長沼町の伝説
109 芸術文化 民話・伝説 犬石・石仏供養塔 勢至堂 長沼町の伝説
110 芸術文化 民話・伝説 歯欠山 勢至堂 長沼町の伝説
111 芸術文化 民話・伝説 真勝寺 勢至堂 長沼町の伝説
112 芸術文化 民話・伝説 勢至堂の大水 勢至堂 長沼町の伝説
113 芸術文化 民話・伝説 勢至堂の滝 勢至堂 長沼町の伝説
114 芸術文化 民話・伝説 勢至堂の由来 勢至堂 長沼町の伝説
115 芸術文化 民話・伝説 勢至堂鉱山 勢至堂 長沼町の伝説
116 芸術文化 民話・伝説 殿様清水 勢至堂 長沼町の伝説
117 芸術文化 民話・伝説 湯殿の伝説 勢至堂 長沼町の伝説
118 芸術文化 民話・伝説 おいの祭り 江花 長沼町の伝説
119 芸術文化 民話・伝説 ししゃり石の由来 江花 長沼町の伝説
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120 芸術文化 民話・伝説 ままたき祭り 江花 長沼町の伝説
121 芸術文化 民話・伝説 阿夏淵・太郎坊ヶ淵の由来 江花 長沼町の伝説
122 芸術文化 民話・伝説 安養寺 江花 長沼町の伝説
123 芸術文化 民話・伝説 一里塚の寝狐 江花 長沼町の伝説
124 芸術文化 民話・伝説 羽黒大権現 江花 長沼町の伝説
125 芸術文化 民話・伝説 久保の化石 江花 長沼町の伝説
126 芸術文化 民話・伝説 窟（くぐり石）※くぐり石磨崖仏 江花 長沼町の伝説
127 芸術文化 民話・伝説 五斗畑と八石田 江花 長沼町の伝説
128 芸術文化 民話・伝説 三ッ壇の伝説 江花 長沼町の伝説
129 芸術文化 民話・伝説 死人沢と面剥沢 江花 長沼町の伝説
130 芸術文化 民話・伝説 石上神社由来 江花 長沼町の伝説
131 芸術文化 民話・伝説 壇九郎狐 江花 長沼町の伝説
132 芸術文化 民話・伝説 築都新之釛 江花 長沼町の伝説
133 芸術文化 民話・伝説 虫送り 江花 長沼町の伝説
134 芸術文化 民話・伝説 藤沼神社にまつわる伝説 江花 長沼町の伝説
135 芸術文化 民話・伝説 藤沼神社の話 江花 長沼町の伝説
136 芸術文化 民話・伝説 藤沼神社由来 江花 長沼町の伝説
137 芸術文化 民話・伝説 鼻取地蔵 江花 長沼町の伝説
138 芸術文化 民話・伝説 ハケゴ石にまつわる話 長沼 長沼町の伝説
139 芸術文化 民話・伝説 阿梅塚（花畑阿梅幽霊） 長沼 長沼町の伝説
140 芸術文化 民話・伝説 一本木神社 長沼 長沼町の伝説
141 芸術文化 民話・伝説 永泉寺の広葉杉 長沼 長沼町の伝説
142 芸術文化 民話・伝説 永泉寺の由来と爺杉媼杉 長沼 長沼町の伝説
143 芸術文化 民話・伝説 家老内山箒楢大蛇 長沼 長沼町の伝説
144 芸術文化 民話・伝説 戸神稲荷神社由来 長沼 長沼町の伝説
145 芸術文化 民話・伝説 後藤新平の少年時代 長沼 長沼町の伝説
146 芸術文化 民話・伝説 散々川の龍燈蛍（千里千里川） 長沼 長沼町の伝説
147 芸術文化 民話・伝説 首切場にまつわる話 長沼 長沼町の伝説
148 芸術文化 民話・伝説 寿黛 仙人 長沼 長沼町の伝説
149 芸術文化 民話・伝説 小御垂の森の枕返し 長沼 長沼町の伝説
150 芸術文化 民話・伝説 城山の化石 長沼 長沼町の伝説
151 芸術文化 民話・伝説 水無の六兵衛猫 長沼 長沼町の伝説
152 芸術文化 民話・伝説 正行寺 長沼 長沼町の伝説
153 芸術文化 民話・伝説 西光寺と薬師堂 長沼 長沼町の伝説
154 芸術文化 民話・伝説 西福寺と浄性庵 長沼 長沼町の伝説
155 芸術文化 民話・伝説 石背国造神社由来 長沼 長沼町の伝説
156 芸術文化 民話・伝説 大養寺 長沼 長沼町の伝説
157 芸術文化 民話・伝説 地蔵岩の話 長沼 長沼町の伝説
158 芸術文化 民話・伝説 長沼の清水の数々 長沼 長沼町の伝説
159 芸術文化 民話・伝説 長沼の由来 長沼 長沼町の伝説
160 芸術文化 民話・伝説 長沼古舘　 長沼 長沼町の伝説
161 芸術文化 民話・伝説 長沼城　 長沼 長沼町の伝説
162 芸術文化 民話・伝説 天神山の天六郎　 長沼 長沼町の伝説
163 芸術文化 民話・伝説 土橋入の山男　　 長沼 長沼町の伝説
164 芸術文化 民話・伝説 洞昌寺 長沼 長沼町の伝説
165 芸術文化 民話・伝説 白河屋の駒吉 長沼 長沼町の伝説
166 芸術文化 民話・伝説 白河屋駒吉　 長沼 長沼町の伝説
167 芸術文化 民話・伝説 稗窪の身越入道　　 長沼 長沼町の伝説
168 芸術文化 民話・伝説 本念寺 長沼 長沼町の伝説
169 芸術文化 民話・伝説 名城家の由来　 長沼 長沼町の伝説
170 芸術文化 民話・伝説 杢道内の由来　 長沼 長沼町の伝説
171 芸術文化 民話・伝説 弥吾坂の何身の妖怪　　 長沼 長沼町の伝説
172 芸術文化 民話・伝説 薬師堂の歩き妖石　　 長沼 長沼町の伝説
173 芸術文化 民話・伝説 六角石のいわれ 長沼 長沼町の伝説
174 芸術文化 民話・伝説 求願和尚と供養塔　 滝（長沼） 長沼町の伝説
175 芸術文化 民話・伝説 九の坊さま　 滝（長沼） 長沼町の伝説
176 芸術文化 民話・伝説 死人窪　 滝（長沼） 長沼町の伝説
177 芸術文化 民話・伝説 守っ子塚の伝説　 滝（長沼） 長沼町の伝説
178 芸術文化 民話・伝説 重兵衛屋敷と毒清水 滝（長沼） 長沼町の伝説
179 芸術文化 民話・伝説 小田桐新左義照 滝（長沼） 長沼町の伝説
180 芸術文化 民話・伝説 神屋敷 滝（長沼） 長沼町の伝説
181 芸術文化 民話・伝説 水戸藩士になった鈴木家の先祖 滝（長沼） 長沼町の伝説
182 芸術文化 民話・伝説 滝の廻り地蔵様 滝（長沼） 長沼町の伝説
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183 芸術文化 民話・伝説 滝の三清水 滝（長沼） 長沼町の伝説
184 芸術文化 民話・伝説 滝の湯の由来 滝（長沼） 長沼町の伝説
185 芸術文化 民話・伝説 滝の美人さま 滝（長沼） 長沼町の伝説
186 芸術文化 民話・伝説 滝不動尊 滝（長沼） 長沼町の伝説
187 芸術文化 民話・伝説 白方郷の由来 滝（長沼） 長沼町の伝説
188 芸術文化 民話・伝説 畑にジシバリ、田にビルモ　 滝（長沼） 長沼町の伝説
189 芸術文化 民話・伝説 八幡太郎義家と軍用金 滝（長沼） 長沼町の伝説
190 芸術文化 民話・伝説 うるし清水 志茂 長沼町の伝説
191 芸術文化 民話・伝説 ハノロの由来 志茂 長沼町の伝説
192 芸術文化 民話・伝説 観音橋の由来 志茂 長沼町の伝説
193 芸術文化 民話・伝説 形勢（傾城）ケ部屋 志茂 長沼町の伝説
194 芸術文化 民話・伝説 鶏渡権現 志茂 長沼町の伝説
195 芸術文化 民話・伝説 桜堂、行認塚の由来 志茂 長沼町の伝説
196 芸術文化 民話・伝説 三平坂の由来 志茂 長沼町の伝説
197 芸術文化 民話・伝説 七曲り坂 志茂 長沼町の伝説
198 芸術文化 民話・伝説 蛇明神と大藤 志茂 長沼町の伝説
199 芸術文化 民話・伝説 宿なし観音 志茂 長沼町の伝説
200 芸術文化 民話・伝説 女池の由来 志茂 長沼町の伝説
201 芸術文化 民話・伝説 神稲荷 志茂 長沼町の伝説
202 芸術文化 民話・伝説 菅野稲荷の由来 志茂 長沼町の伝説
203 芸術文化 民話・伝説 清八清水 志茂 長沼町の伝説
204 芸術文化 民話・伝説 地蔵杉の由来 志茂 長沼町の伝説
205 芸術文化 民話・伝説 猫堂の由来 志茂 長沼町の伝説
206 芸術文化 民話・伝説 念仏清水の由来 志茂 長沼町の伝説
207 芸術文化 民話・伝説 八幡神社と廃寺 志茂 長沼町の伝説
208 芸術文化 民話・伝説 板木松の由来　 志茂 長沼町の伝説
209 芸術文化 民話・伝説 薬師清水 志茂 長沼町の伝説
210 芸術文化 民話・伝説 どおやま長者　 小中 長沼町の伝説
211 芸術文化 民話・伝説 ペコツ原の猫の踊り　 小中 長沼町の伝説
212 芸術文化 民話・伝説 安藤内　 小中 長沼町の伝説
213 芸術文化 民話・伝説 井戸を堀れない平藤　 小中 長沼町の伝説
214 芸術文化 民話・伝説 甘わらび　 小中 長沼町の伝説
215 芸術文化 民話・伝説 観音様と大杉 小中 長沼町の伝説
216 芸術文化 民話・伝説 観喜寺 小中 長沼町の伝説
217 芸術文化 民話・伝説 権現様 小中 長沼町の伝説
218 芸術文化 民話・伝説 古屋敷　 小中 長沼町の伝説
219 芸術文化 民話・伝説 戸崎の小豆とぎ　 小中 長沼町の伝説
220 芸術文化 民話・伝説 御前池と耳のあるウナギ　 小中 長沼町の伝説
221 芸術文化 民話・伝説 笹ケ平踊窪の由来　 小中 長沼町の伝説
222 芸術文化 民話・伝説 三嶽神社と白藤　 小中 長沼町の伝説
223 芸術文化 民話・伝説 十日市 小中 長沼町の伝説
224 芸術文化 民話・伝説 小中舘由来　 小中 長沼町の伝説
225 芸術文化 民話・伝説 小中南の三清水　 小中 長沼町の伝説
226 芸術文化 民話・伝説 陣場　 小中 長沼町の伝説
227 芸術文化 民話・伝説 正月に小豆を食べない内山家 小中 長沼町の伝説
228 芸術文化 民話・伝説 惣右衛門の井戸　 小中 長沼町の伝説
229 芸術文化 民話・伝説 八木沼家と関所の由来　 小中 長沼町の伝説
230 芸術文化 民話・伝説 鼻取地蔵　 小中 長沼町の伝説
231 芸術文化 民話・伝説 立石神社の由来 小中 長沼町の伝説
232 芸術文化 民話・伝説 六部塚の由来　 小中 長沼町の伝説
233 芸術文化 民話・伝説 喜惣神社由来 桙衝 長沼町の伝説
234 芸術文化 民話・伝説 虚空蔵堂建立の由来 桙衝 長沼町の伝説
235 芸術文化 民話・伝説 市神様の由来 桙衝 長沼町の伝説
236 芸術文化 民話・伝説 折橋の由来 桙衝 長沼町の伝説
237 芸術文化 民話・伝説 長楽寺 桙衝 長沼町の伝説
238 芸術文化 民話・伝説 長光寺薬師堂由来 桙衝 長沼町の伝説
239 芸術文化 民話・伝説 六光内の壇 桙衝 長沼町の伝説
240 芸術文化 民話・伝説 六光内清水 桙衝 長沼町の伝説
241 芸術文化 民話・伝説 桙衝神社のいわれなど 桙衝 長沼町の伝説
242 芸術文化 民話・伝説 桙衝神社の絵馬（繋駒） 桙衝 長沼町の伝説
243 芸術文化 民話・伝説 桙衝神社御龍燈　 桙衝 長沼町の伝説
244 芸術文化 民話・伝説 姥神様　 古舘 長沼町の伝説
245 芸術文化 民話・伝説 熊田稲荷社の由来 古舘 長沼町の伝説
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246 芸術文化 民話・伝説 古舘の桜　　 古舘 長沼町の伝説
247 芸術文化 民話・伝説 古舘の由来　 古舘 長沼町の伝説
248 芸術文化 民話・伝説 天平の古碑　 古舘 長沼町の伝説
249 芸術文化 民話・伝説 円満寺の経塚　 矢田野 長沼町の伝説
250 芸術文化 民話・伝説 岡部田の由来　 矢田野 長沼町の伝説
251 芸術文化 民話・伝説 御祈祷餅の話　 矢田野 長沼町の伝説
252 芸術文化 民話・伝説 四十壇の由来　 矢田野 長沼町の伝説
253 芸術文化 民話・伝説 水利論争　 矢田野 長沼町の伝説
254 芸術文化 民話・伝説 杉の堂の枕返し　 矢田野 長沼町の伝説
255 芸術文化 民話・伝説 大力の和尚がいた長寧寺　 矢田野 長沼町の伝説
256 芸術文化 民話・伝説 長寧寺　 矢田野 長沼町の伝説
257 芸術文化 民話・伝説 猫の踊り　 矢田野 長沼町の伝説
258 芸術文化 民話・伝説 磐女神社　 矢田野 長沼町の伝説
259 芸術文化 民話・伝説 矢田野（矢壇）の由来 矢田野 長沼町の伝説
260 芸術文化 民話・伝説 矢田野城　　 矢田野 長沼町の伝説
261 芸術文化 民話・伝説 トラが淵　 木之崎 長沼町の伝説
262 芸術文化 民話・伝説 稲虫送り 木之崎 長沼町の伝説
263 芸術文化 民話・伝説 羽黒山 木之崎 長沼町の伝説
264 芸術文化 民話・伝説 岩崎山　 木之崎 長沼町の伝説
265 芸術文化 民話・伝説 鏡松の由来　 木之崎 長沼町の伝説
266 芸術文化 民話・伝説 御子安様　 木之崎 長沼町の伝説
267 芸術文化 民話・伝説 江花七森 木之崎 長沼町の伝説
268 芸術文化 民話・伝説 芝居原の由来 木之崎 長沼町の伝説
269 芸術文化 民話・伝説 出雲松の由来　 木之崎 長沼町の伝説
270 芸術文化 民話・伝説 石神立石山の由来 木之崎 長沼町の伝説
271 芸術文化 民話・伝説 泉福寺と木之崎舘　 木之崎 長沼町の伝説
272 芸術文化 民話・伝説 天王様の仕掛花火　 木之崎 長沼町の伝説
273 芸術文化 民話・伝説 毒清水 木之崎 長沼町の伝説
274 芸術文化 民話・伝説 二塚由来 木之崎 長沼町の伝説
275 芸術文化 民話・伝説 鼻取地蔵　 木之崎 長沼町の伝説
276 芸術文化 民話・伝説 北作の地蔵様 木之崎 長沼町の伝説
277 芸術文化 民話・伝説 末子五郎内の化物　 木之崎 長沼町の伝説
278 芸術文化 民話・伝説 木之崎のだんご祭り　 木之崎 長沼町の伝説
279 芸術文化 民話・伝説 木之崎の由来 木之崎 長沼町の伝説
280 芸術文化 民話・伝説 六角坂の由来 木之崎 長沼町の伝説
281 芸術文化 民話・伝説 屁っぴり坂 木之崎 長沼町の伝説
282 芸術文化 民話・伝説 横田舘 横田 長沼町の伝説
283 芸術文化 民話・伝説 横田陣屋 横田 長沼町の伝説
284 芸術文化 民話・伝説 京塚と蝦夷穴 横田 長沼町の伝説
285 芸術文化 民話・伝説 護真寺のしだれ桜 横田 長沼町の伝説
286 芸術文化 民話・伝説 護真寺不動明王画像 横田 長沼町の伝説
287 芸術文化 民話・伝説 松山戦場跡 横田 長沼町の伝説
288 芸術文化 民話・伝説 矢中の一本松 横田 長沼町の伝説
289 芸術文化 民話・伝説 豆まつり 堀込 長沼町の伝説
290 芸術文化 民話・伝説 堀切と堀切稲荷社 堀込 長沼町の伝説
291 芸術文化 民話・伝説 堀切稲荷様 堀込 長沼町の伝説
292 芸術文化 民話・伝説 ねんがら杉 新田 長沼町の伝説
293 芸術文化 民話・伝説 官命でも動かなかった雷神様 新田 長沼町の伝説
294 芸術文化 民話・伝説 干海寺の妖怪 新田 長沼町の伝説
295 芸術文化 民話・伝説 子安観音堂由来 新田 長沼町の伝説
296 芸術文化 民話・伝説 日照田観音と大松 新田 長沼町の伝説
297 芸術文化 民話・伝説 高村の甚造兵衛の話 梅田 岩瀬村郷土誌第 2 篇　郷土の昔話
298 芸術文化 民話・伝説 畑田の高らい長者の物語 畑田 岩瀬村郷土誌第 2 篇　郷土の昔話
299 芸術文化 民話・伝説 胡蝶（コチョウ）の舞いの物語 守屋 岩瀬村郷土誌第 2 篇　郷土の昔話

300 芸術文化 民話・伝説 石白日子（イワシロヒコ）の
命（ミコト）の物語 岩瀬 岩瀬村郷土誌第 2 篇　郷土の昔話

301 芸術文化 民話・伝説 八幡太郎義家の物語 岩瀬 岩瀬村郷土誌第 2 篇　郷土の昔話
302 芸術文化 民話・伝説 縁切り山王様 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
303 芸術文化 民話・伝説 月斉馬場 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
304 芸術文化 民話・伝説 国名石（一名潜り石ともいう） 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
305 芸術文化 民話・伝説 川田館 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
306 芸術文化 民話・伝説 大蛇 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
307 芸術文化 民話・伝説 博徒石 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
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308 芸術文化 民話・伝説 八重の白梅 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
309 芸術文化 民話・伝説 竜が沼 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
310 芸術文化 民話・伝説 雨降山 柱田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
311 芸術文化 民話・伝説 不動清水 柱田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
312 芸術文化 民話・伝説 義民　二瓶戸右ェ門 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
313 芸術文化 民話・伝説 熊野神社 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
314 芸術文化 民話・伝説 御坪石 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
315 芸術文化 民話・伝説 三つ壇 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
316 芸術文化 民話・伝説 七色塚 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
317 芸術文化 民話・伝説 成田の由来 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
318 芸術文化 民話・伝説 西畑古城 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
319 芸術文化 民話・伝説 梅の木 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
320 芸術文化 民話・伝説 八幡岳 梅田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
321 芸術文化 民話・伝説 笠ヶ森 梅田、守屋 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
322 芸術文化 民話・伝説 愛宕山古城 守屋 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
323 芸術文化 民話・伝説 毒清水 守屋 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
324 芸術文化 民話・伝説 八幡清水 守屋 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
325 芸術文化 民話・伝説 塩漬沢 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
326 芸術文化 民話・伝説 加藤家物頭屋敷跡 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
327 芸術文化 民話・伝説 死人沢 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
328 芸術文化 民話・伝説 滝原の廻り地蔵 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
329 芸術文化 民話・伝説 白清水（二ヶ所） 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
330 芸術文化 民話・伝説 福箆長者宅跡 畑田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
331 芸術文化 民話・伝説 毒清水 守屋 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
332 芸術文化 民話・伝説 白潟（しらかた）の跡 滝（岩瀬） 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
333 芸術文化 民話・伝説 弁天池 大久保 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
334 芸術文化 民話・伝説 隠れ清水・休み石八幡 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
335 芸術文化 民話・伝説 虚空蔵清水 北横田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
336 芸術文化 民話・伝説 神蛇池 北横田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
337 芸術文化 民話・伝説 七ツ石 梅田 岩瀬村の文化財
338 芸術文化 民話・伝説 七色清水 梅田 岩瀬村の文化財
339 芸術文化 民話・伝説 甚造兵衛背負の石 梅田 岩瀬村の文化財
340 芸術文化 民話・伝説 鞍掛石 畑田 岩瀬村の文化財
341 芸術文化 民話・伝説 豆塚 深渡戸 岩瀬村の文化財
342 芸術文化 民話・伝説 越久長者伝説 越久 越久誌
343 芸術文化 民話・伝説 「下り」の清水 池上町 歴史の道調査報告書　奥州道中
344 芸術文化 民話・伝説 お天とう様とむぐろ 福島県の昔話と伝説
345 芸術文化 民話・伝説 かちかち山 福島県の昔話と伝説
346 芸術文化 民話・伝説 だだ野郎と鬼婆 福島県の昔話と伝説
347 芸術文化 民話・伝説 安達が原の鬼婆 福島県の昔話と伝説
348 芸術文化 民話・伝説 猿と飲み水 福島県の昔話と伝説
349 芸術文化 民話・伝説 猿と蛙 福島県の昔話と伝説
350 芸術文化 民話・伝説 嫁と火種 福島県の昔話と伝説
351 芸術文化 民話・伝説 花咲か爺 福島県の昔話と伝説
352 芸術文化 民話・伝説 会津に初めて雪を降らせた弘法大師 福島県の昔話と伝説
353 芸術文化 民話・伝説 笹小屋の新兵衛と鴻池の娘 福島県の昔話と伝説
354 芸術文化 民話・伝説 手長足長と弘法大師 福島県の昔話と伝説
355 芸術文化 民話・伝説 雷と桑の木 福島県の昔話と伝説
356 芸術文化 文学（俳句ほか） 原　石鼎句碑 牡丹園 国指定名勝「須賀川ノ牡丹園」由来記
357 芸術文化 文学（俳句ほか） 昭和天皇御製碑 牡丹園 国指定名勝「須賀川ノ牡丹園」由来記
358 芸術文化 文学（俳句ほか） 北原白秋歌碑 牡丹園 国指定名勝「須賀川ノ牡丹園」由来記

359 芸術文化 文学（俳句ほか） 俳句摺（矢部保太郎の俳句摺
コレクション　外） 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 9 集　俳

諧摺上・下
360 芸術文化 文学（俳句ほか） 晋流と時雨塚 上北町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
361 芸術文化 文学（俳句ほか） 矢部文庫江戸期俳諧書 八幡町 矢部文庫江戸期俳諧書目録
362 芸術文化 文学（俳句ほか） 可伸庵跡 本町 奥の細道　須賀川
363 芸術文化 文学（俳句ほか） 軒の栗の句碑 本町 奥の細道　須賀川
364 芸術文化 文学（俳句ほか） 五月雨句碑 池上町 奥の細道　須賀川
365 芸術文化 文学（俳句ほか） 等躬の句碑 諏訪町 奥の細道　須賀川
366 芸術文化 文学（俳句ほか） 乙字ケ滝句碑 前田川 奥の細道　須賀川
367 芸術文化 文学（俳句ほか） 二俳人（市原多代女・山辺清民）の句碑 五月雨 須賀川市人物読本　先人のあしあと
368 芸術文化 文学（俳句ほか） 小河原松林句碑 長沼 長沼町の文化財



18

資料編 4　今回新たに把握・整理した歴史・文化資源一覧

番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
369 芸術文化 文学（俳句ほか） 中山義秀の文学碑 長沼 長沼町の文化財
370 芸術文化 文学（俳句ほか） 芭蕉句碑 長沼 長沼町の文化財
371 芸術文化 文学（俳句ほか） 磐瀬弘治歌碑 長沼 長沼町の文化財
372 芸術文化 文学（俳句ほか） 堀江其通句碑 長沼 長沼町の文化財
373 芸術文化 文学（俳句ほか） 矢部榾郎句碑 長沼 長沼町の文化財
374 芸術文化 文学（俳句ほか） 高橋清風歌碑 矢田野 長沼町の文化財
375 芸術文化 文学（俳句ほか） 小林兵エ門歌碑 矢田野 長沼町の文化財
376 芸術文化 文学（俳句ほか） 岩谷小波句碑 横田 長沼町の文化財
377 芸術文化 文学（俳句ほか） 相楽等躬直筆短冊 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
378 芸術文化 文学（俳句ほか） 田植塚 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
379 芸術文化 文学（俳句ほか） 芭蕉・曽良・等躬 三子三筆詩箋 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
380 芸術文化 美術工芸 関下人形 北町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 2 集　関下人形資料集Ｉ
381 芸術文化 美術工芸 俳諧摺　99 点 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 9 集　俳諧摺上・下

382 芸術文化 美術工芸 青津保壽 刀装具コレクション 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 11 集　
青津保壽刀装具コレクション

383 芸術文化 美術工芸 絹本著色亜欧堂田善画像 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 12 集　亜欧堂田善作品集
384 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の銅版画制作用具 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 12 集　亜欧堂田善作品集
385 芸術文化 美術工芸 新訂万国全図 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 12 集　亜欧堂田善作品集
386 芸術文化 美術工芸 山水図 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
387 芸術文化 美術工芸 市原家の亜欧堂田善コレクション 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
388 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の「当所名産鏤盤摺」看板 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
389 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の自隅田川望南之図 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
390 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の素描（題不詳） 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
391 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の素描（題不詳） 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
392 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の銅版画原版 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
393 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の雲龍図 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
394 芸術文化 美術工芸 亜欧堂田善の銅版画見本帳十枚綴 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
395 芸術文化 美術工芸 遠藤猪野右衛門唯重貴休像 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
396 芸術文化 美術工芸 絹本著色釈迦如来十六羅漢図 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
397 芸術文化 美術工芸 三野英彦の張堂大龍コレクション 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
398 芸術文化 美術工芸 山水人物図押絵貼屏風 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
399 芸術文化 美術工芸 七里ヶ浜遠望図 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
400 芸術文化 美術工芸 須賀川ガラス小鉢 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
401 芸術文化 美術工芸 須賀川ガラス水差し 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
402 芸術文化 美術工芸 須賀川ガラス杯 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
403 芸術文化 美術工芸 須賀川ガラス風鈴 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
404 芸術文化 美術工芸 太田貞喜の亜欧堂田善コレクション 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
405 芸術文化 美術工芸 土師朱墨二面円硯 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用

406 芸術文化 美術工芸
銅版画見本帖 亜欧堂田善筆

（12図）1帖 附多賀城碑図・ネー
デルラントの独立図原版 1 枚

池上町 須賀川市ウェブサイトから引用

407 芸術文化 美術工芸 銅版画東都名所図 亜欧堂田善筆（25
図）1 帖 附東都名所図原版 4 枚 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用

408 芸術文化 美術工芸 二階堂行高家伝来の具足等 二階堂家資料 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
409 芸術文化 美術工芸 狩野安信筆「達磨図」 長沼 須賀川市ウェブサイトから引用
410 芸術文化 美術工芸 矢部富右衛門作　水瓶 長沼 須賀川市ウェブサイトから引用
411 芸術文化 美術工芸 屋台の附属品 長沼 長沼町の文化財
412 芸術文化 美術工芸 石背国造神社掛額（石背国造神社蔵） 長沼 長沼町の文化財
413 芸術文化 美術工芸 堀江忠衛門作　脇差（1） 長沼 長沼町の文化財
414 芸術文化 美術工芸 堀江忠衛門作　脇差（2） 長沼 長沼町の文化財
415 芸術文化 美術工芸 子育観音像（新田観音堂蔵） 桙衝 長沼町の文化財
416 芸術文化 美術工芸 横額 品川弥次郎書 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
417 芸術文化 美術工芸 掛軸　渡辺華山作 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
418 芸術文化 美術工芸 刀剣（長谷部國重作、備前勝光作） 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
419 芸術文化 美術工芸 画花鳥 鷹　春木南湖筆 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
420 芸術文化 美術工芸 掛軸 三幅 狩野常信筆 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

421 芸術文化 美術工芸 旗（大館龍）、祭礼旗（五反旗）
龍禅子筆（下柱田青年会蔵） 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

