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１．市内文化芸術関連施設                                           ※同一施設内に併設されている、あるいは隣接している施設は、「図」欄に示したアルファベットで表示 

 

ａ．博物館・美術館 No 図 施設名称 

No 図 施設名称 30 三橋公民館 

1 A 市立博物館 31 大成公民館 

2  浦和博物館 32 大宮東公民館 

3  浦和くらしの博物館民家園 33 大砂土東公民館 

34 片柳公民館 
4  

旧板東家住宅 

見沼くらしっく館 35 七里公民館 

5 B 岩槻郷土資料館 36 春岡公民館 

6  岩槻藩遷喬館 37 鈴谷公民館 

7 C 鴻沼資料館 38 大戸公民館 

8  旧高野家離座敷 39 与野本町公民館 

9 D うらわ美術館 40 上落合公民館 

10  青少年宇宙科学館 41 M 下落合公民館 

11  宇宙劇場 42 田島公民館 

12 E 漫画会館 43 C 土合公民館 

13  大宮盆栽美術館 44 大久保公民館 

14  さいたまふるさと館 45 栄和公民館 

15  県立歴史と民俗の博物館 46 O 大久保東公民館 

16 F 県立近代美術館 47 岸町公民館 

17  県立文書館 48 領家公民館 

18  鉄道博物館 49 浦和南公民館 

19 G 東玉、人形の博物館 50 上木崎公民館 

20 B お人形歴史館 東久 51 大東公民館 

21  木の博物館 木力館 52 仲本公民館 

53 針ヶ谷公民館 
ｂ．生涯学習関連施設 54 本太公民館 

No 図 施設名称 55 仲町公民館 

1 H さいたま市文化センター 56 F 常磐公民館 

2 A 氷川の杜文化館 57 北浦和公民館 

3 A 土器の館 58 南箇公民館 

4 I さいたま市民会館いわつき 59 文蔵公民館 

5 D さいたま市民会館うらわ 60 P 南浦和公民館 

6 J さいたま市民会館おおみや 61 谷田公民館 

7 F 恭慶館 62 六辻公民館 

8  プラザイースト 63 西浦和公民館 

9 K プラザウエスト 64 別所公民館 

10  プラザノース 65 東浦和公民館 

11 E 盆栽四季の家 66 善前公民館 

12 L 産業振興会館 67 大古里公民館 

13 M 産業文化センター 68 三室公民館 

14 N 大宮ソニックシティ 69 尾間木公民館 

15  彩の国さいたま芸術劇場 70 原山公民館 

16  埼玉会館 71 美園公民館 

17  さいたまスーパーアリーナ 72 岩槻本丸公民館 

18 N 生涯学習総合センター 73 Q 岩槻本町公民館 

19  指扇公民館 74 岩槻南部公民館 

20  馬宮公民館 75 岩槻北部公民館 

21  植水公民館 76 I 岩槻城址公民館 

22  大砂土公民館 

23  日進公民館 

24  宮原公民館 

25  植竹公民館 

77
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26 N 桜木公民館 

27  大宮南公民館 

28 J 大宮中部公民館 

29  大宮北公民館 
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ａ．博物館・美術館 

No 名  称 概  要 

1 市立博物館 
大宮区 古文書講座、学校巡回展などの講座や展示を行う、大人から子ども

まで親子で楽しめる 

2 浦和博物館 緑区 考古から現在にいたる歴史資料、民俗資料、美術資料などを展示 

3 浦和くらしの博物館民家園 
緑区 市内に伝わる伝統的な建造物を移築復原し、生活用具を中心に民俗資

料を収集、保存し、これらを展示公開する野外博物館 

4 
旧板東家住宅 

見沼くらしっく館 

見沼区 市指定文化財「旧坂東家住宅」を解体復原、生きている民家をテー

マに、季節の行事の再現とその公開をしている 

5 岩槻郷土資料館 
岩槻区 「岩槻のあゆみ」、「大昔のくらし」、「くらしの道具」の三つのテー

マで展示を行っている 

6 岩槻藩遷喬館 岩槻区 岩槻藩の儒学者、児玉南柯の開いた塾を復原公開 

7 鴻沼資料館 
桜区 鴻沼一帯の地域開発の歴史を後世に残すため、地域住民から寄贈され

た民俗資料を基に資料館として設置された 

8 旧高野家離座敷 
緑区 江戸時代末期の蘭方医、高野隆仙が主屋の離れとして建てたもの。平

成 17 年度に復原修理がなされた 

9 うらわ美術館 浦和区 地域ゆかりの作家と「本」を中心に美術品を収集、公開 

10 青少年宇宙科学館 
浦和区 常設・特別展示室、プラネタリウム、視聴覚ホール、ふれあい広場、

青少年ホール、図書コーナー、電気工作室、パソコン教室、天体観測室等を

備えている 

11 宇宙劇場 大宮区 ドームスクリーンでプラネタリウムや超大型映画を上映 

12 漫画会館 
北区 近代漫画の先駆者「北沢楽天」の晩年の住居跡に建てられた。日本初

の漫画に関する美術館 

13 大宮盆栽美術館 北区 さいたま市の伝統産業である盆栽の文化をひろく内外に発信する 

14 さいたまふるさと館 
浦和区 さいたま市の歴史や文化といった地域資源の展示、市民参加による

展示ギャラリーの運営、サッカー関連資料の展示 

15 県立歴史と民俗の博物館 
大宮区 埼玉の歴史と民俗に関する資料を収集、保管し、総合的に調査研究、

埼玉の地域的特性を明らかにし、その成果を展示公開 

16 県立近代美術館 
浦和区 モネやピカソ、日本の現代作家などのさまざまな美術作品の他に、

自由に座れるグッドデザインな椅子を公開している 

17 県立文書館 
浦和区 埼玉に関する古文書、行政文書、地図などの資料を、収集、整理、

保存を行い、その活用を図っている 

18 鉄道博物館 大宮区 JR 東日本創立 20 周年記念事業のメインプロジェクトとして開館 

19 東玉、人形の博物館 岩槻区 国内外のさまざまな優れた人形が展示されている 

20 お人形歴史館 東久 
岩槻区 約 1,000 体の岩槻元祖かみしも雛をはじめ、立雛、寛永雛、などの

昔の人形や現代名工の作品を展示 

21 木の博物館 木力館 岩槻区 木についての情報を発信する木と材木の博物館 

 

ｂ．生涯学習関連施設 

No 名  称 概  要 

1 さいたま市文化センター 
南区 大ホール（2,006 席／車いす席 8を含む）、小ホール（340 席／車いす

席 4を含む）、展示室、集会室（1～5）、和室（1～3）、茶室、多目的ホール、

練習室（1・2） 

2 氷川の杜文化館 
大宮区 日本舞踊、三曲などの本格的な練習の場として、また、茶道や華道

などの活動の場として利用できる 

3 土器の館 
土器の館は、発掘調査で出土した埋蔵文化財を保管・活用する施設。市内遺

跡からの出土品を収蔵するとともに、 新の発掘調査資料を展示している。

また、土器や石器に実際触れて体験することができるコーナーもある 

4 さいたま市民会館いわつき 
岩槻区 ホール（622 席）、集会室(1～9)、結婚式場関係施設（式場、控室、

写真室、着付室） 

5 さいたま市民会館うらわ 浦和区 ホール(478 席)、コンサート室(132 席）、集会室（15 室）、展示室 

6 さいたま市民会館おおみや 大宮区 大ール(1,370 席)、小ホール（274 席）、集会室（5室）、和室 

7 恭慶館 
浦和区 伝統文化の拠点として、茶道や華道、俳句をはじめとする文芸活動

のほか、着付けや香道などに幅広く利用できる 
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No 名  称 概  要 

