
さいたま市内指定・登録文化財一覧　

※ 所有者が、さいたま市内に在住の場合のみ記載

国指定文化財
No. 種別 種類 指定名称等 員数 現所在地 所有者、保存団体または保持団体 指定日
1 有形文化財 国宝・工芸 太刀　銘備前国長船住左兵衛尉景光　　作者進士三郎景政　嘉暦二二年己巳七月日 1口 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S29.3.20
2 有形文化財 国宝・工芸 短刀　銘 備州長船住景光　　元亨三年三月日 附小サ刀拵 1口 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S31.6.28
3 有形文化財 重要文化財・工芸 刀　無銘　伝助真 1口 大宮区高鼻町4－219 龍門寺　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S25.8.29
4 有形文化財 重要文化財・歴史 埼玉県行政文書 11,259点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） H21.7.10
5 民俗文化財 重要有形民俗文化財 北武蔵の農具 1,640点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S58.4.13

6 民俗文化財 重要無形民俗文化財 岩槻の古式土俵入り ＊＊＊
岩槻区大字釣上220　　 神明社
岩槻区大字笹久保810　篠岡八幡大神社

保存団体：釣上の子ども相撲土俵入り保存会
保存団体：笹久保の古式子ども土俵入り保存会

H17.2.21

7 記念物 特別天然紀念物 田島ケ原サクラソウ自生地　 ＊＊＊ 桜区大字田島他　 さいたま市 S27.3.29
8 記念物 史跡 真福寺貝塚 ＊＊＊ 岩槻区城南3丁目 さいたま市他 S50.7.19
9 記念物 史跡 見沼通船堀 ＊＊＊ 緑区大字大間木、下山口新田 見沼代用水土地改良区他 S57.7.3
10 記念物 天然記念物 与野の大カヤ　 1本 中央区鈴谷1083－1　 妙行寺 S7.7.25

県指定文化財
No. 指定種別 区分 指定名称等 員数 現所在地 所有者、保存団体または保持団体 指定日
1 有形文化財 建造物 内谷氷川神社本殿　 2棟 南区内谷2-2-17　 氷川社 S46.3.31
2 有形文化財 建造物 大牧氷川女体神社本殿　　付　寛永十三年棟札　一枚　　貞享元年棟札　一枚 1棟 緑区東浦和6丁目　 個人 S62.3.24
3 有形文化財 建造物 本太氷川神社旧本殿　　付　慶安三年護摩札　一枚 1棟 浦和区本太4－3－33 氷川神社 H7.3.17
4 有形文化財 建造物 氷川女體神社社殿　　付　寛文七年銘棟札　一枚 1棟 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 H19.3.16
5 有形文化財 建造物 中山神社旧本殿　 1棟 見沼区大字中川143　 中山神社 R2.2.21
6 有形文化財 絵画 月江正文和尚頂相　　 1幅 大宮区高鼻町4－219 普門院　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S31.11.1
7 有形文化財 絵画 絹本着色両界曼荼羅　　 2幅 北区吉野町1－36－2 清浄院 S33.3.20
8 有形文化財 絵画 氷川神社行幸絵巻　　付 原本一巻 下絵一巻 1巻 大宮区高鼻町1－407 氷川神社 S39.11.17
9 有形文化財 絵画 絹本着色両界曼荼羅　　 2面 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S53.3.28
10 有形文化財 絵画 絹本着色長江晴楼図　橋本雅邦筆 1幅 浦和区常盤9－30－1 埼玉県　（県立近代美術館） H3.3.15
11 有形文化財 絵画 紙本着色太平記絵巻　巻第一、二、六、七、十　 5巻 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H8.3.19
12 有形文化財 絵画 一の谷合戦図屏風　海北友雪筆 1双 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H8.3.19
13 有形文化財 絵画 紙本着色鯉亀図　葛飾北斎筆 1幅 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H20.3.14
14 有形文化財 絵画 紙本着色鳴鶏　小茂田青樹筆 1双 浦和区常盤9－30－1 埼玉県　（県立近代美術館） H25.3.12
15 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩立像　　 1躯 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S31.11.1
16 有形文化財 彫刻 木造大日如来坐像　　 1躯 桜区西堀2－6－17 医王寺 S39.3.27
17 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩坐像　　 1躯 大宮区高鼻町2－1－2 地蔵堂　（さいたま市立博物館寄託） S50.3.31
18 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来坐像　　 1躯 浦和区北浦和3-15-22　 廓信寺 S61.3.22
19 有形文化財 彫刻 円空作木造薬師如来立像　　 1躯 大宮区高鼻町4－219 正法院　（埼玉県立歴史と民俗の博物館貸出） H6.3.16
20 有形文化財 彫刻 円空作木造十二神将立像　　 12躯 大宮区高鼻町4－219 正法院　（埼玉県立歴史と民俗の博物館貸出） H6.3.16
21 有形文化財 工芸品 鋳銅懸仏　　 1面 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S36.3.1
22 有形文化財 工芸品 螺鈿鞍 1背 大宮区高鼻町4－219 久伊豆神社　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S37.3.10
23 有形文化財 工芸品 石燈籠 1基 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S37.3.10
24 有形文化財 工芸品 氷川女体神社神輿　　 1基 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S47.3.28
25 有形文化財 工芸品 三鱗文兵庫鎖太刀　　 1口 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S47.3.28
26 有形文化財 工芸品 椿文鎌倉彫笈　　 1背 大宮区高鼻町4－219 個人　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S47.3.28
27 有形文化財 工芸品 牡丹文瓶子　　 2口 東京都台東区上野公園13－9 氷川女體神社　（東京国立博物館寄託） S48.3.9
28 有形文化財 工芸品 銅製鍍金八角釣燈籠　　 1基 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S53.3.28
29 有形文化財 工芸品 縹糸威最上胴丸具足　　 1領 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S57.11.30
30 有形文化財 工芸品 源氏車紋鞍　　付　障泥一対　鐙一対　轡一口 1背 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S57.11.30
31 有形文化財 工芸品 藤枝太郎英義作　刀　　 1口 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S63.2.26
32 有形文化財 工芸品 道憲作十文字槍　　 1口 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S63.2.26
33 有形文化財 典籍 紙本墨書大般若波羅蜜多経　　付　経櫃　三口　　請箱　三十三口 539巻 緑区大字三室2458　 氷川女體神社　（さいたま市立浦和博物館寄託） S47.3.28
34 有形文化財 古文書 児玉南柯日記及び関係書類 53冊60点 浦和区高砂4－3－18 さいたま市　（埼玉県立文書館寄託） S31.11.1
35 有形文化財 古文書 法華寺文書 9点 浦和区高砂4－3－18 法華寺　（埼玉県立文書館寄託） S37.9.10
36 有形文化財 古文書 浄国寺日鑑 77冊 岩槻区加倉1－25－1 浄国寺 S46.5.7
37 有形文化財 古文書 玉蔵院文書　　 328通 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S47.3.28
38 有形文化財 古文書 清河寺文書　　 7点 浦和区高砂4－3－18 清河寺　（埼玉県立文書館寄託） S48.3.9
39 有形文化財 古文書 斎藤家中世文書 10点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） S57.3.23
40 有形文化財 古文書 安保文書　　 37点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） S57.11.30
41 有形文化財 古文書 金子家文書　　 41点 大宮区上小町　 個人 S59.3.27
42 有形文化財 古文書 赤堀文書　　 2点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） H8.3.19

令和4年4月1日現在



43 有形文化財 古文書 三戸文書　　 2点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） H8.3.19
44 有形文化財 古文書 平岩文書　　 2点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） H8.3.19
45 有形文化財 古文書 逸見家文書　　 11点 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） H9.3.18
46 有形文化財 古文書 栗橋関所日記及び関係資料 94点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） H15.3.18
47 有形文化財 考古資料 亀形土製品及び伴出遺物　　東北原遺跡第二号住居跡出土 一括 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） S62.3.24
48 有形文化財 考古資料 灰釉蔵骨器　八王子出土　　付 須恵器蓋 1口 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） S63.2.26
49 有形文化財 考古資料 白鍬遺跡出土須恵器壷　　付　土師器　二箇 1箇 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H4.3.11
50 有形文化財 考古資料 馬場小室山遺跡出土 土偶装飾土器・人面画土器　　 2点 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H10.3.17
51 有形文化財 歴史資料 本太氷川神社宮殿　　付　木鉾　二本　　案　一基 1基 浦和区本太4－3－33 氷川神社 S45.3.30
52 有形文化財 歴史資料 不動院文書　　 12点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） S57.11.30
53 有形文化財 歴史資料 小室家資料 7622点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館） H29.3.28
54 無形文化財 無形文化財 江戸木目込人形 ＊＊＊ 岩槻区本町5丁目 保持団体：岩槻江戸木目込人形技術保存会 H16.3.23
55 民俗文化財 有形民俗文化財 赤山渋生産用具及び渋小屋 99点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S62.3.24
56 民俗文化財 有形民俗文化財 岡田家芝居衣裳・用具 462点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H6.3.16
57 民俗文化財 有形民俗文化財 石山家芝居衣裳・用具及び芝居台本 291点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H6.3.16
58 民俗文化財 有形民俗文化財 中本家神楽師用具　　 294点 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） H11.3.19
59 民俗文化財 有形民俗文化財 中本家神楽師用具 257点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H11.3.19
60 民俗文化財 有形民俗文化財 押絵羽子板面相師関係資料 5,584点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H11.3.19
61 民俗文化財 有形民俗文化財 高梨家神楽師用具 427点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H12.3.17
62 民俗文化財 有形民俗文化財 江戸川の船大工用具と漁船 1,206点 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） H15.3.18
63 記念物 史跡 岩槻城跡 ＊＊＊ 岩槻区太田3－4ほか さいたま市　（岩槻城址公園） T14.3.31
64 記念物 史跡 一里塚 2基 岩槻区大字相野原 個人 S2.3.31
65 記念物 史跡 岩槻藩遷喬館 ＊＊＊ 岩槻区本町4－8－9 さいたま市 S14.3.31
66 記念物 史跡 大宮公園内遺跡　　付　出土品 ＊＊＊ 大宮区高鼻町4－219 埼玉県　（県立歴史と民俗の博物館） S31.11.1
67 記念物 史跡 方墳大塚古墳　 1基 西区宮前町　 個人 S33.3.20
68 記念物 史跡 大門宿本陣表門　 1基 緑区大字大門　 個人 S41.3.8
69 記念物 史跡 馬場小室山遺跡 ＊＊＊ 緑区三室2015,2016 さいたま市 H27.3.13
70 記念物 天然記念物 妙行寺のモクコク　 1本 中央区鈴谷4－15－2 妙行寺 S25.3.31
71 記念物 天然記念物 青葉園のフジ 3本 西区三橋5－934 青葉園 S28.3.26
72 記念物 天然記念物 清河寺の大ケヤキ　 1本 西区大字清河寺　 個人 S33.3.20
73 記念物 天然記念物 大久保の大ケヤキ 1本 桜区大字大久保領家433－4 日枝社 H6.3.16
74 記念物 旧跡 見性院の墓　 1基 緑区東浦和5－8－9 清泰寺 S36.9.1
75 記念物 旧跡 渋江鋳金遺跡 ＊＊＊ 岩槻区大字村国 ＊＊＊ S36.9.1
76 記念物 旧跡 寿能城跡 ＊＊＊ 大宮区寿能町2－155 さいたま市　（寿能公園） S37.10.1