422 芸術文化 美術工芸 書　山岡鉄舟筆 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
423 芸術文化 美術工芸 槍 越前藤原重高作 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
424 芸術文化 美術工芸 日本画巻物 谷文晁作 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
425 芸術文化 美術工芸 日本刀 1 尺 8 寸吉宗 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
426 芸術文化 美術工芸 日本刀 2 尺 3 寸無銘 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
427 芸術文化 美術工芸 年徳神の画（弘化年間） 蘭岳筆 柱田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
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番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
428 芸術文化 美術工芸 加藤家の軸書　友之助筆 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
429 芸術文化 美術工芸 掛軸 書　雲去禅師筆 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
430 芸術文化 美術工芸 掛軸 書　太田覃（蜀山人）筆 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
431 芸術文化 美術工芸 掛軸・刀剣類多数 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
432 芸術文化 美術工芸 軸画 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
433 芸術文化 美術工芸 花鳥山水 松の上の双鶴　木川大泉作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
434 芸術文化 美術工芸 花鳥山水 蓬莱山 木川大泉作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
435 芸術文化 美術工芸 花鳥山水 雉子　徳永観林作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
436 芸術文化 美術工芸 元禄赤穂義士 木版画 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
437 芸術文化 美術工芸 山水　文兆作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
438 芸術文化 美術工芸 受苦画　作者不詳 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
439 芸術文化 美術工芸 書　山岡鉄舟筆 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
440 芸術文化 美術工芸 槍　村正作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
441 芸術文化 美術工芸 淡彩山水図　香谷作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
442 芸術文化 美術工芸 刀剣 藤原忠広作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
443 芸術文化 美術工芸 刀剣 備前長船長光外 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
444 芸術文化 美術工芸 刀剣 備中俊國 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
445 芸術文化 美術工芸 唐獅子 左甚五郎作 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
446 芸術文化 美術工芸 なぎなた 山城大椽藤原国次作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
447 芸術文化 美術工芸 ワシの画 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
448 芸術文化 美術工芸 横額 富士の図 竹波（尾竹竹坡）作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
449 芸術文化 美術工芸 花鳥 白朝作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
450 芸術文化 美術工芸 額 フィリッピン 2 頭馬の図 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
451 芸術文化 美術工芸 額 三宅松畝筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
452 芸術文化 美術工芸 額 龍禅子筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
453 芸術文化 美術工芸 掛軸 円山応需筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
454 芸術文化 美術工芸 掛軸 角田磐谷筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
455 芸術文化 美術工芸 掛軸 暁泉鶯並月 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
456 芸術文化 美術工芸 掛軸　山水 双幅　橋本華邦筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
457 芸術文化 美術工芸 掛軸 中国風俗画 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
458 芸術文化 美術工芸 掛軸 渡辺華山（49 才） 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
459 芸術文化 美術工芸 掛軸 内海春光筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
460 芸術文化 美術工芸 寒山行旅 暁雪 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
461 芸術文化 美術工芸 山水 燕大観 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
462 芸術文化 美術工芸 鹿の角刀掛 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
463 芸術文化 美術工芸 軸画 恵美須大黒 徳音 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
464 芸術文化 美術工芸 軸画 双幅百性の図 父善吉画 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
465 芸術文化 美術工芸 軸書 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
466 芸術文化 美術工芸 軸書七言絶句 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
467 芸術文化 美術工芸 書屏風一双 山岡鉄太郎書 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
468 芸術文化 美術工芸 人物画 9 点 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
469 芸術文化 美術工芸 双サギ 下村観山筆 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
470 芸術文化 美術工芸 太刀 備前長船住祐光作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
471 芸術文化 美術工芸 太刀伝 行秀作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
472 芸術文化 美術工芸 短刀 若狭住冬広作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
473 芸術文化 美術工芸 短刀 表：藤原直胤花押、裏：応好鍛之 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
474 芸術文化 美術工芸 刀 舞草舞丸 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
475 芸術文化 美術工芸 刀剣 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
476 芸術文化 美術工芸 刀剣 陸奥大椽三善長道作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
477 芸術文化 美術工芸 壁掛 中国製 梅に鶯 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
478 芸術文化 美術工芸 脇差 山城国住包広作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
479 芸術文化 美術工芸 脇差 助光作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
480 芸術文化 美術工芸 脇差 筑州住吉国作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
481 芸術文化 美術工芸 脇差 備前国長船祐光作 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
482 芸術文化 美術工芸 脇差 表：鈴木加賀守貞則、裏：貞享二年八月日 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
483 芸術文化 美術工芸 脇差 無銘（下坂作） 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
484 芸術文化 美術工芸 脇差 無銘（高田国行作） 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
485 芸術文化 美術工芸 スペイン狩猟の図 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
486 芸術文化 美術工芸 画 屏風一双 源平合戦の図 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
487 芸術文化 美術工芸 掛軸 月夜の狸 松村景文筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
488 芸術文化 美術工芸 掛軸 支邦山水 美山 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
489 芸術文化 美術工芸 掛軸 仏画 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
490 芸術文化 美術工芸 三幅対人物花鳥 椿山々人筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
491 芸術文化 美術工芸 軸書 蘇峰筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
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492 芸術文化 美術工芸 書 僧空海（弘法大師）写筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
493 芸術文化 美術工芸 書　東郷元帥筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
494 芸術文化 美術工芸 太刀・鹿の角 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
495 芸術文化 美術工芸 大刀 津田越前守助広作 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
496 芸術文化 美術工芸 谷文晁の画 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
497 芸術文化 美術工芸 中国人物 華山筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
498 芸術文化 美術工芸 ウズラ（寛斉）・竹に雀（龍昇）・猛虎（光雪） 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
499 芸術文化 美術工芸 掛軸 義民橋本権兵衛奏効記 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
500 芸術文化 美術工芸 掛軸 山水 狩野向栄筆 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
501 芸術文化 美術工芸 軸画 芦雁 丹涯筆 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
502 芸術文化 美術工芸 軸画 奥村土牛筆 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
503 芸術文化 美術工芸 軸画 鯉 凌雲筆 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
504 芸術文化 美術工芸 軸画 紅葉 田口黄葵筆 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
505 芸術文化 美術工芸 軸画鯉 十五代将軍徳川慶喜 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
506 芸術文化 美術工芸 太刀 景光 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
507 芸術文化 美術工芸 太刀 助光 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
508 芸術文化 美術工芸 田植祭の図 一桐斉高嵩山翠画 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
509 芸術文化 美術工芸 刀架 時代物 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
510 芸術文化 美術工芸 脇差 国浩・包定・清光 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
511 芸術文化 美術工芸 崖上の鳥 桑名眠月筆 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
512 芸術文化 美術工芸 掛軸 観音様 徳音筆 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
513 芸術文化 美術工芸 掛軸 恵美須大黒 徳音画 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
514 芸術文化 美術工芸 掛軸 綱狐の図（二代北斉） 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
515 芸術文化 美術工芸 掛軸 山水双幅・鶴の巣ごもり（谷文晁） 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
516 芸術文化 美術工芸 掛軸 児島高徳 河鍋暁斉画 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
517 芸術文化 美術工芸 掛軸 酒井三郎画 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
518 芸術文化 美術工芸 掛軸 唐美人をぬぐ 駒江源琦筆 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
519 芸術文化 美術工芸 巻物 大納言経信書 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
520 芸術文化 美術工芸 月に鶴・流し雛・山水・鍾馗 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
521 芸術文化 美術工芸 古鏡 室町時代藤原光長作 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
522 芸術文化 美術工芸 古渡花瓶 中国のもの 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
523 芸術文化 美術工芸 古陶器 皿 2 枚 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
524 芸術文化 美術工芸 五色印赤文銘の皿 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
525 芸術文化 美術工芸 香炉 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
526 芸術文化 美術工芸 支那山水 徳音筆 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
527 芸術文化 美術工芸 軸画 富士 雨山筆 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
528 芸術文化 美術工芸 生物の図 文久 2（1863）年三枝能登守より拝領 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
529 芸術文化 美術工芸 茶室用掛軸　豊臣秀吉書 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

530 芸術文化 美術工芸 唐紙四枚組 表：菅原伝授砂
手本、裏：雷電相撲図 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

531 芸術文化 美術工芸 陶器 谷口祥人製作 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
532 芸術文化 美術工芸 銅鐸 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
533 芸術文化 美術工芸 屏風一双・軸画ツル 眠月筆 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
534 芸術文化 美術工芸 屏風半双 羽衣 徳音画 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
535 芸術文化 美術工芸 書 竹内栖鳳筆 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
536 芸術文化 美術工芸 掛軸 漢の高祖大白山に白蛇を切る 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
537 芸術文化 美術工芸 掛軸 観瀑観音 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
538 芸術文化 美術工芸 掛軸 恵美須大黒一対 桑名眠月筆 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
539 芸術文化 美術工芸 掛軸 鍾馗 池上秀畝筆 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
540 芸術文化 美術工芸 掛軸 東郷元帥書 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
541 芸術文化 美術工芸 掛軸 東郷平八郎書 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
542 芸術文化 美術工芸 掛軸 陶淵明の図 橋本雅邦筆 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
543 芸術文化 美術工芸 掛軸 二宮金次郎（坂内徳斉画） 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
544 芸術文化 美術工芸 掛軸　養老の滝（坂内徳斉画） 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
545 芸術文化 美術工芸 月下桜花の図 楓湖筆 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
546 芸術文化 美術工芸 小刀 光宗 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
547 芸術文化 美術工芸 刀架鹿角 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
548 芸術文化 美術工芸 刀剣 無銘 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
549 芸術文化 美術工芸 半鐘 守屋 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
550 芸術文化 美術工芸 弁慶の笈 今泉 岩瀬村の文化財
551 芸術文化 美術工芸 遠藤田一作 絵馬 越久 越久誌
552 芸術文化 美術工芸 桐文木彩漆笈 北町 福島県指定文化財調査報告書
553 芸術文化 美術工芸 華瓶（青銅製、金銀象嵌） 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
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554 芸術文化 美術工芸 華瓶（二対鉄製象嵌） 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
555 芸術文化 美術工芸 燭台炉 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
556 芸術文化 美術工芸 水瓶 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
557 芸術文化 美術工芸 銅壺 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
558 芸術文化 美術工芸 矢立 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
559 芸術文化 美術工芸 銅鐘 東町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
560 芸術文化 美術工芸 銅鐘 池上町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
561 芸術文化 美術工芸 銅鐘（千用寺蔵）（文化 11（1815）年） 諏訪町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
562 芸術文化 美術工芸 銅鐘（千用寺蔵）（元禄 10（1697）年） 諏訪町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
563 芸術文化 美術工芸 海獣葡萄鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
564 芸術文化 美術工芸 桐文双鶴鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
565 芸術文化 美術工芸 湖州鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
566 芸術文化 美術工芸 桜花散真鍮象嵌鎧 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
567 芸術文化 美術工芸 散菊双鳥鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
568 芸術文化 美術工芸 瑞花双鳳八陵鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
569 芸術文化 美術工芸 竹文鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
570 芸術文化 美術工芸 唐草双鶴鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
571 芸術文化 美術工芸 銅鐘（長禄寺蔵） 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
572 芸術文化 美術工芸 銅製鼎（長禄寺蔵） 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
573 芸術文化 美術工芸 銅鉢 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
574 芸術文化 美術工芸 梅鉢文双鶴鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
575 芸術文化 美術工芸 方格規矩四神鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
576 芸術文化 美術工芸 蓬莱鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
577 芸術文化 美術工芸 魔鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
578 芸術文化 美術工芸 龍文六陵鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
579 芸術文化 美術工芸 籠目双鳥鏡 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
580 芸術文化 美術工芸 菊散飛雀鏡 芦田塚 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
581 芸術文化 美術工芸 銅鐘（医王山峯薬師堂蔵） 西川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
582 芸術文化 美術工芸 銅鐘（延命寺蔵） 前田川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
583 芸術文化 美術工芸 燭立 袋田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
584 芸術文化 美術工芸 銅鐘（泉光院蔵） 泉田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
585 芸術文化 美術工芸 銅製花瓶（正覚院宝蔵寺蔵） 塩田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
586 芸術文化 美術工芸 有柄鏡（正覚院宝蔵寺蔵） 塩田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
587 芸術文化 美術工芸 銅鐘（願成寺蔵） 仁井田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
588 芸術文化 美術工芸 銅鐘（常林寺蔵） 仁井田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
589 芸術文化 美術工芸 銅鐘（福寿寺蔵） 仁井田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
590 芸術文化 美術工芸 蜜壇供（不動堂蔵） 滑川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
591 芸術文化 美術工芸 銅鐘（宗徳寺蔵） 狸森 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
592 芸術文化 美術工芸 胴鐘（安養寺地蔵堂蔵） 江花 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
593 芸術文化 美術工芸 鎧（獅子頭）（石背国造神社蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
594 芸術文化 美術工芸 鎧（胴）石背国造神社蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
595 芸術文化 美術工芸 鉄鈴（石背国造神社蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
596 芸術文化 美術工芸 銅鐘（永泉寺蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
597 芸術文化 美術工芸 銅鐘（本念寺蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
598 芸術文化 美術工芸 銅鐘（志茂薬師堂蔵） 志茂 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
599 芸術文化 美術工芸 茶釜（長楽寺蔵）（江戸時代） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
600 芸術文化 美術工芸 茶釜（長楽寺蔵）（江戸時代） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
601 芸術文化 美術工芸 鎧 守屋 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
602 芸術文化 美術工芸 銅鐘（火の見やぐら） 守屋 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
603 芸術文化 美術工芸 鎧 今泉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
604 芸術文化 美術工芸 銅鐘（永祿寺蔵） 今泉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
605 芸術文化 美術工芸 銅鐘（毘沙門堂蔵） 今泉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
606 芸術文化 美術工芸 銅鐘（照光寺蔵） 柱田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
607 芸術文化 美術工芸 銅鐘（地蔵堂蔵） 矢沢 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
608 芸術文化 美術工芸 鎧 北横田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
609 芸術文化 美術工芸 八幡菩薩像（清水不動堂蔵） 北町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
610 芸術文化 美術工芸 金工（彫金、鍛造） 北町 福島県の諸職
611 芸術文化 美術工芸 金工（彫金、鍛造） 鈴木泰三作 北町 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－
612 芸術文化 美術工芸 会津絵膳 北町 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
613 芸術文化 美術工芸 漆絵菊文食篭 北町 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
614 芸術文化 美術工芸 宝尽し蒔絵繕 北町 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
615 芸術文化 美術工芸 鎌倉彫香合 池上町 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
616 芸術文化 美術工芸 松竹鶴亀蒔絵鏡箱 池上町 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
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617 芸術文化 美術工芸 琉球塗料紙箱 池上町 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
618 芸術文化 美術工芸 亀甲花丸蒔絵提重 妙見 福島県の漆工品－文化財基礎調査報告書－
619 遺跡 古墳 上台古墳群 小中 長沼町の文化財
620 遺跡 古墳 跡見塚古墳群出土品 池上町 岩瀬村郷土誌第 6 篇　跡見塚古墳
621 遺跡 古墳 念仏坦古墳群（円墳） 梅田 岩瀬村の文化財
622 遺跡 古墳 才合地山横穴墓群 桙衝 才合地山横穴古墳調査報告書
623 遺跡 古墳 才合地山横穴墓群出土遺物 桙衝 才合地山横穴古墳調査報告書
624 遺跡 古墳 八幡山古墳 八幡山 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
625 遺跡 古墳 番山壇古墳 五月雨 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
626 遺跡 古墳 御大宝古墳 高久田境 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
627 遺跡 古墳 台横穴墓群 栄町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
628 遺跡 古墳 鎌足神社館跡（旧：岩瀬森古墳） 中宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
629 遺跡 古墳 石塚古墳 中宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
630 遺跡 古墳 愛宕山城東古墳 愛宕山 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
631 遺跡 古墳 芦田塚古墳 芦田塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
632 遺跡 古墳 かつ坂古墳（旧：前田川かつ坂古墳） 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
633 遺跡 古墳 乙字ヶ滝横穴墓群 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
634 遺跡 古墳 大塚古墳 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
635 遺跡 古墳 甲塚古墳群 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
636 遺跡 古墳 イカヅチ古墳群 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
637 遺跡 古墳 蝦夷穴古墳 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
638 遺跡 古墳 丸塚古墳跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
639 遺跡 古墳 石花古墳群 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
640 遺跡 古墳 大仏横穴墓群Ａ 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
641 遺跡 古墳 大仏横穴墓群Ｂ 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
642 遺跡 古墳 大仏古墳群（旧：大仏前 15 号墳） 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
643 遺跡 古墳 塚畑古墳 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
644 遺跡 古墳 浜尾横穴墓群 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
645 遺跡 古墳 平内地古墳跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
646 遺跡 古墳 和田大仏及び横穴墓群 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
647 遺跡 古墳 苅木内古墳 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
648 遺跡 古墳 西川梅田十三仏（旧：梅田十三塚） 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
649 遺跡 古墳 梅田横穴墓群 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
650 遺跡 古墳 オサン壇古墳群（1 ～ 8 号） 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
651 遺跡 古墳 西の作古墳群 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
652 遺跡 古墳 大壇場古墳群 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
653 遺跡 古墳 竹の花古墳群 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
654 遺跡 古墳 念仏壇古墳 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
655 遺跡 古墳 一斗内古墳群 越久 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
656 遺跡 古墳 タキジリ古墳 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
657 遺跡 古墳 海道西古墳群 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
658 遺跡 古墳 御所の宮古墳 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
659 遺跡 古墳 籾山大壇古墳 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
660 遺跡 古墳 笠木壇古墳（前南遺跡を含む） 岩渕 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
661 遺跡 古墳 萱林古墳 岩渕 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
662 遺跡 古墳 舘石横穴群 泉田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
663 遺跡 古墳 泉田古墳群（十三仏壇） 泉田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
664 遺跡 古墳 稲古舘古墳 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
665 遺跡 古墳 岩下横穴墓群 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
666 遺跡 古墳 狐石古墳 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
667 遺跡 古墳 新城舘古墳群 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
668 遺跡 古墳 一本柿古墳 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
669 遺跡 古墳 沼平塚群 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
670 遺跡 古墳 田畑塚群 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
671 遺跡 古墳 八沼古墳群 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
672 遺跡 古墳 塩田古墳 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
673 遺跡 古墳 神開田古墳 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
674 遺跡 古墳 大壇古墳 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
675 遺跡 古墳 洞川岸古墳群 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
676 遺跡 古墳 網ノ輪古墳群 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
677 遺跡 古墳 螺河岸Ｂ古墳群 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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678 遺跡 古墳 行人山田古墳 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
679 遺跡 古墳 上川原古墳群 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
680 遺跡 古墳 新田前横穴墓群 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
681 遺跡 古墳 神明前横穴墓群 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
682 遺跡 古墳 前原古墳群 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
683 遺跡 古墳 稲荷神社古墳 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
684 遺跡 古墳 岡ノ内古墳群 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
685 遺跡 古墳 庫の屋敷古墳 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
686 遺跡 古墳 中江持古墳 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
687 遺跡 古墳 仲ノ平古墳群 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
688 遺跡 古墳 長者屋敷古墳群 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
689 遺跡 古墳 滑川古墳 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
690 遺跡 古墳 四方壇古墳 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
691 遺跡 古墳 神成横穴古墳群 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
692 遺跡 古墳 石山古墳 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
693 遺跡 古墳 坂上古墳 滑川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
694 遺跡 古墳 四十壇古墳群 滑川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
695 遺跡 古墳 治部池横穴群 滑川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
696 遺跡 古墳 雁俣古墳群 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
697 遺跡 古墳 四十壇横穴墓群 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
698 遺跡 古墳 欠ノ下古墳 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
699 遺跡 古墳 仏坊古墳群 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
700 遺跡 古墳 上の山古墳群 小作田、市野関 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
701 遺跡 古墳 稲荷神社古墳 市野関 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
702 遺跡 古墳 舘山横穴墓群 市野関 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
703 遺跡 古墳 団子山古墳 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
704 遺跡 古墳 町ノ内横穴墓群 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
705 遺跡 古墳 念仏坦古墳 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
706 遺跡 古墳 泉沢古墳 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
707 遺跡 古墳 塩司渕古墳群 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
708 遺跡 古墳 下小山田古墳群 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
709 遺跡 古墳 早稲田古墳群 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
710 遺跡 古墳 北の内古墳群 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
711 遺跡 古墳 螺河岸Ａ古墳群 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
712 遺跡 古墳 三ツ壇古墳群 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
713 遺跡 古墳 ジダイ坊古墳群 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
714 遺跡 古墳 シダミ山古墳 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
715 遺跡 古墳 ドン平古墳 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
716 遺跡 古墳 諏訪ノ入古墳 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
717 遺跡 古墳 塚下古墳 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
718 遺跡 古墳 弥吾古墳群 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
719 遺跡 古墳 杉の内古墳群 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
720 遺跡 古墳 東兎内古墳 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
721 遺跡 古墳 片岸古墳群 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
722 遺跡 古墳 末津久保古墳群 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
723 遺跡 古墳 天王坂古墳群 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
724 遺跡 古墳 麦久内古墳 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
725 遺跡 古墳 北ノ原古墳群 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
726 遺跡 古墳 城之内横穴墓群 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
727 遺跡 古墳 石の下古墳群 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
728 遺跡 古墳 鍛冶屋古墳群 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
729 遺跡 古墳 古舘横穴古墳群 古舘 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
730 遺跡 古墳 古舘古墳群 古舘 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
731 遺跡 古墳 四十壇古墳群 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
732 遺跡 古墳 岩崎山横穴墓群 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
733 遺跡 古墳 向原古墳群 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
734 遺跡 古墳 洞山横穴墓群 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
735 遺跡 古墳 下山横穴墓群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
736 遺跡 古墳 下山古墳群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
737 遺跡 古墳 石井山古墳群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
738 遺跡 古墳 跡見塚古墳群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
739 遺跡 古墳 大檀古墳群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
740 遺跡 古墳 南谷地前古墳群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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741 遺跡 古墳 念佛壇古墳群 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
742 遺跡 古墳 梅ノ木古墳群 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
743 遺跡 古墳 花見堂塚群 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
744 遺跡 古墳 祝言坂横穴墓群 北横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
745 遺跡 石背郡衙 上人壇廃寺跡 上人坦、岩瀬森 上人壇廃寺跡
746 遺跡 石背郡衙 岩代米山寺経塚出土品 池上町 米山寺跡　史跡岩代米山寺経塚群発掘調査報告書
747 遺跡 石背郡衙 米山寺経塚群 西川 米山寺跡　史跡岩代米山寺経塚群発掘調査報告書

748 遺跡 石背郡衙 うまや遺跡出土須恵器蓋付 
高台付坏　附　和同開珎 池上町 うまや遺跡－第 6 次調査報告－

749 遺跡 石背郡衙 栄町遺跡 栄町 栄町遺跡－陸奥国石背郡衙の発掘調査報告－
750 遺跡 石背郡衙 うまや遺跡（旧：塚畑遺跡） 中宿 うまや遺跡－第 6 次調査報告－
751 遺跡 石背郡衙 米山寺跡 西川 米山寺跡　史跡岩代米山寺経塚群発掘調査報告書
752 遺跡 石背郡衙 上人壇廃寺跡出土品 池上町 上人壇廃寺跡

753 遺跡 集落跡等 首藤保之助　阿武隈考古館コ
レクション 池上町 須賀川市立博物館調査研究報告書第 4 集　首藤

保之助（阿武隈考古館）考古資料採集録（第 1 号）
754 遺跡 集落跡等 般若山円満院（廃寺） 加治町 須賀川城主二階堂氏の事跡
755 遺跡 集落跡等 上寺山徳善院（廃寺） 守屋 須賀川城主二階堂氏の事跡
756 遺跡 集落跡等 馬尾滝遺跡 勢至堂 長沼町の文化財
757 遺跡 集落跡等 三ッ壇遺跡 江花 長沼町の文化財
758 遺跡 集落跡等 ジダイボ古墳群 長沼 長沼町の文化財
759 遺跡 集落跡等 御宅遺跡 小中 長沼町の文化財
760 遺跡 集落跡等 麦久内遺跡 小中 長沼町の文化財
761 遺跡 集落跡等 墨書銘土師器 小中 長沼町の文化財
762 遺跡 集落跡等 亀居山遺跡 桙衝 長沼町の文化財
763 遺跡 集落跡等 岩崎山（霊場） 木之崎 長沼町の文化財
764 遺跡 集落跡等 玉の木古戦場 柱田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
765 遺跡 集落跡等 かくれキリシタンの墓 畑田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
766 遺跡 集落跡等 壺、椀、皿 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
767 遺跡 集落跡等 管玉 古墳時代装身具 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
768 遺跡 集落跡等 勾玉 古墳時代装身具 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
769 遺跡 集落跡等 石鏃 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
770 遺跡 集落跡等 大乗小典一字一石 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
771 遺跡 集落跡等 棒状石器 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
772 遺跡 集落跡等 下山土器遺跡 北横田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
773 遺跡 集落跡等 石斧打製および石斧磨製 守屋 岩瀬村の文化財
774 遺跡 集落跡等 石鏃、石槍、石匙 守屋 岩瀬村の文化財
775 遺跡 集落跡等 木葉紋土器底部 今泉 岩瀬村の文化財
776 遺跡 集落跡等 一石一字出土品 柱田 岩瀬村の文化財
777 遺跡 集落跡等 化石類　珪化木 柱田 岩瀬村の文化財
778 遺跡 集落跡等 金銅製直刀装刀具破片 柱田 岩瀬村の文化財

779 遺跡 集落跡等 勾玉、管玉、切子玉、小玉、
臼玉、耳環、腕環 （跡見塚古墳） 柱田 岩瀬村の文化財

780 遺跡 集落跡等 勾玉、切子玉（跡見塚古墳） 柱田 岩瀬村の文化財
781 遺跡 集落跡等 高杯 柱田 岩瀬村の文化財
782 遺跡 集落跡等 石鏃、石槍、石匙 柱田 岩瀬村の文化財
783 遺跡 集落跡等 直刀破片（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
784 遺跡 集落跡等 直刀破片（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財

785 遺跡 集落跡等 直刀破片、直刀破片、鍔、石
槍、耳環、直刀、鍔 柱田 岩瀬村の文化財

786 遺跡 集落跡等 壷 柱田 岩瀬村の文化財
787 遺跡 集落跡等 壷 柱田 岩瀬村の文化財
788 遺跡 集落跡等 盃、甕、高杯 柱田 岩瀬村の文化財
789 遺跡 集落跡等 打製石斧、石鍬 梅田 岩瀬村の文化財
790 遺跡 集落跡等 壷 梅田 岩瀬村の文化財
791 遺跡 集落跡等 勾玉、切子玉、管玉（跡見塚古墳） 北横田 岩瀬村の文化財
792 遺跡 集落跡等 石斧、石鏃 北横田 岩瀬村の文化財
793 遺跡 集落跡等 壷（三点） 北横田 岩瀬村の文化財

794 遺跡 集落跡等 勾玉、切子玉、管玉、小玉（跡
見塚古墳） 深渡戸 岩瀬村の文化財

795 遺跡 集落跡等 鹿島塚群 浜尾 鹿島塚群発掘調査報告書－心身障害児小規模
通園施設建設に伴う発掘調査－

796 遺跡 集落跡等 稲古舘古墳出土 銅漆作大刀
附 墳丘及び石室内出土品 池上町 須賀川市文化財調査報告書　第 40 集　稲古館古墳・稲古館遺跡

797 遺跡 集落跡等 桙衝神社祭祀遺跡出土遺物 愛宕山 桙衝神社祭祀遺跡発掘調査報告書
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798 遺跡 集落跡等 桙衝神社祭祀遺跡 桙衝 桙衝神社祭祀遺跡発掘調査報告書