8 プラザイースト 

緑区 (1 階)ホール、(2 階)多目的ルーム、第 1、2展示室、映像シアター、

第１～3 リハーサル室、音楽スタジオ、(3 階)フィットネスルーム、第 1～3

和室、茶室、特別会議室、第 1～8 セミナールーム（第 6 セミナールームは

パソコンルーム）、キッチンスタジオ、アトリエ絵画、アトリエ陶芸、アト

リエ造形、アトリエ映像 

9 プラザウエスト 

桜区 ホール（402 名）、第 1～5楽屋、第 1～2リハーサル室、多目的ルーム、

視聴覚室、第 1～8セミナールーム、音楽スタジオ 1～5、第 1～4和室、パソ

コンルーム、ギャラリー、陶芸アトリエ、造形アトリエ、絵画アトリエ、キッ

チンスタジオ、託児室、キッズルーム 

10 プラザノース 

北区 ホール（定員 403 名）、第 1～3リハーサル室、ノースギャラリー(1～

8)、多目的ルーム、交流スタジオ、造形アトリエ、CG アトリエ、絵画アトリ

エ、陶芸アトリエ、音楽スタジオ 1～3、書斎 1～5、キッチンスタジオ、第 1

～7セミナールーム、第 1～4 和室 

11 盆栽四季の家 北区 休憩室（49.5 ㎡）、和室（さくらの間 11 畳、つげの間 12.5 畳） 

12 産業振興会館 
北区 多目的ホール（定員 120 名、駐車台数 22 台）、大会議室（定員 54 名、

駐車台数 10 台）、小会議室（定員 24 名、駐車台数 5 台）、相談室（定員 18

名、駐車台数 4台）、教養室（定員 8名、駐車台数 2台） 

13 産業文化センター 
中央区 ホール（定員 300 人）、ロビー、喫茶室会議室 301（定員 50 人）、会

議室 302（定員 50 人）、会議室 303（定員 30 人）、和室（定員 50 人） 

14 大宮ソニックシティ 
大宮区 小ホール（496 席）、国際会議室（349 ㎡）、リハーサル室、練習室、

第 1～5 展示室、イベント広場、第 1～4 市民ホール、会議室（23 室）、研修

室（6室） 

15 彩の国さいたま芸術劇場 
中央区 大ホール（776 席）、小ホール（226～346 席）、音楽ホール（604 席）、

映像ホール（150 席）、稽古場（397.1 ㎡）、練習室（362.1 ㎡）、託児室、舞

台芸術資料室 

16 埼玉会館 
浦和区 大ホール（1315 席）、小ホール（504 席）、第 1～3 展示室、会議室

（15 室）、和室(30 名)、ラウンジ、レストラン、保育室 

17 さいたまスーパーアリーナ 中央区 音楽や産業などのイベントに使用されている多目的ホール。 

18 生涯学習総合センター 

大宮区 講座室 1(定員 18 名)、講座室 2(定員 18 名)、講座室 3(定員 24 名)、

和室(定員 30 名)、アトリエ(定員 20 名)、音楽室(定員 30 名)、レクリェー

ションホール 1(定員 40 名)、レクリェーションホール 2(定員 24 名)、学習

室 1(定員 24 名)、学習室 2(定員 24 名)、学習室 3(定員 18 名)、多目的ホー

ル(定員 180 名)  

19 指扇公民館 
西区 和室(定員 30名)、会議室(定員 30名)、実習室(定員 24名)、レクリェー

ションホール(定員 100 名)  

20 馬宮公民館 
西区 和室(定員 50名)、会議室(定員 60名)、実習室(定員 30名)、レクリェー

ションホール(定員 100 名)、工作室(定員 30 名)  

21 植水公民館 
西区 大和室(定員 24 名)、小和室(定員 8 名)、大会議室(定員 33 名)、小会

議室(定員 18 名)、実習室(定員 25 名)、多目的広場(400 ㎡)、レクリェーショ

ンホール(定員 81 名)  

22 大砂土公民館 
北区 和室(定員 40 名)、会議室(定員 24 名)、実習室(定員 36 名)、談話室(定

員 30 名)、レクリェーションホール(定員 100 名)  

23 日進公民館 
北区 和室(定員 40 名)、第 1 会議室(定員 16 名)、第 2会議室(定員 36 名)、

第 3 会議室(定員 18 名)、実習室(定員 36 名)、レクリェーションホール(定

員 120 名) 

24 宮原公民館 
北区 和室(定員 30 名)、会議室(定員 30 名)、実習室(定員 24 名)、多目的

室(定員 30 名)、レクリェーションホール(定員 80 名)  

25 植竹公民館 
北区 和室(定員 30 名)、会議室(定員 12 名)、研修室(定員 30 名)、レクホー

ル 1(定員 60 名)、レクホール 2(定員 30 名) 

26 桜木公民館 
大宮区 会議室(定員 12 名)、学習室(定員 18 名)、講座室１(定員 37 名) 、

講座室２(定員 45 名)、託児室(定員 30 名)、レクリエーションホール(定員

100 名)、調理実習室(定員 30 名)、和室(定員 30 名)、工作工芸室(定員 30 名)

27 大宮南公民館 
大宮区 和室(定員 30 名)、会議室(定員 25 名)、実験実習室(定員 36 名)、

レクリェーションホール(定員 80 名) 

28 大宮中部公民館 
大宮区 調理室(定員 36 名)、和室(定員 10 名)、第 1会議室(定員 8名)、第

2会議室(定員 12 名)、第 3会議室(定員 42 名)、レクリェーションホール(定

員 60 名) 
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No   名  称 概  要 

29 大宮北公民館 
大宮区 和室(定員 40 名)、小会議室(定員 10 名)、大会議室(定員 40 名)、

実習室(定員 36 名)、レクリェーションホール(定員 100 名) 

30 三橋公民館 
大宮区 和室(定員 30 名)、講座室(定員 48 名)、調理室(定員 40 名)、音楽

室(定員 30)、工作工芸室(定員 40 名)、レクリェーションホール(定員 120 名)

31 大成公民館 
大宮区 第 1 和室(定員 40 名)、第 2 和室(定員 10 名)、第 1 会議室(定員 50

名)、第 2会議室(定員 40 名)、第 3会議室(定員 20 名)、調理実習室(定員 30

名)、レクリェーションホール(定員 120 名) 

32 大宮東公民館 
大宮区 和室(定員 30 名)、小和室(定員 10 名)、第 1 会議室(定員 12 名)、

第 2 会議室(定員 35 名)、実習室(定員 25 名)、レクリェーションホール(定

員 90 名) 

33 大砂土東公民館 
見沼区 和室(定員 25名)、第 1会議室(定員 18名)、第 2会議室(定員 24名)、

実習研修室(定員 36 名)、レクリェーションホール(定員 70 名) 

34 片柳公民館 
見沼区 小会議室(定員 30 名)、和室(定員 30 名)、会議室(定員 60 名)、実

習室(定員 36 名)、レクリェーションホール(定員 80 名) 