市指定文化財
No. 指定種別 区分 指定名称等 員数 現所在地 所有者、保存団体または保持団体 指定日
1 有形文化財 建造物 岩槻城城門　黒門 1棟 岩槻区太田3－4ほか さいたま市　（岩槻公園） S33.2.21
2 有形文化財 建造物 吉祥寺山門　 1棟 緑区大字中尾1410　 吉祥寺 S33.3.31
3 有形文化財 建造物 大熊家表門（旧浦和宿本陣表門） 1棟 緑区大字大間木　 個人 S34.3.31
4 有形文化財 建造物 洞雲寺の山門 1棟 岩槻区加倉4－21－1 洞雲寺 S37.9.10
5 有形文化財 建造物 太田窪氷川神社本殿 1棟 南区大字太田窪2767　 氷川神社 S44.10.14

6 有形文化財 建造物 大間木氷川神社本殿　　付　護摩札　一枚　寛文元年辛丑十月吉日の記があるもの　　棟札　
一枚　寛文七年造立の銘がある　　掲額一面　享保十五年の銘がある

1棟 緑区東浦和5－20－1 氷川神社 S47.4.19

7 有形文化財 建造物 玉蔵院地蔵堂　　付　一、棟札　嘉永三年修理銘アリ　一枚　　一、棟札　明治四十一年修理銘ア
リ　一枚

1棟 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S47.4.19

8 有形文化財 建造物 大門宿脇本陣表門 1棟 緑区大字大門　 個人 S47.4.19
9 有形文化財 建造物 旧蓮見家住宅　 1棟 緑区大字下山口新田1179－1 さいたま市　（浦和くらしの博物館民家園） S49.5.31
10 有形文化財 建造物 観音寺観音堂　 1棟 桜区大字宿147　 観音寺 S51.3.30
11 有形文化財 建造物 國昌寺門　 1棟 緑区大字大崎2378　 國昌寺 S52.3.30
12 有形文化財 建造物 調神社旧本殿　　付　木札　享保十八年の銘がある　一枚 1棟 浦和区岸町3－17－25 調神社 S53.3.29
13 有形文化財 建造物 西堀氷川神社本殿 1棟 桜区西堀8－26－1 氷川神社 S54.3.29
14 有形文化財 建造物 附島氷川女体社本殿　 1棟 緑区大字大間木1522　 氷川女体社 S54.4.4
15 有形文化財 建造物 旧高野家離座敷　 1棟 緑区大字大間木84　 さいたま市 S56.4.4
16 有形文化財 建造物 岩槻城裏門 1棟 岩槻区太田3－4ほか さいたま市　（岩槻公園） S56.5.12
17 有形文化財 建造物 中野田不動堂　　付　棟札　天明六年丙午三月四日建立の銘のあるもの　一枚 1棟 緑区大字中野田1627-2 中野田自治協力会管理 S57.4.7
18 有形文化財 建造物 沼影観音堂厨子　 1基 南区沼影1－6－30 観音堂 S59.4.27
19 有形文化財 建造物 観音寺四脚門 1棟 桜区大字宿147　 観音寺 S60.3.28
20 有形文化財 建造物 玉蔵院山門　 1棟 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S61.5.9
21 有形文化財 建造物 上大久保氷川神社本殿　　 1棟 桜区大字上大久保562　 氷川神社 H2.3.31
22 有形文化財 建造物 大谷場氷川神社本殿　　 1棟 南区南本町1－9－1 氷川神社 H3.4.30
23 有形文化財 建造物 旧坂東家住宅 1棟 見沼区大字片柳1266-2 さいたま市　（旧坂東家住宅見沼くらしっく館） H3.10.3
24 有形文化財 建造物 重殿社本殿　　附　享保十一年扁額　一面 1棟 緑区大字中野田1671　 重殿社 H4.3.25
25 有形文化財 建造物 深井家長屋門　　附　弘化元年棟札　一面 1棟 緑区大字上野田　 個人 H4.3.25



26 有形文化財 建造物 旧武笠家表門　 1棟 緑区大字下山口新田1179－1 さいたま市　（浦和くらしの博物館民家園） H6.4.28
27 有形文化財 建造物 道祖土神明社本殿　　 1棟 緑区道祖土3－9－1 個人 H8.3.1
28 有形文化財 建造物 大久保神社本殿並びに境内社豊栄社本殿及び稲荷社本殿　　付　棟札等　十一枚 3棟 桜区大字宿69　 大久保神社 H10.3.10
29 有形文化財 建造物 旧野口家住宅　　 1棟 緑区大字下山口新田1179－1 さいたま市　（浦和くらしの博物館民家園） H10.3.10
30 有形文化財 建造物 永田家長屋門及び簓子塀　 3棟 西区大字土屋　 個人 H11.4.1
31 有形文化財 建造物 旧綿貫家住宅　　 1棟 緑区大字下山口新田1179－1 さいたま市　（浦和くらしの博物館民家園） H12.3.28
32 有形文化財 建造物 旧高野家住宅　　 1棟 緑区大字下山口新田1179－1 さいたま市　（浦和くらしの博物館民家園） H13.2.27
33 有形文化財 建造物 一乗院仁王門　　 1棟 南区内谷3－7－13 一乗院 H13.2.27
34 有形文化財 建造物 龍門寺山門 1棟 岩槻区日の出町9－67 龍門寺 H16.1.7
35 有形文化財 建造物 駒形権現神社須賀神社本殿 1棟 緑区大字中尾1430－3 吉祥寺 H19.3.30
36 有形文化財 建造物 大宮氷川神社摂社門客人神社本殿・摂社天津神社本殿・末社御嶽神社本殿 3棟 大宮区高鼻町4－1 氷川神社 H23.3.30
37 有形文化財 建造物 太田諏訪神社本殿 1棟 岩槻区太田1－10-59 諏訪神社 H26.3.31
38 有形文化財 建造物 与野小村田氷川神社本殿　附　棟札　奉造立寶永六己丑歳五月吉祥日の記があるもの 1棟 中央区本町東6-109 氷川神社 H28.11.2
39 有形文化財 絵画 林光寺絹本着色真言八祖画像　 8幅 大宮区高鼻町2－1－2 林光寺　（さいたま市立博物館寄託） S32.3.6
40 有形文化財 絵画 氷川神社横山大観作「秋色武蔵国」　　 1幅 大宮区高鼻町1－407 氷川神社 S39.1.13
41 有形文化財 絵画 圓蔵院絹本着色十二天画像　 2幅 大宮区高鼻町4－219 圓蔵院　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S46.2.6
42 有形文化財 絵画 紙本着色三千仏図　　 2幅 南区内谷3－7－13 一乗院 S46.2.12
43 有形文化財 絵画 扇面三十六歌仙絵　　 18面 浦和区岸町3－17－25　 調神社 S53.3.29
44 有形文化財 絵画 高木地蔵堂紙本着色十王地獄図　　 1幅 大宮区高鼻町2－1－2 高木地蔵堂（さいたま市立博物館寄託） S55.6.6
45 有形文化財 絵画 絹本著色両界曼荼羅図　　 2幅 南区内谷3－7－13 一乗院 H7.2.20
46 有形文化財 絵画 小茂田青樹筆　茶の花図　　付　小林古径筆箱書 1幅 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H7.2.20
47 有形文化財 絵画 長伝寺「絹本着色阿弥陀如来画像」　　 1幅 中央区本町東5－13－13 長伝寺 H13.4.20
48 有形文化財 絵画 廓信寺紙本着色釈迦涅槃図　服部尚匡筆　　 1幅 浦和区北浦和3-15-22　 廓信寺 H14.8.23
49 有形文化財 彫刻 銅造阿弥陀如来立像　　 1躯 南区太田窪5－11－9 守光院 S33.3.31
50 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来三尊像　　 3躯 桜区大字宿147　 観音寺 S34.3.31
51 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像　　 1躯 桜区大字神田726　 永福寺 S34.3.31
52 有形文化財 彫刻 阿弥陀三尊像　　 3躯 南区曲本2－7－8 無量寺 S35.3.31
53 有形文化財 彫刻 木造観音形坐像　　 1躯 緑区原山3丁目　 個人 S36.3.31
54 有形文化財 彫刻 木造十一面観音立像　　 1躯 緑区東浦和5－18－9 清泰寺 S36.3.31
55 有形文化財 彫刻 観音堂円空作龍頭観音像他三躰　　 4躰 大宮区高鼻町2－1－2 観音堂　（さいたま市立博物館寄託） S36.12.9
56 有形文化財 彫刻 薬王寺円空作仏像群　　 29躯 見沼区島町1086　 薬王寺 S36.12.9
57 有形文化財 彫刻 観音堂円空作観音像他一躰 2躰 大宮区高鼻町2－1－2 観音堂　（さいたま市立博物館寄託） S36.12.9
58 有形文化財 彫刻 圓蔵院円空作観音像　　 1躯 大宮区高鼻町4－219 圓蔵院　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S36.12.9
59 有形文化財 彫刻 満蔵寺円空作阿弥陀像　　 1躯 大宮区高鼻町4－219 満蔵寺　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S36.12.9
60 有形文化財 彫刻 宝積寺円空作役行者像　　 1躯 見沼区深作3－38－1 宝積寺 S36.12.9
61 有形文化財 彫刻 松本家円空作天神像　　 1躯 緑区宮本2－17－1 個人　（さいたま市立博物館寄託） S36.12.9
62 有形文化財 彫刻 山崎家円空作観音像　　 1躯 見沼区島町　 個人 S37.4.14
63 有形文化財 彫刻 正福寺円空作十一面観音像他一躰　　 2躰 見沼区大字蓮沼770　 正福寺 S37.9.12
64 有形文化財 彫刻 地蔵院円空作不動明王像　　 1躯 大宮区高鼻町2－1－2 地蔵院　（さいたま市立博物館寄託） S37.9.12
65 有形文化財 彫刻 山田家円空作観音像　　 1躯 見沼区東大宮2丁目　 個人 S43.11.2
66 有形文化財 彫刻 木造如来形坐像　　 1躯 南区関1－10－11 東福寺 S46.2.12