799 遺跡 集落跡等 徳玄遺跡 稲 稲村御所館跡・徳玄遺跡－一般国道 118 号松塚バイ
パス改良工事にともなう埋蔵文化財発掘調査報告－

800 遺跡 集落跡等 東大作遺跡 北上町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
801 遺跡 集落跡等 愛宕山塚群 愛宕山 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
802 遺跡 集落跡等 緑町遺跡 緑町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
803 遺跡 集落跡等 芦田塚遺跡 芦田塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
804 遺跡 集落跡等 仲の町遺跡 仲の町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
805 遺跡 集落跡等 かつ坂遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
806 遺跡 集落跡等 岡の内遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
807 遺跡 集落跡等 乙字ヶ滝遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
808 遺跡 集落跡等 宮ノ前遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
809 遺跡 集落跡等 広町遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
810 遺跡 集落跡等 前山遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
811 遺跡 集落跡等 長者屋敷遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
812 遺跡 集落跡等 二本榎遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
813 遺跡 集落跡等 二枚橋遺跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
814 遺跡 集落跡等 会の田遺跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
815 遺跡 集落跡等 高木遺跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
816 遺跡 集落跡等 八ツ木遺跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
817 遺跡 集落跡等 柳原遺跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
818 遺跡 集落跡等 イカヅチ坂窯跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
819 遺跡 集落跡等 ウメツボ窯跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
820 遺跡 集落跡等 伊勢後壇遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
821 遺跡 集落跡等 庚申前遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
822 遺跡 集落跡等 山根遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
823 遺跡 集落跡等 新兵衛池上塚 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
824 遺跡 集落跡等 石花遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
825 遺跡 集落跡等 大仏遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
826 遺跡 集落跡等 大仏前遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
827 遺跡 集落跡等 二ツ池遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
828 遺跡 集落跡等 番屋窯跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
829 遺跡 集落跡等 平内地遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
830 遺跡 集落跡等 弥六内遺跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
831 遺跡 集落跡等 牡丹園遺跡 牡丹園 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
832 遺跡 集落跡等 釜池窯跡 花岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
833 遺跡 集落跡等 金池窯跡 花岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
834 遺跡 集落跡等 人参畑遺跡 朝日田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
835 遺跡 集落跡等 姥懐遺跡 東作 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
836 遺跡 集落跡等 おたきや遺跡 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
837 遺跡 集落跡等 かんじん的遺跡 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
838 遺跡 集落跡等 原山遺跡 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
839 遺跡 集落跡等 笹平池遺跡 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
840 遺跡 集落跡等 辰ノ口長者屋敷跡 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
841 遺跡 集落跡等 滑沢遺跡 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
842 遺跡 集落跡等 滑沢窯跡 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
843 遺跡 集落跡等 延命池遺跡 越久 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
844 遺跡 集落跡等 四升蒔遺跡 越久 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
845 遺跡 集落跡等 二枚橋遺跡 越久 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
846 遺跡 集落跡等 下宿寺院跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
847 遺跡 集落跡等 御膳田遺跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
848 遺跡 集落跡等 向の原遺跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
849 遺跡 集落跡等 東屋敷遺跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
850 遺跡 集落跡等 籾山遺跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
851 遺跡 集落跡等 籾山寺院跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
852 遺跡 集落跡等 籾山十三仏 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
853 遺跡 集落跡等 里の内将監田遺跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
854 遺跡 集落跡等 萱林遺跡 岩渕 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
855 遺跡 集落跡等 岩渕境遺跡 岩渕 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
856 遺跡 集落跡等 蓮台池遺跡 岩渕 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
857 遺跡 集落跡等 竹の花遺跡 保土原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
858 遺跡 集落跡等 本宮遺跡 保土原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
859 遺跡 集落跡等 筑蓮寺跡 泉田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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860 遺跡 集落跡等 松塚境遺跡 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
861 遺跡 集落跡等 稲古舘遺跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
862 遺跡 集落跡等 雨女子遺跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
863 遺跡 集落跡等 狐石遺跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
864 遺跡 集落跡等 新城舘供養塚群 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
865 遺跡 集落跡等 田桑遺跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
866 遺跡 集落跡等 田桑経塚遺跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
867 遺跡 集落跡等 田桑経塚遺跡（関連） 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
868 遺跡 集落跡等 普応寺跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
869 遺跡 集落跡等 一斗内遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
870 遺跡 集落跡等 一斗内寺院跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
871 遺跡 集落跡等 一本柿遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
872 遺跡 集落跡等 牡丹平遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
873 遺跡 集落跡等 館山遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
874 遺跡 集落跡等 桐久保遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
875 遺跡 集落跡等 金山遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
876 遺跡 集落跡等 沼平遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
877 遺跡 集落跡等 沼平東遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
878 遺跡 集落跡等 新屋敷Ａ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
879 遺跡 集落跡等 新屋敷Ｂ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
880 遺跡 集落跡等 銭神Ｂ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
881 遺跡 集落跡等 銭神Ｃ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
882 遺跡 集落跡等 銭神Ｄ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
883 遺跡 集落跡等 銭神Ｅ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
884 遺跡 集落跡等 銭神Ｆ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
885 遺跡 集落跡等 銭神Ｇ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
886 遺跡 集落跡等 銭神Ｈ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
887 遺跡 集落跡等 銭神Ｉ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
888 遺跡 集落跡等 銭神Ｊ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
889 遺跡 集落跡等 沢又山遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
890 遺跡 集落跡等 中里遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
891 遺跡 集落跡等 田畑Ｂ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
892 遺跡 集落跡等 土取場遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
893 遺跡 集落跡等 土取場塚群 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
894 遺跡 集落跡等 豆屋平遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
895 遺跡 集落跡等 堂平寺院跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
896 遺跡 集落跡等 武平坦Ａ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
897 遺跡 集落跡等 武平坦Ｂ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
898 遺跡 集落跡等 埋平遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
899 遺跡 集落跡等 埋平塚 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
900 遺跡 集落跡等 又兵衛田Ａ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
901 遺跡 集落跡等 又兵衛田Ｂ遺跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
902 遺跡 集落跡等 又兵衛田塚 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
903 遺跡 集落跡等 愛宕山塚群 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
904 遺跡 集落跡等 一本柿Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
905 遺跡 集落跡等 塩司渕塚 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
906 遺跡 集落跡等 塩司渕遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
907 遺跡 集落跡等 間合内遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
908 遺跡 集落跡等 牛窪遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
909 遺跡 集落跡等 釈迦の入遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
910 遺跡 集落跡等 小深田遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
911 遺跡 集落跡等 新田塚群 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
912 遺跡 集落跡等 神開田Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
913 遺跡 集落跡等 神開田Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
914 遺跡 集落跡等 神開田Ｃ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
915 遺跡 集落跡等 石戸屋遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
916 遺跡 集落跡等 銭神遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
917 遺跡 集落跡等 大久保Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
918 遺跡 集落跡等 大久保Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
919 遺跡 集落跡等 大月遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
920 遺跡 集落跡等 大元明王堂跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
921 遺跡 集落跡等 大渋沢Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
922 遺跡 集落跡等 大渋沢Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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923 遺跡 集落跡等 大渋沢Ｃ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
924 遺跡 集落跡等 大渋沢Ｄ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
925 遺跡 集落跡等 大渋沢Ｅ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
926 遺跡 集落跡等 大渋沢Ｆ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
927 遺跡 集落跡等 大草Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
928 遺跡 集落跡等 大草Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
929 遺跡 集落跡等 大草Ｃ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
930 遺跡 集落跡等 大壇塚 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
931 遺跡 集落跡等 池渋沢Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
932 遺跡 集落跡等 池渋沢Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
933 遺跡 集落跡等 中丸木遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
934 遺跡 集落跡等 長壇遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
935 遺跡 集落跡等 殿林遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
936 遺跡 集落跡等 東西ノ内遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
937 遺跡 集落跡等 洞川岸Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
938 遺跡 集落跡等 洞川岸Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
939 遺跡 集落跡等 畑久保遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
940 遺跡 集落跡等 畑久保塚群 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
941 遺跡 集落跡等 八升蒔Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
942 遺跡 集落跡等 八升蒔Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
943 遺跡 集落跡等 八升蒔Ｃ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
944 遺跡 集落跡等 与草田Ａ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
945 遺跡 集落跡等 与草田Ｂ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
946 遺跡 集落跡等 与草田Ｃ遺跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
947 遺跡 集落跡等 札木沢Ａ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
948 遺跡 集落跡等 札木沢Ｂ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
949 遺跡 集落跡等 札木沢Ｃ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
950 遺跡 集落跡等 札木沢Ｄ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
951 遺跡 集落跡等 札木沢Ｅ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
952 遺跡 集落跡等 札木沢Ｆ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
953 遺跡 集落跡等 四戸内Ａ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
954 遺跡 集落跡等 四戸内Ｂ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
955 遺跡 集落跡等 松の木作Ａ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
956 遺跡 集落跡等 松の木作Ｂ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
957 遺跡 集落跡等 深作Ａ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
958 遺跡 集落跡等 深作Ｂ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
959 遺跡 集落跡等 深作Ｃ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
960 遺跡 集落跡等 深作Ｄ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
961 遺跡 集落跡等 前原Ａ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
962 遺跡 集落跡等 前原Ｂ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
963 遺跡 集落跡等 北山田遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
964 遺跡 集落跡等 柳沼Ａ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
965 遺跡 集落跡等 柳沼Ｂ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
966 遺跡 集落跡等 柳沼Ｃ遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
967 遺跡 集落跡等 柳沼塚遺跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
968 遺跡 集落跡等 岡ノ内Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
969 遺跡 集落跡等 岡ノ内Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
970 遺跡 集落跡等 下江持遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
971 遺跡 集落跡等 五林平Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
972 遺跡 集落跡等 五林平Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
973 遺跡 集落跡等 荒池Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
974 遺跡 集落跡等 荒池Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
975 遺跡 集落跡等 荒池Ｃ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
976 遺跡 集落跡等 小保才遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
977 遺跡 集落跡等 上台Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
978 遺跡 集落跡等 上台Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
979 遺跡 集落跡等 上台遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
980 遺跡 集落跡等 赤坂Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
981 遺跡 集落跡等 赤坂Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
982 遺跡 集落跡等 前田遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
983 遺跡 集落跡等 早坂遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
984 遺跡 集落跡等 池ノ平遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
985 遺跡 集落跡等 豆田Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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986 遺跡 集落跡等 豆田Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
987 遺跡 集落跡等 南寺田Ａ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
988 遺跡 集落跡等 南寺田Ｂ遺跡 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
989 遺跡 集落跡等 庵寺廃寺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
990 遺跡 集落跡等 猿池遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
991 遺跡 集落跡等 関下遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
992 遺跡 集落跡等 関下窯跡群（1 ～ 7 号） 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
993 遺跡 集落跡等 亀田窯跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
994 遺跡 集落跡等 鹿島腰遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
995 遺跡 集落跡等 僧内遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
996 遺跡 集落跡等 沢田Ａ遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
997 遺跡 集落跡等 沢田Ｂ遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
998 遺跡 集落跡等 仲林遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
999 遺跡 集落跡等 背戸窯跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1000 遺跡 集落跡等 背坂遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1001 遺跡 集落跡等 福寿寺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1002 遺跡 集落跡等 坊内遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1003 遺跡 集落跡等 北明石田遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1004 遺跡 集落跡等 明石田遺跡（明石田館） 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1005 遺跡 集落跡等 明内遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1006 遺跡 集落跡等 矢ノ目Ｂ遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1007 遺跡 集落跡等 矢ノ目遺跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1008 遺跡 集落跡等 安田の古墓 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1009 遺跡 集落跡等 元来迎寺跡 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1010 遺跡 集落跡等 重郎内遺跡 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1011 遺跡 集落跡等 来迎寺遺跡 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1012 遺跡 集落跡等 里ノ浦遺跡 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1013 遺跡 集落跡等 愛宕下Ａ遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1014 遺跡 集落跡等 愛宕下Ｂ遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1015 遺跡 集落跡等 愛宕下Ｃ遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1016 遺跡 集落跡等 猿内遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1017 遺跡 集落跡等 宮下遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1018 遺跡 集落跡等 三縄田遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1019 遺跡 集落跡等 小枝遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1020 遺跡 集落跡等 小枝塚群 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1021 遺跡 集落跡等 天下清水遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1022 遺跡 集落跡等 麦ノ内遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1023 遺跡 集落跡等 蛭舘Ａ遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1024 遺跡 集落跡等 蛭舘Ｂ遺跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1025 遺跡 集落跡等 遍照院跡 市野関 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1026 遺跡 集落跡等 作田遺跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1027 遺跡 集落跡等 小林遺跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1028 遺跡 集落跡等 松原遺跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1029 遺跡 集落跡等 上ノ代遺跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1030 遺跡 集落跡等 入の久保Ａ遺跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1031 遺跡 集落跡等 入の久保Ｂ遺跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1032 遺跡 集落跡等 関林Ａ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1033 遺跡 集落跡等 関林Ｂ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1034 遺跡 集落跡等 関林Ｃ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1035 遺跡 集落跡等 関林Ｄ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1036 遺跡 集落跡等 関林Ｅ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1037 遺跡 集落跡等 関林Ｆ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1038 遺跡 集落跡等 関林Ｇ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1039 遺跡 集落跡等 関林Ｈ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1040 遺跡 集落跡等 関林Ｋ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1041 遺跡 集落跡等 関林Ｌ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1042 遺跡 集落跡等 関林Ｍ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1043 遺跡 集落跡等 関林Ｎ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1044 遺跡 集落跡等 関林Ｏ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1045 遺跡 集落跡等 舘ノ内遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1046 遺跡 集落跡等 境沢Ａ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1047 遺跡 集落跡等 境沢Ｂ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1048 遺跡 集落跡等 熊ノ宮遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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1049 遺跡 集落跡等 深田Ｂ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1050 遺跡 集落跡等 深田Ｃ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1051 遺跡 集落跡等 深田Ｄ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1052 遺跡 集落跡等 深田Ｅ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1053 遺跡 集落跡等 深田Ｆ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1054 遺跡 集落跡等 深田遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1055 遺跡 集落跡等 東舘遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1056 遺跡 集落跡等 売田Ａ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1057 遺跡 集落跡等 売田Ｂ遺跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1058 遺跡 集落跡等 売田塚群 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1059 遺跡 集落跡等 網ノ輪塚跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1060 遺跡 集落跡等 下大五郎内塚 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1061 遺跡 集落跡等 関１号塚 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1062 遺跡 集落跡等 関２号塚 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1063 遺跡 集落跡等 関遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1064 遺跡 集落跡等 岩向遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1065 遺跡 集落跡等 宮ノ前遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1066 遺跡 集落跡等 近原遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1067 遺跡 集落跡等 狐山遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1068 遺跡 集落跡等 後中山遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1069 遺跡 集落跡等 光茶遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1070 遺跡 集落跡等 高屋敷遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1071 遺跡 集落跡等 高畑遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1072 遺跡 集落跡等 十三仏遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1073 遺跡 集落跡等 松ヶ作Ａ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1074 遺跡 集落跡等 松ヶ作Ｂ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1075 遺跡 集落跡等 松ヶ作Ｃ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1076 遺跡 集落跡等 松ヶ作Ｄ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1077 遺跡 集落跡等 松ヶ作Ｅ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1078 遺跡 集落跡等 上大五郎内塚 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1079 遺跡 集落跡等 舌内塚 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1080 遺跡 集落跡等 川屋Ａ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1081 遺跡 集落跡等 川屋Ｂ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1082 遺跡 集落跡等 川屋向遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1083 遺跡 集落跡等 大正院跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1084 遺跡 集落跡等 中山遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1085 遺跡 集落跡等 浜井場Ａ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1086 遺跡 集落跡等 浜井場Ｂ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1087 遺跡 集落跡等 芳ヶ平遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1088 遺跡 集落跡等 北池田遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1089 遺跡 集落跡等 矢先石Ａ遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1090 遺跡 集落跡等 柳作塚 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1091 遺跡 集落跡等 六拾田遺跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1092 遺跡 集落跡等 関向・富岡遺跡 雨田、下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1093 遺跡 集落跡等 月夜田遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1094 遺跡 集落跡等 五里平遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1095 遺跡 集落跡等 山田Ａ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1096 遺跡 集落跡等 山田Ｂ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1097 遺跡 集落跡等 山田Ｃ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1098 遺跡 集落跡等 山田Ｄ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1099 遺跡 集落跡等 山田Ｅ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1100 遺跡 集落跡等 山田東Ａ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1101 遺跡 集落跡等 山田東Ｂ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1102 遺跡 集落跡等 山田東Ｃ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1103 遺跡 集落跡等 山田東Ｄ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1104 遺跡 集落跡等 山田東Ｅ遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1105 遺跡 集落跡等 早稲田遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1106 遺跡 集落跡等 大六前遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1107 遺跡 集落跡等 中島遺跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1108 遺跡 集落跡等 八沼Ｂ塚群 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1109 遺跡 集落跡等 八沼塚 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1110 遺跡 集落跡等 下平Ｂ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1111 遺跡 集落跡等 下平遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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1112 遺跡 集落跡等 京塚遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1113 遺跡 集落跡等 才敷遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1114 遺跡 集落跡等 山小屋遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1115 遺跡 集落跡等 菅ヶ作遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1116 遺跡 集落跡等 足ノ股Ａ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1117 遺跡 集落跡等 足ノ股Ｂ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1118 遺跡 集落跡等 中堀田遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1119 遺跡 集落跡等 東山Ａ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1120 遺跡 集落跡等 東山Ｂ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1121 遺跡 集落跡等 東山Ｃ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1122 遺跡 集落跡等 東山Ｄ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1123 遺跡 集落跡等 東山Ｅ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1124 遺跡 集落跡等 東山Ｆ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1125 遺跡 集落跡等 東山Ｇ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1126 遺跡 集落跡等 東山Ｈ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1127 遺跡 集落跡等 内東山Ａ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1128 遺跡 集落跡等 内東山Ｂ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1129 遺跡 集落跡等 内東山Ｃ遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1130 遺跡 集落跡等 又治畑遺跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1131 遺跡 集落跡等 王子前遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1132 遺跡 集落跡等 下小林遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1133 遺跡 集落跡等 下竹ノ内遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1134 遺跡 集落跡等 滑石遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1135 遺跡 集落跡等 五十堀田Ａ遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1136 遺跡 集落跡等 五十堀田Ｂ遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1137 遺跡 集落跡等 後田遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1138 遺跡 集落跡等 広平遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1139 遺跡 集落跡等 高清水塚群 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1140 遺跡 集落跡等 宿遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1141 遺跡 集落跡等 西野遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1142 遺跡 集落跡等 狸森遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1143 遺跡 集落跡等 狸森松原Ａ遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1144 遺跡 集落跡等 狸森松原Ｂ遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1145 遺跡 集落跡等 土橋遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1146 遺跡 集落跡等 唐虫塚 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1147 遺跡 集落跡等 南山ノ神遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1148 遺跡 集落跡等 日渡塚 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1149 遺跡 集落跡等 蓬入遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1150 遺跡 集落跡等 本郷作遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1151 遺跡 集落跡等 宮後遺跡 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1152 遺跡 集落跡等 栗木内塚 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1153 遺跡 集落跡等 栗木内塚群 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1154 遺跡 集落跡等 戸屋塚 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1155 遺跡 集落跡等 蛇石稲荷遺跡 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1156 遺跡 集落跡等 泉沢遺跡 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1157 遺跡 集落跡等 鍛治内遺跡 大栗 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1158 遺跡 集落跡等 勢至堂焼窯跡 勢至堂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1159 遺跡 集落跡等 イサバＡ遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1160 遺跡 集落跡等 イサバＢ遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1161 遺跡 集落跡等 向原遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1162 遺跡 集落跡等 寺山Ａ遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1163 遺跡 集落跡等 寺山Ｂ遺跡（馬放場） 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1164 遺跡 集落跡等 寺山Ｃ遺跡（馬放場） 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1165 遺跡 集落跡等 深沢遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1166 遺跡 集落跡等 長沼南古館遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1167 遺跡 集落跡等 長沼北古館遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1168 遺跡 集落跡等 追出沢遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1169 遺跡 集落跡等 柳沢遺跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1170 遺跡 集落跡等 ウルイ原遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1171 遺跡 集落跡等 ジダイ坊遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1172 遺跡 集落跡等 ネッコ橋遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1173 遺跡 集落跡等 永光院遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1174 遺跡 集落跡等 永光院浅ノ内遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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1175 遺跡 集落跡等 家老内遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1176 遺跡 集落跡等 諏訪ノ入遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1177 遺跡 集落跡等 早坂遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1178 遺跡 集落跡等 塚越遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1179 遺跡 集落跡等 塚下遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1180 遺跡 集落跡等 天神遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1181 遺跡 集落跡等 天神山窯跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1182 遺跡 集落跡等 北延命寺遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1183 遺跡 集落跡等 門口遺跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1184 遺跡 集落跡等 石妻遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1185 遺跡 集落跡等 雁田遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1186 遺跡 集落跡等 向田山遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1187 遺跡 集落跡等 死人窪遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1188 遺跡 集落跡等 神屋敷遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1189 遺跡 集落跡等 赤土遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1190 遺跡 集落跡等 滝古屋敷遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1191 遺跡 集落跡等 滝本郷遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1192 遺跡 集落跡等 日向山遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1193 遺跡 集落跡等 八升蒔遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1194 遺跡 集落跡等 明神前遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1195 遺跡 集落跡等 林の越遺跡 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1196 遺跡 集落跡等 下猫堂遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1197 遺跡 集落跡等 鶏渡遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1198 遺跡 集落跡等 中打越遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1199 遺跡 集落跡等 兎内遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1200 遺跡 集落跡等 東兎内遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1201 遺跡 集落跡等 片岸遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1202 遺跡 集落跡等 櫻堂遺跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1203 遺跡 集落跡等 かなかき坊遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1204 遺跡 集落跡等 ヒラバＡ遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1205 遺跡 集落跡等 ヒラバＢ遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1206 遺跡 集落跡等 愛宕山遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1207 遺跡 集落跡等 観音山遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1208 遺跡 集落跡等 宮の前遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1209 遺跡 集落跡等 境之内遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1210 遺跡 集落跡等 境之内前遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1211 遺跡 集落跡等 戸ノ内遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1212 遺跡 集落跡等 御宅 A 遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1213 遺跡 集落跡等 御宅 B 遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1214 遺跡 集落跡等 三升蒔遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1215 遺跡 集落跡等 三夜様遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1216 遺跡 集落跡等 十日市遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1217 遺跡 集落跡等 小中古屋敷遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1218 遺跡 集落跡等 前田遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1219 遺跡 集落跡等 竹ノ内遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1220 遺跡 集落跡等 背戸山遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1221 遺跡 集落跡等 平藤内遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1222 遺跡 集落跡等 弁天前遺跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1223 遺跡 集落跡等 岡ノ内南遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1224 遺跡 集落跡等 古館Ａ遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1225 遺跡 集落跡等 古館Ｂ遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1226 遺跡 集落跡等 古町遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1227 遺跡 集落跡等 斎宮内遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1228 遺跡 集落跡等 小田部遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1229 遺跡 集落跡等 小田部西遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1230 遺跡 集落跡等 城之内前遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1231 遺跡 集落跡等 大久内遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1232 遺跡 集落跡等 長光時原遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1233 遺跡 集落跡等 天王前遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1234 遺跡 集落跡等 日照田遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1235 遺跡 集落跡等 門無遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1236 遺跡 集落跡等 六光内遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1237 遺跡 集落跡等 薊ノ内Ａ遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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1238 遺跡 集落跡等 薊ノ内Ｂ遺跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1239 遺跡 集落跡等 安場遺跡 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1240 遺跡 集落跡等 上野遺跡 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1241 遺跡 集落跡等 西町Ａ遺跡 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1242 遺跡 集落跡等 西町Ｂ遺跡 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1243 遺跡 集落跡等 矢田野四十壇北遺跡 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1244 遺跡 集落跡等 下の東遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1245 遺跡 集落跡等 善福遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1246 遺跡 集落跡等 中ノ町遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1247 遺跡 集落跡等 二塚遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1248 遺跡 集落跡等 北作遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1249 遺跡 集落跡等 林の前遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1250 遺跡 集落跡等 桙塚遺跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1251 遺跡 集落跡等 京塚遺跡 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1252 遺跡 集落跡等 洞山Ａ遺跡 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1253 遺跡 集落跡等 洞山Ｂ遺跡 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1254 遺跡 集落跡等 洞山Ｃ遺跡 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1255 遺跡 集落跡等 九郎五郎内遺跡 堀込 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1256 遺跡 集落跡等 鼠内遺跡 今泉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1257 遺跡 集落跡等 雨降山古窯跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1258 遺跡 集落跡等 下山遺跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1259 遺跡 集落跡等 下柱田遺跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1260 遺跡 集落跡等 照光寺遺跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1261 遺跡 集落跡等 中地遺跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1262 遺跡 集落跡等 茄子内遺跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1263 遺跡 集落跡等 牛仏遺跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1264 遺跡 集落跡等 坂下遺跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1265 遺跡 集落跡等 西畑館跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1266 遺跡 集落跡等 壇塚遺跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1267 遺跡 集落跡等 天王遺跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1268 遺跡 集落跡等 一ノ堰遺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1269 遺跡 集落跡等 縁光寺遺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1270 遺跡 集落跡等 岡ノ内遺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1271 遺跡 集落跡等 向原遺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1272 遺跡 集落跡等 上寺廃寺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1273 遺跡 集落跡等 土合池遺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1274 遺跡 集落跡等 二本木遺跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1275 遺跡 集落跡等 二本木古窯跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1276 遺跡 集落跡等 大滝遺跡 滝（岩瀬） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1277 遺跡 集落跡等 うなぎだ遺跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1278 遺跡 集落跡等 境ノ内遺跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1279 遺跡 集落跡等 原田塚群 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1280 遺跡 集落跡等 向遺跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1281 遺跡 集落跡等 西ノ内Ａ遺跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1282 遺跡 集落跡等 西ノ内Ｂ遺跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1283 遺跡 集落跡等 川虫内古窯跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1284 遺跡 集落跡等 徳ノ内遺跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1285 遺跡 集落跡等 火燈壇遺跡 矢沢 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1286 遺跡 集落跡等 竹ノ内遺跡 矢沢 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1287 遺跡 集落跡等 明池古窯跡 矢沢 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1288 遺跡 集落跡等 和久遺跡 矢沢 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1289 遺跡 集落跡等 長者屋敷遺跡 畑田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1290 遺跡 集落跡等 畑田遺跡 畑田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1291 遺跡 集落跡等 北向Ａ遺跡 畑田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1292 遺跡 集落跡等 北向Ｂ遺跡 畑田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1293 遺跡 集落跡等 山下遺跡 北横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1294 遺跡 集落跡等 北横田古窯跡 北横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1295 遺跡 集落跡等 小倉地区塚群 小倉 第 221 集 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡分布調査報告 14
1296 遺跡 集落跡等 関林Ｉ遺跡 田中 福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅰ
1297 遺跡 集落跡等 関林Ｊ遺跡 田中 福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅰ
1298 遺跡 集落跡等 成田型ナイフ型石器 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用
1299 遺跡 城跡 須賀川城下町絵図 池上町 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
1300 遺跡 城跡 『白河風土記』（文書） 池上町 須賀川城主二階堂氏の事跡
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1301 遺跡 城跡 二階堂為氏書状ほか（文書） 北町 須賀川城主二階堂氏の事跡
1302 遺跡 城跡 長沼城古図 長沼 長沼町の文化財
1303 遺跡 城跡 横田陣屋址 横田 長沼町の文化財
1304 遺跡 城跡 今泉陣屋跡 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
1305 遺跡 城跡 戊辰の役戦場跡 今泉 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
1306 遺跡 城跡 大久保陣屋跡 大久保 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
1307 遺跡 城跡 須賀川城攻之節伊達政宗に関する書類 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1308 遺跡 城跡 玉ノ木古戦場跡 柱田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1309 遺跡 城跡 西畑古城跡 梅田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1310 遺跡 城跡 大久保城主墓碑 大久保 岩瀬村の文化財
1311 遺跡 城跡 長沼城址 長沼 長沼城址　長沼城東城下跡発掘調査報告書
1312 遺跡 城跡 古屋敷遺跡 古屋敷 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1313 遺跡 城跡 十日山館跡 東町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1314 遺跡 城跡 保土原館跡 池上町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳

1315 遺跡 城跡 須賀川城跡
宮先町、諏訪町、中町、
本町、池上町、上北町、
北町、弘法坦

福島県埋蔵文化財包蔵地台帳

1316 遺跡 城跡 諏訪館跡 諏訪町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1317 遺跡 城跡 雨呼館跡 弘法坦 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1318 遺跡 城跡 牛袋館跡 堀底町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1319 遺跡 城跡 堀ノ内館跡 堀底町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1320 遺跡 城跡 方八丁館跡 高久田境 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1321 遺跡 城跡 搦手館跡 北町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1322 遺跡 城跡 要害館跡（旧：要害遺跡） 中宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1323 遺跡 城跡 五老山館跡 栗谷沢 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1324 遺跡 城跡 守谷舘跡 守谷舘 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1325 遺跡 城跡 上代館跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1326 遺跡 城跡 前田川館跡 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1327 遺跡 城跡 伏見城跡（峰ヶ城） 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1328 遺跡 城跡 山川館跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1329 遺跡 城跡 浜尾館跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1330 遺跡 城跡 矢部館跡 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1331 遺跡 城跡 しどみ柄館跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1332 遺跡 城跡 徴士館跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1333 遺跡 城跡 弥六内館跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1334 遺跡 城跡 和田館跡 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1335 遺跡 城跡 千本館跡 牡丹園 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1336 遺跡 城跡 遠藤雅楽守居館跡 西川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1337 遺跡 城跡 山寺館跡 陣場町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1338 遺跡 城跡 陣場山館跡 陣場町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1339 遺跡 城跡 竹之花館跡 大桑原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1340 遺跡 城跡 袋田館跡 袋田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1341 遺跡 城跡 越久館跡 越久 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1342 遺跡 城跡 平館跡 越久 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1343 遺跡 城跡 下宿御所宮館跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1344 遺跡 城跡 御所の宮館跡（旧：御所館遺跡） 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1345 遺跡 城跡 坊館跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1346 遺跡 城跡 籾山御所の宮跡 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1347 遺跡 城跡 岩渕館跡 岩渕 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1348 遺跡 城跡 左ェ門館跡 保土原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1349 遺跡 城跡 山城館跡 保土原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1350 遺跡 城跡 保土原館跡（殿蘭塔） 保土原 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1351 遺跡 城跡 泉田館跡 泉田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1352 遺跡 城跡 下城館跡 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1353 遺跡 城跡 小屋館跡 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1354 遺跡 城跡 小屋南館跡 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1355 遺跡 城跡 松塚館跡（星野宮館跡） 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1356 遺跡 城跡 城の内館跡 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1357 遺跡 城跡 発米館跡 松塚 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1358 遺跡 城跡 稲村城跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1359 遺跡 城跡 古舘館跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1360 遺跡 城跡 中舘館跡 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1361 遺跡 城跡 柿野草館 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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1362 遺跡 城跡 滑津館跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1363 遺跡 城跡 刑部内館跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1364 遺跡 城跡 蛇頭館跡 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1365 遺跡 城跡 小倉陣場跡（天王前館跡） 小倉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1366 遺跡 城跡 宇津峰城 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1367 遺跡 城跡 宮田陣場跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1368 遺跡 城跡 細桙城跡（松山城） 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1369 遺跡 城跡 新館跡（谷地畑館跡） 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1370 遺跡 城跡 西ノ窪館跡（西館） 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1371 遺跡 城跡 西乙森館跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1372 遺跡 城跡 殿内館跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1373 遺跡 城跡 東乙森館跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1374 遺跡 城跡 網ノ輪館跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1375 遺跡 城跡 矢柄城跡 塩田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1376 遺跡 城跡 古舘館跡 古舘 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1377 遺跡 城跡 柳沼館跡 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1378 遺跡 城跡 堤鐘突堂跡 堤、江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1379 遺跡 城跡 江持館跡（熊野館） 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1380 遺跡 城跡 一夜館跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1381 遺跡 城跡 猿池館跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1382 遺跡 城跡 新田館跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1383 遺跡 城跡 西舘館跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1384 遺跡 城跡 片峯館跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1385 遺跡 城跡 北沢館跡（北和久館） 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1386 遺跡 城跡 明石田館跡 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1387 遺跡 城跡 竹ノ内館跡 滑川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1388 遺跡 城跡 柏木館跡 滑川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1389 遺跡 城跡 舘山館跡 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1390 遺跡 城跡 本郷館跡 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1391 遺跡 城跡 西館跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1392 遺跡 城跡 東館跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1393 遺跡 城跡 蛭館跡 小作田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1394 遺跡 城跡 馬場前館跡（馬場館） 市野関 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1395 遺跡 城跡 万力館跡（市野関館） 市野関 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1396 遺跡 城跡 日照田館跡 日照田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1397 遺跡 城跡 蛇石館跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1398 遺跡 城跡 東舘館跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1399 遺跡 城跡 八幡城跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1400 遺跡 城跡 平館跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1401 遺跡 城跡 堀込館跡 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1402 遺跡 城跡 雨田館跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1403 遺跡 城跡 石見館跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1404 遺跡 城跡 袋内館跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1405 遺跡 城跡 茶臼館跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1406 遺跡 城跡 中山城跡 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1407 遺跡 城跡 下小山田館跡 雨田、下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1408 遺跡 城跡 北ノ内館跡 下小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1409 遺跡 城跡 山小屋館跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1410 遺跡 城跡 中堀田館跡 上小山田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1411 遺跡 城跡 陣ヶ平遺跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1412 遺跡 城跡 木舟城跡 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1413 遺跡 城跡 勢至堂防塁跡 勢至堂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1414 遺跡 城跡 切館跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1415 遺跡 城跡 長沼南古館跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1416 遺跡 城跡 長沼北古館跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1417 遺跡 城跡 道谷坂陣跡 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1418 遺跡 城跡 臼ヶ堂陣場跡 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1419 遺跡 城跡 長沼城址（散布地） 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1420 遺跡 城跡 志茂新舘跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1421 遺跡 城跡 東山陣場跡 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1422 遺跡 城跡 小中館跡 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1423 遺跡 城跡 岡の内館跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1424 遺跡 城跡 城之内館跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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1425 遺跡 城跡 桙衝館跡 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1426 遺跡 城跡 矢田野城址 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1427 遺跡 城跡 木之崎館跡 木之崎 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1428 遺跡 城跡 横田館跡 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1429 遺跡 城跡 松山城址 横田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1430 遺跡 城跡 川田館跡 今泉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1431 遺跡 城跡 町内土塁跡 今泉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1432 遺跡 城跡 今泉城跡（白岩城跡） 今泉 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1433 遺跡 城跡 東久手館跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1434 遺跡 城跡 岩瀬館跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1435 遺跡 城跡 牛池館跡 梅田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1436 遺跡 城跡 愛宕山城跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1437 遺跡 城跡 丸山館跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1438 遺跡 城跡 笹山古城跡 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1439 遺跡 城跡 大久保館跡 大久保 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1440 遺跡 城跡 膳並古城跡 畑田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1441 遺跡 城跡 稲村御所館跡 稲 福島県の寺院跡・城館跡－文化財基礎調査報告書－
1442 遺跡 城跡 和田御蔵跡（文化 9（1812）年） 和田 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1443 遺跡 城跡 八幡崎城 八幡山 福島県の中世城館跡
1444 遺跡 城跡 愛宕山城（岩瀬山城） 愛宕山 福島県の中世城館跡
1445 遺跡 城跡 和田城（古城は峰ガ城） 和田 福島県の中世城館跡
1446 遺跡 城跡 岩瀬森館 中宿 福島県の中世城館跡（地名表）
1447 遺跡 城跡 蔀柄館 浜尾 福島県の中世城館跡（地名表）
1448 遺跡 城跡 網の輪館 小倉 福島県の中世城館跡（地名表）
1449 遺跡 城跡 片岸館 仁井田 福島県の中世城館跡（地名表）

1450 遺跡 城跡 白河・石川・岩瀬・田村・安
積・安達六郡絵図 池上町 須賀川市ウェブサイトから引用

1451 宿場 宿場町・街道 内藤家文書 宮先町 須賀川市史編集資料
1452 宿場 宿場町・街道 市原家文書 栄町 須賀川市史編集資料
1453 宿場 宿場町・街道 遠藤家文書 前田川 須賀川市史編集資料
1454 宿場 宿場町・街道 森岡家文書 江花 長沼町史資料所在目録
1455 宿場 宿場町・街道 渡辺家文書 梅田 岩瀬村史資料所在目録
1456 宿場 宿場町・街道 須賀川一里塚 一里坦、高久田境 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
1457 宿場 宿場町・街道 御用絵符 長沼 長沼町の文化財
1458 宿場 宿場町・街道 長沼町宿の町並と郷倉 長沼 長沼町の文化財
1459 宿場 宿場町・街道 先触状箱 長沼 長沼町の文化財
1460 宿場 宿場町・街道 清野家系図 守屋 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1461 宿場 宿場町・街道 奥州知行所七ヶ村御成米永御勘定目録 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1462 宿場 宿場町・街道 金銀諸品御用状受取通（今泉御陣屋） 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1463 宿場 宿場町・街道 三枝右近守富様の書掛物 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1464 宿場 宿場町・街道 三枝家過去帳 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

1465 宿場 宿場町・街道 先触泊附（奥洲大田川宿より
武州干在宿迄右宿々） 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