35 七里公民館 
見沼区 和室(定員 30 名)、大会議室(定員 30 名)、小会議室(定員 15 名)、

実習室(定員 30 名)、談話室(定員 30 名)、レクリェーションホール(定員 100

名)、テニスコート A(定員 0 名)、テニスコート B(定員 0 名) 

36 春岡公民館 
見沼区 和室（小）(定員 10 名)、和室（大）(定員 40 名)、大会議室(定員

27 名)、中会議室(定員 21 名)、研修室(定員 32 名)、実習室(定員 26 名)、レ

クリェーションホール(定員 80 名) 

37 鈴谷公民館 

中央区 多目的ホール(定員 210 名)、調理実習室(定員 30名)、美術工芸室(定

員 40 名)、和室(定員 48 名)、託児室(定員 10 名)、レクリェーションホール

(定員 40 名)、音楽室(定員 40 名)、大会議室(定員 96 名)、小会議室 1・2(定

員各 36 名) 

38 大戸公民館 
中央区 和室(定員 60 名)、調理室(定員 30 名)、ホール(定員 100 名)、講習

室(定員 15 名) 

39 与野本町公民館 
中央区 和室(定員 20 名)、1F 集会室(定員 15 名)、2F 集会室(定員 30 名)、

実習室(定員 15 名)、ホール(定員 100 名) 

40 上落合公民館 
中央区 和室(定員 40 名)、第 1研修室(定員 30 名)、視聴覚室(定員 30 名)、

大ホール(定員 100 名)、託児室(定員 10 名)、集会室(定員 30 名)、料理室(定

員 30 名)、音楽室(定員 20 名)、多目的室(定員 15 名)、体育室(定員 180 名) 

41 下落合公民館 
中央区 和室(定員 40 名)、研修室(定員 30 名)、小研修室(定員 18 名)、調

理室(定員 25 名)、創作室(定員 18 名)、ホール(定員 150 名) 

42 田島公民館 
桜区 和室(定員 30 名)、小会議室(定員 30 名)、大会議室(定員 36 名)、講

座室(定員 40 名)、調理実習室(定員 42 名)、視聴覚室(定員 80 名)、美術工

芸室(定員 36 名)、体育室(定員 200 名) 

43 土合公民館 
桜区 和室(定員 20 名)、1階会議室(定員 10 名)、2階会議室(定員 10 名)、

1階講座室(定員 50 名)、2階講座室(定員 50 名)、体育館(定員 100 名) 

44 大久保公民館 
桜区 和室(定員 20 名)、会議室(定員 10 名)、講座室(定員 40 名)、調理室(定

員 15 名)、体育室(定員 150 名) 

45 栄和公民館 
桜区 和室(定員 30 名)、会議室 1(定員 30 名)、会議室 2(定員 15 名)、講座

室(定員 60 名)、体育室(定員 200 名) 

46 大久保東公民館 

桜区 視聴覚室(定員 48 名)、美術工芸室(定員 30 名)、調理実習室(定員 25

名)、体育室(定員 200 名)、和室(定員 30 名)、会議室 1(定員 12 名)、会議室

2(定員 24 名)、会議室 3(定員 12 名)、会議室 4(定員 36 名)、講座室(定員 36

名) 

47 岸町公民館 

浦和区 体育館(定員 250 名)、第 1講座室(定員 30 名)、第 2講座室(定員 30

名)、第 3講座室(定員 45 名)、第 4講座室(定員 20 名)、第 1会議室(定員 30

名)、第 2会議室(定員 30 名)、第 1和室(定員 40 名)、第 2 和室(定員 25 名)、

第 3 和室(定員 55 名)、第 4 和室(定員 55 名)、第 5 和室(定員 20 名)、音楽

室(定員 55 名)、調理室(定員 30 名)美術室(定員 36 名)、レクルーム(定員 60

名)、大会議室(定員 120 名) 

48 領家公民館 浦和区 和室(定員 25 名)、講座室(定員 30 名)、ホール(定員 40 名) 

49 浦和南公民館 
浦和区 和室(定員 30 名)、講座室(定員 42 名)、図書室(定員 12 名)、ホー

ル(定員 60 名) 
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No 名  称 概  要 

50 上木崎公民館 
浦和区 和室(定員 30 名)、会議室(定員 18 名)、第１講座室(定員 45 名)、

第２講座室(定員 24 名)、体育室(定員 120 名) 

51 大東公民館 
浦和区 和室大(定員 30 名)、和室小(定員 8名)、第 1会議室(定員 10 名)、

第 2会議室(定員 20 名)、講座室(定員 30 名)、体育室(定員 80 名) 

52 仲本公民館 
浦和区 和室(定員 30 名)、会議室(定員 12 名)、講座室 1(定員 24 名)、講座

室 2(定員 36 名)、体育室(定員 100 名) 

53 針ヶ谷公民館 
浦和区 和室(定員 35 名)、会議室(定員 24 名)、講座室(定員 27 名)、体育

室(定員 150 名)、研修室（定員 20 名） 

54 本太公民館 
浦和区 和室(定員 50 名)、会議室(定員 18 名)、講座室(定員 42 名)、資料

室(定員 15 名)、体育室(定員 150 名) 

55 仲町公民館 
浦和区 和室(定員 30 名)、1 階会議室(定員 18 名)、2階会議室(定員 30 名)、

講座室(定員 54 名)、体育室(定員 150 名) 

56 常磐公民館 
浦和区 和室(定員 60 名)、会議室(定員 30 名)、講座室(定員 60 名)、実習

室(定員 30 名)、資料室(定員 15 名)、体育室(定員 200 名) 

57 北浦和公民館 
浦和区 和室 1F(定員 30 名)、研修室 1F(定員 14 名)、講座室 1F(定員 50 名)、

第１会議室 2F(定員 20 名)、第２会議室 2F(定員 12 名)、体育室 2F(定員 150

名) 

58 南箇公民館 
浦和区 和室(定員 40 名)、会議室(定員 24 名)、講座室(定員 54 名)、実習

室(定員 24 名)、体育室(定員 200 名) 

59 文蔵公民館 
南区 和室(定員 20 名)、第 1 会議室(定員 24 名)、第 2会議室(定員 24 名)、

会議室（小）(定員 12 名)、講座室(定員 60 名)、調理実習室(定員 24 名)、

視聴覚室(定員 70 名)、美術工芸室(定員 36 名)、体育室(定員 200 名) 

60 南浦和公民館 
南区 和室(定員 42 名)、1階会議室(定員 24 名)、会議室 1(定員 36 名)、会

議室 2(定員 18 名)、講座室(定員 54 名)、レクリェーション広場(約 300 ㎡)、

体育室(定員 100 名) 

61 谷田公民館 
南区 和室(定員 50 名)、会議室(定員 20 名)、講座室(定員 60 名)、図書室(定

員 25 名)、体育室(定員 200 名) 

62 六辻公民館 
南区 和室(定員 20 名)、会議室(定員 16 名)、西会議室(定員 48 名)、講座

室(定員 48 名)、調理室(定員 20 名)、ホール(定員 60 名) 

63 西浦和公民館 
南区 講座室Ⅰ(定員 40 名)、講座室Ⅱ(定員 30 名)、体育室(定員 200 名)、

会議室(定員 15 名)、和室(定員 40 名 

64 別所公民館 
南区 和室(定員 40 名)、会議室(定員 24 名)、講座室(定員 54 名)、資料室(定

員 10 名)、体育室(定員 200 名) 