67 有形文化財 彫刻
木造不動明王坐像および二童子像　 3躯

2躯
緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S46.2.12

68 有形文化財 彫刻 川城家円空作阿弥陀・観音像　　 2躯 見沼区大字小深作　 個人 S47.1.8
69 有形文化財 彫刻 阿弥陀堂木造阿弥陀如来坐像　　 1躯 西区大字二ツ宮446－2 阿弥陀堂 S48.1.5
70 有形文化財 彫刻 木造観音菩薩立像　　 1躯 浦和区瀬ヶ崎2－15－3 東泉寺 S49.3.23
71 有形文化財 彫刻 興徳寺木造地蔵菩薩坐像　　 1躯 西区宮前町1700　 興徳寺 S50.2.7
72 有形文化財 彫刻 金剛院木造宝冠釈迦如来坐像　　 1躯 北区日進町1－758 金剛院 S50.2.7
73 有形文化財 彫刻 木造聖観音立像　　 1躯 南区沼影1－6－30 観音堂 S53.3.29
74 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩半跏像 1躯 大宮区高鼻町4－219 法華寺　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S53.3.29
75 有形文化財 彫刻 円空仏 3躯 大宮区高鼻町4－219 谷下自治会　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S53.3.29
76 有形文化財 彫刻 丸ヶ崎円空作菩薩形坐像　 1躯 見沼区大字丸ヶ崎1186 多聞院 S54.5.4
77 有形文化財 彫刻 萬年寺木造釈迦如来坐像　　 1躯 見沼区片柳1－155 萬年寺 S55.6.6
78 有形文化財 彫刻 金剛院仁王門の金剛力士像 2躯 岩槻区大字末田1899 金剛院 S56.5.12
79 有形文化財 彫刻 長伝寺木造聖観音坐像 1躯 中央区本町東5－13－13 長伝寺 S62.7.10
80 有形文化財 彫刻 木造男神立像　女神立像　 2躯 南区内谷2－2－17 氷川社 H1.3.27
81 有形文化財 彫刻 木造伝西方寺開山像　 1躯 桜区大字浦和塚本66　 釈迦堂 H1.3.27
82 有形文化財 彫刻 銅造不動明王坐像　　付　木製光背　一基 1躯 緑区大字中野田1627－2 不動堂　 H2.3.31
83 有形文化財 彫刻 圓福寺木造釈迦如来坐像　 1躯 中央区上峰4－7－28 圓福寺 H2.6.8
84 有形文化財 彫刻 木造聖観音菩薩坐像　　 1躯 浦和区本太2－23－5 本太観音堂 H4.3.25
85 有形文化財 彫刻 正圓寺「板彫阿弥陀聖衆来迎図」　　 1点 中央区本町西4－3－15 正圓寺 H4.11.13
86 有形文化財 彫刻 木造役行者及び二鬼像　 3躯 浦和区東仲町9－8 大善院 H5.3.25
87 有形文化財 彫刻 大圓寺木造聖観音菩薩坐像　 １体 見沼区大字風渡野335　 大圓寺 H7.4.3
88 有形文化財 彫刻 興徳寺木造虚空蔵菩薩坐像　　 １体 西区宮前町1700　 興徳寺 H7.4.3



89 有形文化財 彫刻 興徳寺木造弥勒菩薩坐像　 1体 西区宮前町1700　 興徳寺 H7.4.3
90 有形文化財 彫刻 木造薬師如来坐像及び日光・月光菩薩立像　　 3躯 桜区田島5－15－5 薬王院 H13.2.27
91 有形文化財 彫刻 長伝寺「木造閻魔王坐像」　 1躯 中央区本町東5－13－13 長伝寺 H13.4.20
92 有形文化財 彫刻 廓信寺鳳凰文欄間　服部尚匡作　　 3面 浦和区北浦和3－15－22 廓信寺 H14.8.23
93 有形文化財 彫刻 浄安寺の円空仏 2躯 岩槻区本町5－11－46 浄安寺 H17.3.2
94 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来立像 1躯 岩槻区本町5－11－46 浄安寺 H17.3.2
95 有形文化財 彫刻 廓信寺木造金剛力士立像 2躯 浦和区北浦和3-15-22　 廓信寺 H20.3.5
96 有形文化財 彫刻 観音寺木造聖観音菩薩立像 1躯 桜区大字宿147　 観音寺 H29.3.31
97 有形文化財 工芸品 普門院高蒔絵飾棚　　 1脚 大宮区高鼻町4－219 普門院　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S32.3.6
98 有形文化財 工芸品 時の鐘 1口 岩槻区本町6－228－1 さいたま市 S33.2.21
99 有形文化財 工芸品 医王寺の銅鐘　　 1口 桜区西堀2－6－17 医王寺 S33.3.31
100 有形文化財 工芸品 長福寺懸仏　　 1面4躰 北区別所町98－6 長福寺 S33.5.15
101 有形文化財 工芸品 三味線　古近江作　　 １丁 大宮区高鼻町2－1－2 個人（さいたま市立博物館寄託） S35.3.31
102 有形文化財 工芸品 南蛮鉄の灯籠 1基 岩槻区大字慈恩寺139 慈恩寺 S35.4.1
103 有形文化財 工芸品 大圓寺古天明霰釜　　 1口 見沼区大字風渡野335　 大圓寺 S36.1.19
104 有形文化財 工芸品 富士鳳凰様衝立　　 1脚 浦和区常盤6丁目 個人 S36.3.31
105 有形文化財 工芸品 圓乘院けまん　　 5個 中央区本町西1－13－10 圓乘院 S42.4.21

106 有形文化財 工芸品
氷川女體神社古社宝類    一.古鈴　三箇　　一.鉾形祭具　二口　銘正応六年　一.鉄鏃　
三本　一.木造鳥魚形祭具　四箇　木造男神像　一躯　一.二枚胴具足　一具　一.鋳銅馬　
一躯

一括 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S44.5.21

107 有形文化財 工芸品 文明鰐口 1口 岩槻区大字長宮1101 大光寺 S44.9.26
108 有形文化財 工芸品 林光寺銅鐘　　 1口 西区大字植田谷本504　 林光寺 S50.2.7
109 有形文化財 工芸品 神輿鳳凰　　　　　　　 1躯 浦和区岸町3－17－25 調神社 S53.3.29
110 有形文化財 工芸品 仏眼舎利宝塔 1点 岩槻区加倉1－25－1 浄国寺 S53.3.29
111 有形文化財 工芸品 太子堂鰐口　　寛文九年、南部江大崎村太子堂の銘がある 1口 緑区大字大崎1723　 太子堂 S54.3.29
112 有形文化財 工芸品 高木地蔵堂鰐口　　 1口 西区西大宮2丁目14－4 高木地蔵堂 S54.5.4
113 有形文化財 工芸品 宝来神明社銅鏡　　 1面 大宮区高鼻町2－1－2 神明社　（さいたま市立博物館寄託） S54.5.4
114 有形文化財 工芸品 密教法具　　一、金剛盤　延宝五丁巳天八月一日の刻銘がある　一面　　一、五鈷杵　一口 ＊＊＊ 桜区道場3－15－3 金剛寺 S61.5.9
115 有形文化財 工芸品 半鐘　　「宝永七庚寅八月吉日」「粉河市正作」の刻銘がある　　 1口 緑区東浦和5－18－9 清泰寺 S62.3.31

116 有形文化財 工芸品
密教法具　　金剛盤　「文化七庚午天十二月栄法寄附」「西村和泉守作」の刻銘がある　
一面　　　五鈷鈴　「永法」の刻銘がある　一口　　　六器　「栄法」の刻銘がある　二口は脚
台を欠く　六基　　　灑水器蓋　「栄法」の刻銘がある　一枚

＊＊＊ 南区内谷3－7－13 一乗院 S62.3.31

117 有形文化財 工芸品 鰐口　　武蔵国崎西郡中河郷大和田村蔵林寺　応永廿一年二月晦日の銘がある 1口 緑区馬場1－3－2 東漸寺 S63.3.28
118 有形文化財 工芸品 見性院霊廟三具足　　松平肥後守寄附、寛政元年二月等の銘がある 1具 緑区東浦和5－18－9 清泰寺 H1.3.27
119 有形文化財 工芸品 圓乘院舎利宝塔　　一基 1基 中央区本町西1－13－10 圓乘院 H7.9.20
120 有形文化財 工芸品 武州与野町講中神酒枠　　付 瓶子　二点　　担ぎ棒　一本 1基 中央区本町東3-5-23 天祖神社　（さいたま市与野郷土資料館保管） H8.6.20
121 有形文化財 工芸品 圓乘院金銅花籠　　 20点 中央区本町西1－13－10 圓乘院 H9.5.26
122 有形文化財 工芸品 鏝絵の絵馬 1面 中央区本町東3-5-23 さいたま市　（与野郷土資料館） H11.5.31
123 有形文化財 工芸品 薬王院の鰐口　　延寶甲寅,與野郷田嶌村薬師堂の銘がある 1口 桜区田島5－15－5 薬王院 H13.2.27
124 有形文化財 工芸品 圓乘院「木製柄香炉形仏具」　　 1点 中央区本町西1－13－10 圓乘院 H13.4.20
125 有形文化財 工芸品 長伝寺「木製三葉葵紋香炉」　　 1基 中央区本町東5－13－13 長伝寺 H13.4.20
126 有形文化財 工芸品 浦和仲町の神酒枠 2基1対 浦和区東仲町 浦和仲町獅子王祭祭事委員会 H17.3 29
127 有形文化財 書跡 大雲文竜書大弁才尊天号　　 1軸 緑区大字大崎2378　 國昌寺 S43.3.31