1466 宿場 宿場町・街道 大久保領村数拾弐ケ村石高 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1467 宿場 宿場町・街道 知行所村々御年貢可能下組帳 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1468 宿場 宿場町・街道 知行所年貢取納書 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1469 宿場 宿場町・街道 徳川末期の江戸上り下りの際の荷札 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1470 宿場 宿場町・街道 徳川末期公儀御触省二通（文書） 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1471 宿場 宿場町・街道 古文書三郡石高控（文書） 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1472 宿場 宿場町・街道 上妻家伝来書類一切（文書） 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1473 宿場 宿場町・街道 漢学者平田篤胤著（文書） 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1474 宿場 宿場町・街道 漢学者林道春著（文書） 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1475 宿場 宿場町・街道 徳川光圀大日本史（文書） 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
1476 宿場 宿場町・街道 道中記（文書） 今泉 岩瀬村の文化財
1477 宿場 宿場町・街道 年貢運搬荷印旗 今泉 岩瀬村の文化財
1478 宿場 宿場町・街道 覚書 今泉 岩瀬村の文化財
1479 宿場 宿場町・街道 御触書 今泉 岩瀬村の文化財
1480 宿場 宿場町・街道 神道戴許状（文書） 柱田 岩瀬村の文化財
1481 宿場 宿場町・街道 白方道路元標 柱田 岩瀬村の文化財
1482 宿場 宿場町・街道 滝宿場 滝（岩瀬） 岩瀬村の文化財
1483 宿場 宿場町・街道 大久保区長文書 3 枚（文書） 大久保 岩瀬村の文化財
1484 宿場 宿場町・街道 白江道路元標 大久保 岩瀬村の文化財
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1485 宿場 宿場町・街道 山境論裁許書 2 枚（文書） 畑田 岩瀬村の文化財
1486 宿場 宿場町・街道 北横田絵地図 北横田 岩瀬村の文化財
1487 宿場 宿場町・街道 下宿一里塚 森宿 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1488 宿場 宿場町・街道 勢至堂一里壇 勢至堂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
1489 宿場 宿場町・街道 奥州道中 本町ほか 歴史の道調査報告書　奥州道中
1490 宿場 宿場町・街道 本町の黒門（木戸）跡 本町 歴史の道調査報告書　奥州道中
1491 宿場 宿場町・街道 「岩瀬の渡し」 北町 歴史の道調査報告書　奥州道中
1492 宿場 宿場町・街道 北町の黒門（木戸）跡 北町 歴史の道調査報告書　奥州道中
1493 宿場 宿場町・街道 浜尾相会の松 浜尾 歴史の道調査報告書　奥州道中
1494 宿場 宿場町・街道 森宿一里塚跡 森宿 歴史の道調査報告書　奥州道中
1495 宿場 宿場町・街道 滑川橋袂の道標 滑川 歴史の道調査報告書　奥州道中
1496 宿場 宿場町・街道 御斎所街道 六軒ほか 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1497 宿場 宿場町・街道 六軒の道標 六軒 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1498 宿場 宿場町・街道 前田川舟渡場跡 前田川 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1499 宿場 宿場町・街道 前田川宿の道標 前田川 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1500 宿場 宿場町・街道 小作田問屋跡（近世） 小作田 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1501 宿場 宿場町・街道 弘法石 市野関 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1502 宿場 宿場町・街道 田中の道標 田中 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1503 宿場 宿場町・街道 サイクリングロード阿武隈川畔の道標 浜尾 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1504 風土 名所・旧跡 牡丹園保勝会設立記念碑 牡丹園 国指定名勝「須賀川ノ牡丹園」由来記
1505 風土 名所・旧跡 須賀川の牡丹園 牡丹園 国指定名勝「須賀川ノ牡丹園」由来記
1506 風土 名所・旧跡 磐女神社の清流 矢田野 長沼町の文化財
1507 風土 名所・旧跡 妙見山 守屋 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1508 風土 名所・旧跡 大桑原村との境壇 大久保 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1509 風土 名所・旧跡 乙字ヶ滝 前田川 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1510 風土 名所・旧跡 旭ケ岡公園 稲荷町 近代化遺産
1511 風土 名所・旧跡 菅船神社の森 塩田 緑の文化財
1512 風土 風景 勢至堂の山と渓谷 勢至堂 長沼町の文化財
1513 風土 風景 馬尾の滝、銚子ケ滝　※勢至堂の滝 勢至堂 長沼町の文化財
1514 風土 風景 滝原の大滝（幻の滝とも言う） 滝（岩瀬） 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1515 風土 景観 須賀川駅前開発 栄町ほか 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
1516 風土 景観 渡辺家住宅 梅田 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
1517 風土 景観 藤沼湖 江花 長沼町の文化財
1518 風土 景観 馬放牧場（馬放し場） 岩瀬 岩瀬村郷土誌第 4 篇　産業畜産編（1）
1519 風土 景観 白山池 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1520 風土 景観 長楽寺山門 桙衝 福島県の建造物－文化財基礎調査報告書 4 －
1521 風土 景観 暮谷沢 栗谷沢 歴史の道調査報告書　奥州道中
1522 風土 景観 滑川用水路 滑川 歴史の道調査報告書　奥州道中
1523 風土 景観 前田川発電所 前田川 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1524 風土 景観 前田川用水 前田川 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1525 風土 景観 伏見の万夫口（まんぶぐち） 和田 歴史の道調査報告書　御斉所街道
1526 風土 景観 緩速ろ過池（1 号～ 3 号） 大袋町 近代化遺産
1527 風土 景観 水道資料館 大袋町 近代化遺産
1528 風土 景観 第一浄水池跡 大袋町 近代化遺産
1529 風土 景観 岩作配水塔 岩作 近代化遺産
1530 風土 景観 （阿武隈川）用水路堰 前田川 近代化遺産
1531 風土 景観 乙字橋 前田川 近代化遺産
1532 風土 景観 岩瀬牧場玉蜀黍貯蔵所 前田川 近代化遺産
1533 風土 景観 向山（跨線）橋 小倉 近代化遺産
1534 風土 景観 塩田川橋梁 塩田 近代化遺産
1535 風土 景観 西の内橋梁（架道橋） 塩田 近代化遺産
1536 風土 景観 石戸谷橋梁（架道橋） 塩田 近代化遺産
1537 風土 景観 江持洞門（隧道） 江持 近代化遺産
1538 風土 景観 滑川橋 滑川 近代化遺産
1539 風土 動植物 彌陀櫻 越久 越久誌
1540 風土 動植物 勢至堂モリアオガエル生息地 勢至堂 長沼町の文化財
1541 風土 動植物 永泉寺のシダレザクラ 長沼 長沼町の文化財
1542 風土 動植物 金町のビャクシン 長沼 長沼町の文化財
1543 風土 動植物 城山の桜 長沼 長沼町の文化財
1544 風土 動植物 三嶽神社の白藤 小中 長沼町の文化財
1545 風土 動植物 出雲松 木之崎 長沼町の文化財
1546 風土 動植物 横田陣屋御殿桜 横田 長沼町の伝説
1547 風土 動植物 神明神社大杉 柱田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
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番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
1548 風土 動植物 モリアオガエル 守屋 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
1549 風土 動植物 十念寺のキャラボク 池上町 緑の文化財
1550 風土 動植物 須賀川のケヤキ 宮先町 緑の文化財
1551 風土 動植物 朝日稲荷神社のシダレザクラ 稲荷町 緑の文化財
1552 風土 動植物 中丸ザクラ 稲荷町 緑の文化財
1553 風土 動植物 和田大仏のヒノキ 和田 緑の文化財
1554 風土 動植物 牡丹園のケヤキ 牡丹園 緑の文化財
1555 風土 動植物 牡丹園のマツ 牡丹園 緑の文化財
1556 風土 動植物 西川の種まきザクラ 西川 緑の文化財
1557 風土 動植物 稲荷神社のケヤキ 市野関 緑の文化財
1558 風土 動植物 京塚のイチョウ 上小山田 緑の文化財
1559 風土 動植物 古寺山の松並木 上小山田 緑の文化財
1560 風土 動植物 上小山田のカヤ 上小山田 緑の文化財
1561 風土 動植物 大森小学校の大イチョウ 狸森 緑の文化財
1562 風土 動植物 勢至堂の大杉 勢至堂 緑の文化財
1563 風土 動植物 藤沼神社の大杉 江花 緑の文化財
1564 風土 動植物 永泉寺のコウヨウザン 長沼 緑の文化財
1565 風土 動植物 志茂の大杉 志茂 緑の文化財
1566 風土 動植物 子安観音堂のヒイラギ 桙衝 緑の文化財
1567 風土 動植物 古舘のサクラ 古舘 緑の文化財
1568 風土 動植物 護真寺のサクラ 横田 緑の文化財
1569 風土 動植物 二階堂神社の大ケヤキ 宮先町 須賀川市ウェブサイトから引用
1570 風土 動植物 牡丹園の大ケヤキ 牡丹園 須賀川市ウェブサイトから引用
1571 風土 動植物 奥州のつなぎ杉 矢沢 須賀川市ウェブサイトから引用
1572 風土 動植物 めおと杉 深渡戸 須賀川市ウェブサイトから引用
1573 風土 地形・地質 白潟の跡 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
1574 風土 地形・地質 化石類 二枚貝 守屋 岩瀬村の文化財
1575 風土 地形・地質 化石類 二枚貝・巻貝 守屋 岩瀬村の文化財
1576 信仰祭礼 伝統芸能 獅子舞 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1577 信仰祭礼 伝統芸能 仁井田田植え踊り 仁井田 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
1578 信仰祭礼 伝統芸能 古寺山自奉楽 上小山田 歴史と文化の香り歴史豊かな史跡の町須賀川（パンフレット）
1579 信仰祭礼 伝統芸能 長沼甚句 長沼 長沼町の文化財
1580 信仰祭礼 伝統芸能 桙衝神社太鼓獅子 桙衝 長沼町の文化財
1581 信仰祭礼 伝統芸能 上寺山観音堂 三匹獅子舞 守屋 岩瀬村の文化財
1582 信仰祭礼 伝統芸能 里守屋三匹獅子 守屋 福島県の祭礼
1583 信仰祭礼 伝統芸能 太々神楽（出雲流神楽） 柱田 福島県の祭礼
1584 信仰祭礼 伝統芸能 柱田獅子神楽 柱田 福島県の祭礼
1585 信仰祭礼 伝統芸能 梅田三匹獅子 梅田 福島県の祭礼
1586 信仰祭礼 伝統芸能 岩瀬の太々神楽、あるいは岩瀬流太々神楽 諏訪町、塩田、仁井田 福島県の民俗芸能
1587 信仰祭礼 伝統芸能 雨田の自豊楽 雨田 福島県の民俗芸能
1588 信仰祭礼 伝統芸能 大栗自奉楽 大栗 須賀川市ウェブサイトから引用
1589 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御日待（おひまち） 越久 越久誌
1590 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山王さま（日枝神社） 西川 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
1591 信仰祭礼 祭り・伝統行事 水鬼・風鬼の話 塩田 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
1592 信仰祭礼 祭り・伝統行事 館ヶ岡の水神様 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
1593 信仰祭礼 祭り・伝統行事 節分（まめまき）と渡辺家 梅田 民俗文化財調査資料Ⅰ　伝説・昔話編
1594 信仰祭礼 祭り・伝統行事 笠間稲荷神社祭（笠間稲荷神社） 大町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1595 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御嶽山神社例祭（御嶽山神社） 大町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1596 信仰祭礼 祭り・伝統行事 聖徳太子殿六角堂・聖徳太子堂夏祭（勝誓寺） 大町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1597 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大和稲荷神社祭（大和稲荷神社） 本町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1598 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八天宮祭（八天宮） 本町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1599 信仰祭礼 祭り・伝統行事 千日堂地蔵尊祭（千日堂地蔵尊） 千日堂 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1600 信仰祭礼 祭り・伝統行事 藤原稲荷まつり（藤原稲荷神社） 並木町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1601 信仰祭礼 祭り・伝統行事 広瀬天満宮（広瀬天満宮） 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1602 信仰祭礼 祭り・伝統行事 旭宮神社祭（旭宮神社） 旭町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1603 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大山衹神社祭（旭宮神社） 旭町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1604 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯神社祭（古峯神社） 南上町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1605 信仰祭礼 祭り・伝統行事 治部稲荷神社祭（治部稲荷神社） 東町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1606 信仰祭礼 祭り・伝統行事 民部稲荷祭（民部稲荷神社） 東町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1607 信仰祭礼 祭り・伝統行事 四万八千日祭（妙林寺） 加治町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1608 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天鼓雷音如来祭（妙林寺） 加治町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1609 信仰祭礼 祭り・伝統行事 弁才天祭（妙林寺） 加治町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1610 信仰祭礼 祭り・伝統行事 薬師如来祭（要津院） 加治町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
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番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
1611 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野神社祭（金徳寺） 池上町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1612 信仰祭礼 祭り・伝統行事 成田山不動尊まつり（十念寺） 池上町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1613 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八天宮祭（八天宮） 池上町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1614 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子育地蔵祭（普応寺） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1615 信仰祭礼 祭り・伝統行事 初寅まつり（長松院） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1616 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神炊館神社秋祭・春祭・市神
稲荷祭（神炊館神社） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1617 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大日如来祭・夢語不動尊祭（千用寺） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1618 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天王祭（朝日稲荷神社境内摂社岩瀬神社） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1619 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天満神社祭礼（神炊館神社） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1620 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二階堂神社臨時祭・二階堂神社祭（二階堂神社） 諏訪町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1621 信仰祭礼 祭り・伝統行事 弘法大師まつり（弘法大師堂） 弘法坦 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1622 信仰祭礼 祭り・伝統行事 朝日稲荷神社秋祭・春祭り（朝日稲荷神社） 稲荷町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1623 信仰祭礼 祭り・伝統行事 虚空蔵尊夏祭（長禄寺） 北町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1624 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御北稲荷神社初午祭・夏祭（御北稲荷神社） 北町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1625 信仰祭礼 祭り・伝統行事 広福稲荷初午祭・秋祭（長禄寺） 北町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1626 信仰祭礼 祭り・伝統行事 清水不動明王春祭・秋祭（清水不動堂） 北町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1627 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯神社まつり（古峯神社） 栄町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1628 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鎌足神社例祭・渡祭（鎌足神社） 中宿 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1629 信仰祭礼 祭り・伝統行事 塚田稲荷祭（鎌足神社境内） 中宿 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1630 信仰祭礼 祭り・伝統行事 松明し　 栗谷沢 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1631 信仰祭礼 祭り・伝統行事 岩間不動祭り（岩間不動尊） 妙見 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1632 信仰祭礼 祭り・伝統行事 須賀神社祭（須賀神社） 妙見 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1633 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お日待講（円福寺本堂） 守谷舘 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1634 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕尊春祭り（愛宕堂） 守谷舘 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1635 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鬼子母神祭・星祭り・御会式（妙経寺） 守谷舘 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1636 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕尊夏祭り（愛宕神社） 愛宕町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1637 信仰祭礼 祭り・伝統行事 観水寺不動尊祭（観水寺不動尊） 愛宕町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1638 信仰祭礼 祭り・伝統行事 池上不動まつり 愛宕町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1639 信仰祭礼 祭り・伝統行事 養蚕神社祭（養蚕神社） 愛宕町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1640 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雷神社まつり（雷神社） 仲の町 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1641 信仰祭礼 祭り・伝統行事 家内神神社祭（家内神神社） 前田川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1642 信仰祭礼 祭り・伝統行事 滝不動まつり（滝不動明王） 前田川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1643 信仰祭礼 祭り・伝統行事 男滝弁才天祭（男滝弁才天） 前田川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1644 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天満神社祭礼・夏祭り・八坂まつり（天満神社） 前田川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1645 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社祭（愛宕神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1646 信仰祭礼 祭り・伝統行事 近津神社祭（近津神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1647 信仰祭礼 祭り・伝統行事 金刀比羅神社祭（金刀比羅神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1648 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野神社祭（熊野神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1649 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安観音祭（子安観音堂） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1650 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鹿島神社祭（鹿島神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1651 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十一面観音祭（十一面観音堂） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1652 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大雷神社祭（大雷神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1653 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八坂神社祭 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1654 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八竜神社祭（八竜神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1655 信仰祭礼 祭り・伝統行事 民部稲荷神社祭（民部稲荷神社） 浜尾 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1656 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯神社祭（古峯神社） 和田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1657 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八坂神社まつり（八坂神社） 和田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1658 信仰祭礼 祭り・伝統行事 姫宮神社礼祭（姫宮神社） 和田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1659 信仰祭礼 祭り・伝統行事 浜和神社（浜和神社） 和田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1660 信仰祭礼 祭り・伝統行事 薬師如来祭（金剛院境内）　 和田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1661 信仰祭礼 祭り・伝統行事 和田大仏祭 和田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1662 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野神社まつり 西川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1663 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神炊館神社まつり（神炊館神社） 西川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1664 信仰祭礼 祭り・伝統行事 千手観音祭（観音堂） 西川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1665 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵様まつり（延命地蔵堂） 西川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1666 信仰祭礼 祭り・伝統行事 日枝神社まつり・夏祭り（日枝神社） 西川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1667 信仰祭礼 祭り・伝統行事 馬頭観音まつり（馬頭観音堂） 西川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1668 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鹿島神社例祭（鹿島神社） 大桑原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1669 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八幡神社例祭（八幡神社） 大桑原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1670 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蚕養神社祭礼 袋田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1671 信仰祭礼 祭り・伝統行事 白山比咩神社例大祭（白山比咩神社） 袋田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
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1672 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八雲神社例祭（白山比咩神社） 袋田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1673 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕社祭礼 越久 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1674 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蚕養社祭礼（蚕養社） 越久 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1675 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安観音祭礼 越久 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1676 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神明神社例祭・祈年祭・祈願祭・早
生植え・さなぶり・初午（神明神社） 越久 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1677 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二木松神社例祭・祈年祭・春祭り（二木松神社） 越久 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1678 信仰祭礼 祭り・伝統行事 顕国魂神社祈年祭（顕国魂神社） 森宿 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1679 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷神社例祭（稲荷神社） 岩渕 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1680 信仰祭礼 祭り・伝統行事 岩渕神社例祭一秋祭り・春祭りー（岩渕神社） 岩渕 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1681 信仰祭礼 祭り・伝統行事 春日神社正月祈年祭・秋祭り（春日神社） 岩渕 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1682 信仰祭礼 祭り・伝統行事 豊年社例祭（豊年社） 岩渕 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1683 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社祭礼・例大祭　（保
土原神社境内社愛宕神社） 保土原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1684 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷神社祭礼（稲荷神社） 保土原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1685 信仰祭礼 祭り・伝統行事 児渡神社例祭（古戸児渡神社） 保土原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1686 信仰祭礼 祭り・伝統行事 日吉神社例祭（日吉神社） 保土原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1687 信仰祭礼 祭り・伝統行事 保土原神社新年祭・春例祭・
例大祭（保上原神社） 保土原 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1688 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕社切替（春日神社境内社愛宕社） 泉田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1689 信仰祭礼 祭り・伝統行事 春日神社例祭（春日神社） 泉田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1690 信仰祭礼 祭り・伝統行事 日光神社例祭（春日神社境外社日光神社） 泉田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1691 信仰祭礼 祭り・伝統行事 松塚神社例祭（松塚神社） 松塚 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1692 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社切替（赤城神社境内社　愛宕神社） 稲 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1693 信仰祭礼 祭り・伝統行事 赤城神社例祭（赤城神社） 稲 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1694 信仰祭礼 祭り・伝統行事 疫病よけ 小倉 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1695 信仰祭礼 祭り・伝統行事 氏神様祭礼（飯豊山神社） 小倉 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1696 信仰祭礼 祭り・伝統行事 白旗神社例祭（白旗神社） 小倉 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1697 信仰祭礼 祭り・伝統行事 養蚕神社例祭（蚕養神社） 小倉 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1698 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕祭礼（愛宕権現） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1699 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雲水峰祭礼（雲水峰神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1700 信仰祭礼 祭り・伝統行事 観世音祭礼（樒堂） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1701 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野祭礼（額神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1702 信仰祭礼 祭り・伝統行事 菅船神社例祭・元旦祭・例大
祭・学神祭（菅船神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1703 信仰祭礼 祭り・伝統行事 淡島祭礼（淡島神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1704 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天神祭礼（天満天神宮） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1705 信仰祭礼 祭り・伝統行事 田の神祭礼（田之神々社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1706 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八坂神社例祭（八坂神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1707 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八槻祭礼（都々古分神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1708 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雷神例祭（大雷神社） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1709 信仰祭礼 祭り・伝統行事 灌沸会・涅槃会（宝蔵寺） 塩田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1710 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大山祗神社例祭（大山祗神社） 江持 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1711 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鎮守例祭（羽黒神社） 江持 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1712 信仰祭礼 祭り・伝統行事 きゅうり天王さま（仁井田神
社境内社八雲社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編

1713 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社祭礼（愛宕神社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1714 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社切替（仁井田神社境内社　愛宕神社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1715 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷社祭礼（行人坦稲荷社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1716 信仰祭礼 祭り・伝統行事 願成寺縁日（願成寺） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1717 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鹿島神社例大祭（鹿島神社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1718 信仰祭礼 祭り・伝統行事 針供養法要（常林寺） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1719 信仰祭礼 祭り・伝統行事 仁井田神社例大祭・大祓（仁井田神社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1720 信仰祭礼 祭り・伝統行事 諏訪神社例大祭（諏訪神社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1721 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大日如来尊縁日（大日堂） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1722 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵尊縁日（法性菴） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1723 信仰祭礼 祭り・伝統行事 白籏神社例祭（白籏神社） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1724 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八幡神社例大祭（仁井田神社合祀） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1725 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社祭礼（愛宕神社） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1726 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷神社祭礼（稲荷神社） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1727 信仰祭礼 祭り・伝統行事 滑川神社祭礼（滑川神社） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1728 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安観音講 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1729 信仰祭礼 祭り・伝統行事 菅船神社例祭（菅船神社） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
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1730 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八雲神社例祭（八雲神社） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1731 信仰祭礼 祭り・伝統行事 不動尊縁日（不動堂） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1732 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雷神社例祭（雷神社） 滑川 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1733 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷神社祭礼（稲荷神社） 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1734 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鹿島神社新年祭・祈年祭・例祭（鹿島神社） 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1735 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大仏さんの祭り（大仏山大仏） 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1736 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大六天さま（大六天社） 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1737 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕神社例祭（愛宕神社） 小作田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1738 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鹿島神社例祭（鹿島神社） 小作田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1739 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕祭礼（愛宕神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1740 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷神社例祭（稲荷神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1741 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯神社例祭（古峯神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1742 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大山衹神社例祭（大山衹神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1743 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大雷神社例祭（大雷神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1744 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八天狗様（八天狗神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1745 信仰祭礼 祭り・伝統行事 養蚕神社例祭（養蚕神社） 市野関 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1746 信仰祭礼 祭り・伝統行事 諏訪神社例大祭（諏訪神社） 日照田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1747 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八坂神社例祭（八坂神社） 日照田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1748 信仰祭礼 祭り・伝統行事 羽黒神社例大祭・大祓（羽黒神社） 田中 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1749 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野神社新嘗祭・祈年祭・元旦祭（熊野神社） 田中 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1750 信仰祭礼 祭り・伝統行事 中のひつじ 田中 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1751 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天王祭礼（八坂神社） 田中 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1752 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天王祭り（八坂神社） 下小山田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1753 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八幡神社例大祭（八幡神社） 下小山田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1754 信仰祭礼 祭り・伝統行事 白山神社例祭（白山神社） 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1755 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神明八幡神社例大祭（神明八幡神社） 狸森 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1756 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天満神社例祭（天満神社） 大栗 民俗文化財調査資料Ⅱ　祭礼編
1757 信仰祭礼 祭り・伝統行事 染屋の祭り（三夜様） 南町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1758 信仰祭礼 祭り・伝統行事 節分 並木町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1759 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十九夜講 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1760 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雛まつり 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1761 信仰祭礼 祭り・伝統行事 フイゴ祭り 北町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1762 信仰祭礼 祭り・伝統行事 恵比寿講 北町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1763 信仰祭礼 祭り・伝統行事 あみださま 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1764 信仰祭礼 祭り・伝統行事 オタノガミサマ 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1765 信仰祭礼 祭り・伝統行事 田の神送り 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1766 信仰祭礼 祭り・伝統行事 盆 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1767 信仰祭礼 祭り・伝統行事 盆行事 西川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1768 信仰祭礼 祭り・伝統行事 えびす講 袋田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1769 信仰祭礼 祭り・伝統行事 元日 袋田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1770 信仰祭礼 祭り・伝統行事 きりかえ祭り 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1771 信仰祭礼 祭り・伝統行事 元日 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編

1772 信仰祭礼 祭り・伝統行事 正月さまおくりどんと祭（ドン
ドン焼き、ドント焼、どんと焼） 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編