65 東浦和公民館 
南区 和室(定員 40 名)、会議室(定員 30 名)、講座室(定員 50 名)、創作室(定

員 25 名)、体育室(定員 300 名) 

66 善前公民館 
南区 調理実習室(定員 24名)、視聴覚室(定員 48名)、レクリェーションホー

ル(定員 80 名)、会議室１(定員 36 名)、会議室２(定員 48 名)、小会議室(定

員 18 名)、和室(定員 48 名) 

67 大古里公民館 
緑区 和室(定員 24 名)、会議室(定員 25 名)、講座室(定員 45 名)、調理実

習室(定員 24 名)、美術工芸室(定員 24 名)、視聴覚室(定員 80 名)、体育室(定

員 250 名) 

68 三室公民館 
緑区 和室(定員 40 名)、会議室 1(定員 12 名)、会議室 2(定員 12 名)、講座

室(定員 40 名)、調理室(定員 18 名)、体育室(定員 100 名) 

69 尾間木公民館 緑区 和室(定員 30 名)、小会議室(定員 30 名)、講座室(定員 50 名) 

70 原山公民館 
緑区 和室(定員 30 名)、会議室(定員 20 名)、講座室(定員 30 名)、体育室(定

員 100 名) 

71 美園公民館 
緑区 和室(定員 88 名)、第 1 会議室(定員 24 名)、第 2会議室(定員 18 名)、

講座室(定員 37 名)、調理室(定員 16 名)、体育室(定員 192 名)、旧美園中附

属体育館(定員 100 名) 

72 岩槻本丸公民館 
岩槻区 視聴覚ホール(定員 188 名)、リハーサル室(定員 50 名)、サークル

室(定員 25 名)、和室(定員 30 名)、研修室１・２(定員 30 名)、研修室３(定

員 30 名)、工芸室(定員 25 名)、多目的室(定員 80 名) 

73 岩槻本町公民館 
岩槻区 大会議室(定員 100 名)、中会議室(定員 30 名)、講義室(定員 30 名)、

和室(定員 30 名)、視聴覚音楽室(定員 30 名)、料理実習室(定員 37 名 

74 岩槻南部公民館 
岩槻区 ホール（体育室）(定員 360 名)、学習室(定員 54 名)、料理実習室(定

員 25 名)、研修室（1・2）(定員 60 名)、和室（1・2）(定員 45 名)、テニス

コート A～D 
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No 名  称 概  要 

75 岩槻北部公民館 
岩槻区 会議室(定員 15 名)、和室(定員 30 名)、レクリエーションルーム(定

員 30 名)、研修室（1・2）(定員 50 名)、サークル室(定員 12 名)、料理実習

室(定員 16 名)、ホール（体育館）(定員 200 名) 

76 岩槻城址公民館 
岩槻区 多目的ホール(定員 80名)、研修室(定員 60名)、学習室(定員 40名)、

和室(1)(定員 4名)、和室(2～6)(定員各 10 名) 

77 図書館 

中央図書館、馬宮図書館、大宮西部図書館三橋分館、大宮西部図書館、北図

書館、宮原図書館、大宮図書館、桜木図書館、春野図書館、大宮東図書館、

七里図書館、片柳図書館、与野図書館、与野南図書館、与野図書館西分館、

桜図書館、桜図書館大久保東分館、北浦和図書館、南浦和図書館、東浦和図

書館、岩槻図書館、岩槻駅東口図書館、岩槻東部図書館 計 23 館 

78 コミュニティセンター 

南浦和コミュニティセンター、東大宮コミュニティセンター、七里コミュニ

ティセンター、宮原コミュニティセンター、西部文化センター、与野本町コ

ミュニティセンター、西与野コミュニティホール、大宮工房館、馬宮コミュ

ニティセンター、下落合コミュニティセンター、上峰コミュニティホール、

高鼻コミュニティセンター、コミュニティセンターいわつき、岩槻駅東口コ

ミュニティセンター、ふれあいプラザいわつき、片柳コミュニティセンター、

浦和コミュニティセンター、日進公園コミュニティセンター 計 18 施設 
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２．主な文化芸術関連事業（平成 23 年度） 

ａ．イベント  

 事業名 事業内容 開催日 

1 
ユーモアフォト 

コンテスト 

ユーモアをテーマにした写真を通じて、市民に「豊かさ」を感じる

機会や場を提供し、また、ユーモア機能にユーモア情報を蓄積する

ことを目的としている。広く海外からも応募をいただき、ここ 2 年

は 3,000 点を超す作品が寄せられている。永年にわたり継続的に事

業を行っており、市民イベントとして定着している。[プラザノース] 

・募集締め切り 

8 月末日 

・展示 11/12～20

2 
国際漫画 

フェスティバル 

漫画文化の振興を基本コンセプトとし、市民に「豊かさ」を感じる

機会や場を提供し、また、ユーモア機能にユーモア情報を蓄積する

ため、開催趣旨に賛同する、世界で活躍中の漫画家の協力を得て、

ユーモア作品の提供を受け、展示会を実施している。10 年以上にわ

たり、継続的に実施しており、市民イベントとして定着し、親しま

れている。[プラザノース] 