128 有形文化財 書跡
日蓮上人断簡第三紙　　付　一、別紙裏書（左記三件ノ添書ヲ含ム）　一通　　（一）天正十年加
藤祐清供養寄進書　　（二）寛永十八年証書　　（三）日明、日禛、日允、日啓、日近連名加署　　一、
元禄十五年日近証書　一通

1幅 浦和区東岸町1－29 圓蔵寺 S46.2.12

129 有形文化財 書跡 調神社扁額　　享和二年十一月一日、松平定信筆 1面 浦和区岸町3－17－25 調神社 S53.3.29
130 有形文化財 書跡 金剛山内外院代々古今記録　　 1巻 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S55.3.28
131 有形文化財 書跡 三條実美筆鳳翔閣竪額　　 1枚 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S56.4.4
132 有形文化財 書跡 神明宮扁額　　僧公遵書 1面 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S63.3.28

133 有形文化財 書跡 絹本墨書総延授総悦血脈　　天文十四年乙巳十二月十三日及び元亀四年癸酉三月十
一日の年紀がある

1幅 桜区大字大久保領家363　 大泉院 H4.3.25

134 有形文化財 書跡 紙本墨書三千仏名経　　巻下に「時宝徳二年庚午十一月中三巻御経書写畢」の奥書あり 3巻 桜区大字大久保領家363　 大泉院 H4.3.25
135 有形文化財 書跡 鈴木荘丹自筆の俳句　　 1枚 中央区本町東3-5-23 さいたま市（与野郷土資料館） H11.5.31
136 有形文化財 典籍 高野家書籍　　 762点 緑区大字三室2458　 さいたま市（市立浦和博物館） S59.4.27
137 有形文化財 古文書 岩井家所蔵文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） S32.3.6
138 有形文化財 古文書 慶長の検地帖　　 4冊 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S33.3.31
139 有形文化財 古文書 大島家文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市（市立博物館） S35.7.11

140 有形文化財 古文書
北条氏綱制札　大永四年八月廿六日、三室之郷あて
北条氏印判状　元亀三年十月廿一日、女躰宮神主あて

各1通 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S36.3.31

141 有形文化財 古文書 井原家古文書　　 2点 桜区町谷１丁目　 個人 S36.3.31
142 有形文化財 古文書 観智国師関係史料 1幅1冊 中央区本町東5－13－13 長伝寺 S37.6.9

143 有形文化財 古文書 鈴木荘丹関係史料
句集1冊

古文書3通
中央区本町東3-5-23 さいたま市（与野郷土資料館） S39.1.13



144 有形文化財 古文書 寛文五年二月武蔵国足立郡五関村水帳外十五冊　 16冊 緑区大字三室2458　 さいたま市（市立浦和博物館） S39.7.11
145 有形文化財 古文書 氷川神社文書　　 一括 大宮区高鼻町1－407 氷川神社 S40.11.6
146 有形文化財 古文書 東角井家所蔵文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） S40.11.6
147 有形文化財 古文書 西角井家所蔵文書　　 一括 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S40.11.6
148 有形文化財 古文書 井上家所蔵文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市（市立博物館） S40.11.6
149 有形文化財 古文書 小島勘太夫家文書　　 一括 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S41.9.3
150 有形文化財 古文書 会田家文書　　 一括 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S42.3.31
151 有形文化財 古文書 小谷三志関係資料　　 一括 南区松本4丁目　 個人 S43.3.31
152 有形文化財 古文書 旧浦和宿本陣文書　　 19点 浦和区高砂4－3－18 埼玉県　（県立文書館管理・保管） S44.5.31
153 有形文化財 古文書 浅子家所蔵大和田村文書　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） S45.3.7
154 有形文化財 古文書 厚沢家文書　　 一括 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S46.2.21
155 有形文化財 古文書 慈眼寺文書　　 一括 西区大字水判土462　 慈眼寺 S46.8.10

156 有形文化財 古文書 武笠家文書　
書冊222冊
書状1,096通

浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S47.4.19

157 有形文化財 古文書 氷川女體神社旧神主家武笠文書　　 361点 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S48.4.11
158 有形文化財 古文書 太田氏房印判状 1通 北区日進町2-1864-10 さいたま市　（さいたま市アーカイブズセンター保管） S49.3.8
159 有形文化財 古文書 慈恩寺文書 一括 岩槻区大字慈恩寺139 慈恩寺 S49.9.26

160 有形文化財 古文書 若谷家文書　　
書冊453冊
書状999通
絵図13枚

浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S50.6.13

161 有形文化財 古文書 小島家文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） S51.2.13
162 有形文化財 古文書 大田窪村元和検地帳写　　 11冊 北区日進町2-1864-10 さいたま市　（さいたま市アーカイブズセンター保管） S51.3.30
163 有形文化財 古文書 酒井忠世書状　　 1幅 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S52.3.30

164 有形文化財 古文書 木内家文書　　
状物1,831通
冊物197冊
絵図21枚

緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S52.3.20

165 有形文化財 古文書 調宮縁起　　寛文八年九月日法印寂堂誌 1巻 浦和区岸町3－17－25 調神社 S53.3.29
166 有形文化財 古文書 勝田家文書 160点 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S53.3.29
167 有形文化財 古文書 玉蔵院寺領寄進状及び朱印状　 12通 浦和区仲町2－13－22 玉蔵院 S54.3.29
168 有形文化財 古文書 大泉院寺領寄進状及び朱印状　　 12通 桜区大字大久保領家363　 大泉院 S54.3.29
169 有形文化財 古文書 氷川女體神社社領寄進状及び朱印状　　 12通 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S54.3.29
170 有形文化財 古文書 伊達政宗書状 1通 中央区本町東5－13－13　 長伝寺 S55.4.28
171 有形文化財 古文書 慈眼寺朱印状　　 一括 西区大字水判土462　 慈眼寺 S55.6.6
172 有形文化財 古文書 林光寺朱印状　　 一括 西区大字植田谷本504　 林光寺 S55.6.6
173 有形文化財 古文書 圓乘院朱印状　　 9点 中央区本町西1－13－10 圓乘院 S56.2.13
174 有形文化財 古文書 妙行寺朱印状　　 7点 中央区鈴谷4－15－2 妙行寺 S56.2.13
175 有形文化財 古文書 榎本家文書　　 77点 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S57.4.7
176 有形文化財 古文書 島村家所蔵大和田村文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） S55.6.6
177 有形文化財 古文書 島村家所蔵大和田村文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） S58.2.4

178 有形文化財 古文書 稲垣田龍関係史料(自然科学関係)　　 43点
北区日進町2-1864-10・中央区本町東3-5-
23

個人（さいたま市アーカイブズセンター・与野郷土資料
館保管）

S59.2.17

179 有形文化財 古文書 細淵家文書　　付　書籍類　一〇三点 1,900点 北区日進町2-1864-10 さいたま市　（さいたま市アーカイブズセンター保管） S60.3.28
180 有形文化財 古文書 北条家印判状 1巻 岩槻区大字南下新井1681 福厳寺　（市立博物館寄託） S60.9.3
181 有形文化財 古文書 天正十九年道場村検地帳写　　 1冊 桜区道場1丁目　 個人 S62.3.31
182 有形文化財 古文書 短才見聞録　　 1冊 浦和区高砂4－3－18 玉蔵院　（埼玉県立文書館寄託） S63.3.28
183 有形文化財 古文書 氷川女體神社諸事控　　付　武州一宮女躰宮御由緒書　一冊　　宮本簸河社領一件　一冊 1冊 緑区宮本１丁目　 個人 S63.3.28
184 有形文化財 古文書 都築家文書　　 一括 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） H6.2.4
185 有形文化財 古文書 深井家文書　　 1,206点 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） H6.3.24
186 有形文化財 古文書 沼影観音堂関係文書　　 3通 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） H8.3.1
187 有形文化財 古文書 大崎村検地帳　　付　桐箱　一合 6冊 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） H9.3.4
188 有形文化財 古文書 石川家文書　 1,420点 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） H11.4.1
189 有形文化財 古文書 岡田家文書　　 189点 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） H11.4.1
190 有形文化財 古文書 片岡家文書　 170点 大宮区高鼻町2－1－2 個人　（さいたま市立博物館寄託） H11.4.1
191 有形文化財 古文書 井上家文書 89点 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H17.3.29
192 有形文化財 古文書 北澤家文書 114点 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市立漫画会館　（市立博物館寄託） H18.3.30
193 有形文化財 考古資料 別所遺跡出土壷形土器　　 1個 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S33.3.31
194 有形文化財 考古資料 大間木宮前遺跡出土台付甕形土器　 1個 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S33.3.31
195 有形文化財 考古資料 弥生式土器つぼ　　 1個 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S33.3.31
196 有形文化財 考古資料 伝白幡本宿遺跡出土台付甕形土器　 1個 緑区大字三室2458　 さいたま市立白幡中学校　（市立浦和博物館保管） S33.3.31
197 有形文化財 考古資料 弥生式土器脚付かめ　　 1個 緑区大字三室2458　 さいたま市立別所小学校　（市立浦和博物館保管） S33.3.31
198 有形文化財 考古資料 弥生式土器つぼ　　 1個 緑区大字三室2458　 さいたま市立土合中学校　（市立浦和博物館保管） S33.3.31
199 有形文化財 考古資料 大谷場遺跡出土晩期縄文式土器　　付 　小形壷形土器(後期縄文式土器)　一口 5口 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S34.3.31
200 有形文化財 考古資料 満蔵寺板石塔婆　 1基 見沼区大字膝子902　 満蔵寺 S36.1.19
201 有形文化財 考古資料 二ツ宮阿弥陀堂板石塔婆　 2基 西区大字二ツ宮379　 阿弥陀堂 S36.1.19