1773 信仰祭礼 祭り・伝統行事 端午の節句 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1774 信仰祭礼 祭り・伝統行事 次郎のツイタチ 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1775 信仰祭礼 祭り・伝統行事 七日盆 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1776 信仰祭礼 祭り・伝統行事 道切り 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1777 信仰祭礼 祭り・伝統行事 初供日（藁宝伝） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1778 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大師講 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1779 信仰祭礼 祭り・伝統行事 田植え行事（馬鍬洗い・さなぶり） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1780 信仰祭礼 祭り・伝統行事 元日（歳徳棚） 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1781 信仰祭礼 祭り・伝統行事 歳ノ神（塞ノ神・ドント焼） 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1782 信仰祭礼 祭り・伝統行事 盆行事・盆棚 舘ヶ岡 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1783 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二年まいり 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1784 信仰祭礼 祭り・伝統行事 2 月 8 日・12 月 8 日 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1785 信仰祭礼 祭り・伝統行事 東羽山講 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1786 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二年まいり 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
1787 信仰祭礼 祭り・伝統行事 長沼盆踊り 長沼 長沼町の文化財
1788 信仰祭礼 祭り・伝統行事 廻り地蔵 滝（長沼）、志茂 長沼町の文化財
1789 信仰祭礼 祭り・伝統行事 おしんめい様 小中、桙衝、矢田野 長沼町の文化財
1790 信仰祭礼 祭り・伝統行事 木之崎八雲神社御神輿渡御 木之崎 長沼町の文化財
1791 信仰祭礼 祭り・伝統行事 西蔵寺おしんめさま 守屋 岩瀬村の文化財
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1792 信仰祭礼 祭り・伝統行事 市神稲荷祭（神炊館神社） 諏訪町 福島県の祭礼
1793 信仰祭礼 祭り・伝統行事 夢語不動尊祭 諏訪町 福島県の祭礼
1794 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神明様まつり 中宿 福島県の祭礼
1795 信仰祭礼 祭り・伝統行事 足尾神社祭 中宿 福島県の祭礼
1796 信仰祭礼 祭り・伝統行事 淡島神社まつり 中宿 福島県の祭礼
1797 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御会式 守谷舘 福島県の祭礼
1798 信仰祭礼 祭り・伝統行事 星祭り 守谷舘 福島県の祭礼
1799 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八坂まつり 前田川 福島県の祭礼
1800 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蚕養神社の祭 浜尾 福島県の祭礼
1801 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大雷神社祭（大雷神社） 和田 福島県の祭礼
1802 信仰祭礼 祭り・伝統行事 圸蔵樣まつり 西川 福島県の祭礼
1803 信仰祭礼 祭り・伝統行事 初午 越久 福島県の祭礼
1804 信仰祭礼 祭り・伝統行事 春日神社祭礼 泉田 福島県の祭礼
1805 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蚕養神社祭 小倉 福島県の祭礼
1806 信仰祭礼 祭り・伝統行事 学神祭 塩田 福島県の祭礼
1807 信仰祭礼 祭り・伝統行事 元旦祭（菅船神社） 塩田 福島県の祭礼
1808 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祈年祭（熊野神社） 田中 福島県の祭礼
1809 信仰祭礼 祭り・伝統行事 元旦祭（熊野神社） 田中 福島県の祭礼
1810 信仰祭礼 祭り・伝統行事 新嘗祭（熊野神社） 田中 福島県の祭礼
1811 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神 勢至堂 福島県の祭礼
1812 信仰祭礼 祭り・伝統行事 勢至菩薩 勢至堂 福島県の祭礼
1813 信仰祭礼 祭り・伝統行事 勢至様の祭 勢至堂 福島県の祭礼
1814 信仰祭礼 祭り・伝統行事 不動尊の祭 勢至堂 福島県の祭礼
1815 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雷神社 勢至堂 福島県の祭礼
1816 信仰祭礼 祭り・伝統行事 石上神社の祭 江花 福島県の祭礼
1817 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕様 江花 福島県の祭礼
1818 信仰祭礼 祭り・伝統行事 花祭り 江花 福島県の祭礼
1819 信仰祭礼 祭り・伝統行事 観音様 江花 福島県の祭礼
1820 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野神社祭 江花 福島県の祭礼
1821 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野様（江花字屋敷下） 江花 福島県の祭礼
1822 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野様（江花字切舘） 江花 福島県の祭礼
1823 信仰祭礼 祭り・伝統行事 護摩祈禧 江花 福島県の祭礼
1824 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の呻 江花 福島県の祭礼
1825 信仰祭礼 祭り・伝統行事 石山布留神社の祭 江花 福島県の祭礼
1826 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大日様 江花 福島県の祭礼
1827 信仰祭礼 祭り・伝統行事 探湯神事 江花 福島県の祭礼
1828 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵様 江花 福島県の祭礼
1829 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵様まつり 江花 福島県の祭礼
1830 信仰祭礼 祭り・伝統行事 藤沼神社例祭 江花 福島県の祭礼
1831 信仰祭礼 祭り・伝統行事 不動尊堂の祭 江花 福島県の祭礼
1832 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お講 長沼 福島県の祭礼
1833 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷様のまつり 長沼 福島県の祭礼
1834 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神幸祭 長沼 福島県の祭礼
1835 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天王様まつり 長沼 福島県の祭礼
1836 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天神様の祭 長沼 福島県の祭礼
1837 信仰祭礼 祭り・伝統行事 おしゃかの団子 滝（長沼） 福島県の祭礼
1838 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神 滝（長沼） 福島県の祭礼
1839 信仰祭礼 祭り・伝統行事 石沼八幡様の祭 滝（長沼） 福島県の祭礼
1840 信仰祭礼 祭り・伝統行事 滝不動堂の祭 滝（長沼） 福島県の祭礼
1841 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天神様 滝（長沼） 福島県の祭礼
1842 信仰祭礼 祭り・伝統行事 不動様の祭 滝（長沼） 福島県の祭礼
1843 信仰祭礼 祭り・伝統行事 はよ打 志茂 福島県の祭礼
1844 信仰祭礼 祭り・伝統行事 阿弥陀様 志茂 福島県の祭礼
1845 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕様の祭 志茂 福島県の祭礼
1846 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鶏渡権現 志茂 福島県の祭礼
1847 信仰祭礼 祭り・伝統行事 刈上げ祭 志茂 福島県の祭礼
1848 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯様 志茂 福島県の祭礼
1849 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神様 志茂 福島県の祭礼
1850 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蛇明神様 志茂 福島県の祭礼
1851 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十九夜様 志茂 福島県の祭礼
1852 信仰祭礼 祭り・伝統行事 菅野稲荷（祭） 志茂 福島県の祭礼
1853 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八幡様の祭 志茂 福島県の祭礼
1854 信仰祭礼 祭り・伝統行事 薬師様 志茂 福島県の祭礼
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1855 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お日待 小中 福島県の祭礼
1856 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お不動様 小中 福島県の祭礼
1857 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷様 小中 福島県の祭礼
1858 信仰祭礼 祭り・伝統行事 観音様の祭り 小中 福島県の祭礼
1859 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野様 小中 福島県の祭礼
1860 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御子安様 小中 福島県の祭礼
1861 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭堂 小中 福島県の祭礼
1862 信仰祭礼 祭り・伝統行事 三嶽神社祭 小中 福島県の祭礼
1863 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神 小中 福島県の祭礼
1864 信仰祭礼 祭り・伝統行事 若組の祝事 小中 福島県の祭礼
1865 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十九夜様 小中 福島県の祭礼
1866 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二十三夜待 小中 福島県の祭礼
1867 信仰祭礼 祭り・伝統行事 薬師様 小中 福島県の祭礼
1868 信仰祭礼 祭り・伝統行事 立石神社祭 小中 福島県の祭礼
1869 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お祈祷餅 桙衝 福島県の祭礼
1870 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お日待 桙衝 福島県の祭礼
1871 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕様 桙衝 福島県の祭礼
1872 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲荷様の祭 桙衝 福島県の祭礼
1873 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祈祷餅 桙衝 福島県の祭礼
1874 信仰祭礼 祭り・伝統行事 権現講 桙衝 福島県の祭礼
1875 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯様 桙衝 福島県の祭礼
1876 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御祈祷餅 桙衝 福島県の祭礼
1877 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神 桙衝 福島県の祭礼
1878 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神講 桙衝 福島県の祭礼
1879 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安観音堂の祭 桙衝 福島県の祭礼
1880 信仰祭礼 祭り・伝統行事 市神様 桙衝 福島県の祭礼
1881 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十九夜講 桙衝 福島県の祭礼
1882 信仰祭礼 祭り・伝統行事 淡島神社の祭 桙衝 福島県の祭礼
1883 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵様の祭 桙衝 福島県の祭礼
1884 信仰祭礼 祭り・伝統行事 田耕餅畑耕餅 桙衝 福島県の祭礼
1885 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二十三夜待 桙衝 福島県の祭礼
1886 信仰祭礼 祭り・伝統行事 念仏講 桙衝 福島県の祭礼
1887 信仰祭礼 祭り・伝統行事 福一万虚空蔵 桙衝 福島県の祭礼
1888 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雷神社 桙衝 福島県の祭礼
1889 信仰祭礼 祭り・伝統行事 おしゃかの祭 矢田野 福島県の祭礼
1890 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕様 矢田野 福島県の祭礼
1891 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野様 矢田野 福島県の祭礼
1892 信仰祭礼 祭り・伝統行事 権現講 矢田野 福島県の祭礼
1893 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峯山講 矢田野 福島県の祭礼
1894 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十九夜様 矢田野 福島県の祭礼
1895 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天王稲荷 矢田野 福島県の祭礼
1896 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天神様 矢田野 福島県の祭礼
1897 信仰祭礼 祭り・伝統行事 田耕い祭り 矢田野 福島県の祭礼
1898 信仰祭礼 祭り・伝統行事 東堂山の祭 矢田野 福島県の祭礼
1899 信仰祭礼 祭り・伝統行事 藤原稲荷様 矢田野 福島県の祭礼
1900 信仰祭礼 祭り・伝統行事 磐女神社の祭 矢田野 福島県の祭礼
1901 信仰祭礼 祭り・伝統行事 おしゃかの祭 木之崎 福島県の祭礼
1902 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お子安様 木之崎 福島県の祭礼
1903 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お不動様 木之崎 福島県の祭礼
1904 信仰祭礼 祭り・伝統行事 熊野様 木之崎 福島県の祭礼
1905 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神 木之崎 福島県の祭礼
1906 信仰祭礼 祭り・伝統行事 薬師様 木之崎 福島県の祭礼
1907 信仰祭礼 祭り・伝統行事 おしゃかの祭 横田 福島県の祭礼
1908 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お不動様の祭 横田 福島県の祭礼
1909 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕様 横田 福島県の祭礼
1910 信仰祭礼 祭り・伝統行事 権現講 横田 福島県の祭礼
1911 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神 横田 福島県の祭礼
1912 信仰祭礼 祭り・伝統行事 菅原神社秋祭 横田 福島県の祭礼
1913 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵様の祭 横田 福島県の祭礼
1914 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天神様 横田 福島県の祭礼
1915 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八朔 横田 福島県の祭礼
1916 信仰祭礼 祭り・伝統行事 百万遍 横田 福島県の祭礼
1917 信仰祭礼 祭り・伝統行事 豊年祭 横田 福島県の祭礼
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1918 信仰祭礼 祭り・伝統行事 香取神社の祭 堀込 福島県の祭礼
1919 信仰祭礼 祭り・伝統行事 十九夜様 堀込 福島県の祭礼
1920 信仰祭礼 祭り・伝統行事 豆祭り 堀込 福島県の祭礼
1921 信仰祭礼 祭り・伝統行事 不動様 堀込 福島県の祭礼
1922 信仰祭礼 祭り・伝統行事 堀切稲荷様 堀込 福島県の祭礼
1923 信仰祭礼 祭り・伝統行事 白方神社春祭り 守屋 福島県の祭礼
1924 信仰祭礼 祭り・伝統行事 だんご祭り 江花 福島県の年中行事
1925 信仰祭礼 祭り・伝統行事 夏御神酒 江花 福島県の年中行事
1926 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御日待講 江花 福島県の年中行事
1927 信仰祭礼 祭り・伝統行事 廻り山の神 長沼 福島県の年中行事
1928 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鍬がらきり・山の神 桙衝 福島県の年中行事
1929 信仰祭礼 祭り・伝統行事 岩角講 矢田野 福島県の年中行事
1930 信仰祭礼 祭り・伝統行事 御祈祷餅 矢田野 福島県の年中行事
1931 信仰祭礼 祭り・伝統行事 阿弥陀様 木之崎 福島県の年中行事
1932 信仰祭礼 祭り・伝統行事 愛宕様 木之崎 福島県の年中行事
1933 信仰祭礼 祭り・伝統行事 権現講 木之崎 福島県の年中行事
1934 信仰祭礼 祭り・伝統行事 団子まつり 木之崎 福島県の年中行事
1935 信仰祭礼 祭り・伝統行事 地蔵様の祭 木之崎 福島県の年中行事
1936 信仰祭礼 祭り・伝統行事 東堂山まつり 木之崎 福島県の年中行事
1937 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲虫送り 木之崎、江花 福島県の年中行事
1938 信仰祭礼 祭り・伝統行事 じゅずくり 旧長沼町全域 福島県の年中行事
1939 信仰祭礼 祭り・伝統行事 盆 旧長沼町全域 福島県の年中行事
1940 信仰祭礼 祭り・伝統行事 ダンゴ祭り 守屋 福島県の年中行事
1941 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二十日盆踊・はつかぼん 守屋 福島県の年中行事
1942 信仰祭礼 祭り・伝統行事 初山入り・山申し 柱田 福島県の年中行事
1943 信仰祭礼 祭り・伝統行事 農の始め・田うない始め 柱田 福島県の年中行事
1944 信仰祭礼 祭り・伝統行事 こと八日・かご吊し 畑田 福島県の年中行事
1945 信仰祭礼 祭り・伝統行事 山の神講 畑田 福島県の年中行事
1946 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二年参り 畑田 福島県の年中行事
1947 信仰祭礼 祭り・伝統行事 二百十日・あらしよけ神事 旧岩瀬村全域 福島県の年中行事
1948 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八月朔日・八朔 旧岩瀬村全域 福島県の年中行事
1949 信仰祭礼 祭り・伝統行事 稲虫送り 江花、木之崎 福島県の年中行事
1950 信仰祭礼 祭り・伝統行事 きゅうり天王祭 稲荷町 福島県祭り・行事調査報告書
1951 信仰祭礼 祭り・伝統行事 お日待ち 中宿 福島県祭り・行事調査報告書
1952 信仰祭礼 祭り・伝統行事 足尾さま 中宿 福島県祭り・行事調査報告書
1953 信仰祭礼 祭り・伝統行事 淡島さま 中宿 福島県祭り・行事調査報告書
1954 信仰祭礼 祭り・伝統行事 きゅうり天王祭 袋田 福島県祭り・行事調査報告書
1955 信仰祭礼 祭り・伝統行事 明神神社例大祭 越久 福島県祭り・行事調査報告書

1956 信仰祭礼 祭り・伝統行事 ドンドン焼き（ドント焼、ど
んと焼） 保土原 福島県祭り・行事調査報告書

1957 信仰祭礼 祭り・伝統行事 寺の火まつり 保土原 福島県祭り・行事調査報告書

1958 信仰祭礼 祭り・伝統行事 ドンドン焼き（ドント焼、ど
んと焼） 泉田 福島県祭り・行事調査報告書

1959 信仰祭礼 祭り・伝統行事 権現さま 松塚 福島県祭り・行事調査報告書
1960 信仰祭礼 祭り・伝統行事 三渡神社祭礼 小倉 福島県祭り・行事調査報告書
1961 信仰祭礼 祭り・伝統行事 数珠繰り（念仏講） 小倉 福島県祭り・行事調査報告書
1962 信仰祭礼 祭り・伝統行事 病除け（牛頭天王） 小倉 福島県祭り・行事調査報告書
1963 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蟇目鹿島神社例大祭 小倉 福島県祭り・行事調査報告書
1964 信仰祭礼 祭り・伝統行事 くまのこう 塩田 福島県祭り・行事調査報告書
1965 信仰祭礼 祭り・伝統行事 淡島講 塩田 福島県祭り・行事調査報告書
1966 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八天狗祭礼 塩田 福島県祭り・行事調査報告書
1967 信仰祭礼 祭り・伝統行事 かぼちゃまつり 仁井田 福島県祭り・行事調査報告書
1968 信仰祭礼 祭り・伝統行事 大般若（針供養） 仁井田 福島県祭り・行事調査報告書
1969 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安観音さま 舘ヶ岡 福島県祭り・行事調査報告書
1970 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古寺さん 上小山田 福島県祭り・行事調査報告書
1971 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古寺さん（まわり観音） 上小山田 福島県祭り・行事調査報告書
1972 信仰祭礼 祭り・伝統行事 キリカエアゲ（ツトアゲ） 狸森 福島県祭り・行事調査報告書
1973 信仰祭礼 祭り・伝統行事 トウリゴヤ 狸森 福島県祭り・行事調査報告書
1974 信仰祭礼 祭り・伝統行事 キリカエアゲ（ツトアゲ） 大栗 福島県祭り・行事調査報告書
1975 信仰祭礼 祭り・伝統行事 虫送り 江花 福島県祭り・行事調査報告書
1976 信仰祭礼 祭り・伝統行事 廻り観音 長沼 福島県祭り・行事調査報告書
1977 信仰祭礼 祭り・伝統行事 石背国造神社の祭り 長沼 福島県祭り・行事調査報告書
1978 信仰祭礼 祭り・伝統行事 オシンメイサマ 桙衝 福島県祭り・行事調査報告書
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1979 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峰ヶ原講 桙衝 福島県祭り・行事調査報告書
1980 信仰祭礼 祭り・伝統行事 桙衝神社の祭り 桙衝 福島県祭り・行事調査報告書
1981 信仰祭礼 祭り・伝統行事 天神講（天王様） 矢田野 福島県祭り・行事調査報告書
1982 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安観音（安産祈願） 木之崎 福島県祭り・行事調査報告書
1983 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八雲神社の祭り（天王様の祭り） 木之崎 福島県祭り・行事調査報告書
1984 信仰祭礼 祭り・伝統行事 子安地蔵（安産祈願）（護真寺） 横田 福島県祭り・行事調査報告書
1985 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古峰ヶ原講 今泉 福島県祭り・行事調査報告書
1986 信仰祭礼 祭り・伝統行事 白方神社の秋祭り 今泉 福島県祭り・行事調査報告書
1987 信仰祭礼 祭り・伝統行事 廻り地蔵 滝（岩瀬） 福島県祭り・行事調査報告書
1988 信仰祭礼 祭り・伝統行事 どんど焼き（ドント焼） 大久保 福島県祭り・行事調査報告書
1989 信仰祭礼 祭り・伝統行事 数珠繰り 大久保 福島県祭り・行事調査報告書
1990 信仰祭礼 祭り・伝統行事 馬頭観音講 矢沢 福島県祭り・行事調査報告書
1991 信仰祭礼 祭り・伝統行事 古舘ドント焼き 桙衝 須賀川市ウェブサイトから引用
1992 信仰祭礼 石造物 勢至堂供養塔（犬石） 勢至堂 長沼町の文化財
1993 信仰祭礼 石造物 安養寺前庚申塔 江花 長沼町の文化財
1994 信仰祭礼 石造物 永泉寺　明和 8（1771）年銘 長沼 長沼町の文化財
1995 信仰祭礼 石造物 金町、富塚氏宅裏の供養塔 長沼 長沼町の文化財
1996 信仰祭礼 石造物 天神山五輪塔 長沼 長沼町の文化財
1997 信仰祭礼 石造物 本念寺（石造物）　宝暦 5（1755）年銘 長沼 長沼町の文化財
1998 信仰祭礼 石造物 滝不動堂　銘 滝（長沼） 長沼町の文化財
1999 信仰祭礼 石造物 滝明神前供養塔 滝（長沼） 長沼町の文化財
2000 信仰祭礼 石造物 志茂八幡様供養塔 志茂 長沼町の文化財
2001 信仰祭礼 石造物 月読尊の碑 小中 長沼町の文化財
2002 信仰祭礼 石造物 鼻取地蔵 小中 長沼町の文化財
2003 信仰祭礼 石造物 宮本　元禄 12（1699）年銘 桙衝 長沼町の文化財
2004 信仰祭礼 石造物 虚空蔵堂ソーバン　宝永 5（1708）年銘 桙衝 長沼町の文化財
2005 信仰祭礼 石造物 虚空蔵様庚申塔 桙衝 長沼町の文化財
2006 信仰祭礼 石造物 地蔵尊像（虚空蔵堂蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2007 信仰祭礼 石造物 桙衝新田供養塔（鎌倉時代） 桙衝 長沼町の文化財
2008 信仰祭礼 石造物 古舘供養塔 古舘 長沼町の文化財
2009 信仰祭礼 石造物 古舘浮彫三尊供養塔 古舘 長沼町の文化財
2010 信仰祭礼 石造物 地蔵尊（長寧寺蔵） 矢田野 長沼町の文化財
2011 信仰祭礼 石造物 横田念仏盤　万治 3（1660）年銘 横田 長沼町の文化財
2012 信仰祭礼 石造物 護真寺　寛文 7（1667）年銘 横田 長沼町の文化財

2013 信仰祭礼 石造物 東堂山の碑
横田、志茂、追出
沢、江花、下木之
崎、木之崎

長沼町の文化財

2014 信仰祭礼 石造物 豊町二十三夜塔、新田二十三
夜塔、江花屋敷二十六夜塔 長沼、桙衝、江花 長沼町の文化財

2015 信仰祭礼 石造物 岩崎山供養塔群 木之崎 長沼町の伝説
2016 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊来迎板碑 畑田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
2017 信仰祭礼 石造物 一字一石の石碑 畑田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
2018 信仰祭礼 石造物 古墳明石田左馬助の碑 畑田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
2019 信仰祭礼 石造物 梵字板碑・梵字古碑 畑田 岩瀬村郷土誌第 3 篇　名所 ､ 古跡 ､ 伝説
2020 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑 守屋 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2021 信仰祭礼 石造物 一尊仏碑（地蔵菩薩） 守屋 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2022 信仰祭礼 石造物 六地蔵 守屋 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2023 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑 今泉 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2024 信仰祭礼 石造物 五輪塔（年代不詳） 今泉 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2025 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑（年代不詳） 柱田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2026 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑（年代不詳） 柱田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2027 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑（年代不詳） 柱田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2028 信仰祭礼 石造物 六地蔵 柱田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2029 信仰祭礼 石造物 （無名碑） 大久保 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2030 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑 大久保 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2031 信仰祭礼 石造物 大乗妙典一字一石の碑（五輪塔型） 矢沢 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2032 信仰祭礼 石造物 二尊仏碑 矢沢 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2033 信仰祭礼 石造物 阿弥陀三尊板碑 畑田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2034 信仰祭礼 石造物 三尊板碑群 畑田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2035 信仰祭礼 石造物 梵字板碑（年代不詳） 畑田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2036 信仰祭礼 石造物 梵字板碑（年代不詳） 畑田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2037 信仰祭礼 石造物 梵字板碑（年代不詳） 畑田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2038 信仰祭礼 石造物 梵字板碑（年代不詳） 畑田 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
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2039 信仰祭礼 石造物 大乗妙典一字一石の碑 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 5 篇　岩瀬村の古碑石と宗教
2040 信仰祭礼 石造物 縁光寺梵字板碑 守屋 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2041 信仰祭礼 石造物 三尊仏板碑 守屋 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2042 信仰祭礼 石造物 白方小学校校庭内三尊仏板碑 今泉 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2043 信仰祭礼 石造物 岩瀬中学校板碑二基 柱田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2044 信仰祭礼 石造物 公民館内三尊仏板碑四基 柱田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2045 信仰祭礼 石造物 上柱田石田板碑二基 柱田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2046 信仰祭礼 石造物 石田の梵字板碑及び大角地蔵石塔 柱田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2047 信仰祭礼 石造物 平道内三尊仏板碑二基 柱田 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2048 信仰祭礼 石造物 上大久保板碑二基 大久保 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2049 信仰祭礼 石造物 大久保宿の一二尊仏板碑二基 大久保 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2050 信仰祭礼 石造物 白山寺梵字供養大石塔 矢沢 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2051 信仰祭礼 石造物 殿山の一字一石供養石碑外 深渡戸 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2052 信仰祭礼 石造物 堀の内の縁切り山王様 今泉 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2053 信仰祭礼 石造物 義民、二瓶戸右エ門の墓 梅田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2054 信仰祭礼 石造物 滝原の廻り地蔵 滝（岩瀬） 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2055 信仰祭礼 石造物 道祖様 滝（岩瀬） 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2056 信仰祭礼 石造物 来迎板碑 大久保 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2057 信仰祭礼 石造物 六本庚申様 大久保 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2058 信仰祭礼 石造物 戦死者慰霊之碑 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2059 信仰祭礼 石造物 大仏様 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2060 信仰祭礼 石造物 入会権紛争と権兵衛庄屋供養碑 畑田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2061 信仰祭礼 石造物 観音様 北横田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2062 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　五番 諏訪町 岩瀬二十四地蔵堂
2063 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十二番 諏訪町 岩瀬二十四地蔵堂
2064 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　一番 牛袋町 岩瀬二十四地蔵堂
2065 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十六番 袋田 岩瀬二十四地蔵堂
2066 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊 十番 保土原 岩瀬二十四地蔵堂
2067 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　二十二番 松塚 岩瀬二十四地蔵堂
2068 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　二十番 仁井田 岩瀬二十四地蔵堂
2069 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　六番 仁井田 岩瀬二十四地蔵堂
2070 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　二十三番 舘ヶ岡 岩瀬二十四地蔵堂
2071 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　二番 狸森 岩瀬二十四地蔵堂
2072 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十八番 江花 岩瀬二十四地蔵堂
2073 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　四番 長沼 岩瀬二十四地蔵堂
2074 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十七番 桙衝 岩瀬二十四地蔵堂
2075 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十五番 木之崎 岩瀬二十四地蔵堂
2076 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　三番 横田 岩瀬二十四地蔵堂
2077 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十九番 守屋 岩瀬二十四地蔵堂
2078 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　九番 今泉 岩瀬二十四地蔵堂
2079 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　七番 柱田 岩瀬二十四地蔵堂
2080 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十四番 大久保 岩瀬二十四地蔵堂
2081 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　二十四番 矢沢 岩瀬二十四地蔵堂
2082 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　二十一番 畑田 岩瀬二十四地蔵堂
2083 信仰祭礼 石造物 岩瀬二十四地蔵尊　十三番 深渡戸 岩瀬二十四地蔵堂
2084 信仰祭礼 石造物 だきつき観音 守屋 岩瀬村の文化財
2085 信仰祭礼 石造物 源田原観音十九夜塔 守屋 岩瀬村の文化財
2086 信仰祭礼 石造物 源田原観音六地蔵石幢 守屋 岩瀬村の文化財
2087 信仰祭礼 石造物 庚申供養塔 守屋 岩瀬村の文化財
2088 信仰祭礼 石造物 綱取不動 守屋 岩瀬村の文化財
2089 信仰祭礼 石造物 三尊来迎 守屋 岩瀬村の文化財
2090 信仰祭礼 石造物 蚕神社、古峰神社、山の神 守屋 岩瀬村の文化財
2091 信仰祭礼 石造物 西蔵寺六地蔵 守屋 岩瀬村の文化財
2092 信仰祭礼 石造物 地蔵 守屋 岩瀬村の文化財
2093 信仰祭礼 石造物 地蔵供養塔 守屋 岩瀬村の文化財
2094 信仰祭礼 石造物 東堂山 守屋 岩瀬村の文化財
2095 信仰祭礼 石造物 東堂山左馬頭観音 守屋 岩瀬村の文化財
2096 信仰祭礼 石造物 湯殿山 守屋 岩瀬村の文化財
2097 信仰祭礼 石造物 湯殿山、妙見山 守屋 岩瀬村の文化財
2098 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（嘉永 2（1849）年） 守屋 岩瀬村の文化財
2099 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（寛政 3（1791）年） 守屋 岩瀬村の文化財
2100 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（天保 15（1844）年） 守屋 岩瀬村の文化財
2101 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（年代不詳） 守屋 岩瀬村の文化財
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2102 信仰祭礼 石造物 念仏供養塔（寛政 2（1790）年） 守屋 岩瀬村の文化財
2103 信仰祭礼 石造物 念仏供養塔（享保 8（1723）年） 守屋 岩瀬村の文化財
2104 信仰祭礼 石造物 念仏供養塔（文久元（1861）年） 守屋 岩瀬村の文化財
2105 信仰祭礼 石造物 馬頭観音石幢 守屋 岩瀬村の文化財
2106 信仰祭礼 石造物 満願寺 五輪塔群 守屋 岩瀬村の文化財
2107 信仰祭礼 石造物 六地蔵石憧 守屋 岩瀬村の文化財
2108 信仰祭礼 石造物 梵字 守屋 岩瀬村の文化財
2109 信仰祭礼 石造物 永禄寺境内地蔵像 今泉 岩瀬村の文化財
2110 信仰祭礼 石造物 永禄寺墓地　五輪塔 今泉 岩瀬村の文化財
2111 信仰祭礼 石造物 五輪塔（年代不詳） 今泉 岩瀬村の文化財
2112 信仰祭礼 石造物 庚申供養塔 今泉 岩瀬村の文化財
2113 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（年代不詳） 今泉 岩瀬村の文化財
2114 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（年代不詳） 今泉 岩瀬村の文化財
2115 信仰祭礼 石造物 川田舘小社石祠 今泉 岩瀬村の文化財
2116 信仰祭礼 石造物 川田舘跡五輪塔 今泉 岩瀬村の文化財
2117 信仰祭礼 石造物 南無阿弥陀仏塔 今泉 岩瀬村の文化財
2118 信仰祭礼 石造物 念仏供養塔 今泉 岩瀬村の文化財
2119 信仰祭礼 石造物 三尊板碑梵字板碑 柱田 岩瀬村の文化財
2120 信仰祭礼 石造物 雨降山不動 柱田 岩瀬村の文化財
2121 信仰祭礼 石造物 庚申供養塔 柱田 岩瀬村の文化財
2122 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2123 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2124 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2125 信仰祭礼 石造物 三尊来迎、他 柱田 岩瀬村の文化財
2126 信仰祭礼 石造物 柱田愛宕神社石祠 柱田 岩瀬村の文化財
2127 信仰祭礼 石造物 南無阿弥陀仏塔 柱田 岩瀬村の文化財
2128 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2129 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（文化 2（1805）年） 柱田 岩瀬村の文化財
2130 信仰祭礼 石造物 墓碑 柱田 岩瀬村の文化財
2131 信仰祭礼 石造物 無文字 柱田 岩瀬村の文化財
2132 信仰祭礼 石造物 六地蔵石幢 柱田 岩瀬村の文化財
2133 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2134 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2135 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2136 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2137 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2138 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2139 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2140 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2141 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 柱田 岩瀬村の文化財
2142 信仰祭礼 石造物 梵字三尊 柱田 岩瀬村の文化財
2143 信仰祭礼 石造物 五輪塔 梅田 岩瀬村の文化財
2144 信仰祭礼 石造物 地蔵（通称阿弥陀という） 梅田 岩瀬村の文化財
2145 信仰祭礼 石造物 地蔵像 梅田 岩瀬村の文化財
2146 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（天保 11（1840）年） 梅田 岩瀬村の文化財
2147 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（天明 3（1783）年） 梅田 岩瀬村の文化財
2148 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔（文政 5（1822）年） 梅田 岩瀬村の文化財
2149 信仰祭礼 石造物 六地蔵石幢 梅田 岩瀬村の文化財
2150 信仰祭礼 石造物 大久堂の廻り地蔵 滝（岩瀬） 岩瀬村の文化財
2151 信仰祭礼 石造物 馬頭観音 滝（岩瀬） 岩瀬村の文化財
2152 信仰祭礼 石造物 梵字 滝（岩瀬） 岩瀬村の文化財
2153 信仰祭礼 石造物 庚申供養塔 大久保 岩瀬村の文化財
2154 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（正応 5（1292）年） 大久保 岩瀬村の文化財
2155 信仰祭礼 石造物 三尊来迎（年代不詳） 大久保 岩瀬村の文化財
2156 信仰祭礼 石造物 子安観音 大久保 岩瀬村の文化財
2157 信仰祭礼 石造物 十九夜 大久保 岩瀬村の文化財
2158 信仰祭礼 石造物 瑞厳寺　大仏 大久保 岩瀬村の文化財
2159 信仰祭礼 石造物 石いぼ観音 大久保 岩瀬村の文化財