展示 11/12～20 

3 
さいたま 

市民文化祭 

概ね 10～11 月を中心に市内で開催される文化芸術事業を掲載した

リーフレットを作成し配布する。掲載事業に「さいたま市民文化祭」

という統一した冠をつけて実施することにより、市の文化芸術の振

興を図る。 

・4月～6月 

参加募集 

・9 月 リーフ

レット配布 

4 
さいたま市 

美術展覧会 

さいたま市美術展覧会実行委員会の主催、さいたま市・さいたま市

美術家協会の共催、運衛委員会の企画・運営により、日本画・洋画・

彫刻・工芸・書・写真の 6 部門で、市民から作品を募集し、審査員

40 名の選考により、入選及び褒賞を決定。 入選作品は、プラザノー

スにて 10 日間展示する。また、上位入賞作品については、浦和美術

館で開催される選抜展に展示をする。 

・プラザノース 

10/19～29 

・選抜展 

11/12～17 

（うらわ美術館）

5 
さいたま 

市民音楽祭 

さいたま市民音楽祭実行委員会の主催により、市内で活動している

器楽団体(吹奏楽、オーケストラ、ギター、オカリナ、ピアノ等)が

さいたま市民ホールの大・小ホールの会場において、日頃の練習の

成果を発表する演奏会として開催している。   

10/30 

6 子ども文化祭 
市内で活動している子どもを中心としたグループへ発表の場を提供

することにより、さいたま市の明日の文化を担う子どもたちを育て、

市の文化振興に寄与することを目的に開催する。 

11/20 

7 

名曲コンサート 

プライマリー 

コンサート 

さいたま市、埼玉県産業文化センター、日本フィルハーモニー交響

楽団の共催により、①プライマリーコンサート(小編成による地域で

の演奏会)を開催し、市民が音楽を身近に感じ、音楽の楽しさに触れ

る機会を提供する。抽選により決定した小・中学校計 10 校で開催し

た。②名曲コンサート(日本フィルさいたま定期演奏会 7 公演）では、

広く市民への音楽鑑賞の機会の提供と、音楽文化の向上を図ること

を目的とし、市民割引として、7公演計 800 席分に、1枚につき 1,000

円を割り引いて販売した。 

通年 

8 

文化・芸術 

まちづくり 

創造事業 

さいたま市誕生 10 周年記念事業のシンボル事業 

・ジュニアソロコンテスト：さいたま市文化センターにおいて、

全国の小中学生を対象に管楽器、打楽器の独奏コンテストを実施

した。2日間の予選を行い、40 名(小学生 10 名､中学生 30 名)の選

抜を実施。本選では、小学生は全員入賞、中学生は全員に金賞･

銀賞･銅賞のいずれかの賞を贈呈。次代の文化芸術を担う力を子ど

もたちの中に育み、若手アーティストの育成を図るとともに、さ

いたま市の文化芸術を広く発信することを目的とする。 

・フリーカルチャービレッジインさいたま新都心：けやき広場（ク

イズコンテスト、パフォーマンスコンテスト、文化人座談会）、

展示ホール（現代アートコンテスト）等を実施した。 

・ジュニアソロ 

コンテスト 

予選 1月 

（2日間） 

本選 3月 

・ フ リ ー カ ル

チャービレッ

ジインさいた

ま新都心 

 10/8～9 

9 
シルバー 

作品展示会事業 

60 歳以上の方を対象に公募した作品（書・絵画・写真・手工芸・文

芸（俳句・短歌・川柳等））を市内 2 会場（浦和会場・大宮会場）

で作品展示会を開催している。なお、この展示会では作品の順位づ

けや表彰は行っていない。また、翌年度の全国健康福祉祭（ねんり

んピック）に出展する作品の選考も本作品展に出展している作品の

なかから選考している。 

・11/30～12/2 

さいたま市文

化センター 

・12/13～12/15 

大宮ソニック

シティ 
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 事業名 事業内容 開催日 

10 
障害者週間 

「市民の集い」 

障害者基本法に基づく 12 月 3日から 9日までの「障害者週間」を顕

彰し、障害のある人もない人も共に生き、支え合う社会を実現して

いくために、市民に障害者への理解と関心を深めてもらうとともに、

障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。 

主な内容として、障害者制作品の展示、音楽演奏等イベント、基調

講演、授産製品販売等を行う。 

－ 

11 

海外姉妹友好 

都市との 

文化交流事業 

海外姉妹友好都市との産業・経済、文化、スポーツなどの交流を推

進することにより、国際化社会に対応した人材を育成し、世界に開

かれた都市づくりに資する。 

・中華人民共和国

鄭州市訪問団

11/16～19 

・鄭州市友好都市

提携 30 周年パ

ネル展 3/5～

30 

12 
日本さくらそう 

品評会 

埼玉県及びさいたま市花である「サクラソウ」の普及とその認識の

向上を図ることにより、さいたま市所在の国指定特別天然記念物「田

島ヶ原サクラソウ自生地」の保護を中心として、園芸品種の培養技

術の向上に資することを目的とする。出品されたサクラソウ（園芸

品種に限る）を審査し、優秀な作品には埼玉県知事賞やさいたま市

長賞などを授与する 

・震災の影響で

中止 

※平成 22 年度は

94 作品の応募

13 
サクラソウ 

展示事業 

春のさくら草まつりと並行して、市花及び県花である「サクラソウ」

を区役所や駅など市内各主要箇所に展示し、サクラソウに対する認

識の向上及びその普及、啓発を図る。 

・震災の影響で

中止 

14 
さいたま市 

現代短歌新人賞 

歌壇に新風をもたらす歌人を表彰し、新人芸術家の発掘・支援を行

い、短歌文学の振興に寄与する。 

１年間に刊行された原則第一歌集の中から、歌人等有識者を対象と

したアンケートを行い、多くの推薦を受けた歌集、及び選考委員が

推薦する歌集を併せて、選考会にて 1 点決定する。表彰式・特別講

演を実施する。 

3/18 

15 
見沼通船堀閘門 

開閉実演 

見沼通船堀整備の中で復元した閘門を実際に開閉し、見沼通船の様

子を再現するものである。見沼代用水の水利権などもあり、時期が

限定されてしまうが、夏休みの終わり頃に実施し、子どもたちの学

習にも供している。また、閘門の開閉だけでなく、二分の一に復元

した船を浮かべ関の間を航行させたり、地元婦人会等の協力により、

市指定無形民俗文化財の見沼通船舟歌の披露も行っている。実演は

午前・午後の 2 回行い、毎年、市内外から多くの見学者があり、好

評を得ている。 

8/24 

16 最新出土品展 

市内での発掘調査により発見された出土品や調査の様子を紹介する

写真を展示。郷土学習の教材として、また埋蔵文化財の理解を深め

るために市内公共施設 7箇所（さいたま市立博物館、プラザノース、

プラザイースト、浦和区役所、プラザウエスト、岩槻郷土資料館、

与野文化財資料室）で開催した。 

9/10～12/22 

17 
地区公民館 

文化祭 

各公民館において、利用団体が日頃の活動の成果を発表し、交流親

睦を図る。多くの公民館で、地域住民（利用団体）を中心とした実

行委員会が、文化祭の企画運営を行う。 

公民館毎に設定 

18 

生涯学習総合セ

ンター・地区公

民館での学習講

座 

市内各公民館において、文化・芸術に親しむ事業・講座を実施する。 公民館毎に設定 

19 
消防音楽隊ミニ

コンサート 

市民の防火意識の高揚を図ることを目的とし、火災予防等の消防広

報と演奏によるコンサート。 
9/22 

20 

希望のまちコン

サート～さいた

ま市消防音楽隊

定期演奏会 

市民の防火意識の高揚を図ることを目的とし、火災予防等の消防広

報と演奏によるコンサートを、埼玉会館大ホールで開催。（年１回） 
3/10 
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ｂ．博物館等における事業 