202 有形文化財 考古資料 宝積寺板石塔婆　　 1基 見沼区深作3－38－1 宝積寺 S37.4.14
203 有形文化財 考古資料 大日堂板石塔婆　 1基 大宮区天沼町1－387 大日堂 S38.3.2
204 有形文化財 考古資料 法願寺板石塔婆群　　 23基 西区西大宮2丁目14－4 高木地蔵堂 S39.1.13
205 有形文化財 考古資料 鎧塚出土の石函 1口 浦和区駒場2－3－7 蓮昌寺 S40.7.1
206 有形文化財 考古資料 布目瓦　　 6片 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S40.7.1
207 有形文化財 考古資料 片柳板石塔婆　　 1基 見沼区片柳2丁目　 個人 S45.3.7
208 有形文化財 考古資料 真福寺板石塔婆　　 4基 北区今羽町106　 真福寺 S45.3.7
209 有形文化財 考古資料 地蔵図像板碑 1基 岩槻区本町2－2－34 個人　（さいたま市立岩槻郷土資料館寄託） S49.9.26
210 有形文化財 考古資料 東光院五輪塔　　 2基 西区大字島根690　 東光院 S50.2.7
211 有形文化財 考古資料 丸ヶ崎六地蔵石仏　　 6躰 見沼区大字丸ヶ崎1186　 多聞院 S52.4.14
212 有形文化財 考古資料 阿弥陀板石塔婆 1基 岩槻区大字笹久保129 善念寺跡 S53.3.29
213 有形文化財 考古資料 一石五輪塔 1基 岩槻区大字表慈恩寺990 常源寺 S53.3.29
214 有形文化財 考古資料 長福寺板石塔婆群　　 一括 北区別所町98－6 長福寺 S55.6.6
215 有形文化財 考古資料 別所遺跡出土和泉式土器　　 23点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） S63.3.28
216 有形文化財 考古資料 大谷場貝塚出土諸磯式土器　　 4点 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H1.3.27
217 有形文化財 考古資料 北宿西遺跡出土旧石器資料　　 1,307点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H4.3.25

218 有形文化財 考古資料

白鍬宮腰遺跡出土品　　一.白鍬塚山古墳周堀出土埴輪類、土製模造品、石製模造品及
び土器類　　朝顔形円筒埴輪　一箇　　朝顔形円筒埴輪残欠　六点　　円筒埴輪残欠　一
二点　　朝顔形円筒埴輪及び円筒埴輪破片　一括　　形象埴輪破片(盾形、推定家形、同
人物その他)三一点　　土製甑形模造品一箇　　石製剣形模造品　一箇　　土師器破片及
び須恵器破片　一括　　一.第1号円形周溝墓出土土器類　　土師　器高坏破片　一点　　須
恵器破片　一括

＊＊＊ 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H4.3.25

219 有形文化財 考古資料 注口土器　　馬場小室山遺跡出土 1個 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H5.3.25
220 有形文化財 考古資料 壺形土器　　大谷場小池下遺跡出土 2箇 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H6.3.24
221 有形文化財 考古資料 二十一仏板石塔婆 1基 岩槻区大字浮谷2561 常福寺 H8.3.8
222 有形文化財 考古資料 つかのこし古墳出土品 一括 岩槻区本町2－2－34 さいたま市　（岩槻郷土資料館） H8.3.8

223 有形文化財 考古資料
井沼方遺跡方形周溝墓出土品　　　鉄剣　一口　　ガラス玉　一二個　　壷形土器　五箇　
　台付甕形土器　二箇　　台付甕形土器残欠　一箇分　　片口鉢形土器　一箇　　メノウ製
勾玉　一箇

＊＊＊ 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H9.3.31

224 有形文化財 考古資料 中川の旧石器時代資料　　-中川貝塚出土- 123点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H11.4.1
225 有形文化財 考古資料 大和田の旧石器時代資料　　-大和田高明遺跡出土- 183点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H11.4.1
226 有形文化財 考古資料 弥生時代の銅鏡・銅鏃　　-三崎台遺跡出土- 2点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H11.4.1
227 有形文化財 考古資料 弥生時代のガラス玉・鉄製鎌　　-土屋下遺跡出土- 3点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H11.4.1
228 有形文化財 考古資料 線刻画付人物埴輪　　-伝東宮下出土- 2体 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） H11.4.1
229 有形文化財 考古資料 口琴・金銅仏・浄瓶など平安時代の祭祀遺物　　-氷川神社東遺跡出土- 28点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H11.4.1
230 有形文化財 考古資料 松木遺跡出土土偶　　 1点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市　（土器の館） H14.3.25

231 有形文化財 考古資料 側ケ谷戸古墳群11号古墳出土埴輪 13点
大宮区高鼻町2－305－4　　　　　　　　　　　
中央区本町東3-5-23

さいたま市　（土器の館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
さいたま市　（与野郷土資料館）

H15.4.30

232 有形文化財 考古資料 上太寺遺跡2号方形周溝墓出土ガラス小玉及び台付甕形土器　　ガラス小玉43点　
台付甕形土器1点

＊＊＊ 中央区本町東3-5-23 さいたま市　（与野郷土資料館） H16.3.31

233 有形文化財 考古資料 阿弥陀三尊図像月待供養板碑 1基 岩槻区本町3－15－12 願生寺 H17.3 2
234 有形文化財 考古資料 天文十六年銘地蔵図像板碑 1基 岩槻区大字馬込1209 満蔵寺 H17.3.2

235 有形文化財 考古資料 諏訪坂遺跡1号・2号住居跡出土遺物 36点
大宮区高鼻町2－305－4　　　　　　　　　　　
中央区本町東3-5-23

さいたま市　（土器の館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
さいたま市　（与野郷土資料館）

H17.3.29

236 有形文化財 考古資料 大久保領家遺跡出土常滑焼大甕　附ガラス小玉4点 1口 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） H22.3.30
237 有形文化財 考古資料 馬場小室山遺跡第51号土壙出土縄文土器 30点 大宮区高鼻町2－305－4 さいたま市（土器の館） H24.3.28

238 有形文化財 考古資料
稲荷原遺跡出土縄文時代早期土器及び石器　　撚糸文系土器86点　　沈線文系
土器33点　　押型文系土器22点（うち1点無文土器）　　石鏃9点　　剥片石器9点

＊＊＊ 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） H26.3.31

239 有形文化財 歴史資料 私年号板石塔婆　　弥勒二年正月一六日の銘がある 1基 緑区大字三室2458　 さいたま市（市立浦和博物館） S34.3.31
240 有形文化財 歴史資料 阿弥陀三尊種子板石塔婆　　正和三年閏三月一六日の銘がある 1基 南区別所2－1778 真福寺 S36.3.31
241 有形文化財 歴史資料 廓信寺板石塔婆　　元亨二二年甲子五月四日の銘がある 1基 浦和区北浦和3－15－22　 廓信寺 S36.3.31
242 有形文化財 歴史資料 月待供養板石塔婆　　文明十七年己巳十一月廿三日の銘がある 2基 緑区大字三室2458　 さいたま市（市立浦和博物館） S36.3.31
243 有形文化財 歴史資料 文永七年銘板石塔婆　　　 1基 緑区大字間宮　　 長福廃寺墓地所在 S42.3.25
244 有形文化財 歴史資料 来迎阿弥陀三尊板石塔婆　　 1基 緑区大字大門2583　 大興寺 S42.3.25
245 有形文化財 歴史資料 延慶二年銘板石塔婆　　 1基 南区白幡2－16－8 醫王寺 S42.3.25
246 有形文化財 歴史資料 阿弥陀一尊種子板石塔婆　　 1基 緑区大字大崎2378　 國昌寺 S43.3.31
247 有形文化財 歴史資料 延慶三年銘図像板石塔婆　　 1基 緑区大字上野田489　 上野田東台墓地 S43.3.31
248 有形文化財 歴史資料 十三仏種子月待供養板石塔婆　　銘大永二年壬午年十一月廿三日 1基 緑区大字三室2458　 さいたま市（市立浦和博物館） S47.4.19
249 有形文化財 歴史資料 守護侍不入石杭　　 1基 浦和区浦和仲町2－13－22 玉蔵院 S51.3.30
250 有形文化財 歴史資料 有泉勝長木牌　　 1基 緑区東浦和5－18－9 清泰寺 S51.3.30
251 有形文化財 歴史資料 阿弥陀三尊種子板石塔婆　　銘正和二二年乙卯卯月日 1基 南区関1－10－11 東福寺 S52.3.30
252 有形文化財 歴史資料 十六日念仏供養板石塔婆　　銘永正一五年戊寅十一月十六日 1基 緑区大字中尾1388　 駒形公会堂 S52.3.30
253 有形文化財 歴史資料 藤橋建立関係資料　　 3点 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） S52.4.14
254 有形文化財 歴史資料 龍門寺所蔵資料 一括 岩槻区日の出町9－67 龍門寺（埼玉県立文書館寄託） H13.3.5