2160 信仰祭礼 石造物 大久保鹿島神社境内三山碑
（飯豊山・湯殿山・高湯山） 大久保 岩瀬村の文化財

2161 信仰祭礼 石造物 大仏 大久保 岩瀬村の文化財
2162 信仰祭礼 石造物 地蔵塔 大久保 岩瀬村の文化財
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2163 信仰祭礼 石造物 南無阿弥陀仏塔 大久保 岩瀬村の文化財
2164 信仰祭礼 石造物 馬頭観音 大久保 岩瀬村の文化財
2165 信仰祭礼 石造物 六地蔵石幢 大久保 岩瀬村の文化財
2166 信仰祭礼 石造物 五輪塔 矢沢 岩瀬村の文化財
2167 信仰祭礼 石造物 子安観音外 矢沢 岩瀬村の文化財
2168 信仰祭礼 石造物 十九夜 矢沢 岩瀬村の文化財
2169 信仰祭礼 石造物 白山寺境内五輪塔 矢沢 岩瀬村の文化財
2170 信仰祭礼 石造物 白山寺山門万霊塔 矢沢 岩瀬村の文化財
2171 信仰祭礼 石造物 三山（飯豊山・湯殿山・高湯山） 畑田 岩瀬村の文化財
2172 信仰祭礼 石造物 南無阿弥陀仏塔 畑田 岩瀬村の文化財
2173 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔 畑田 岩瀬村の文化財
2174 信仰祭礼 石造物 馬頭観音 畑田 岩瀬村の文化財
2175 信仰祭礼 石造物 白山比売神社境内末社 国造様 畑田 岩瀬村の文化財
2176 信仰祭礼 石造物 明石田左馬助墓碑 畑田 岩瀬村の文化財
2177 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 畑田 岩瀬村の文化財
2178 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 畑田 岩瀬村の文化財
2179 信仰祭礼 石造物 梵字（年代不詳） 畑田 岩瀬村の文化財
2180 信仰祭礼 石造物 愛宕神社の軻遇槌尊（かぐつちのみこと） 北横田 岩瀬村の文化財
2181 信仰祭礼 石造物 湯殿山 北横田 岩瀬村の文化財
2182 信仰祭礼 石造物 馬頭観音 北横田 岩瀬村の文化財
2183 信仰祭礼 石造物 六地蔵石幢 北横田 岩瀬村の文化財
2184 信仰祭礼 石造物 深渡戸不動 深渡戸 岩瀬村の文化財
2185 信仰祭礼 石造物 石造物群 深渡戸 岩瀬村の文化財
2186 信仰祭礼 石造物 地蔵 深渡戸 岩瀬村の文化財
2187 信仰祭礼 石造物 地蔵塔 深渡戸 岩瀬村の文化財
2188 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔 深渡戸 岩瀬村の文化財
2189 信仰祭礼 石造物 愛宕さま 越久 越久誌
2190 信仰祭礼 石造物 橋供養塔 越久 越久誌
2191 信仰祭礼 石造物 庚申塔 越久 越久誌
2192 信仰祭礼 石造物 水神様 越久 越久誌
2193 信仰祭礼 石造物 二十三夜塔 越久 越久誌
2194 信仰祭礼 石造物 馬頭観世音菩薩 越久 越久誌
2195 信仰祭礼 石造物 板碑（妙養寺） 越久 越久誌
2196 信仰祭礼 石造物 不動明王（岩根橋北岸） 越久 越久誌
2197 信仰祭礼 石造物 末社（石祠） 越久 越久誌
2198 信仰祭礼 石造物 霊山信仰参拝記念碑 越久 越久誌
2199 信仰祭礼 石造物 猿田彦太神供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2200 信仰祭礼 石造物 熊野様 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2201 信仰祭礼 石造物 月読尊供養塔（慶応 3（1867）年） 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2202 信仰祭礼 石造物 月読尊供養塔（弘化 3（1846）年） 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2203 信仰祭礼 石造物 庚申供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2204 信仰祭礼 石造物 荒神様 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2205 信仰祭礼 石造物 三権現供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2206 信仰祭礼 石造物 十九夜供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2207 信仰祭礼 石造物 水神様 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2208 信仰祭礼 石造物 大日如来供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2209 信仰祭礼 石造物 地蔵菩薩供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2210 信仰祭礼 石造物 東堂山供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2211 信仰祭礼 石造物 燈籠寄進記念 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2212 信仰祭礼 石造物 二十三夜供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2213 信仰祭礼 石造物 馬頭観世音菩薩供養塔 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2214 信仰祭礼 石造物 奉献燈籠 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2215 信仰祭礼 石造物 十念寺三尊供養塔群 池上町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2216 信仰祭礼 石造物 普応寺供養塔 諏訪町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2217 信仰祭礼 石造物 長禄寺供養塔群 北町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2218 信仰祭礼 石造物 石造双式阿弥陀三尊来迎供養塔 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2219 信仰祭礼 石造物 前田川五輪坊石幢 前田川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2220 信仰祭礼 石造物 双式浮彫阿弥陀三尊来迎供養石塔 浜尾 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2221 信仰祭礼 石造物 金剛院供養塔 和田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2222 信仰祭礼 石造物 太郎松供養塔 陣場町 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2223 信仰祭礼 石造物 田桑供養塚 稲 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2224 信仰祭礼 石造物 神明前板碑群 堤 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2225 信仰祭礼 石造物 荒屋敷板碑群 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
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2226 信仰祭礼 石造物 仲ノ平板碑 江持 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2227 信仰祭礼 石造物 関下五輪山供養塔正覚の碑 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2228 信仰祭礼 石造物 常林寺供養塔 仁井田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2229 信仰祭礼 石造物 筑後塚供養塔群 滑川 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2230 信仰祭礼 石造物 舘ヶ岡の墓碑 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2231 信仰祭礼 石造物 舘ヶ岡磨崖供養碑 舘ヶ岡 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2232 信仰祭礼 石造物 弘法石供養塔 田中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2233 信仰祭礼 石造物 関谷板碑群 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2234 信仰祭礼 石造物 宗徳寺供養塔 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2235 信仰祭礼 石造物 宿板碑 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2236 信仰祭礼 石造物 新田板碑 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2237 信仰祭礼 石造物 請地板碑 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2238 信仰祭礼 石造物 池ノ作板碑 狸森 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2239 信仰祭礼 石造物 舌内板碑群 雨田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2240 信仰祭礼 石造物 犬石供養塔 勢至堂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2241 信仰祭礼 石造物 石造物群（江花　馬尾滝遺跡） 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2242 信仰祭礼 石造物 シダミ山供養塔（a） 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2243 信仰祭礼 石造物 シダミ山板碑（シダミ山供養塔（ｂ）） 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2244 信仰祭礼 石造物 愛宕山五輪塔 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2245 信仰祭礼 石造物 永泉寺石造四重塔 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2246 信仰祭礼 石造物 大日前供養塔 滝（長沼） 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2247 信仰祭礼 石造物 志茂板碑（志茂供養塔） 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2248 信仰祭礼 石造物 中打越供養塔（a）（中打越Ａ板碑） 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2249 信仰祭礼 石造物 中打越供養塔（b）（中打越Ｂ板碑） 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2250 信仰祭礼 石造物 八幡様板碑（八幡様供養塔） 志茂 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2251 信仰祭礼 石造物 十日市板碑 小中 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2252 信仰祭礼 石造物 古舘五輪塔 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2253 信仰祭礼 石造物 横田板碑 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2254 信仰祭礼 石造物 古館古碑 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2255 信仰祭礼 石造物 古館三尊供養塔 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2256 信仰祭礼 石造物 古館板碑 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2257 信仰祭礼 石造物 桙衝新田供養塔（室町時代） 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2258 信仰祭礼 石造物 薊ノ内板碑 桙衝 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2259 信仰祭礼 石造物 矢田野板碑 矢田野 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2260 信仰祭礼 石造物 大沢石仏群 守屋 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2261 信仰祭礼 石造物 石田供養塔跡 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2262 信仰祭礼 石造物 跡見塚供養塔 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2263 信仰祭礼 石造物 梅ノ木供養塔 柱田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2264 信仰祭礼 石造物 長命寺供養塔群 畑田 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2265 信仰祭礼 石造物 双式浮彫阿弥陀三尊供養石塔 芦田塚 福島県指定文化財調査報告書
2266 信仰祭礼 石造物 石造阿弥陀三尊来迎供養塔 畑田 福島県指定文化財調査報告書
2267 信仰祭礼 石造物 五大宝供養塔 並木町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2268 信仰祭礼 石造物 中町三尊供養塔 中町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2269 信仰祭礼 石造物 加治町三尊供養塔 加治町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2270 信仰祭礼 石造物 十三仏供養 加治町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2271 信仰祭礼 石造物 相楽家笠塔婆 加治町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2272 信仰祭礼 石造物 相楽家五輪塔 加治町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2273 信仰祭礼 石造物 要害供養塔 池上町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2274 信仰祭礼 石造物 池上三尊供養塔 宮先町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2275 信仰祭礼 石造物 千用寺供養 諏訪町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2276 信仰祭礼 石造物 蒲生氏五輪塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2277 信仰祭礼 石造物 坂路家墓碑 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2278 信仰祭礼 石造物 清水不動供養塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2279 信仰祭礼 石造物 箭内氏五輪塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2280 信仰祭礼 石造物 大乗院五輪塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2281 信仰祭礼 石造物 長沼氏五輪塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2282 信仰祭礼 石造物 登林道禅尼墓碑 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2283 信仰祭礼 石造物 二階堂家五輪塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2284 信仰祭礼 石造物 普応寺供養塔 北町 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2285 信仰祭礼 石造物 塚田三尊供養塔 塚田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2286 信仰祭礼 石造物 鎌足神社供養塔 中宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2287 信仰祭礼 石造物 切支丹墓碑 中宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2288 信仰祭礼 石造物 中宿三尊供養塔 中宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
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2289 信仰祭礼 石造物 上人坦三尊供養塔 上人坦 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2290 信仰祭礼 石造物 石造物群 愛宕山 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2291 信仰祭礼 石造物 陸奥國須賀川愛宕山碑 愛宕山 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2292 信仰祭礼 石造物 矢吹家墓碑 守谷舘 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2293 信仰祭礼 石造物 虚空蔵供養塔 前田川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2294 信仰祭礼 石造物 仲屋敷供養塔 前田川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2295 信仰祭礼 石造物 岡の内供養塔 前田川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2296 信仰祭礼 石造物 宮の前供養塔 前田川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2297 信仰祭礼 石造物 広町一尊供養塔 前田川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2298 信仰祭礼 石造物 前田川供養塔 前田川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2299 信仰祭礼 石造物 相会供養塔 浜尾 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2300 信仰祭礼 石造物 和田半地蔵 和田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2301 信仰祭礼 石造物 愛宕神社供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2302 信仰祭礼 石造物 一本松供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2303 信仰祭礼 石造物 熊野神社供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2304 信仰祭礼 石造物 山寺公園供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2305 信仰祭礼 石造物 山寺供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2306 信仰祭礼 石造物 山本供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2307 信仰祭礼 石造物 西川供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2308 信仰祭礼 石造物 西川三尊供養塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2309 信仰祭礼 石造物 西之内薬師塔 西川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2310 信仰祭礼 石造物 大桑原廿三夜塔 大桑原 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2311 信仰祭礼 石造物 袋田三尊供養塔 袋田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2312 信仰祭礼 石造物 越久一尊供養塔 越久 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2313 信仰祭礼 石造物 越久供養塔 越久 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2314 信仰祭礼 石造物 赤坂供養塔 越久 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2315 信仰祭礼 石造物 南田大仏 越久 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2316 信仰祭礼 石造物 梅田供養塔 越久 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2317 信仰祭礼 石造物 安積田供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2318 信仰祭礼 石造物 一里塚供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2319 信仰祭礼 石造物 下宿供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2320 信仰祭礼 石造物 下宿三尊供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2321 信仰祭礼 石造物 下宿上人坦供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2322 信仰祭礼 石造物 山の神供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2323 信仰祭礼 石造物 沼田家灯籠 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2324 信仰祭礼 石造物 森宿三尊供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2325 信仰祭礼 石造物 中新田供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2326 信仰祭礼 石造物 籾山供養塔 森宿 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2327 信仰祭礼 石造物 一本松供養塔 稲 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2328 信仰祭礼 石造物 稲村供養塔 稲 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2329 信仰祭礼 石造物 稲村三尊供養塔 稲 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2330 信仰祭礼 石造物 そね供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2331 信仰祭礼 石造物 一本柿供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2332 信仰祭礼 石造物 柿ノ草供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2333 信仰祭礼 石造物 摺臼内供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2334 信仰祭礼 石造物 大夫房供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2335 信仰祭礼 石造物 仲作前供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2336 信仰祭礼 石造物 天ケ岡供養塔 小倉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2337 信仰祭礼 石造物 阿弥陀堂供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2338 信仰祭礼 石造物 塩田供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2339 信仰祭礼 石造物 塩田三尊供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2340 信仰祭礼 石造物 廻り山供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2341 信仰祭礼 石造物 金堀供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2342 信仰祭礼 石造物 広久保・東端供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2343 信仰祭礼 石造物 広久保供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2344 信仰祭礼 石造物 細久保供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2345 信仰祭礼 石造物 釈迦ノ入供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2346 信仰祭礼 石造物 小深田供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2347 信仰祭礼 石造物 西清水供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2348 信仰祭礼 石造物 地蔵田供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2349 信仰祭礼 石造物 中丸木供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2350 信仰祭礼 石造物 天ケ岡供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2351 信仰祭礼 石造物 八幡神社供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
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2352 信仰祭礼 石造物 飯塚供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2353 信仰祭礼 石造物 埋坪供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2354 信仰祭礼 石造物 木曾供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2355 信仰祭礼 石造物 矢柄城跡供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2356 信仰祭礼 石造物 立石供養塔 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2357 信仰祭礼 石造物 行人山田供養塔 堤 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2358 信仰祭礼 石造物 堤観音堂供養塔 堤 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2359 信仰祭礼 石造物 上江持供養塔 江持 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2360 信仰祭礼 石造物 西屋敷供養塔 江持 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2361 信仰祭礼 石造物 遠藤氏供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2362 信仰祭礼 石造物 関下一尊供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2363 信仰祭礼 石造物 関下供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2364 信仰祭礼 石造物 関下三尊供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2365 信仰祭礼 石造物 願成寺三尊供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2366 信仰祭礼 石造物 五輪山供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2367 信仰祭礼 石造物 行人坦供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2368 信仰祭礼 石造物 山陰供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2369 信仰祭礼 石造物 四方坦供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2370 信仰祭礼 石造物 守子坦供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2371 信仰祭礼 石造物 常林寺三尊供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2372 信仰祭礼 石造物 仁井田三尊供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2373 信仰祭礼 石造物 前田供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2374 信仰祭礼 石造物 桝井戸供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2375 信仰祭礼 石造物 明石田供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2376 信仰祭礼 石造物 和久供養塔 仁井田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2377 信仰祭礼 石造物 筑後塚一尊供養塔 滑川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2378 信仰祭礼 石造物 法光寺供養塔 滑川 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2379 信仰祭礼 石造物 舘ケ岡三尊供養塔 舘ヶ岡 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2380 信仰祭礼 石造物 来迎寺供養塔 舘ヶ岡 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2381 信仰祭礼 石造物 小作田供養塔 小作田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2382 信仰祭礼 石造物 雨田三尊供養塔 雨田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2383 信仰祭礼 石造物 地蔵前供養塔（鎌倉時代） 雨田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2384 信仰祭礼 石造物 地蔵前供養塔（年代不詳） 雨田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2385 信仰祭礼 石造物 中山供養塔 雨田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2386 信仰祭礼 石造物 長井供養塔 雨田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2387 信仰祭礼 石造物 小山田一尊供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2388 信仰祭礼 石造物 松山供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2389 信仰祭礼 石造物 早稲田供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2390 信仰祭礼 石造物 中島供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2391 信仰祭礼 石造物 中里供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2392 信仰祭礼 石造物 北ノ内供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2393 信仰祭礼 石造物 堀込供養塔 下小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2394 信仰祭礼 石造物 古寺山供養塔 上小山田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2395 信仰祭礼 石造物 木船城供養塔（鎌倉時代） 狸森 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2396 信仰祭礼 石造物 木船城供養塔（室町時代） 狸森 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2397 信仰祭礼 石造物 石仏五輪塔 勢至堂 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2398 信仰祭礼 石造物 シタミ山五輪塔 長沼 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2399 信仰祭礼 石造物 明神前供養塔 滝（長沼） 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2400 信仰祭礼 石造物 古館三尊仏 桙衝 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2401 信仰祭礼 石造物 新田五輪塔 桙衝 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2402 信仰祭礼 石造物 縁光寺供養塔 守屋 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2403 信仰祭礼 石造物 仲田六地蔵 守屋 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2404 信仰祭礼 石造物 町守屋供養塔 守屋 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2405 信仰祭礼 石造物 坪久保石仏 守屋 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2406 信仰祭礼 石造物 雪舟田五輪塔 今泉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2407 信仰祭礼 石造物 鼠内供養塔 今泉 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2408 信仰祭礼 石造物 石田六地蔵 柱田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2409 信仰祭礼 石造物 中地前供養塔 柱田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2410 信仰祭礼 石造物 南谷地前供養塔 柱田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2411 信仰祭礼 石造物 不動池供養塔 柱田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2412 信仰祭礼 石造物 平道内供養塔 柱田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2413 信仰祭礼 石造物 宿供養塔 大久保 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2414 信仰祭礼 石造物 池下石仏 矢沢 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
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2415 信仰祭礼 石造物 殿山六地蔵 深渡戸 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2416 信仰祭礼 石造物 関下の板碑 仁井田 歴史の道調査報告書　奥州道中
2417 信仰祭礼 石造物 磨崖仏 仁井田 歴史の道調査報告書　奥州道中
2418 信仰祭礼 石造物 前田川の板碑 前田川 歴史の道調査報告書　御斉所街道
2419 信仰祭礼 石造物 石造物群 古屋敷 福島県の中世城館跡（地名表）
2420 信仰祭礼 石造物 和田の大仏 和田 ふくしまの磨崖仏
2421 信仰祭礼 石造物 越久磨崖阿弥陀如来像 越久 ふくしまの磨崖仏
2422 信仰祭礼 石造物 御所の宮磨崖種子供養塔群 森宿 ふくしまの磨崖仏
2423 信仰祭礼 石造物 蛇石供養塔 稲 ふくしまの磨崖仏
2424 信仰祭礼 石造物 下江持磨崖仏 江持 ふくしまの磨崖仏
2425 信仰祭礼 石造物 舘ヶ岡磨崖仏 舘ヶ岡 ふくしまの磨崖仏
2426 信仰祭礼 石造物 四十壇の磨崖仏 舘ヶ岡 ふくしまの磨崖仏
2427 信仰祭礼 石造物 狸森新田の磨崖三十三観音 狸森 ふくしまの磨崖仏
2428 信仰祭礼 石造物 くぐり石磨崖仏 江花 ふくしまの磨崖仏
2429 信仰祭礼 石造物 三尊板碑 柱田 須賀川市ウェブサイトから引用
2430 信仰祭礼 石造物 三尊板碑 大久保 須賀川市ウェブサイトから引用
2431 信仰祭礼 社寺 諏訪大明神 諏訪町 須賀川城主二階堂氏の事跡
2432 信仰祭礼 社寺 普応寺 諏訪町 須賀川城主二階堂氏の事跡
2433 信仰祭礼 社寺 治部・民部・式部稲荷大明神 東町 須賀川城主二階堂氏の事跡
2434 信仰祭礼 社寺 羽黒山妙林寺 加治町 須賀川城主二階堂氏の事跡
2435 信仰祭礼 社寺 二階堂神社 宮先町 須賀川城主二階堂氏の事跡
2436 信仰祭礼 社寺 岩瀬八幡宮 岩崎 須賀川城主二階堂氏の事跡
2437 信仰祭礼 社寺 長禄寺 北町 須賀川城主二階堂氏の事跡
2438 信仰祭礼 社寺 姫宮大明神 和田 須賀川城主二階堂氏の事跡
2439 信仰祭礼 社寺 春日大明神（岩渕神社） 岩渕 須賀川城主二階堂氏の事跡
2440 信仰祭礼 社寺 鎌足大明神・御霊大明神 仁井田 須賀川城主二階堂氏の事跡
2441 信仰祭礼 社寺 白山寺観音堂 上小山田 須賀川城主二階堂氏の事跡
2442 信仰祭礼 社寺 光風堂釈迦如来像（勢至堂蔵） 勢至堂 長沼町の文化財
2443 信仰祭礼 社寺 勢至堂 勢至堂 長沼町の文化財
2444 信仰祭礼 社寺 地蔵尊像（勢至堂蔵） 勢至堂 長沼町の文化財
2445 信仰祭礼 社寺 観音像（安養寺蔵） 江花 長沼町の文化財
2446 信仰祭礼 社寺 江花地蔵尊像（一八番札所）（安養寺地蔵堂蔵） 江花 長沼町の文化財
2447 信仰祭礼 社寺 子安観音像（大日堂蔵） 江花 長沼町の文化財
2448 信仰祭礼 社寺 不動尊像（安養寺蔵） 江花 長沼町の文化財
2449 信仰祭礼 社寺 阿弥陀如来像（永泉寺蔵） 長沼 長沼町の文化財
2450 信仰祭礼 社寺 阿弥陀如来像（本念寺蔵） 長沼 長沼町の文化財
2451 信仰祭礼 社寺 観音像（永泉寺蔵） 長沼 長沼町の文化財
2452 信仰祭礼 社寺 子安観音像（永泉寺蔵） 長沼 長沼町の文化財
2453 信仰祭礼 社寺 十三仏像 長沼 長沼町の文化財
2454 信仰祭礼 社寺 達磨像（永泉寺蔵） 長沼 長沼町の文化財
2455 信仰祭礼 社寺 地蔵尊（永泉寺蔵） 長沼 長沼町の文化財
2456 信仰祭礼 社寺 滝不動尊像 滝（長沼） 長沼町の文化財
2457 信仰祭礼 社寺 光福寺涅槃図絵 志茂 長沼町の文化財
2458 信仰祭礼 社寺 大日如来像（中島大日堂蔵） 志茂 長沼町の文化財
2459 信仰祭礼 社寺 薬師如来像志（志茂薬師堂蔵） 志茂 長沼町の文化財
2460 信仰祭礼 社寺 阿弥陀如来像（虚空蔵堂蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2461 信仰祭礼 社寺 絵馬（桙衝神社蔵）（慶安元（1648）年） 桙衝 長沼町の文化財
2462 信仰祭礼 社寺 絵馬（桙衝神社蔵）（年代不詳） 桙衝 長沼町の文化財
2463 信仰祭礼 社寺 荒鹿山 長楽寺掛額（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2464 信仰祭礼 社寺 榊原忠次の祈念祝詞（桙衝神社蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2465 信仰祭礼 社寺 十一面観音（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2466 信仰祭礼 社寺 大日如来像（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2467 信仰祭礼 社寺 地蔵尊（17 番札所）（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2468 信仰祭礼 社寺 長楽寺掛額（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財

2469 信仰祭礼 社寺 日照田観音像・安藤観音像・
子安観音像（新田観音堂蔵） 桙衝 長沼町の文化財

2470 信仰祭礼 社寺 盤（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2471 信仰祭礼 社寺 不動尊木像　立像厨子入（福一万虚空蔵堂蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2472 信仰祭礼 社寺 福一万虚空蔵堂 桙衝 長沼町の文化財
2473 信仰祭礼 社寺 両界曼荼羅図（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2474 信仰祭礼 社寺 桙衝神社 桙衝 長沼町の文化財
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2475 信仰祭礼 社寺 桙衝神社掛額（桙衝神社蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2476 信仰祭礼 社寺 涅槃図絵（長楽寺蔵） 桙衝 長沼町の文化財
2477 信仰祭礼 社寺 阿弥陀如来像（長寧寺蔵） 矢田野 長沼町の文化財
2478 信仰祭礼 社寺 子安観音像（長寧寺蔵） 矢田野 長沼町の文化財
2479 信仰祭礼 社寺 橋本家の仏像 木之崎 長沼町の文化財
2480 信仰祭礼 社寺 子育観音像（泉福寺蔵） 木之崎 長沼町の文化財
2481 信仰祭礼 社寺 大日如来像（泉福寺蔵） 木之崎 長沼町の文化財

2482 信仰祭礼 社寺 地蔵尊像および泣虫地蔵尊像 
（2 番札所）（北地作） 木之崎 長沼町の文化財

2483 信仰祭礼 社寺 不動尊像（泉福寺蔵） 木之崎 長沼町の文化財
2484 信仰祭礼 社寺 横田山額および地蔵堂額（護真寺蔵） 横田 長沼町の文化財
2485 信仰祭礼 社寺 横田地蔵尊像（3 番札所）（護真寺地蔵堂蔵） 横田 長沼町の文化財
2486 信仰祭礼 社寺 護真寺本堂 横田 長沼町の文化財
2487 信仰祭礼 社寺 大日如来像（護真寺蔵） 横田 長沼町の文化財
2488 信仰祭礼 社寺 不動堂額（護真寺蔵） 横田 長沼町の文化財
2489 信仰祭礼 社寺 不動明王尊軸（護真寺蔵） 横田 長沼町の文化財
2490 信仰祭礼 社寺 親鸞上人御絵図 長沼 長沼町の伝説
2491 信仰祭礼 社寺 桙衝神社絵馬　繋ぎ駒 長沼 長沼町の伝説
2492 信仰祭礼 社寺 桙衝神社神楽殿 桙衝 長沼町の伝説
2493 信仰祭礼 社寺 桙衝神社随神門 桙衝 長沼町の伝説
2494 信仰祭礼 社寺 桙衝神社拝殿 桙衝 長沼町の伝説
2495 信仰祭礼 社寺 護真寺不動尊画像 横田 長沼町の伝説
2496 信仰祭礼 社寺 守屋神社 守屋 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2497 信仰祭礼 社寺 西蔵寺 守屋 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2498 信仰祭礼 社寺 白方神社 今泉 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2499 信仰祭礼 社寺 神明神社 柱田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2500 信仰祭礼 社寺 柱田神社 柱田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2501 信仰祭礼 社寺 熊野神社本殿 梅田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2502 信仰祭礼 社寺 長命寺 梅田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2503 信仰祭礼 社寺 石沼神社 滝（岩瀬） 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2504 信仰祭礼 社寺 金刀比羅神社 大久保 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2505 信仰祭礼 社寺 鹿島神社 大久保 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2506 信仰祭礼 社寺 八雲神社 矢沢 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2507 信仰祭礼 社寺 矢沢神社 矢沢 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2508 信仰祭礼 社寺 愛宕神社 畑田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2509 信仰祭礼 社寺 長命寺 畑田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2510 信仰祭礼 社寺 白山比売神社 畑田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2511 信仰祭礼 社寺 横宮神社 北横田 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2512 信仰祭礼 社寺 鹿島神社 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2513 信仰祭礼 社寺 諏訪神社 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 1 篇　郷土の社寺
2514 信仰祭礼 社寺 九条金欄袈裟 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2515 信仰祭礼 社寺 釈迦涅槃像掛軸 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2516 信仰祭礼 社寺 仏画　三幅対 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2517 信仰祭礼 社寺 仏画 狩野永徳筆 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2518 信仰祭礼 社寺 仏画 上妻家守り本尊 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2519 信仰祭礼 社寺 日向観音堂鰐口 守屋 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2520 信仰祭礼 社寺 永禄寺薬師堂鰐口 今泉 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2521 信仰祭礼 社寺 廻り地蔵の厨子 矢沢 岩瀬村二十年史－岩瀬村発足二十年記念－
2522 信仰祭礼 社寺 観音堂 守屋 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2523 信仰祭礼 社寺 源田原の観音様 守屋 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2524 信仰祭礼 社寺 竹城内の権現様 守屋 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2525 信仰祭礼 社寺 観音堂 今泉 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2526 信仰祭礼 社寺 今泉西作田の弘法さま 今泉 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2527 信仰祭礼 社寺 新田の毘沙門堂 今泉 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2528 信仰祭礼 社寺 上柱田神社 柱田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2529 信仰祭礼 社寺 長命寺の観音様 梅田 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2530 信仰祭礼 社寺 いしいぼ観音 大久保 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2531 信仰祭礼 社寺 腹子地蔵堂 大久保 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2532 信仰祭礼 社寺 観音様（聖観音） 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2533 信仰祭礼 社寺 地蔵堂 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2534 信仰祭礼 社寺 薬師堂 矢沢 訪れて見ませんか　岩瀬村の名所と古蹟案内
2535 信仰祭礼 社寺 仁王像 横田 岩瀬村の文化財
2536 信仰祭礼 社寺 熊野神社 守屋 岩瀬村の文化財
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2537 信仰祭礼 社寺 蚕養神社 守屋 岩瀬村の文化財
2538 信仰祭礼 社寺 上寺山観音堂 守屋 岩瀬村の文化財
2539 信仰祭礼 社寺 地蔵堂 守屋 岩瀬村の文化財
2540 信仰祭礼 社寺 満願寺 守屋 岩瀬村の文化財
2541 信仰祭礼 社寺 木造不動明王像（西蔵寺蔵） 守屋 岩瀬村の文化財
2542 信仰祭礼 社寺 今泉観音堂 今泉 岩瀬村の文化財
2543 信仰祭礼 社寺 愛宕神社 今泉 岩瀬村の文化財
2544 信仰祭礼 社寺 永禄寺 今泉 岩瀬村の文化財
2545 信仰祭礼 社寺 永禄寺薬師堂 今泉 岩瀬村の文化財
2546 信仰祭礼 社寺 縁切り様 今泉 岩瀬村の文化財
2547 信仰祭礼 社寺 小智稲荷 今泉 岩瀬村の文化財
2548 信仰祭礼 社寺 太子堂 今泉 岩瀬村の文化財
2549 信仰祭礼 社寺 毘沙門堂 今泉 岩瀬村の文化財
2550 信仰祭礼 社寺 観音堂 柱田 岩瀬村の文化財
2551 信仰祭礼 社寺 吉成家秘仏（本尊 : 阿弥陀如来） 柱田 岩瀬村の文化財
2552 信仰祭礼 社寺 高崎観音堂 柱田 岩瀬村の文化財
2553 信仰祭礼 社寺 照光寺 柱田 岩瀬村の文化財
2554 信仰祭礼 社寺 六角地蔵堂 柱田 岩瀬村の文化財
2555 信仰祭礼 社寺 観音堂 梅田 岩瀬村の文化財
2556 信仰祭礼 社寺 七つ石観音堂 梅田 岩瀬村の文化財
2557 信仰祭礼 社寺 愛宕神社 滝（岩瀬） 岩瀬村の文化財
2558 信仰祭礼 社寺 大久堂 滝（岩瀬） 岩瀬村の文化財
2559 信仰祭礼 社寺 瑞巌寺 大久保 岩瀬村の文化財
2560 信仰祭礼 社寺 根渡神社（にわとり権現） 矢沢 岩瀬村の文化財
2561 信仰祭礼 社寺 聖天堂 矢沢 岩瀬村の文化財
2562 信仰祭礼 社寺 葬頭河婆（奪衣婆）（聖天堂蔵） 矢沢 岩瀬村の文化財
2563 信仰祭礼 社寺 白山寺 矢沢 岩瀬村の文化財
2564 信仰祭礼 社寺 瘡守稲荷神社 矢沢 岩瀬村の文化財
2565 信仰祭礼 社寺 熊野神社 北横田 岩瀬村の文化財
2566 信仰祭礼 社寺 木造虚空蔵 北横田 岩瀬村の文化財
2567 信仰祭礼 社寺 木造子安観音像 北横田 岩瀬村の文化財
2568 信仰祭礼 社寺 木造不動明王像 北横田 岩瀬村の文化財
2569 信仰祭礼 社寺 阿弥陀堂 深渡戸 岩瀬村の文化財
2570 信仰祭礼 社寺 稲荷神社 深渡戸 岩瀬村の文化財
2571 信仰祭礼 社寺 地蔵堂 深渡戸 岩瀬村の文化財
2572 信仰祭礼 社寺 薬師堂 深渡戸 岩瀬村の文化財
2573 信仰祭礼 社寺 稲荷神社 越久 越久誌
2574 信仰祭礼 社寺 子安観音堂 越久 越久誌
2575 信仰祭礼 社寺 春日稲荷神社 越久 越久誌
2576 信仰祭礼 社寺 神明神社 越久 越久誌
2577 信仰祭礼 社寺 東堂山 越久 越久誌
2578 信仰祭礼 社寺 妙養寺 越久 越久誌
2579 信仰祭礼 社寺 桙衝神社本殿附棟札 12 枚 長沼 桙衝神社祭祀遺跡発掘調査報告書
2580 信仰祭礼 社寺 華曼（正覚院宝蔵寺蔵） 塩田 福島県の石造文化財－文化財基礎調査報告書 2 －
2581 信仰祭礼 社寺 三ツ具足 大町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2582 信仰祭礼 社寺 鰐口（千日堂蔵） 千日堂 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2583 信仰祭礼 社寺 香炉 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2584 信仰祭礼 社寺 銅鏡（天下 - 藤原吉次） 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2585 信仰祭礼 社寺 銅鏡（天下 - 藤原金益） 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2586 信仰祭礼 社寺 八陵鏡 古屋敷 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2587 信仰祭礼 社寺 念仏鉦 東町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2588 信仰祭礼 社寺 銅鏡（米沢河沼村木食行永明上人） 加治町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2589 信仰祭礼 社寺 鰐口 加治町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2590 信仰祭礼 社寺 銅鏡（伊勢守藤原重貞） 池上町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2591 信仰祭礼 社寺 露仏 池上町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2592 信仰祭礼 社寺 鰐口（千用寺蔵） 諏訪町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2593 信仰祭礼 社寺 鰐口（要津院蔵） 諏訪町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2594 信仰祭礼 社寺 金剛五鈷杵 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2595 信仰祭礼 社寺 燭台（長禄寺蔵） 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2596 信仰祭礼 社寺 南蛮人燭台 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2597 信仰祭礼 社寺 日天鈴 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2598 信仰祭礼 社寺 風神文南蛮鉄銅羅 北町 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2599 信仰祭礼 社寺 銅鏡（鎌足神社蔵） 中宿 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
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2600 信仰祭礼 社寺 鰐口（長命寺子安観音堂蔵） 浜尾 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2601 信仰祭礼 社寺 銅鏡（金剛院蔵） 和田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2602 信仰祭礼 社寺 鰐口（金剛院蔵） 和田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2603 信仰祭礼 社寺 燭立 袋田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2604 信仰祭礼 社寺 銅鏡（藤原光長） 袋田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2605 信仰祭礼 社寺 鰐口 袋田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2606 信仰祭礼 社寺 鏧子（光明寺蔵） 岩渕 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2607 信仰祭礼 社寺 鰐口（甘露寺観音堂蔵） 小倉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2608 信仰祭礼 社寺 金剛盤（正覚院観音堂蔵） 塩田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2609 信仰祭礼 社寺 銅鏡（正覚院宝蔵寺蔵） 塩田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2610 信仰祭礼 社寺 鰐口（地蔵堂蔵） 仁井田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2611 信仰祭礼 社寺 鰐口（福寿寺蔵） 仁井田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2612 信仰祭礼 社寺 泣虫子（小絵馬）（不動堂蔵） 滑川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2613 信仰祭礼 社寺 蜜壇供（法光寺蔵） 滑川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2614 信仰祭礼 社寺 鰐口（不動堂蔵） 滑川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2615 信仰祭礼 社寺 鰐口（法光寺蔵） 滑川 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2616 信仰祭礼 社寺 蜜壇供（来迎寺蔵） 舘ヶ岡 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2617 信仰祭礼 社寺 伏鉦（金蔵寺蔵） 田中 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2618 信仰祭礼 社寺 鏧子（金蔵寺蔵） 田中 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2619 信仰祭礼 社寺 蜜壇供（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2620 信仰祭礼 社寺 蜜壇供（随光寺蔵） 上小山田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2621 信仰祭礼 社寺 鰐口（大宝院蔵） 大栗 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2622 信仰祭礼 社寺 鰐口（勢至堂蔵） 勢至堂 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2623 信仰祭礼 社寺 鰐口（馬頭観音堂蔵） 勢至堂 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2624 信仰祭礼 社寺 鰐口（安養寺地蔵堂蔵） 江花 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2625 信仰祭礼 社寺 鰐口（大日堂蔵） 江花 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2626 信仰祭礼 社寺 神輿（石背国造神社蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2627 信仰祭礼 社寺 銅鏡（石背国造神社蔵）（中世） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －

2628 信仰祭礼 社寺 銅鏡（石背国造神社蔵）（享
保 10（1725）年） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －

2629 信仰祭礼 社寺 銅鏡（石背国造神社蔵）（中世） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2630 信仰祭礼 社寺 銅鏡（石背国造神社蔵）（中世） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2631 信仰祭礼 社寺 磬子（永泉寺蔵） 長沼 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2632 信仰祭礼 社寺 鰐口（滝不動堂蔵） 滝（長沼） 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2633 信仰祭礼 社寺 鰐口（塩田観音堂蔵） 小中 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2634 信仰祭礼 社寺 神輿（桙衝神社蔵） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2635 信仰祭礼 社寺 双盤（虚空蔵堂蔵） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2636 信仰祭礼 社寺 銅鏡（虚空蔵堂蔵） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2637 信仰祭礼 社寺 銅鏡（人見和泉掾重次作） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2638 信仰祭礼 社寺 銅鏡（津田薩摩守藤原家里作） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2639 信仰祭礼 社寺 銅鏡（部落有） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2640 信仰祭礼 社寺 鰐口（虚空蔵堂蔵） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2641 信仰祭礼 社寺 磬（長楽寺蔵） 桙衝 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2642 信仰祭礼 社寺 神輿（八雲神社蔵） 木之崎 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2643 信仰祭礼 社寺 銅磐（部落有） 横田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2644 信仰祭礼 社寺 鰐口（護真寺蔵） 横田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2645 信仰祭礼 社寺 鰐口（護真寺蔵）（寛文 7（1667）年） 横田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2646 信仰祭礼 社寺 鰐口（護真寺蔵）（江戸時代） 横田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2647 信仰祭礼 社寺 磬子（護真寺蔵） 横田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2648 信仰祭礼 社寺 鰐口（地蔵堂） 守屋 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2649 信仰祭礼 社寺 鰐口（観音堂蔵） 今泉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2650 信仰祭礼 社寺 鰐口（観音堂蔵） 今泉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2651 信仰祭礼 社寺 鰐口（粉川市正作）（毘沙門堂蔵） 今泉 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2652 信仰祭礼 社寺 擬宝珠（神明神社蔵） 柱田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2653 信仰祭礼 社寺 持鈴（神明神社蔵） 柱田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2654 信仰祭礼 社寺 妙鉢（照光寺蔵） 柱田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2655 信仰祭礼 社寺 鏧子（照光寺蔵） 柱田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2656 信仰祭礼 社寺 擬宝珠（熊野神社蔵） 梅田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2657 信仰祭礼 社寺 鰐口（観音堂蔵） 梅田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2658 信仰祭礼 社寺 鰐口（長命寺蔵） 梅田 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2659 信仰祭礼 社寺 金剛杵（白山寺蔵） 矢沢 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2660 信仰祭礼 社寺 持鈴（白光寺蔵） 矢沢 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2661 信仰祭礼 社寺 蜜具（白山寺蔵） 矢沢 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
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2662 信仰祭礼 社寺 妙鉢（白山寺蔵） 矢沢 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2663 信仰祭礼 社寺 鏧子（白山寺蔵） 矢沢 福島県の金工品－文化財基礎調査報告書 3 －
2664 信仰祭礼 社寺 桙衝神社本殿 桙衝 福島県の建造物－文化財基礎調査報告書 4 －
2665 信仰祭礼 社寺 木造四天王立像 4 躯（常林寺蔵） 仁井田 福島県の彫刻－文化財基礎調査報告書 5 －
2666 信仰祭礼 社寺 木造聖観音菩薩坐像 1 躯（観音堂蔵） 上小山田 福島県の彫刻－文化財基礎調査報告書 5 －
2667 信仰祭礼 社寺 勢至堂馬頭観音像 勢至堂 福島県の彫刻－文化財基礎調査報告書 5 －

2668 信仰祭礼 社寺 神号額（道祖神）および樽興
の御図（神炊館神社蔵） 諏訪町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －

2669 信仰祭礼 社寺 神炊館神社、樽興の御図 諏訪町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2670 信仰祭礼 社寺 黒馬の図（押絵）（朝日稲荷神社蔵） 稲荷町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －

2671 信仰祭礼 社寺 六歌仙および和歌家紋額（朝日
稲荷神社蔵）（慶応 2（1866）年） 稲荷町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －

2672 信仰祭礼 社寺 六歌仙および和歌家紋額（朝日
稲荷神社蔵）（慶応 3（1867）年 稲荷町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －

2673 信仰祭礼 社寺 障子絵馬（清水不動堂蔵） 北町 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2674 信仰祭礼 社寺 牡丹の図（妙経寺蔵） 守谷舘 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2675 信仰祭礼 社寺 巴御前の図（天満神社蔵） 前田川 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2676 信仰祭礼 社寺 梅うぐいすの図（慶応 2（1866）年） 前田川 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2677 信仰祭礼 社寺 梅うぐいすの図（宝暦 4（1754）年） 前田川 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2678 信仰祭礼 社寺 からす天狗と義経（鹿島神社蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2679 信仰祭礼 社寺 しころ曵の図（鹿島神社蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2680 信仰祭礼 社寺 しようき（鹿島神社蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2681 信仰祭礼 社寺 花魁道中の図（子安観音堂蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2682 信仰祭礼 社寺 子安観音（子安観音堂蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2683 信仰祭礼 社寺 七福神唐子遊の図（鹿島神社蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2684 信仰祭礼 社寺 神功皇后の図（鹿島神社蔵） 浜尾 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2685 信仰祭礼 社寺 木引の図（姫宮神社蔵） 和田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2686 信仰祭礼 社寺 義経八艘飛（日枝神社蔵） 西川 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2687 信仰祭礼 社寺 曽我兄弟（日枝神社蔵） 西川 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2688 信仰祭礼 社寺 従社之麓望東南の図（神明神社蔵） 越久 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2689 信仰祭礼 社寺 群馬とたわむれる子供（馬頭観音堂蔵） 松塚 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2690 信仰祭礼 社寺 鞍馬山の牛若丸（鹿島神社蔵） 小倉 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2691 信仰祭礼 社寺 伊勢古市の図（鹿島神社蔵） 小倉 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2692 信仰祭礼 社寺 酒蚕童子（鹿島神社蔵） 小倉 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2693 信仰祭礼 社寺 鍾馗と鬼の碁打（鹿島神社蔵） 小倉 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2694 信仰祭礼 社寺 菅原道真の図（鹿島神社蔵） 小倉 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2695 信仰祭礼 社寺 つなぎ馬（観音堂蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2696 信仰祭礼 社寺 義経と弁慶（菅船神社蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2697 信仰祭礼 社寺 群馬（観音堂蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2698 信仰祭礼 社寺 算額（観音堂蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2699 信仰祭礼 社寺 算額（菅船神社蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2700 信仰祭礼 社寺 武者の絵（菅船神社蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2701 信仰祭礼 社寺 武者絵（観音堂蔵） 塩田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2702 信仰祭礼 社寺 義経弓流しの図（神明神社蔵） 堤 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2703 信仰祭礼 社寺 伊勢参宮の図（羽黒神社蔵） 江持 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2704 信仰祭礼 社寺 三重塔さいく絵馬（羽黒神社蔵） 江持 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2705 信仰祭礼 社寺 曽我の五郎（羽黒神社蔵） 江持 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2706 信仰祭礼 社寺 大江山の図（羽黒神社蔵） 江持 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2707 信仰祭礼 社寺 白旗神社・熊野神社、宇治川の先陣争い 仁井田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2708 信仰祭礼 社寺 勧進帳（鹿島神社蔵） 舘ヶ岡 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2709 信仰祭礼 社寺 義経と静御前（鹿島神社蔵） 舘ヶ岡 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2710 信仰祭礼 社寺 高砂の図（八幡神社蔵） 下小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2711 信仰祭礼 社寺 関羽と従者（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2712 信仰祭礼 社寺 鬼と武者絵（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2713 信仰祭礼 社寺 古寺山、征露軍士肖像 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2714 信仰祭礼 社寺 古寺山、太田道灌の図 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2715 信仰祭礼 社寺 山姥（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2716 信仰祭礼 社寺 常洲平瀉の図（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2717 信仰祭礼 社寺 巴御前の図（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2718 信仰祭礼 社寺 武者絵（古寺山白山寺蔵） 上小山田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2719 信仰祭礼 社寺 親子つなぎ馬（安楽寺蔵） 狸森 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2720 信仰祭礼 社寺 美人読書の絵（安楽寺蔵） 狸森 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2721 信仰祭礼 社寺 武者絵（八幡神社蔵） 狸森 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
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番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
2722 信仰祭礼 社寺 牛乗天神（天満宮蔵） 大栗 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2723 信仰祭礼 社寺 酒呑童子の図（天満宮蔵） 大栗 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2724 信仰祭礼 社寺 札所額（小絵馬）（安養寺地蔵堂蔵） 江花 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2725 信仰祭礼 社寺 俳句（滝不動堂） 滝（長沼） 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2726 信仰祭礼 社寺 花鳥の図（桙衝神社蔵） 桙衝 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2727 信仰祭礼 社寺 源平合戦の図（桙衝神社蔵） 桙衝 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2728 信仰祭礼 社寺 札所額（長楽寺蔵） 桙衝 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2729 信仰祭礼 社寺 神馬図（桙衝神社） 桙衝 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2730 信仰祭礼 社寺 彫刻（はんにゃ面）（桙衝神社蔵） 桙衝 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2731 信仰祭礼 社寺 俳句（桙衝神社蔵） 桙衝 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2732 信仰祭礼 社寺 川中島の戦（磐女神社蔵） 矢田野 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2733 信仰祭礼 社寺 木造阿弥陀如来坐像 1 躯（長寧寺蔵） 矢田野 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2734 信仰祭礼 社寺 矢田野八景 矢田野 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2735 信仰祭礼 社寺 神功皇后三韓征伐の図（護真寺地蔵堂蔵） 横田 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2736 信仰祭礼 社寺 神馬二頭の図（石沼八幡神社） 滝（岩瀬） 福島県の絵馬－文化財基礎調査報告書 7 －
2737 信仰祭礼 社寺 金徳寺 池上町 歴史の道調査報告書　奥州道中
2738 信仰祭礼 社寺 十念寺 池上町 歴史の道調査報告書　奥州道中
2739 信仰祭礼 社寺 神炊館神社 諏訪町 歴史の道調査報告書　奥州道中
2740 信仰祭礼 社寺 千用寺 諏訪町 歴史の道調査報告書　奥州道中
2741 信仰祭礼 社寺 朝日稲荷神社 稲荷町 歴史の道調査報告書　奥州道中
2742 信仰祭礼 社寺 鎌足神社 中宿 歴史の道調査報告書　奥州道中
2743 信仰祭礼 社寺 釈迦堂 中宿 歴史の道調査報告書　奥州道中
2744 信仰祭礼 社寺 須賀神社 妙見 歴史の道調査報告書　奥州道中
2745 信仰祭礼 社寺 顕国魂神社 森宿 歴史の道調査報告書　奥州道中
2746 信仰祭礼 社寺 宝来寺 森宿 歴史の道調査報告書　奥州道中
2747 信仰祭礼 社寺 仁井田八幡神社 仁井田 歴史の道調査報告書　奥州道中
2748 信仰祭礼 社寺 大聖不動明王堂 滑川 歴史の道調査報告書　奥州道中
2749 信仰祭礼 社寺 鹿島神社 浜尾 歴史の道調査報告書　御斉所街道
2750 信仰祭礼 社寺 金剛院 和田 歴史の道調査報告書　御斉所街道
2751 信仰祭礼 社寺 旧修験永山家 北町 福島県の山岳信仰
2752 信仰祭礼 社寺 堤鐘突堂 堤 福島県の中世城館跡（地名表）
2753 信仰祭礼 社寺 旧清水山行法寺大日如来像厨子 北町 須賀川市ウェブサイトから引用
2754 信仰祭礼 社寺 石背文庫 長沼 須賀川市ウェブサイトから引用

2755 信仰祭礼 社寺 桙 衝 新 田 子 安 観 音 堂 諸 像 
（木造子安観音像ほか３体） 桙衝 須賀川市ウェブサイトから引用

2756 信仰祭礼 社寺 木造宝冠釈迦如来坐像 横田 須賀川市ウェブサイトから引用
2757 信仰祭礼 社寺 六角堂の厨子 柱田 須賀川市ウェブサイトから引用
2758 生活 風習・風俗 ダンゴサシ 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2759 生活 風習・風俗 ハヨナワモジリ 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2760 生活 風習・風俗 三日正月 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2761 生活 風習・風俗 松迎い 古屋敷 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2762 生活 風習・風俗 油しめ叶五日 大黒町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2763 生活 風習・風俗 ダンゴサシ 北町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2764 生活 風習・風俗 油しめ叶五日 北町 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2765 生活 風習・風俗 ハヨナヨリ 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2766 生活 風習・風俗 ヤッコメッキ（焼き米搗） 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2767 生活 風習・風俗 三日正月 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2768 生活 風習・風俗 仕事始 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2769 生活 風習・風俗 餅つき 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2770 生活 風習・風俗 門松迎い 前田川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2771 生活 風習・風俗 はようぶち（早緒ぶち） 西川 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2772 生活 風習・風俗 出借りのついたち 袋田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2773 生活 風習・風俗 節分 袋田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2774 生活 風習・風俗 農の始め 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2775 生活 風習・風俗 農談会 泉田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2776 生活 風習・風俗 篭吊し 稲 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2777 生活 風習・風俗 カッカドリ 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2778 生活 風習・風俗 ダンゴさし 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2779 生活 風習・風俗 ハツウマ（初午） 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2780 生活 風習・風俗 ハツトラ（初寅） 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2781 生活 風習・風俗 ミナクチマリ 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2782 生活 風習・風俗 門松 小倉 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2783 生活 風習・風俗 えびす講 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
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番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
2784 生活 風習・風俗 三団子さし 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2785 生活 風習・風俗 はようぶも（縄もじり） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2786 生活 風習・風俗 山もうし 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2787 生活 風習・風俗 七夕（ねむた流し） 仁井田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2788 生活 風習・風俗 ダンゴサシ 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2789 生活 風習・風俗 トリヤボヤキ（鳥やぼ焼き） 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2790 生活 風習・風俗 ハヨウブチ 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2791 生活 風習・風俗 ヤクジンヨケ（厄神よけ） 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2792 生活 風習・風俗 ヤマイリハジメ（山人りはじめ） 上小山田 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2793 生活 風習・風俗 カドマツ（門松） 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2794 生活 風習・風俗 セチナットウ 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2795 生活 風習・風俗 セチ木 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2796 生活 風習・風俗 モチツキ 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2797 生活 風習・風俗 ヤツキマイリ（近津神社） 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2798 生活 風習・風俗 節分のマメ 大栗 民俗文化財調査資料Ⅲ　年中行事編
2799 生活 風習・風俗 どんど焼 江花 福島県の祭礼
2800 生活 風習・風俗 初午 桙衝 福島県の祭礼
2801 生活 風習・風俗 初酉 桙衝 福島県の祭礼
2802 生活 風習・風俗 虫送り 桙衝 福島県の祭礼
2803 生活 風習・風俗 稲虫送り 矢田野 福島県の祭礼
2804 生活 風習・風俗 ままたき祭り 江花 福島県の年中行事
2805 生活 風習・風俗 大師講 木之崎 福島県の年中行事
2806 生活 風習・風俗 堰上げ・堀さらい 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2807 生活 風習・風俗 刈上げ祭り・かりあげ 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2808 生活 風習・風俗 秋の彼岸 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2809 生活 風習・風俗 出替り朔日 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2810 生活 風習・風俗 正月 15 日 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2811 生活 風習・風俗 正月 16 日 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2812 生活 風習・風俗 大根の年取り 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2813 生活 風習・風俗 納豆ねせ 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2814 生活 風習・風俗 八日 旧長沼町全域 福島県の年中行事
2815 生活 風習・風俗 歳の神・ドントヤキ（ドント焼） 柱田 福島県の年中行事
2816 生活 風習・風俗 初正月 柱田 福島県の年中行事
2817 生活 風習・風俗 仏の正月・仏の年越し 柱田 福島県の年中行事
2818 生活 風習・風俗 こきあげ 畑田 福島県の年中行事
2819 生活 風習・風俗 出替りのついたち 畑田 福島県の年中行事
2820 生活 風習・風俗 納豆ねせ 畑田 福島県の年中行事
2821 生活 風習・風俗 餅つき 畑田 福島県の年中行事
2822 生活 風習・風俗 刈り上げ節句・刈りあげ 旧岩瀬村全域 福島県の年中行事
2823 生活 風習・風俗 迎え火 旧岩瀬村全域 福島県の年中行事
2824 生活 風習・風俗 虫追い祭り 旧岩瀬村全域 福島県の年中行事
2825 生活 風習・風俗 ヤマモウシ 小倉 福島県祭り・行事調査報告書
2826 生活 風習・風俗 三日正月 狸森 福島県祭り・行事調査報告書
2827 生活 風習・風俗 子安観音講 矢沢 福島県祭り・行事調査報告書
2828 生活 伝統産業 長沼焼 長沼 長沼町の文化財
2829 生活 伝統産業 長沼染 長沼 長沼町の文化財
2830 生活 伝統産業 長沼紡績所跡 長沼 長沼町の文化財
2831 生活 伝統産業 強土原焼窯跡（長沼焼） 江花 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2832 生活 伝統産業 佐藤窯跡（長沼焼） 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2833 生活 伝統産業 門前窯跡（長沼焼） 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2834 生活 伝統産業 矢部窯跡（長沼焼） 長沼 福島県埋蔵文化財包蔵地台帳
2835 生活 伝統産業 染織（注染、捺染、浸染） 南町 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－
2836 生活 伝統産業 陶芸（赤瓦） 南町 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－
2837 生活 伝統産業 染織（絵のぼり） 並木町 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－
2838 生活 伝統産業 染織（江戸小紋） 弘法坦 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－
2839 生活 伝統産業 手漉和紙 今泉 福島県の伝統工芸技術－文化財基礎調査報告書－
2840 生活 伝統産業 長沼焼「青木忠吉コレクション」 長沼 須賀川市ウェブサイトから引用
2841 生活 伝統産業 桒名家所蔵「長沼染め型紙」 長沼 須賀川市ウェブサイトから引用
2842 生活 商業施設 八木甚商店店舗（二次調査） 八幡町 福島県近代和風建築総合調査報告書「福島県の近代和風」
2843 生活 商業施設 大橋醤油店店舗　旧称 佐野屋（二次調査） 東町 福島県近代和風建築総合調査報告書「福島県の近代和風」
2844 生活 商業施設 石井家住宅 諏訪町 福島県近代和風建築総合調査報告書「福島県の近代和風」
2845 生活 公共施設 長沼町旧役場庁舎 長沼 長沼町の文化財
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番号 大分類 小分類 名称 所在地 出典・根拠
2846 その他 その他 小林久敬顕彰碑 諏訪町 越久誌
2847 その他 その他 大正天皇御即位記念碑 小中 道ばたの文化財（南小中編）
2848 その他 その他 岩瀬郡二十四ケ所地蔵尊和歌 桙衝 長沼町の文化財
2849 その他 その他 シヤグマ（三枝家の旗印） 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2850 その他 その他 宇都宮千住改 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2851 その他 その他 袖がらみ , 長 9 尺 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2852 その他 その他 明治天皇お召の箸 今泉 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2853 その他 その他 印章一対 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2854 その他 その他 山ノ内家藩印 梅田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2855 その他 その他 ひょうたんより駒 角田磐谷 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2856 その他 その他 フィリッピンの民芸品 15 種 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2857 その他 その他 外国貨幣 51 種 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2858 その他 その他 各国通貨 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2859 その他 その他 胸当 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2860 その他 その他 古銭 三分金 3 枚、一朱銀 2 枚外 14 点 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2861 その他 その他 古銭新旧貨幣 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2862 その他 その他 児戯 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2863 その他 その他 鹿角 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2864 その他 その他 床置石 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2865 その他 その他 床置物 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2866 その他 その他 陣笠 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2867 その他 その他 陣笠・胴 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2868 その他 その他 炭入れカンピョウ細工 大久保 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2869 その他 その他 ソロバン（百年前のもの） 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2870 その他 その他 古銭 明治・大正・昭和 206 種 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2871 その他 その他 鹿の角 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2872 その他 その他 床置物ホテイ 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2873 その他 その他 竹工品 柱掛五種 自作 矢沢 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2874 その他 その他 ドンス 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2875 その他 その他 ドンス鞍掛山 軍配 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2876 その他 その他 ドンス実取川 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2877 その他 その他 古銭 紙幣 19 枚 硬貨 75 個 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2878 その他 その他 父源十着用の軍服 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2879 その他 その他 幽谷 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2880 その他 その他 ドンス伊ケ盛 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2881 その他 その他 火縄銃二丁 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2882 その他 その他 消火器 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

2883 その他 その他 盃 徳川家代官今泉城主三枝能登
守より上妻家祖先の拝領せしもの 北横田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑

2884 その他 その他 ドンス　先代岩瀬山に贈られたもの 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2885 その他 その他 外国通貨 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2886 その他 その他 軽便消火ポンプ 深渡戸 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
2887 その他 その他 絵符 今泉 岩瀬村の文化財
2888 その他 その他 旗指物 柱田 岩瀬村の文化財
2889 その他 その他 陣笠 柱田 岩瀬村の文化財
2890 その他 その他 通行手形 柱田 岩瀬村の文化財
2891 その他 その他 幽谷 畑田 岩瀬村郷土誌第 9 篇　岩瀬村古美術品名鑑
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No. 大分類 小分類 名称 所在地
61 信仰祭礼 祭り・伝統行事 盆踊り 大東
62 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り 下小山田
63 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り（第一小、町内） 大黒町
64 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り（袋田の神社） 仁井田
65 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雨田豊年盆踊り大会 雨田
66 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神炊館神社の祭り 諏訪町
67 信仰祭礼 石造物 和田大仏 和田
68 信仰祭礼 社寺 石背国造神社 長沼
69 信仰祭礼 社寺 鹿島神社 深渡戸
70 信仰祭礼 社寺 神炊館神社 諏訪町
71 信仰祭礼 社寺 十念寺 池上町
72 信仰祭礼 社寺 神社（大森小） 狸森
73 信仰祭礼 社寺 神社（小塩江小） 塩田
74 信仰祭礼 社寺 神社（白江小） 大久保
75 信仰祭礼 社寺 神社（第二小） 弘法坦
76 信仰祭礼 社寺 神社（長沼東小） 桙衝
77 信仰祭礼 社寺 真光寺 下小山田
78 信仰祭礼 社寺 神明神社 越久
79 信仰祭礼 社寺 諏訪神社 日照田
80 信仰祭礼 社寺 滑川神社 宮の杜
81 信仰祭礼 社寺 二階堂神社 宮先町
82 信仰祭礼 社寺 白山寺 矢沢
83 信仰祭礼 社寺 桙衝神社 桙衝
84 信仰祭礼 社寺 矢澤神社 矢沢
85 信仰祭礼 社寺 八幡神社 稲田
86 信仰祭礼 社寺 宗徳寺 狸森
87 信仰祭礼 社寺 菅船神社 塩田
88 信仰祭礼 社寺 赤城寺 稲
89 信仰祭礼 社寺 蟇目鹿島神社 小倉
90 生活 食 かっぱ麺 ―
91 生活 食 きゅうり ―
92 生活 食 果物 ―
93 生活 食 米 ―
94 生活 食 豆腐 ―
95 生活 食 ビワ ―
96 生活 食 もも ―
97 生活 食 野菜 ―
98 生活 イベント 秋祭り あおば町
99 生活 イベント いわせ悠久まつり 今泉
100 生活 イベント 釈迦堂川花火大会 中曽根
101 生活 イベント 町民運動会 長沼
102 生活 イベント 長沼祭り 長沼
103 生活 イベント 夏祭り 宮の杜
104 生活 イベント 花火大会（公民館） 白方
105 生活 イベント 盆踊り（ふれあいパーク） 小作田
106 生活 イベント 祭り（大東フェスティバル） 小作田
107 生活 イベント 祭り（区民祭） 西袋
108 生活 イベント 祭り（公園） 稲田
109 生活 イベント 祭り（サマーフェスタ） 仁井田
110 生活 イベント 祭り（ニュータウン） 白江
111 生活 イベント 祭り（ビック） 古河
112 生活 イベント 祭り（福島空港） 田中
113 生活 イベント 祭り（集会所） 保土原
114 生活 イベント 釈迦堂川の鯉のぼり 牛袋町
115 生活 商業施設 DCM ホーマック須賀川店 森宿
116 生活 商業施設 あじみ食堂 山寺道
117 生活 商業施設 イオンタウン須賀川 古河
118 生活 商業施設 おとぎの宿 米屋 岩渕
119 生活 商業施設 久保木商店 大栗
120 生活 商業施設 ゲオ須賀川店 稲荷町
121 生活 商業施設 幸楽苑（ラーメン） 西川町
122 生活 商業施設 こどものいえ（おもちゃ屋） 南上町
123 生活 商業施設 サーティーワンアイスクリーム 古河
124 生活 商業施設 鈴木商店（駄菓子屋） 森宿

No. 大分類 小分類 名称 所在地
1 人物 先人・偉人 円谷英二 中町
2 人物 先人・偉人 円谷幸吉 牛袋町
3 人物 先人・偉人 円谷幸吉メモリアルホール 牛袋町
4 人物 先人・偉人 円谷幸吉メモリアルマラソン 牛袋町
5 人物 先人・偉人 ディーン・フジオカ ―
6 人物 先人・偉人 芭蕉記念館 本町
7 人物 先人・偉人 松尾芭蕉 本町
8 芸術文化 民話・伝説 七ツ石 梅田
9 芸術文化 民話・伝説 宮の杜公園の天狗の足跡 宮の杜
10 芸術文化 民話・伝説 宗徳寺のたぬき 狸森
11 芸術文化 特撮 ウルトラマン ―
12 芸術文化 特撮 ウルトラマン通り 松明通り
13 遺跡 古墳 蝦夷穴古墳 和田
14 遺跡 石背郡衙 米山寺公園 西川
15 遺跡 城跡 宇津峰 宇津峰
16 遺跡 城跡 柏木城 滑川
17 遺跡 城跡 木舟城 狸森
18 遺跡 城跡 長沼城 長沼
19 風土 名所・旧跡 大桑原つつじ園 大桑原
20 風土 名所・旧跡 須賀川牡丹園 牡丹園
21 風土 名所・旧跡 翠ヶ丘公園 愛宕山
22 風土 名所・旧跡 旭ケ岡公園 稲荷町
23 風土 風景 阿武隈川 ―
24 風土 風景 岩根川 ―
25 風土 風景 自然 ―
26 風土 風景 釈迦堂川 牛袋町
27 風土 風景 白山池 矢沢
28 風土 風景 初瀬川 ―
29 風土 風景 幻の大滝 梅田
30 風土 風景 緑 ―
31 風土 景観 オニヤンマの里 守屋
32 風土 景観 田んぼ ―
33 風土 景観 畑 ―
34 風土 動植物 あじさい（藤沼湖自然公園） 江花
35 風土 動植物 エミュー ―
36 風土 動植物 かえる・虫 ―
37 風土 動植物 カブトムシ ―
38 風土 動植物 クワガタ ―
39 風土 動植物 桜（稲田小） 岩渕
40 風土 動植物 桜（大森小） 狸森
41 風土 動植物 桜（白江小） 大久保
42 風土 動植物 桜（長沼東小） 桙衝
43 風土 動植物 ザリガニ ―
44 風土 動植物 トンボ ―
45 信仰祭礼 伝統芸能 大栗自奉楽 大栗
46 信仰祭礼 伝統芸能 獅子踊り 大森
47 信仰祭礼 伝統芸能 仁井田小田植え歌 仁井田
48 信仰祭礼 伝統芸能 古峯神社（太鼓） 南上町
49 信仰祭礼 伝統芸能 里守屋三匹獅子舞 守屋
50 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 朝日田
51 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 稲田
52 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り（白方神社） 今泉町
53 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 滑川
54 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 仁井田
55 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り（無量寺） 雨田
56 信仰祭礼 祭り・伝統行事 きうり天王祭 南町～大町
57 信仰祭礼 祭り・伝統行事 須賀川秋祭り 諏訪町
58 信仰祭礼 祭り・伝統行事 松明あかし 五老山
59 信仰祭礼 祭り・伝統行事 太郎石・次郎石（菅船神社） 塩田
60 信仰祭礼 祭り・伝統行事 桙衝神社の祭り 桙衝

小学生を対象とした意識調査による歴史・文化
資源一覧
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No. 大分類 小分類 名称 所在地
125 生活 商業施設 セブンイレブン ―
126 生活 商業施設 たらふく食堂 花岡
127 生活 商業施設 ツタヤ ―
128 生活 商業施設 ツルハドラッグ ―
129 生活 商業施設 つれづれ庵 桜岡
130 生活 商業施設 はたけんぼ 卸町
131 生活 商業施設 パンの木リアン 森宿
132 生活 商業施設 パン工房 かぎせい 上北町
133 生活 商業施設 ひばり温泉健康ランド 滑川
134 生活 商業施設 フレスポ須賀川グリーンモール 森宿
135 生活 商業施設 マクドナルド ―
136 生活 商業施設 ミニストップ ―
137 生活 商業施設 メガステージ須賀川 高久田境
138 生活 商業施設 ヨークベニマル ―
139 生活 商業施設 ローソン 和田池
140 生活 商業施設 安楽亭 ぼたん店 和田
141 生活 商業施設 関根円吉商店 狸森
142 生活 商業施設 森のともだち 塩田

143 生活 商業施設 水野スポーツセンター
（バッティングセンター） 東作

144 生活 商業施設 石窯ピザと手打ち蕎麦
の店 うっちゃんの倉庫 吉美根

145 生活 公共施設 青葉公園（あおば中央公園） あおば町
146 生活 公共施設 新屋敷公園 新町
147 生活 公共施設 岩瀬図書館 柱田
148 生活 公共施設 いわせ悠久の里 畑田
149 生活 公共施設 いわせ悠久の里温泉 畑田
150 生活 公共施設 影沼公園 大袋町
151 生活 公共施設 滑川東公園 宮の杜
152 生活 公共施設 学校ビオトープ（白方小） 今泉
153 生活 公共施設 きゅうりん館 松塚
154 生活 公共施設 公園（稲田小） 岩渕
155 生活 公共施設 公園（柏城小） 滑川
156 生活 公共施設 公園（白江小） 大久保
157 生活 公共施設 公園（第二小） 弘法坦
158 生活 公共施設 公園（長沼小） 長沼
159 生活 公共施設 公園（西袋一小） 日向町
160 生活 公共施設 稲田公民館 岩渕
161 生活 公共施設 大東公民館 小作田
162 生活 公共施設 小塩江公民館 塩田
163 生活 公共施設 松塚公民館 松塚
164 生活 公共施設 小作田公園 小作田
165 生活 公共施設 御膳田南公園 森宿
166 生活 公共施設 栄町公園 栄町
167 生活 公共施設 市役所 八幡町
168 生活 公共施設 小学校・幼稚園 ―
169 生活 公共施設 白石坂公園 森宿
170 生活 公共施設 須賀川市文化センター 牛袋町
171 生活 公共施設 須賀川駅 中山
172 生活 公共施設 体育館（西袋） 吉美根
173 生活 公共施設 茶屋池公園 森宿
174 生活 公共施設 塚田公園 塚田