 事業名 事業内容 開催日 

21 
漫画会館展示事

業 

さいたま市ゆかりの近代漫画の先駆者「北沢楽天」の

業績を顕彰するとともに、漫画文化振興のための事業

を企画・実施している。企画漫画展、収蔵品展、さい

たま市民漫画展を館内で開催している。 

・収蔵品展（前期）：4/1～5/8 

・収蔵品展（後期）：5/21～7/3

・チャレンジ作品集：7/16～8/28

・企画漫画展：9/10～10/10 

・収蔵品展（前期 2）：3/3～3/31

22 
盆栽文化の振興 

・活用 

盆栽関連施設(大宮盆栽美術館)では、盆栽の銘品と触

れ合う機会を提供するとともに、盆栽を介しての国際

交流や盆栽園、盆栽愛好家などの交流を促進する。さ

らに、盆栽文化の発展の中心地として、盆栽文化に関

する情報を国内外や世界各国に向けて発信していく

ことを目指す。 

－ 

23 
博物館の 

展示活動 

歴史・美術・民俗文化等の資料を学術的に紹介し、展

示することを通して、市民の郷土意識を高め、市民の

自主的な学習の機会や学習への関心を高めることを

目的とする。 

常設展示のほかに、一般市民対象を 2回、小中学生対

象を 2回の年 4回の特別展等を軸にして、年間の展示

を構成する。常設展では、市民の郷土学習の期待に応

え、特別展等では、内容を工夫し、様々な学習の要望

に応える一方、日ごろ博物館に訪れる機会のない市民

への参加を促す。 

・常設展示：4/1～3/31 

・収蔵品展：5/21～7/3 

・夏休み子ども博物館：7/16～

8/31 

・特別展：10/8～11/23 

・昔の道具とくらし展：12/3～

3/4 

・23 年度企画展：3/17～5/6 

24 
博物館の 

活動場所の提供 

場所の有効活用だけでなく、博物館への敷居を低く

し、博物館への親しみや事業の理解を目的とする。 

市民団体やサークルの学習成果等を発表する場とし

て展示室を、古文書解読や郷土史研究等の学習の場と

して講座室を貸し出す。主催事業の講座参加者が継続

して自主的に学習できる場として機能する。 

－ 

25 古文書の筆写 
博物館が収蔵している資料を積極的に利用するため、

市民ボランティアの活用を図り、古文書等の整理、筆

写、解読等を行う。 

－ 

26 
うらわ美術館 

展示事業 

地域ゆかりの作家の作品と本をめぐるアートを中心

に広く内外の美術を紹介することにより、市民の美術

文化の向上を目指すことを目的とする。そのため年に

4回の企画展及び巡回展と2回のコレクション展を開

催している。企画展及び巡回展では市外からの来館者

の比率も高く、本市のアピールにもなっている。 

・堀内誠一展：4/23～6/26 

・ブラティスラヴァ世界絵本原

画展：7/9～8/31 

・瑛九展：9/10～11/6 

・アートとブックのコラボレー

ション展：11/23～1/22 

・コレクション展 

『静けさの中で』：4/23～6/26

『風景のこころ』：11/23～

1/22 

27 
うらわ美術館 

出張事業 

児童生徒が直接美術作品に触れる機会をより多く作

ることが必要であるが、遠隔地の学校から生徒を引率

してくるのは大変であるため、美術館から出向いて授

業を行い、併せて美術館と学校との連携を図ろうとす

るのが目的である。そのため比較的持ち運びが軽易な

本の作品を中心に、それらを活用し、時には教師とも

共同しつつ授業を行っている。本物の美術品に接する

機会となるばかりでなく、子供たちと直接接すること

により美術館が身近なものに感じられるようになる。

－ 

28 
うらわ美術館 

貸館事業 

美術品などを創作している市民の発表の場として、1

週間単位で貸出を行っており、美術に関する市民の知

識及び教養の向上に寄与している。 

・前期：4/1～4/11 

・後期：2/28～3/31 
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ｃ．助成・振興事業 

 事業名 事業内容 開催日 

29 鉄道文化の振興 

鉄道とともに発展を遂げたさいたま市の歴史を踏まえ「鉄道文化」

として魅力あるまちづくりに活かすことを目的とする。特にＨ19 年

10月に開館した鉄道博物館はまさにさいたま市の鉄道文化を象徴す

る施設となりえることから、今後も連携し、鉄道文化の振興、普及

に努めていく。 

－ 

30 
さいたま文化財

産等取得基金 

美術品の購入を主目的としていた「さいたま市美術品等取得基金」

を廃止し、本市の文化芸術振興の更なる取り組みを推進するため、

新たに、美術品のほか、文化財産の購入も可能とする「さいたま市

文化財産等取得基金」を設置した。 

－  

31 
文化振興事業団 

自主事業 

文化センター、市民会館うらわ・おおみや・いわつき、氷川の杜文

化館・恭慶館、プラザイースト、プラザウエストの指定管理者となっ

ている（財）さいたま市文化振興事業団が、市の文化振興計画にそっ

た自主文化事業を実施する。事業数：文化センター25、市民会館う

らわ 14、市民会館おおみや 11、市民会館いわつき 12、氷川の杜文

化館 13、恭慶館 7、プラザイースト 50、プラザウエスト 75、計 207

事業を計画。 

－  

32 
芸術文化振興 

補助事業 

市民の自主的な文化芸術活動の促進と、本市の文化芸術の振興を図

るため、市内に事務所を置き活動する文化芸術関連団体が市内で実

施する文化事業に対し補助金を交付する。            

4 月 申請受付 

33 

青少年による 

郷土芸能伝承 

活動補助金 

青少年の健全育成及び郷土芸能伝承を目的とする団体の活動に対

し、郷土芸能伝承活動を実施するために必要な経費（衣装代・太鼓

等修理代・練習会場使用料等）の助成を行う。 

 － 

34 
伝統産業活性化

事業 

平成 20 年度に、「岩槻の人形」「大宮の盆栽」「浦和のうなぎ」の

3 産業をさいたま市伝統産業として指定し、その後「伝統産業に属

する事業所」「伝統的な工芸技術を継承する事業所」「地域の特性

と深い関連のある事業所」の区分により、現在 148 事業所をさいた

ま市伝統産業事業所として指定している。 

パネル展の実施、コラボさいたまなどにおける周知、ガイドブック

の作成・配布、ホームページの作成などにより広く市内外にＰＲを

行っている。今後は、引き続き事業所の掘り起こしを行うとともに、

現在指定している産業及び事業所へのＰＲも継続していく。 

－  

35 
観光団体 

運営補助事業 

市内における観光事業の振興及び観光団体の育成を図るため、市内

の観光振興を図ることを目的とした各種観光団体に対し、運営経費

及びイベント開催経費の一部を補助するものであり、市内の観光振

興及び地域の活性化が図れるほか、本市のＰＲにもつながる。 

－  
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ｄ．その他（ソフト事業、計画等）   

 事業名 事業内容 開催日 

36 
市民ギャラリー

の活用 

市民文化の向上のため、市内で文化芸術活動を行っている個人・グ

ループの日頃の活動成果を発表する場を提供するとともに、市民が

身近な場所で市内文化芸術活動の作品を鑑賞することができる機会

を提供している。1週間を単位とし無料で貸し出しており、3ヶ月ご

とに利用申込受付を実施している。（毎回、応募者多数のため抽選と

なっている。）また、ギャラリーカレンダーを作成して市内公共施設

に配布することで、利用者の展示広報の協力を行っており、市民へ

の周知にもなる。毎回、利用率は 100％に達しており、またリピー

ターの割合も高く、市民文化の向上に貢献しているといえる。 

4/1～3/31 

※12/29～1/3 休

37 景観表彰 

優れた都市景観の創造に寄与する建築物等を「景観賞」として、活

動等を「景観協力賞」として表彰する。市民の都市景観に関する意

識の高揚を図る一環として、子どもたちの景観意識の醸成を目的と

し、中学生を対象とした「景観絵画コンクール」を、平成 19 年度か

ら実施している。また、写真を撮る、観ることでの市民の景観意識

の醸成を目的とする「景観写真コンテスト」を、平成 22 年度から実

施している。受賞作品集の作成や配布、区役所での受賞作品のパネ

ル展示を行い、優れた景観形成に寄与する受賞作品の周知を行なっ

ている。 

－  

38 文化賞 

本市在住または本市にゆかりのある方で、文化芸術またはスポーツ

の分野で顕著な功績のあったものに対する表彰を行っている。これ

まで、8回の表彰を行っており、文化芸術の分野から 19 名（作家・

能楽家・指揮者・作曲家・人形作家など）、スポーツ分野から 7 名

（アテネ五輪メダリストなど）の計 26 名の方々に文化賞を贈呈して

いる。 

－ 

39 
文化財刊行物の

作成配布 

さいたま市における文化財の普及、啓発、活用を行うため、榧りぽー

と、国指定史跡見沼通船堀パンフレット等を文化財保護課で配布す

るほか、博物館、図書館、区役所等で一般に配布している。榧りぽー

とは文化財の状況を紹介し、文化財所有者に配布。田島ケ原サクラ

ソウ自生地・見沼通船堀パンフレット等については、利用・問い合

わせも多く、文化財の見学者も増加している。 

－  

40 
さいたま 

市民文芸 

詩、短歌、俳句、川柳、小説・随筆・評論の５部門について、広く

市民から作品を募集。20 名の運営委員の選考により、入賞作品・入

選作品を決定し、入選作品を掲載した文芸誌を 1,000 部発刊する。

文芸誌は、社会教育施設、入選者に配布するとともに、当課窓口に

て販売している。 

11/3 刊行 

41 
文化施設の整備 

・充実 

既存文化施設の保守・点検・軽微な改築。文化事業の推進。 

※対象施設（プラザイースト・プラザウエスト・プラザノース・盆

栽四季の家・文化センター・市民会館うらわ・市民会館おおみや・

市民会館いわつき・恭慶館・氷川の杜文化館） 

－  

42 
(仮称)岩槻人形

会館整備事業 

本市の特色ある文化資源である人形文化を広く国内外に発信すると

ともに、文化振興や観光・産業の振興にも寄与する施設として（仮

称）岩槻人形会館を整備することを目的とする。 

さいたま市所蔵

品展「雛の宴」 

2/28～3/8 

プラザノース 

43 

(仮称)アートス

トリート整備事

業基本設計業務 

JR 埼京線与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場までを「期待感・

余韻・楽しみを提供するアート空間の創出」を整備コンセプトに、

与野本町駅前公園は「エントランスゾーン」、たつみ通りは「ギャ

ラリーゾーン」として整備していくための方針を策定した。 

－  

 

 



２．主な文化芸術関連事業 

 