255 有形文化財 歴史資料 児玉南柯遺品 一括 岩槻区本町2－2－34 さいたま市　（岩槻郷土資料館） S53.3.29
256 有形文化財 歴史資料 五榜の高札　　第四札、第五札 2面 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S54.3.29
257 有形文化財 歴史資料 地蔵種子板石塔婆　　貞和三年丁亥銘 1基 緑区大字中野田1667　 明照寺 S55.3.28
258 有形文化財 歴史資料 徳本上人念仏供養塔　　 1基 緑区大字大門2583　 大興寺 S55.3.28
259 有形文化財 歴史資料 足立百不動尊供養塔　　 1基 南区大字太田窪2310　 行弘寺 S60.3.28
260 有形文化財 歴史資料 小泉蘭斎墓碑　　 1基 浦和区北浦和3－15－22 廓信寺 S60.3.28
261 有形文化財 歴史資料 紀伊徳川家囲鷺定杭　　 1本 大宮区高鼻町4－219 個人　（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） S61.5.9
262 有形文化財 歴史資料 さぎやまの記并歌　　安政二年水無月藤波重好の識語がある 1巻 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） S62.3.31
263 有形文化財 歴史資料 紙本淡彩普寛行者画像　　付　祭文断簡　一紙 1幅 桜区田島3－28－30 御嶽神社 S62.3.31
264 有形文化財 歴史資料 釈迦種子板石塔婆　　康暦三年四月廿七日、比丘尼浄本の銘がある 1基 緑区大字大崎　 個人 H2.3.31
265 有形文化財 歴史資料 釈迦種子板石塔婆　　康暦三年四月廿七日　僧浄源の銘がある 1基 緑区大字中野田1667　 明照寺 H2.3.31
266 有形文化財 歴史資料 「漂客紀事」及び「徳教篇」版木 2件 岩槻区本町5－11－46 浄安寺 H3.3.4
267 有形文化財 歴史資料 関流算額　　嘉永五年閏三月再建奉納の銘がある 1面 桜区西堀8－26－1 氷川神社 H3.4.30
268 有形文化財 歴史資料 中西流算額　　明治十四年五月吉日奉納の銘がある 1面 緑区大字中野田1671　 重殿社 H3.4.30
269 有形文化財 歴史資料 浦和宿絵図　　文化八年の別紙裏書がある 1面 緑区大字三室2458　 さいたま市（市立浦和博物館） H4.3.25
270 有形文化財 歴史資料 玉林院朱印地境内堂社絵図及び古書写　　 2点 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） H6.3.25
271 有形文化財 歴史資料 与野町絵図　　 1点 北区日進町2-1864-10 個人　（さいたま市アーカイブズセンター保管） H6.5.24
272 有形文化財 歴史資料 正野友三郎一門奉納の算額　　付　関係資料　文書二七点 1点 中央区下落合6－10－3 さいたま市立博物館与野分室(算額)・個人(関係資料)　 H7.1.20
273 有形文化財 歴史資料 阿弥陀三尊種子板石塔婆　　正中二年十月六日の銘がある 1基 緑区大字三室2458　 個人　（さいたま市立浦和博物館寄託） H7.2.20
274 有形文化財 歴史資料 井原和一日記　－筆の跡－　　 32冊 中央区本町東3-5-23 さいたま市　（与野郷土資料館） H7.9.20
275 有形文化財 歴史資料 定（火付け・火事場取り締まりの高札） 1面 大宮区高鼻町4－219 個人　（埼玉県立歴史と民俗の博物館借用） H8.6.20
276 有形文化財 歴史資料 定（きりしたん禁制の高札） 1面 大宮区高鼻町4－219 個人　（埼玉県立歴史と民俗の博物館借用） H8.6.20
277 有形文化財 歴史資料 太政官高札(五榜の掲示） 1面 中央区本町東3-5-23 個人　（与野郷土資料館保管） H8.6.20
278 有形文化財 歴史資料 見沼通船器材　　 10点 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H9.3.4
279 有形文化財 歴史資料 篠原家の宝篋印塔　　文化辛未年の銘がある 1基 緑区東浦和5－6－2 個人 H9.3.4
280 有形文化財 歴史資料 正元二年銘の板石塔婆　　 1基 中央区鈴谷4－15－2 妙行寺 H10.5.11
281 有形文化財 歴史資料 圓乘院の石造地蔵菩薩立像　　 1基 中央区本町西1－13－10　 圓乘院 H10.5.11
282 有形文化財 歴史資料 赤山通りの石造地蔵菩薩立像　　 1基 中央区本町東5－8－6先 ＊＊＊ H10.5.11
283 有形文化財 歴史資料 綿貫家の算木及び関係文書　 一式及び3巻 浦和区常盤2丁目　 個人 H11.3.29
284 有形文化財 歴史資料 坂東家文書　 5,152点 浦和区高砂4－3－18 個人　（埼玉県立文書館寄託） H15.4.30
285 有形文化財 歴史資料 天保十一年銘秋葉神社算額 1面 西区大字中釘818　 秋葉神社 H16.3.31
286 有形文化財 歴史資料 東泉寺阿弥陀三尊図像板石塔婆 1基 浦和区瀬ヶ崎2－15－3 東泉寺 H16.3.31
287 有形文化財 歴史資料 岩槻城并侍屋敷城下町迄総絵図 1鋪 大宮区高鼻町2－1－2 さいたま市　（市立博物館） H25.3.27
288 無形文化財 無形文化財 木遣歌　　浦和木遣保存会の会員によって歌われるもの ＊＊＊ ＊＊＊ 保持団体：浦和木遣保存会 S49.3.23
289 民俗文化財 有形民俗文化財 清泰寺の庚申塔　　 351基 緑区東浦和5－18－9 清泰寺 S33.3.31
290 民俗文化財 有形民俗文化財 愛宕神社の算額　　 1面 見沼区大字御蔵1167　 愛宕神社 S43.3.8
291 民俗文化財 有形民俗文化財 太子講関係資料　　 一括 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） S47.4.19
292 民俗文化財 有形民俗文化財 厳島神社絵馬　　 1面 緑区大字三室2458　 厳島神社　（さいたま市立浦和博物館寄託） S47.4.19
293 民俗文化財 有形民俗文化財 文殊寺絵馬　　 三面 緑区大字三室1956　 文殊寺 S47.4.19
294 民俗文化財 有形民俗文化財 辻の庚申塔　　 1基 西区大字指扇領辻　 個人 S48.1.5
295 民俗文化財 有形民俗文化財 大倭神社の庚申塔　　 1基 西区三橋6－411 大倭神社 S48.1.5
296 民俗文化財 有形民俗文化財 庚申塔　　寛文八戊申年十一月吉日造立ノ銘アリ 1基 南区南浦和1－1537－2 大谷場庚申塔保存会 S48.4.11
297 民俗文化財 有形民俗文化財 庚申塔　　寛保二壬戌歳正月吉日造立ノ銘アリ 1基 緑区大字三室　 個人　（さるまん塚） S48.4.11
298 民俗文化財 有形民俗文化財 庚申塔　　寛文四甲辰五月廿七日の銘あり 1基 緑区大字広ヶ谷戸　 個人 S49.3.23
299 民俗文化財 有形民俗文化財 地蔵院の地蔵石仏　　 1躰 見沼区東大宮1－82－2 地蔵院 S50.2.7
300 民俗文化財 有形民俗文化財 高城寺の庚申塔　　 1基 西区大字西遊馬229　 高城寺 S50.2.7
301 民俗文化財 有形民俗文化財 広田寺本尊縁起絵馬　　 1面 南区沼影1－6－30 観音堂 S52.3.30
302 民俗文化財 有形民俗文化財 庚申塔　　寛文九己酉天七月吉日造立の銘あり 1基 桜区栄和3－821 重円寺 S56.4.4
303 民俗文化財 有形民俗文化財 庚申塔　　寛文九酉二月日の銘あり 1基 桜区道場3－15－3 金剛寺 S58.4.11
304 民俗文化財 有形民俗文化財 庚申塔　　寛文九年己酉二月吉日の銘あり 1基 南区鹿手袋6-3-15　 寳泉寺 S58.4.11
305 民俗文化財 有形民俗文化財 天満宮絵馬　　 2面 桜区道場3－15－2 天満宮 S62.3.31
306 民俗文化財 有形民俗文化財 五百羅漢像　　 513躯 中央区新中里3－5－29 弘法尊院 H3.9.19
307 民俗文化財 有形民俗文化財 南部領 の獅子舞獅子頭、衣裳及び道具類 附　長持及び長持覆い一式 31点 緑区大字南部領辻3241－5　 南部領辻公会堂 の獅子保存会 H4.3.25
308 民俗文化財 有形民俗文化財 身形神社の雨乞い絵馬　　 3面 緑区大字三室2458　 身形社　（さいたま市立浦和博物館寄託） H8.3.1
309 民俗文化財 有形民俗文化財 本太観音堂連経講絵馬　　 3面 浦和区本太2－20－5 本太観音堂　（延命寺） H9.3.4
310 民俗文化財 有形民俗文化財 石尊講木製奉納太刀　　天明二年、四ツ屋村講中の銘がある 1口 緑区大字三室2458　 さいたま市　（市立浦和博物館） H9.3.4
311 民俗文化財 有形民俗文化財 石尊講木製奉納太刀　　安永五年、白幡邑講中の銘がある 1口 南区白幡1－16－13 睦神社 H9.3.4
312 民俗文化財 有形民俗文化財 大戸のお聖さま　　 1基 中央区大戸1丁目　 個人 H9.5.26
313 民俗文化財 有形民俗文化財 上峰諏訪神社の力石　　 2点 中央区上峰2－3－5 さいたま市（上峰コミュニティホール管理） H10.5.11

314 民俗文化財 有形民俗文化財 仲町獅子王祭獅子頭及び神輿 1対及び1基
浦和区東仲町9－8 大善院
中央区下落合6-10-3 与野文化財資料室

獅子頭：浦和仲町獅子王祭祭事委員会
神輿：さいたま市浦和文化財資料室保管

H11.3.29

315 民俗文化財 有形民俗文化財 大久保領家囃子連奉納絵馬　　 1面 緑区大字三室2458　 日枝神社　（さいたま市立浦和博物館寄託） H12.3.28
316 民俗文化財 有形民俗文化財 寛文五年銘の庚申塔　　 1基 中央区本町西1－13－10 圓乗院 H12.6.20
317 民俗文化財 有形民俗文化財 寛文十三年銘の庚申塔　　 1基 中央区大戸1050　 大戸不動堂 H12.6.20