175 生活 公共施設 スポーツ広場（グリー
ンヒルズ季の郷） 季の郷

176 生活 公共施設 西川中央公園 館取町
177 生活 公共施設 西公園 向陽町
178 生活 公共施設 西田公園 西田町
179 生活 公共施設 プール（白江小） 大久保
180 生活 公共施設 古い校舎（大森小） 狸森
181 生活 公共施設 牡丹台運動公園 牡丹園
182 生活 公共施設 松ヶ丘公園 和田
183 生活 公共施設 ムシテックワールド 虹の台
184 生活 公共施設 山寺池公園 北山寺
185 生活 公共施設 大和荘（避難場所） 大久保

No. 大分類 小分類 名称 所在地
186 生活 公共施設 和田池公園 朝日田
187 生活 公共施設 牡丹台水泳場 牡丹園
188 生活 公共施設 宮の杜公園 宮の杜
189 生活 公共施設 御膳田公園 森宿
190 生活 公共施設 須賀川アリーナ 牛袋町
191 生活 公共施設 須賀川市墓地公園 稲
192 生活 公共施設 大町よってけ広場 大町
193 生活 公共施設 池田記念病院 森宿
194 生活 公共施設 福島空港 田中
195 生活 公共施設 福島空港公園 田中
196 生活 公共施設 北横田公民館 北横田

197 その他 その他 （有）清野製作所（精
密機械部品加工） 守屋

198 その他 その他 「希望のうた」（作・
大黒摩季・NAOTO） ―

199 その他 その他 水郡線 ―
200 その他 その他 秘密基地（阿武隈小） 古舘
201 その他 その他 秘密基地（白方小） 今泉
202 その他 その他 秘密基地（西袋一小） 日向町

203 その他 その他 マイティスイミング
倶楽部須賀川 館取町

204 その他 その他 ヤマハ音楽教室 ―
205 その他 その他 吉美根ふじ園（無料開放） 吉美根

一般市民を対象とした意識調査による歴史・
文化資源一覧

No. 大分類 小分類 名称 所在地
1 人物 先人・偉人 ディーン・フジオカ ―
2 人物 先人・偉人 亜欧堂田善 諏訪町
3 人物 先人・偉人 円谷英二 中町
4 人物 先人・偉人 円谷幸吉 大町
5 人物 先人・偉人 可伸庵 本町
6 人物 先人・偉人 菊池章夫（元阿呆鳥） ―

7 人物 先人・偉人 金子明友（ヘルシン
キ五輪、体操） ―

8 人物 先人・偉人 松尾芭蕉 本町
9 人物 先人・偉人 須田 珙中（日本画家） 南町
10 人物 先人・偉人 相楽等躬 本町
11 人物 先人・偉人 二階堂氏 諏訪町
12 人物 先人・偉人 服部ケサ 本町
13 人物 先人・偉人 保土原江南斎の墓 保土原
14 人物 先人・偉人 門倉有希（歌手） ―
15 人物 先人・偉人 鈴木央（漫画家） ―
16 芸術文化 民話・伝説 七つ石 梅田
17 芸術文化 民話・伝説 仁井田三千石（紙芝居） 仁井田
18 芸術文化 民話・伝説 仙台四郎 ―
19 芸術文化 民話・伝説 狸の銅像 ―
20 芸術文化 民話・伝説 矢ノ目 ―
21 芸術文化 特撮 ウルトラマン ―
22 芸術文化 特撮 ウルトラマン通り 松明通り
23 芸術文化 文学（俳句ほか） 牡丹焚火 牡丹園
24 芸術文化 文学（俳句ほか） 市原多代女の碑 宮先町
25 芸術文化 文学（俳句ほか） 多代女句碑 池上町
26 芸術文化 文学（俳句ほか） 芭蕉祭り 本町
27 芸術文化 美術工芸 関下人形 仁井田
28 芸術文化 美術工芸 雛人形 池上町
29 遺跡 古墳 蝦夷穴古墳 和田
30 遺跡 古墳 市野関古墳 市野関
31 遺跡 古墳 大塚古墳 前田川
32 遺跡 古墳 団子山古墳 日照田
33 遺跡 石背郡衙 米山寺経塚 西川
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No. 大分類 小分類 名称 所在地
34 遺跡 集落跡等 舘ヶ岡　竪穴式住居 舘ヶ岡
35 遺跡 集落跡等 道谷坂遺跡 江花
36 遺跡 城跡 一夜舘 仁井田
37 遺跡 城跡 稲村御所 稲
38 遺跡 城跡 宇津峰 塩田
39 遺跡 城跡 猿池城 仁井田
40 遺跡 城跡 小中城 小中
41 遺跡 城跡 須賀川城 諏訪町
42 遺跡 城跡 二階堂家の荼毘場 八幡町
43 遺跡 城跡 二階堂家墓所 北町
44 遺跡 城跡 柏木城 滑川
45 遺跡 城跡 要害遺跡 古屋敷
46 宿場 宿場町・街道 旧街道 ―
47 宿場 宿場町・街道 結の辻 本町
48 宿場 宿場町・街道 商家町 ―
49 宿場 宿場町・街道 昔の奥州街道 ―
50 宿場 宿場町・街道 太閤道 勢至堂
51 風土 名所・旧跡 永泉寺のコウヨウザン 長沼
52 風土 名所・旧跡 永泉寺の桜 長沼
53 風土 名所・旧跡 釈迦堂川の桜 牛袋
54 風土 名所・旧跡 十念寺の桜 池上町
55 風土 名所・旧跡 須賀川牡丹園 牡丹園
56 風土 名所・旧跡 翠ヶ丘公園 愛宕山
57 風土 名所・旧跡 大桑原つつじ園 大桑原
58 風土 名所・旧跡 長沼城址の桜 長沼
59 風土 名所・旧跡 藤沼湖自然公園の桜 江花
60 風土 名所・旧跡 白山寺の大イチョウ 上小山田
61 風土 風景 阿武隈川 ―
62 風土 風景 乙字ヶ滝 前田川
63 風土 風景 蝦夷ヶ岳 狸森
64 風土 風景 幻の大滝 滝（岩瀬）
65 風土 風景 古寺山の杉並木 上小山田
66 風土 風景 自然 ―
67 風土 風景 七ツ池（貯水池） 仁井田
68 風土 風景 釈迦堂川 ―
69 風土 風景 銚子の滝 勢至堂
70 風土 風景 馬尾の滝 勢至堂
71 風土 風景 八流の滝 塩田
72 風土 風景 緑 ―
73 風土 風景 連打池 岩瀬
74 風土 風景 オニヤンマの里 守屋
75 風土 景観 松明通り 中町
76 風土 景観 田んぼ ―
77 風土 景観 イノシシ ―
78 風土 動植物 カモシカ ―
79 風土 動植物 しゃくなげ ―
80 風土 動植物 モリアオガエル 勢至堂
81 風土 動植物 花もも ―
82 風土 動植物 桜 仁井田
83 風土 動植物 桜 長沼
84 風土 動植物 桜並木 池上町
85 風土 動植物 笹原川の千本桜 守屋
86 風土 動植物 小倉川の桜並木 塩田
87 風土 動植物 翠ヶ丘公園の桜 愛宕山
88 風土 動植物 勢至堂の桜 勢至堂
89 風土 動植物 泉福寺の桜 木之崎
90 風土 動植物 中央公民館横のイチョウ 八幡町
91 風土 動植物 白山寺の根つながりのスギ 矢沢
92 風土 動植物 馬の背 ―
93 信仰祭礼 地形・地質 塩田太々神楽 塩田
94 信仰祭礼 伝統芸能 古寺山自奉楽 上小山田
95 信仰祭礼 伝統芸能 獅子舞 日照田
96 信仰祭礼 伝統芸能 小塩江夢太鼓 小塩江
97 信仰祭礼 伝統芸能 上小山田自奉楽 上小山田

No. 大分類 小分類 名称 所在地
98 信仰祭礼 伝統芸能 神楽太鼓 小塩江
99 信仰祭礼 伝統芸能 仁井田田植え踊り 仁井田
100 信仰祭礼 伝統芸能 自奉楽 上小山田ほか
101 信仰祭礼 伝統芸能 日照田の獅子舞 日照田
102 信仰祭礼 伝統芸能 里守屋三匹獅子舞 守屋
103 信仰祭礼 伝統芸能 桙衝神社太鼓獅子 桙衝
104 信仰祭礼 伝統芸能 きうり天王祭 南町～大町
105 信仰祭礼 祭り・伝統行事 こども神輿 下江持
106 信仰祭礼 祭り・伝統行事 こども神輿 岩渕

107 信仰祭礼 祭り・伝統行事 とれいぼう（どんど
焼き、薑地区） 狸森

108 信仰祭礼 祭り・伝統行事 宇津峰祭り 塩田
109 信仰祭礼 祭り・伝統行事 雨田豊年盆踊り大会 雨田
110 信仰祭礼 祭り・伝統行事 顕彰祭り（八幡様） 志茂
111 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り（4 丁目） 南町
112 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り 塩田
113 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り（古戸） 保土原
114 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り 今泉
115 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り 上柱田
116 信仰祭礼 祭り・伝統行事 祭り 仁井田
117 信仰祭礼 祭り・伝統行事 鹿島神社の祭り 小塩江
118 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 岩瀬
119 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 小倉
120 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 西袋
121 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 小作田
122 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 中町
123 信仰祭礼 祭り・伝統行事 秋祭り 和田道
124 信仰祭礼 祭り・伝統行事 小作田区納涼盆踊り大会 小作田
125 信仰祭礼 祭り・伝統行事 小倉みこし 小倉
126 信仰祭礼 祭り・伝統行事 松明あかし 五老山
127 信仰祭礼 祭り・伝統行事 神炊館神社の祭り 諏訪町
128 信仰祭礼 祭り・伝統行事 仁井田神社の祭り 仁井田
129 信仰祭礼 祭り・伝統行事 諏訪神社の祭り 諏訪町
130 信仰祭礼 祭り・伝統行事 須賀川秋祭り 諏訪町

131 信仰祭礼 祭り・伝統行事 菅船神社　太郎石・
次郎石持ち上げ大会 小塩江

132 信仰祭礼 祭り・伝統行事 石背国造神社の祭り 長沼
133 信仰祭礼 祭り・伝統行事 狸森の獅子舞 狸森
134 信仰祭礼 祭り・伝統行事 長沼盆踊り（甚句） 長沼
135 信仰祭礼 祭り・伝統行事 灯篭流し 牛袋町
136 信仰祭礼 祭り・伝統行事 八雲神社の祭 長沼
137 信仰祭礼 祭り・伝統行事 毘沙門天初寅大祭 諏訪町
138 信仰祭礼 祭り・伝統行事 盆踊り 和田
139 信仰祭礼 祭り・伝統行事 桙衝神社の祭り 桙衝
140 信仰祭礼 祭り・伝統行事 蟇目鹿島神社の祭り 小倉
141 信仰祭礼 祭り・伝統行事 舘ヶ岡磨崖仏 舘ヶ岡
142 信仰祭礼 石造物 岩崎山供養塔群 横田
143 信仰祭礼 石造物 十三夜塔 梅田
144 信仰祭礼 石造物 松塚 松塚
145 信仰祭礼 石造物 照光寺　六角地蔵 柱田
146 信仰祭礼 石造物 筆塚 加治町
147 信仰祭礼 石造物 磨崖仏 ―
148 信仰祭礼 石造物 和田大仏 和田
149 信仰祭礼 石造物 滑川神社 滑川
150 信仰祭礼 社寺 鎌足神社 中宿
151 信仰祭礼 社寺 岩渕神社 岩渕
152 信仰祭礼 社寺 古寺山白山寺 矢沢
153 信仰祭礼 社寺 古峰神社の祠 南上町
154 信仰祭礼 社寺 五老山　不動様 栗谷沢
155 信仰祭礼 社寺 子安観音堂（稲村御所） 稲
156 信仰祭礼 社寺 子安神社（赤城寺） 稲
157 信仰祭礼 社寺 宗吾分霊堂 大栗
158 信仰祭礼 社寺 十念寺 池上町
159 信仰祭礼 社寺 神炊館神社 諏訪町
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No. 大分類 小分類 名称 所在地
160 信仰祭礼 社寺 神武天皇を祀った社 小塩江
161 信仰祭礼 社寺 神明神社 柱田
162 信仰祭礼 社寺 須賀神社 妙見
163 信仰祭礼 社寺 菅船神社 塩田
164 信仰祭礼 社寺 赤城寺 稲
165 信仰祭礼 社寺 泉福寺 木之崎
166 信仰祭礼 社寺 藤沼神社 江花
167 信仰祭礼 社寺 二階堂神社 宮先町
168 信仰祭礼 社寺 白旗神社（関下） 小倉
169 信仰祭礼 社寺 八雲神社 木之崎
170 信仰祭礼 社寺 飯豊神社 小塩江
171 信仰祭礼 社寺 姫宮神社 和田
172 信仰祭礼 社寺 普応寺 諏訪町
173 信仰祭礼 社寺 保土原神社 保土原
174 信仰祭礼 社寺 保土原神社の狛犬 保土原
175 信仰祭礼 社寺 桙衝神社 桙衝
176 信仰祭礼 社寺 桙衝神社の繋ぎ駒 桙衝
177 信仰祭礼 社寺 蟇目鹿島神社 小倉
178 生活 社寺 いかにんじん ―
179 生活 食 いなむらパン 稲
180 生活 食 いんげん ―
181 生活 食 大槻菓子店の大福 小作田
182 生活 食 かっぱ麺 ―
183 生活 食 かみしめ（お菓子） 馬町
184 生活 食 きゅうり ―
185 生活 食 くまだぱん（くまたぱん本舗） 東町
186 生活 食 ソースかつ ―
187 生活 食 とうふもち ―
188 生活 食 とん汁 岩瀬
189 生活 食 なし ―

190 生活 食 ぶどう氷（須賀川・
鏡石の伝統菓子） ―

191 生活 食 もみじおろし ―
192 生活 食 もも ―
193 生活 食 りんご ―
194 生活 食 果物 ―
195 生活 食 乾麺 ―
196 生活 食 近江屋のまんじゅう 大町
197 生活 食 健康酢 ―
198 生活 食 鯉の料理 仁井田
199 生活 食 手打ちそば ―
200 生活 食 正月料理 長沼
201 生活 食 大どら焼、庄司菓子店 岩瀬森
202 生活 食 藤沼温泉のそば 江花
203 生活 食 米 ―
204 生活 食 味噌かんぷら ―
205 生活 食 味噌タンメン ―
206 生活 食 野菜 ―
207 生活 食 べっか 岩瀬
208 生活 風習・風俗 もちまき 雨田、狸森、大栗
209 生活 風習・風俗 廻り観音 志茂
210 生活 風習・風俗 三日正月 大東
211 生活 風習・風俗 地蔵様祭り 長沼
212 生活 風習・風俗 餅つき 仁井田
213 生活 風習・風俗 絵のぼり 並木町
214 生活 伝統産業 長沼焼 長沼
215 生活 イベント Rojima 本町ほか
216 生活 イベント いわせ悠久まつり 柱田
217 生活 イベント こども祭り 舘ヶ岡
218 生活 イベント こども祭り 仁井田
219 生活 イベント すかがわ国際短編映画祭 牛袋町
220 生活 イベント すかがわ産業フェスティバル 牛袋町
221 生活 イベント よさこい ―
222 生活 イベント ラバーバレーボール大会 牛袋町

No. 大分類 小分類 名称 所在地
223 生活 イベント 稲田地区の花火大会 稲田
224 生活 イベント 円谷幸吉メモリアルマラソン 牛袋町
225 生活 イベント 夏祭り 向陽町
226 生活 イベント 夏祭り 仁井田
227 生活 イベント 夏祭り 西袋
228 生活 イベント 夏祭り 大東
229 生活 イベント 花ももの祭り 大東
230 生活 イベント 花火大会 大東
231 生活 イベント 花見（釈迦堂川） 牛袋町
232 生活 イベント 花見（長沼城址） 長沼
233 生活 イベント 岩瀬地区文化祭 柱田
234 生活 イベント 古寺山あじさい祭り 上小山田
235 生活 イベント 公民館の行事 西の内町
236 生活 イベント 公民館の行事 小作田
237 生活 イベント いわせ悠久まつり 岩瀬
238 生活 イベント 祭り 大東
239 生活 イベント 祭り 和田
240 生活 イベント 祭り（文化センター） 牛袋町
241 生活 イベント 桜のスタンプラリー 長沼
242 生活 イベント 山野草展 牡丹園
243 生活 イベント 市民よさこい・盆おどり大会 中町ほか
244 生活 イベント 市民音楽祭 牛袋町
245 生活 イベント 釈迦堂川の鯉のぼり 牛袋町
246 生活 イベント 釈迦堂川の桜まつり 牛袋町
247 生活 イベント 釈迦堂川花火大会 中曽根
248 生活 イベント 小塩江地区文化祭 塩田
249 生活 イベント 新ソバ祭り 長沼
250 生活 イベント 親子わくわくタイム 西の内町
251 生活 イベント 仁井田地区すまいる音楽館 仁井田

252 生活 イベント すかがわ商店街・雛（ひゝ
な）の笑顔に会えるまち 宮先町ほか

253 生活 イベント 体育祭 雨田
254 生活 イベント 大東カップバレーボール大会 小作田
255 生活 イベント 大東フェスティバル 小作田
256 生活 イベント 大東公民館のイルミネーション 小作田
257 生活 イベント 大東公民館の子ども祭り 小作田
258 生活 イベント 大東公民館の農業祭 小作田
259 生活 イベント 町民運動会 小倉
260 生活 イベント 長沼まつり 長沼
261 生活 イベント 文化祭 仁井田
262 生活 イベント 文化祭 西の内町
263 生活 イベント 文化祭 小作田
264 生活 イベント 文化祭 和田
265 生活 イベント 盆踊り 小塩江
266 生活 イベント 盆踊り 仁井田
267 生活 イベント 盆踊り 大久保
268 生活 イベント 盆踊り 白江
269 生活 イベント いわせ悠久まつりの花火大会 柱田
270 生活 イベント かまや食堂 八幡町
271 生活 商業施設 かみしめ屋 馬町
272 生活 商業施設 すかがわキッズパーク（閉館） 茶畑町
273 生活 商業施設 はたけんぼ 卸町
274 生活 商業施設 ひばり温泉健康ランド 滑川

275 生活 商業施設 ベーカリー & ジェ
ラート 森のともだち 塩田

276 生活 商業施設 らーめん好房 小作田
277 生活 商業施設 鰻処なかざわ 東町
278 生活 商業施設 金町工房 長沼
279 生活 商業施設 手づくりパンの店べスパン 古屋敷
280 生活 商業施設 農産物直売所 大東
281 生活 商業施設 夢・菓子工房かめまん 西川
282 生活 商業施設 有限会社糸井火工 矢沢

283 生活 商業施設 CCGA 現代グラフィッ
クアートセンター 塩田
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284 生活 公共施設 いわせグリーン球場 畑田

285 生活 公共施設
いわせ多目的グラウ
ンド（愛称名：いわ
せ悠友スタジアム）

畑田

286 生活 公共施設 いわせ悠久の里 畑田
287 生活 公共施設 いわせ悠久の里温泉 畑田
288 生活 公共施設 ムシテックワールド 虹の台
289 生活 公共施設 旭ヶ岡公園 稲荷町
290 生活 公共施設 円谷幸吉メモリアルホール 牛袋町
291 生活 公共施設 岩瀬図書館 柱田
292 生活 公共施設 宮の杜公園 宮の杜

293 生活 公共施設 響きの森（プライ
ベートキャンプ場） 梅田

294 生活 公共施設 岩瀬公民館 柱田
295 生活 公共施設 西袋公民館 西の内町
296 生活 公共施設 山寺池公園 北山寺町
297 生活 公共施設 市民温泉 茶畑町
298 生活 公共施設 市役所 八幡町
299 生活 公共施設 市役所の展望台 八幡町

300 生活 公共施設 市役所新庁舎の 50m
シャッター 八幡町

301 生活 公共施設 七つ石公園 梅田
302 生活 公共施設 小中一貫校 岩渕
303 生活 公共施設 仁井田体育館 仁井田
304 生活 公共施設 須賀川アリーナ 牛袋町
305 生活 公共施設 須賀川市市民の森 塩田
306 生活 公共施設 須賀川市図書館 八幡町
307 生活 公共施設 須賀川市武道館 上北町
308 生活 公共施設 須賀川市文化センター 牛袋町
309 生活 公共施設 須賀川市民スポーツ広場 中曽根
310 生活 公共施設 須賀川市立博物館 池上町
311 生活 公共施設 地域包括ケアシステム ―
312 生活 公共施設 中央公民館 八幡町
313 生活 公共施設 藤沼温泉やまゆり荘 江花

314 生活 公共施設 藤沼湖自然公園 江花

315 生活 公共施設 芭蕉記念館 本町
316 生活 公共施設 浜田公園 浜尾
317 生活 公共施設 福島空港 田中
318 生活 公共施設 福島空港公園 田中
319 生活 公共施設 米山寺公園 西川
320 生活 公共施設 遊水池 ―
321 生活 公共施設 遊水池 浜尾
322 生活 公共施設 歴史民俗資料館 長沼
323 その他 その他 げんき会 小塩江

324 その他 その他 マスコットキャラク
ター「ボータン」 ―

325 その他 その他 もった稲いもん（稲田の
マスコットキャラクター） 稲田

326 その他 その他 やまなみ学校 仁井田
327 その他 その他 ラジオ体操 西袋
328 その他 その他 開拓 50 年の碑 東山

329 その他 その他 振武館（須賀川市剣
道スポーツ少年団） 上北町

330 その他 その他 須賀川市民歩こう会 ―
331 その他 その他 須賀川知る古会 ―
332 その他 その他 長持（歴史民俗資料館） 長沼
333 その他 その他 長沼町歌 長沼

334 その他 その他 特定非営利活動法人
チャチャ 21 ―
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■　小学生を対象とした調査結果について

小学生が挙げた歴史 ・ 文化資源

順位 資源名 回答数 
（件） 割合 順位 資源名 回答数 

（件） 割合

1 位 きうり天王祭 94 11.4% 15 位 須賀川アリーナ 15 1.8%
2 位 釈迦堂川花火大会 76 9.2% 17 位 ウルトラマン 10 1.2%
3 位 松明あかし 62 7.5% 17 位 円谷英二生家 10 1.2%
4 位 須賀川の牡丹園 52 6.3% 19 位 オニヤンマの里 9 1.1%
5 位 ウルトラマン通り 36 4.4% 19 位 長沼城址 9 1.1%
6 位 釈迦堂川 32 3.9% 19 位 桙衝神社 9 1.1%
7 位 長沼まつり 31 3.8% 22 位 宇津峰 7 0.9%
8 位 山寺池公園 27 3.3% 22 位 釈迦堂川の鯉のぼり 7 0.9%
8 位 翠ヶ丘公園 27 3.3% 22 位 大桑原つつじ園 7 0.9%

10 位 きゅうり 26 3.2% 25 位 いわせ悠久まつり 6 0.7%
11 位 福島空港公園 24 2.9% 25 位 きゅうりん館 6 0.7%
12 位 市役所 21 2.6% 25 位 幻の大滝 6 0.7%
13 位 ムシテックワールド 20 2.4% 25 位 須賀川駅 6 0.7%
14 位 宮の杜公園 16 1.9% 29 位 阿武隈川 5 0.6%
15 位 牡丹台運動公園 15 1.8% 29 位 円谷英二 5 0.6%

・小学生が「自慢したい」「大切にしたい」と考えている「重要なもの」は、「祭り・伝統行事」「イベント」「公共施設」

といった「身近なもの」や「行ったことがあるもの」が多い。

＜低学年にとって「重要なもの」＞

・身の回りのものが多い。

・多様であり分散している。

＜高学年にとって「重要なもの」＞

・低学年に比べ広域のものが多い。

・低学年に比べ歴史文化に関する回答が多い。

・「きうり天王祭」、「釈迦堂川花火大会」、「松明あかし」、「牡丹園」の４つに比較的集中している。

＜上位にあるものの所在地＞

・名称が特定できる「重要なもの」については、ほとんどの学校で、自校周辺と中心市街地周辺に所在するもの

に集中している。

・西袋一小、西袋二小、柏城小など中心市街地に近い学校では、学区外の「重要なもの」も多く挙げているが、そ

の内訳は隣接学区のものが多い。

＜校歌と大事にしたいものとの関連性＞

・校歌に出現する遺産と「重要なもの」についての関係性は明確ではない。

＜校外学習等と大事にしたいものとの関連性＞

・校外学習等で訪問している「ムシテックワールド」と回答との関連性は確認できるが、その他の「重要なもの」

については学校行事との関係性は明確ではない。

＜回答上位の「重要なもの」の分布範囲＞

・回答上位の「重要なもの」について、挙げた小学校の分布をみると、地元のみに評価されるものと、全市で広

資料編５　意識調査の概要
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く評価されるものに分かれる。

・全市で広く評価される「重要なもの」の多くは、中心市街地周辺の祭り・伝統行事である。

・狭い範囲で評価されている「重要なもの」の中には、「桙衝神社」、「宇津峰」、「須賀川の牡丹園」、「長沼城址」

など歴史文化に関わりの深いものが多い。

■　一般市民を対象とした調査結果について

一般市民が挙げた歴史 ・ 文化資源

順位 名　称 回答数 割合 順位 名　称 回答数 割合
1 位 松明あかし 327 37.9% 25 位 里守屋三匹獅子舞 12 1.4%
2 位 釈迦堂川花火大会 158 18.3% 26 位 円谷幸吉メモリアルマラソン 10 1.2%
3 位 須賀川の牡丹園 140 16.2% 26 位 舘ヶ岡磨崖仏 10 1.2%
4 位 ウルトラマン 95 11.0% 28 位 くまたパン 9 1.0%
5 位 きうり天王祭 67 7.8% 28 位 円谷英二 9 1.0%
6 位 翠ヶ丘公園 29 3.4% 28 位 岩瀬地区文化祭 9 1.0%
7 位 いわせ悠久まつり 27 3.1% 28 位 大東体育祭 9 1.0%
8 位 円谷幸吉 26 3.0% 32 位 かっぱ麺 8 0.9%
9 位 宇津峰 24 2.8% 32 位 古寺山あじさい祭り 8 0.9%

10 位 長沼まつり 22 2.5% 32 位 釈迦堂川 8 0.9%
11 位 悠久まつりの花火大会 21 2.4% 32 位 仁井田神社の秋祭り 8 0.9%
11 位 和田大仏 21 2.4% 32 位 長沼城址 8 0.9%
13 位 お雛様 20 2.3% 37 位 亜欧堂田善 7 0.8%
14 位 きゅうり 19 2.2% 38 位 ムシテックワールド 6 0.7%
14 位 釈迦堂川の桜 19 2.2% 38 位 釈迦堂川の鯉のぼり 6 0.7%

14 位 菅船神社　太郎石 ・ 次
郎石持ち上げ大会 19 2.2% 38 位 二階堂家 6 0.7%

17 位 仁井田田植え踊り 18 2.1% 38 位 福島空港公園 6 0.7%
18 位 Rojima 15 1.7% 42 位 いかにんじん 5 0.6%
18 位 乙字ヶ滝 15 1.7% 42 位 一夜舘 5 0.6%
18 位 人とのつながり 15 1.7% 42 位 大東フェスティバル 5 0.6%
18 位 大桑原つつじ園 15 1.7% 42 位 長沼城址の桜 5 0.6%
22 位 市役所 14 1.6% 42 位 八流の滝 5 0.6%
22 位 松尾芭蕉 14 1.6% 42 位 悠久の里 5 0.6%
22 位 藤沼湖 14 1.6% 42 位 大久保の盆踊り 5 0.6%

１）単純集計のまとめ

・「重要なもの」は、「松明あかし」「釈迦堂川花火大会」などをはじめ地域の祭りなど「祭り・伝統行事」に関す

るものが大変多い。

・指定文化財として「須賀川の牡丹園」、「宇津峰」、「和田大仏」、「仁井田の田植え踊り」、「舘ヶ岡磨崖仏」など

が挙げられているが、「須賀川の牡丹園」を除き、地域内の人が多くあげている。他地区では「重要なもの」と

してあげられていない。

・「重要なもの」への来訪頻度は、約半数の回答者が「よく行く」と回答。
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【単純集計からみえる 「重要なもの」 に対する市民意識】

「重要なもの」 の分類等 「重要なもの」 に対する市民意識

祭り ・ 伝統行事 幅広い地域で 「重要なもの」 として意識
されている

指定文化財 地元の地区のみで 「重要なもの」 として
意識されている。

２）年代別集計のまとめ

・全年代で、「祭り・伝統行事」に回答が集中しており、特に 10代と 40～ 50代での回答が多い。

・「きうり天王祭」は広く認知されており、特に若年層に浸透しつつあることが伺える。

・指定文化財の「舘ヶ岡磨崖仏」「長沼城址」「和田大仏」は 40代以上の回答が多い。

・「里守屋の三匹獅子舞」「仁井田田植え踊り」等の伝統芸能は、全年代から回答されており、特に 10代と 50～

60代での回答が多い。

・「名所・旧跡」「社寺」「石造物」は、高齢者の回答が多い。

【年代別集計からみえる 「重要なもの」 に対する市民意識】

年代 各年代で挙げられた 「重要な資源」 の種
別

全年代 「祭り ・ 伝統行事」

若年層 「祭り ・ 伝統行事」、 「イベント」、 「特撮」

高年層 「名所・旧跡」、 「風景」、 「石造物」、 「社
寺」 など

３）地区別集計のまとめ

・東公民館地区、西袋公民館地区、稲田公民館地区、小塩江公民館地区、仁井田公民館地区、大東公民館地区では、

地区外の「重要なもの」の回答が多い。

・中央公民館地区、長沼公民館地区、岩瀬公民館地区では地区内の「重要なもの」の回答が多い。

【地区別集計からみえる 「重要な資源」 に対する市民意識】

地区 各地区で挙げられた 「重要なもの」
東公民館地区、 西袋公民館地区、 稲
田公民館地区、 小塩江公民館地区、
仁井田公民館地区、 大東公民館地区

地区外の資源を 「重要なもの」 として多
く回答

中央公民館地区、 長沼公民館地区、
岩瀬公民館地区

地区内の資源を 「重要な資源」 として多
く回答
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