 13

ｅ．各区の事業 

区 № 事業名 事業内容 開催日 

西

区 
44 西区作品展 

作品をつくる喜びとふれあいを育むことを通して、創造力の啓発

と芸術文化への理解を図るとともに、西区民のコミュニティの醸

成を図る。西区在住・在勤・在学者（中学生以下を除く）を対象

に作品を募集し、各部門ごとに入賞作品を選考のうえ、西区役所

市民ホールに全作品を作品展として展示する。また、講演・講評

会を実施し、表彰式を挙行する。 

・1/23～2/3 

※1/28 は除く 

西

区 
45 

西区ふれあい 

まつり 

西区の新たな郷土づくりと郷土意識の醸成、及び区民の連帯がよ

り一層高まることを目的に三橋総合公園で実施する。地域を代表

する郷土芸能のお囃子ステージ・区内各地からの団体が参加し、

子供からお年寄りまでが楽しめるふれあいステージけんちん汁

等の無料配布を行う地域の味を楽しむ会・手づくりコーナーや子

どもあそびチャレンジコーナーなど区民参加型イベントで楽し

んでもらう。 

11/12 

西

区 
46 

ロビー 

コンサート 

西区役所内で実施するロビーコンサートを通じて、区役所が区民

にとって身近なものとなること及び、文化性の高い音楽を鑑賞す

ることにより、区民の文化意識が一層高まることを目的とする。

西区役所市民ホールにおいて、区内の高校卒業のヴァイオリン演

奏家によるコンサートを実施し、来庁者にこれを鑑賞してもら

う。 

3/22 

西

区 
47 

音と光の 

コンサート 

西区役所で実施される音と光のコンサートを通じて、区役所が区

民にとって身近なものとなり、また、文化性の高い音楽を鑑賞す

ることにより、区民の文化意識が一層高まることを目的とする。

西区役所市民ホールにおいて１時間程度のコンサートを実施す

る。来場者には、蛍光ケミカルライトを配布する。出演はタケカ

ワユキヒデ、地元音楽団体にお願いする。 

12/3 

北

区 
48 

北区 

文化まつり 

北区民の文化活動の発表の場を設けるとともに、地域住民の連帯

を深めることを目的として開催する。 

実行委員会を構成し、その下部組織としてステージ及び展示部会

を組織して企画及び運営を行う。区民によるステージパフォーマ

ンス及び芸術作品が、プラザノースを会場として 2日間にわたり

披露される。 

2/18～19 

北

区 
49 北区民まつり 

北区における郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をより一層深

めるために開催する。 

実行委員会を組織、さらに下部組織として総務・ステージ・マー

ケット・スポーツの 4専門部会を組織し企画・運営している。お

楽しみ抽選会、とん汁の無料配布、リユース食器の使用及びエコ

ステーションでの分別による環境対策、区民によるステージ発表

及び出店、スポーツ体験、白バイ展示、委託によるフリーマーケッ

トや熱気球体験飛行等を見沼ＧＣにて行っている。 

11/6 

北

区 
50 

区内小学生へ

の盆栽美術館

無料招待券配

布 

北区が世界に誇る地域資源である盆栽をより身近なものと感じ

てもらい、盆栽への理解をより深めてもらうため、大宮盆栽美術

館の無料招待券を北区内の小学生に配布する。 

無料招待券有効

期 間 ： 7/22 ～

10/31 

北

区 
51 

盆栽文化 

伝承イベント 

区の特性を活かし、盆栽のまち北区をＰＲすると共に、盆栽文化

の伝承の一助とする。プラザノースホールを会場とし、盆栽文化

伝承事業～盆栽（ＢＯＮＳＡＩ）をもっと感じて～と題しイベン

トを開催。 区内盆栽家の講演や盆栽の植え替えの実演、盆栽ク

イズ、植竹小学校・地域活動団体の取組発表、植竹小学校 5・6

年生の制作のミニ盆栽約 350 鉢の展示を実施。 

2/4 

大

宮

区 

52 
鉄道文化振興 

事業 

区民が鉄道とともに発展してきたまち｢大宮｣の魅力を再認識す

ることを通じ、親子の絆を深め、区民同士の交流を図るとともに、

ふるさとづくりやコミュニティ意識の醸成を図ることを目的と

して、「春休み特別企画 親子車両センター探検隊」を 3 回開催。

その他に、「おおみや鉄道ふれあいフェア」において、鉄道文化

の普及啓発グッズを配布している。 

7/27 

12/26 

3/29 
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区 № 事業名 事業内容 開催日 

大

宮

区 

53 絵画作品展 

大宮区の歴史・文化について理解を深め、郷土意識の向上を図る

ことを目的としている。大宮区民ふれあいフェア開催時に合わせ

て、将来のまちづくりの担い手である子どもたちを対象に絵画展

を開催した。毎年テーマを変えて実施している。 

－  

大

宮

区 

54 
大宮区魅力 

発見ツアー 

区民が大宮区の魅力を再発見し、大宮区の歴史や宝物について学

ぶことができる機会を提供することを目的とした歴史ガイド付

きのまち歩きツアー。講師は、大宮観光ボランティアガイド会に

依頼し、説明を受ける。またコース設定に老舗料亭での参加者限

定ランチを組み入れた。 

3/28 

大

宮

区 

55 
大宮日進 

七夕祭り 

毎年、8 月 6 日、7 日の 2 日間、JR 日進駅南側の日進七夕通りを

中心として開催されている（平成 23 年度で第 40 回目）。主催は、

大宮日進七夕祭り実行委員会。主な内容は、七夕装飾コンクール、

子ども御輿・山車練り歩き、民謡流し、鳴子踊り、和太鼓演奏、

軽音楽演奏、あらい太朗氏による似顔絵書き。     

8/6～7 

大

宮

区 

56 中山道まつり 

毎年、8 月 1 日の武蔵一宮氷川神社の例大祭にあわせ、大宮駅東

口駅前及び中山道周辺を会場として開催されている（平成 23 年

度で 14 回目）。主催は中山道まつり実行委員会。旧大宮では古

くから、武蔵一宮氷川神社の例大祭にあわせ、大宮夏まつりが開

催され、御輿渡御・山車巡行が行われていた。これら伝統行事の

灯を次代に継承するとともに、地域経済の活性化等を図ることを

目的とする。主な内容は、オープニングパレード、御輿渡御、山

車巡行、民謡輪おどり等。 

8/1～2 

大

宮

区 

57 
スパーク 

カーニバル 

毎年、8 月 1 日に大宮駅西口を会場として開催されている。（平

成 23 年度で 24 回目）主催はスパークカーニバル実行委員会。地