318 民俗文化財 有形民俗文化財 延宝二年銘の庚申塔　　 1基 中央区上落合730　 上落合地蔵堂 H12.6.20
319 民俗文化財 有形民俗文化財 延宝三年銘の庚申塔　　 1基 中央区上落合730　 上落合地蔵堂 H12.6.20
320 民俗文化財 有形民俗文化財 今羽ささら獅子舞天幕、獅子頭及び天狗面 ＊＊＊ 北区今羽町 今羽ささら獅子継承保存会 H19.3.30
321 民俗文化財 有形民俗文化財 福寿庵百観音 103躯 西区大字宝来1313 福寿庵 H21.3.30
322 民俗文化財 有形民俗文化財 中郷薬師堂の元禄十三年無食供養塔 1基 西区西大宮1-34-5 福正寺 H25.3.27
323 民俗文化財 有形民俗文化財 「岩槻の古式土俵入り」笹久保地区の天幕 1張 岩槻区大字笹久保810　篠岡八幡大神社 笹久保の古式子ども土俵入り保存会 H27.3.31
324 民俗文化財 無形民俗文化財 田島の獅子舞 ＊＊＊ 桜区田島4－12－1　氷川社 保存団体：田島の獅子舞保存会 S33.3.31
325 民俗文化財 無形民俗文化財 見沼通船舟歌 ＊＊＊ 緑区大字大間木・下山口新田 保存団体：見沼通船舟歌保存会 S33.3.31
326 民俗文化財 無形民俗文化財 深作ささら獅子舞 ＊＊＊ 見沼区深作2－15－4　氷川神社 保存団体：深作ささら獅子舞保存会 S33.5.15
327 民俗文化財 無形民俗文化財 秋葉ささら獅子舞 ＊＊＊ 西区大字中釘　秋葉神社他 保存団体：秋葉ささら獅子舞保存会 S33.5.15
328 民俗文化財 無形民俗文化財 日進餅つき踊り ＊＊＊ 北区日進町2－1194　日進神社 保存団体：日進餅つき踊り保存会 S34.2.4
329 民俗文化財 無形民俗文化財 大久保領家の民謡と踊 ＊＊＊ 桜区大字大久保領家　 保存団体：大久保領家の民謡と踊保存会 S34.3.31

保存団体：「砂万灯・本村組」万灯保存会
：「砂万灯・西本組」保存会
：東本組
：「砂万灯・中本組」保存会
：「砂万灯・中組」保存会
：「砂万灯・上中組」保存会
：「砂万灯・大上組」保存会

331 民俗文化財 無形民俗文化財 駒形の祭ばやし ＊＊＊ 緑区中尾地区　 保存団体：駒形ばやし保存会 S51.3.30
332 民俗文化財 無形民俗文化財 円阿弥の万作踊り ＊＊＊ 中央区円阿弥地区　 保存団体：円阿弥万作踊保存会 S51.7.19
333 民俗文化財 無形民俗文化財 宿の祭ばやし ＊＊＊ 桜区大字宿地区　 保存団体：宿祭囃子保存会 S54.3.29
334 民俗文化財 無形民俗文化財 氷川女體神社の名越祓え ＊＊＊ 緑区宮本2－17－1　氷川女體神社 保存団体：氷川女體神社名越祓保存会 S60.3.28
335 民俗文化財 無形民俗文化財 神田の祭りばやし ＊＊＊ 桜区大字神田地区　 保存団体：神田囃子連 H5.3.25
336 民俗文化財 無形民俗文化財 一山神社冬至祭 ＊＊＊ 中央区本町東4-10-14　 一山神社 H12.6.20
337 民俗文化財 無形民俗文化財 指扇の餅搗き踊り ＊＊＊ 西区大字指扇地区　 保存団体：指扇地区餅搗き踊り保存会 H15.4.30
338 民俗文化財 無形民俗文化財 南部領 の獅子舞 ＊＊＊ 緑区大字南部領辻2914　鷲神社 保存団体： の獅子舞保存会 H15.4.30
339 民俗文化財 無形民俗文化財 鹿手袋の祭ばやし ＊＊＊ 南区鹿手袋5-5-37 保存団体：鹿手袋囃子連 H28.3.30
340 記念物 史跡 大成館跡 ＊＊＊ 大宮区大成町2－402 普門院 S32.3.6

341 記念物 史跡 側ヶ谷戸古墳群　　稲荷塚古墳　一基　台耕地稲荷塚古墳　一基　茶臼塚古墳　一基　
山王山古墳　一基　上之稲荷古墳　一基

＊＊＊ 大宮区三橋4丁目　 さいたま市他 S32.3.6

342 記念物 史跡 浦和宿石橋と供養仏　　 1基 浦和区常盤9－11 さいたま市　（常盤9丁目交差点内歩道上） S34.3.31
343 記念物 史跡 かね山古墳　　 1基 桜区大字白鍬　 個人 S35.3.25
344 記念物 史跡 権現塚古墳　　 1基 桜区大字白鍬　 個人 S35.3.25
345 記念物 史跡 児玉南柯の墓 ＊＊＊ 岩槻区本町5－11－46 浄安寺 S35.4.1
346 記念物 史跡 大岡家の墓 ＊＊＊ 岩槻区日の出町9－67 龍門寺 S35.4.1
347 記念物 史跡 浦和宿二・七市場跡　　付 市場定杭 ＊＊＊ 浦和区常盤1－115 慈恵稲荷神社 S37.3.31
348 記念物 史跡 羽根倉河岸跡　　付 渡船場 ＊＊＊ 桜区大字下大久保　 ＊＊＊ S37.3.31
349 記念物 史跡 膝子一里塚　　 1基 見沼区大字膝子527－1他 膝子自治会 S39.1.13
350 記念物 史跡 鈴木荘丹の墓 ＊＊＊ 中央区鈴谷4－15－2 妙行寺 S39.1.13
351 記念物 史跡 西沢曠野の墓 ＊＊＊ 中央区本町東5－13－13 長伝寺 S39.1.13
352 記念物 史跡 大成領主小栗忠政一族の墓 ＊＊＊ 大宮区大成町2－402 普門院 S41.9.3
353 記念物 史跡 指扇領主山内一唯一族の墓　 4基 西区大字中釘　 妙久寺 S41.9.3

354 記念物 史跡 春日氏一族の墓　
4基
19基

桜区大字大久保領家363　
緑区大字中野田1667

大泉院
明照寺

S43.3.31

355 記念物 史跡 塚山古墳　　 1基 桜区大字浦和塚本　 個人 S44.5.21
356 記念物 史跡 神明寺古墳　　 1基 桜区大字浦和塚本　 個人 S44.5.21
357 記念物 史跡 白鍬塚山古墳　　 1基 桜区大字白鍬　 個人 S46.2.12
358 記念物 史跡 本杢古墳　　 1基 桜区中島2－184－1他 さいたま市 S46.2.12
359 記念物 史跡 大戸貝塚　　 1基 中央区大戸1－169－2 さいたま市 S46.9.10
360 記念物 史跡 浦和宿本陣跡 ＊＊＊ 浦和区浦和仲町2－6 さいたま市　（仲町公園）　 S47.4.19
361 記念物 史跡 岩槻城大構 ＊＊＊ 岩槻区本町3－21－25 愛宕神社 S49.9.26
362 記念物 史跡 片柳の筆塚 ＊＊＊ 見沼区片柳1丁目　 個人 S50.2.7
363 記念物 史跡 藤橋の六部堂 ＊＊＊ 西区大字植田谷本66－2 さいたま市 S52.4.14
364 記念物 史跡 内谷氷川社境内 ＊＊＊ 南区内谷2－1560の内 氷川社 S53.3.29
365 記念物 史跡 太田氏資宝筺印塔 ＊＊＊ 岩槻区本町1－7－10 芳林寺 S53.3.29
366 記念物 史跡 氷川女體神社磐船祭祭祀遺跡 ＊＊＊ 緑区大字見沼5317　 氷川女體神社 S54.3.29
367 記念物 史跡 神明神社古墳　　 1基 南区関1－148－2,3 神明神社 S56.4.4
368 記念物 史跡 稲垣田龍の墓　　 1基 中央区鈴谷4－15－2 妙行寺 S59.2.17
369 記念物 史跡 高力清長・徳松丸・竹の局の墓及び供養塔 ＊＊＊ 岩槻区本町5－11－46 浄安寺 S60.9.3
370 記念物 史跡 郷学戩穀堂の碑 ＊＊＊ 岩槻区本町6丁目 個人 H8.3.8
371 記念物 史跡 旗本青木高頼一族の墓及び宝篋印塔　　 34基 見沼区大字南中野451　 正法院 H12.4.3
372 記念物 史跡 池上家冨士浅間塚及び関連資料　 1基一括 西区大字中釘　 個人 H13.4.20
373 記念物 史跡 岩槻藩主阿部家の墓 ＊＊＊ 岩槻区加倉1-25-1 浄国寺 H18.3.30

330 民俗文化財 無形民俗文化財 砂の万灯 ＊＊＊ 見沼区東大宮1－13－9　八雲神社 S38.9.14



374 記念物 天然記念物 ユーカリ樹　　 1株 浦和区岸町3－8－45 埼玉県立浦和第一女子高等学校 S33.3.31
375 記念物 天然記念物 真福寺のイチョウ　　 1株 南区別所2－5－14 真福寺 S33.3.31
376 記念物 天然記念物 御蔵のクマガイソウ　　 一群 見沼区大字御蔵　 個人 S33.12.3
377 記念物 天然記念物 クマガイソウ自生地 ＊＊＊ 緑区東浦和8丁目　 個人 S34.3.31
378 記念物 天然記念物 セイコノヨシ自生地 ＊＊＊ 桜区大字神田字作田40－1,41,56　 身形社 S34.3.31
379 記念物 天然記念物 山崎の大ケヤキ　　 1株 緑区大字三室　 個人　（第二産業道路中央分離帯） S34.3.31
380 記念物 天然記念物 大和田の五葉松（西）　　 1本 見沼区大和田町2丁目　 個人 S34.7.11
381 記念物 天然記念物 景元寺のシイノキ　　 2本 大宮区北袋町2－379　 景元寺 S34.7.11
382 記念物 天然記念物 センダンバノボダイジュ 1株 浦和区岸町3－8－45 埼玉県立浦和第一女子高等学校 S36.3.31
383 記念物 天然記念物 大和田の五葉松（東）　　 1本 見沼区大和田町2丁目　 個人 S36.12.9
384 記念物 天然記念物 圓蔵院のシダレザクラ　　 1本 見沼区大字中川540　 圓蔵院 S36.12.9
385 記念物 天然記念物 圓蔵院の大イチョウ　　 1本 見沼区大字中川540　 圓蔵院 S36.12.9
386 記念物 天然記念物 砂の大ケヤキ　　 1本 見沼区東大宮1丁目　 八雲神社 S37.4.14
387 記念物 天然記念物 砂のモッコク　　 1本 見沼区東大宮1丁目　 個人 S37.5.19
388 記念物 天然記念物 圓乘院の千代桜 1株 中央区本町西1－13－10 圓乘院 S39.1.13
389 記念物 天然記念物 薬師堂のマキ　　 1株 桜区大字浦和塚本675　 薬師堂 S39.7.11
390 記念物 天然記念物 宮原の大ケヤキ　　 1本 北区吉野町2丁目　 個人 S39.8.29
391 記念物 天然記念物 氷川女體神社社叢 ＊＊＊ 緑区宮本2－17－1 氷川女體神社 S40.7.1
392 記念物 天然記念物 太田窪のカヤ　　 1株 緑区原山1－33 ライオンズマンション浦和トレヤ管理組合 S40.7.1
393 記念物 天然記念物 御蔵のイカリソウ　　 一群 見沼区大字御蔵　 個人 S40.11.6
394 記念物 天然記念物 辻のムクノキ　　 1株 緑区大字南部領辻　 個人 S43.3.31
395 記念物 天然記念物 大興寺のヒイラギ　　 1株 緑区大字大門2583　 大興寺 S43.3.31
396 記念物 天然記念物 宮原小学校のセンダン　　 1本 北区宮原町4－102－4 さいたま市　（市立宮原小学校） S43.8.3
397 記念物 天然記念物 普門院のタラヨウ　　 1本 大宮区大成町2－402 普門院 S44.3.8
398 記念物 天然記念物 普門院のキャラ　　 1本 大宮区大成町2－402 普門院 S44.3.8
399 記念物 天然記念物 大門のアベマキ 1株 緑区大字大門　 個人 S44.5.21
400 記念物 天然記念物 大興寺のウメ　　 1株 緑区大字大門2583　 大興寺 S44.5.21
401 記念物 天然記念物 東泉寺のボダイジュ 1株 浦和区瀬ヶ崎2－15－3 東泉寺 S44.5.21
402 記念物 天然記念物 山崎のボダイジュ 1株 緑区山崎1丁目　 観音堂 S44.5.21
403 記念物 天然記念物 延命寺のムクノキ 1本 浦和区本太1－42－2 延命寺 S44.5.21
404 記念物 天然記念物 砂のヒヨクヒバ　　 1本 見沼区東大宮7丁目　 個人 S45.3.7
405 記念物 天然記念物 調神社の境内林 ＊＊＊ 浦和区岸町3－17－25 調神社 S45.3.10
406 記念物 天然記念物 辻のムクロジ　　 1株 緑区大字南部領辻　 個人 S45.3.10
407 記念物 天然記念物 大日堂のシイノキ　　 1本 大宮区天沼町1－385 大日堂 S45.8.11
408 記念物 天然記念物 染谷のタラヨウ　　 1本 見沼区大字染谷　 個人 S45.8.11
409 記念物 天然記念物 植田谷本のクスノキ　　 1本 西区大字植田谷本　 個人 S45.8.11
410 記念物 天然記念物 大久保神社社叢 ＊＊＊ 桜区大字宿69　 大久保神社 S46.2.12
411 記念物 天然記念物 薬師堂のヒイラギ 1株 桜区大字大久保領家205　 薬師堂 S46.2.12
412 記念物 天然記念物 睦神社社叢 ＊＊＊ 南区白幡1－16－13 睦神社 S47.4.19
413 記念物 天然記念物 カイノキ　　 1株 浦和区常盤9－30－68 さいたま市　（浦和北公園） S48.4.11
414 記念物 天然記念物 三橋のヒイラギ　　 1本 西区三橋5丁目　 個人 S49.4.12
415 記念物 天然記念物 十王尊の大イチョウ　　 1本 見沼区大字南中野992　 十王尊 S50.2.7
416 記念物 天然記念物 氷川参道の並木　　 11本 大宮区吉敷町～高鼻町　 氷川神社 S50.2.7
417 記念物 天然記念物 大和田のムクノキ　　 1本 見沼区大和田町1丁目　 個人 S51.2.13
418 記念物 天然記念物 金剛院のタブノキ　 1本 北区日進町1－758 金剛院 S51.2.13
419 記念物 天然記念物 金剛院のカヤ　　 1本 北区日進町1－758 金剛院 S51.2.13
420 記念物 天然記念物 金剛院のシイノキ　　 1本 北区日進町1－758 金剛院 S51.2.13
421 記念物 天然記念物 満福寺のシラカシ　　 1本 北区日進町2－1003　 満福寺 S52.4.14
422 記念物 天然記念物 光秀寺のカヤの木 1本 岩槻区大字尾ケ崎888 光秀寺 S53.3.29
423 記念物 天然記念物 南中丸のアカガシ　　 1本 見沼区大字南中丸　 個人 S55.6.6
424 記念物 天然記念物 蓮沼のムクロジ　　 1本 見沼区大字蓮沼　 個人 S55.6.6
425 記念物 天然記念物 カシワ　　 1株 桜区田島3－28－22 如意輪観音堂　 S58.4.11
426 記念物 天然記念物 清浄院のサルスベリ　　 1本 北区吉野町1－36－2 清浄院 S61.2.7
427 記念物 天然記念物 行弘寺のツバキ　　 1株 南区大字太田窪2310　 行弘寺 S62.3.31
428 記念物 天然記念物 沼影観音堂のイヌマキ　　 1株 南区沼影1－6－30 観栄会 H5.3.25
429 記念物 天然記念物 上小町氷川神社のモッコク　　 1本 大宮区上小町1110　 氷川神社 H6.9.2
430 記念物 天然記念物 御嶽神社のイヌマキ　　 1株 桜区田島3－28－30 御嶽神社 H7.2.20
431 記念物 天然記念物 大谷場氷川神社のユリノキ　　 1株 南区南本町1－9－1 氷川神社 H8.3.1
432 記念物 天然記念物 大泉院のウスギモクセイ　　 1株 桜区大字大久保領家363　 大泉院 H8.3.1
433 記念物 天然記念物 廓信寺のカヤ　　 1株 浦和区北浦和3－15－22 廓信寺 H8.3.1
434 記念物 天然記念物 岩槻城跡のケヤキ 1本 岩槻区太田3－4ほか さいたま市（岩槻城址公園） H8.3.8
435 記念物 天然記念物 林鐘寺のイトザクラ　　 1株 桜区大字在家71　 林鐘寺 H10.3.10
436 記念物 天然記念物 正圓寺のドウダンツツジ　　 1株 中央区本町西4－3－15 正圓寺 H14.3.25
437 記念物 天然記念物 岩槻小学校のイチョウ 1株 岩槻区本町5－2526－2 さいたま市（市立岩槻小学校） H19.3.30



438 記念物 天然記念物 法光寺のシイノキ 1株 西区西大宮4丁目61－4 法光寺 H23.3.30
439 記念物 天然記念物 小室社のタブノキ 1株 緑区大字三室 個人 H24.3.28
440 記念物 天然記念物 砂氷川社のクスノキ 1本 見沼区東大宮7-36-11 宗教法人　氷川社 H30.3.28
441 記念物 天然記念物 砂氷川社のモミ 1本 見沼区東大宮7-36-11 宗教法人　氷川社 H30.3.28

国登録有形文化財
No. 種別 種類 登録名称等 員数 現所在地 所有者 登録日
1 有形文化財 建造物 浦和くらしの博物館民家園展示棟（旧浦和市農業協同組合三室支所倉庫) 1棟 緑区大字下山口新田1179‐1 さいたま市　（浦和くらしの博物館民家園） H9.7.15
2 有形文化財 建造物 二木屋（旧小林英三住宅）母屋　 1棟 中央区大戸４丁目 二木屋 H15.1.31
3 有形文化財 建造物 二木屋（旧小林英三住宅）門及び塀 1基 中央区大戸４丁目 二木屋 H15.1.31
4 有形文化財 建造物 細淵家住宅主屋 1棟 南区沼影1丁目 個人 H18.3.2
5 有形文化財 建造物 細淵家住宅長屋門 1棟 南区沼影1丁目 個人 H18.3.2
6 有形文化財 建造物 東玉大正館（旧中井銀行岩槻支店） 1棟 岩槻区本町3丁目 個人 H19.12.5
7 有形文化財 建造物 岩槻郷土資料館（旧岩槻警察署本庁舎・附属庁舎及び演武場） 1棟 岩槻区本町2-2322他 さいたま市（岩槻郷土資料館） H28.8.1
8 有形文化財 建造物 旧岩槻警察署附属掲示場 1棟 岩槻区本町2-2319-1 さいたま市（岩槻郷土資料館） H28.8.1
9 有形文化財 建造物 長谷川家住宅旧店蔵及び主屋 1棟 岩槻区本町3丁目 個人 H28.8.1
10 有形文化財 建造物 長谷川家住宅文庫蔵 1棟 岩槻区本町3丁目 個人 H28.8.1
11 有形文化財 建造物 内木酒造店舗兼主屋 1棟 桜区西堀6丁目 個人 H29.10.27
12 有形文化財 建造物 内木酒造離れ 1棟 桜区西堀6丁目 個人 H29.10.27
13 有形文化財 建造物 加藤家住宅主屋 1棟 岩槻区大字古ヶ場白水 一般社団法人おかしら H29.10.27
14 有形文化財 建造物 青山茶舗店舗兼主屋 1棟 浦和区岸町4丁目 個人 R4.2.17
15 有形文化財 建造物 青山茶舗旧納屋（楽風） 1棟 浦和区岸町4丁目 個人 R4.2.17