元住民及び企業等を中心とした市民参加型のまつりとして、御輿

とサンバ等の和洋競演による、力強く熱気にあふれた「市民のま

つり」として実施する。主な内容は、オープニングパレード、御

輿渡御、サンバパレード、よさこい踊り等。 

8/1 

大

宮

区 

58 
みやはら 

まつり 

毎年、7 月中旬に、宮原駅東口駅前広場と中山道（加茂神社から

加茂宮交番までの間）で開催されている（平成23年度で20回目）。

主催は、みやはらまつり実行委員会。主な内容は、宮原地区伝承

の郷土芸能、御輿渡御、山車の巡行、警察音楽隊パレード等。 

7/17 

大

宮

区 

59 大盆栽まつり 

毎年、5 月 3 日から 5 月 5 日までの間、大宮盆栽村（盆栽四季の

家、かえで、しで、もみじの各通り等）で、開催されている（平

成 23 年度で 28 回目）。日本の伝統美を受け継ぐ盆栽を広く普及

し、また緑や季節を身近に感じて、親しんでもらう。主な内容は、

名品盆栽特別展示、市民盆栽展、盆栽・盆器・山野草即売会、盆

栽相談所の開設。 

5/3～5 

大

宮

区 

60 
音楽・アートの 

まちづくり 

大宮小学校の児童を対象として「プロ音楽家のコンサートとジュ

ニア・ブラス・クリニック」を開催するとともに、区民の交流・

音楽による地域コミュニティの活性化を図る目的で、区民ふれあ

いコンサート等を実施した。 

1/16 

大

宮

区 

61 
大宮区 

ミュージアム 

これまで区役所ホールや会議室などに分散して展示してあった、

旧大宮市役所庁舎（現区役所）の竣工記念に寄贈されたものや、

旧大宮市美術展で市長賞・議長賞等を受賞され寄贈していただい

た絵画や彫刻を、市民の皆様がいつでもこの芸術作品をご覧いた

だけるよう、区民ホール２階通路に「大宮区ミュージアム」とし

て常設展示する。各種届け出の待ち時間を利用して芸術作品に親

しんでいただく等、区役所利用者の快適性にも配慮した、明るい

区役所づくりの一環とする。 

11/1 より 

常設展示 

大

宮

区 

62 
大宮落語体験

教室 

文化振興事業団との共催事業。大宮南小学校 5、6 年生を対象に

プロの落語家から落語を聴き、また実際にそばの食べ方や太鼓の

たたき方などの体験をする。 

1/27 
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区 № 事業名 事業内容 開催日 

見

沼

区 

63 
見沼区 

文化まつり 

見沼区内に在住、在学、在勤の方又は区内コミュニティセンター、

公民館等で活動しているサークルに対して、気軽に参加できる芸

能発表、作品展示の場を提供して、区民が一体となって取り組め

る文化交流の場を設けることにより、区民意識の醸成及び地域住

民の連帯を図るため開催する。昨年度に初めて運行した臨時無料

バスを 1台増やし、3台運行する。 

・開催場所：片柳コミュニティセンター 

・ステージ部門：フラダンス、コーラス、和太鼓、太極拳、手品

等 

・展示部門：絵手紙、写真、書、絵画、エコクラフト、陶芸、生

け花等 

2/25～26 

見

沼

区 

64 みるきく見沼 

見沼たんぼの伝説をひも解くおはなし会と貴重な映像で見沼の

自然を紹介する上映会を開催し、区民に区内の身近な自然、文化

を再発見し、見沼たんぼ（ふるさと）への愛着を深めていただく

ために開催する。 

8/27 

中

央

区 

65 
ロビーミニ 

コンサート 

区内在住アマチュア音楽家の発表する機会の提供と音楽を通じ

て区民の方々とのふれあう機会の創出を目的として、年に 4回区

役所ロビーを会場とし、平日の昼休み（45 分）を利用して季節に

ちなんだテーマを選考するなどして、開催している。 

年に 4回 

中

央

区 

66 

ふるさと文化

育成事業（区内

観光団体特別

支援事業） 

中央区管内において、観光の振興を図ることを目的とした観光イ

ベントを実施、もしくは参加する団体に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付している。 

〈主な交付団体〉 

①大正時代まつり実行委員会(与野駅西口にて大正時代風仮装パ

レード等を行うまつり)、②七福神パレード実行委員会（与野本

町通り周辺にて七福神の仮装が練り歩く）、③与野鴻沼太鼓父母

会（区内有志による和太鼓のサークル・区民まつり等に参加）、

④円阿弥万作踊り保存会（市指定無形文化財）、⑤よさこい彩雅

組（よさこい鳴子踊り・盆踊り・市民まつり・南魚沼市雪祭り等

に参加）、⑥かっぽれ会与野道場（豊年祈願の踊り。梅后流江戸

芸かっぽれ）、⑦上峰囃子連（上峰の囃子を継承し後継者を育成。

夏祭り等に参加） 

・大正時代まつり

10/28～29 

・七福神パレード

1/3 

中

央

区 

67 

さいたま市 

中央区 

区民まつり 

毎年 11 月の第 2 土・日曜日に区役所周辺を会場として、「広げ

ようコミュニティの輪」をテーマに区民相互のふれあいと連帯感

を深め、ふるさとへの愛着と活力ある中央区にするため実施。 

11 月の第 2土・

日曜日 

中

央

区 

68 

バラのまち 

中央区アート

フェスタ 

既存の区内資源を活かした、文化的な風情と近代的な都市景観を

併せ持つ新しい都市文化の創造へ向け、歴史ある与野本町通り

（蔵造り住宅）・さいたま新都心（近代的な文化設備群）・彩の

国さいたま芸術劇場でそれぞれ「バラのまち中央区アートフェス

タ」のシリーズとしてコンサート等を行い、まちなかに点在する

地域文化・アートを結びつける。 

－ 

中

央

区 

69 

彩の国さいた

ま芸術劇場 

出演者手形・ 

レリーフ設置

事業 

JR 与野本町駅からたつみ通りを経由し、彩の国さいたま芸術劇場

に至る経路に芸術劇場出演者の手形レリーフを設置することに

より、劇場来場者やさいたま市中央区内の観光に来られた方に

は、芸術劇場までの空間や行き帰りにおいて、芸術に浸れる楽し

い雰囲気を醸成させ、また、周辺住民には芸術劇場出演者をより

身近に感じさせるために実施する。 

－ 

桜

区 
70 

桜区区民 

ふれあい 

まつり 

桜区住民のコミュニティ醸成と桜区のまちづくりを図ることを

目的に開催している。区民から実行委員会を組織し、区民参加の

音楽やダンスなどのステージショー、公民館活動団体の展示、公

共団体ＰＲコーナー、飲食・物販コーナー、神輿・お囃子の練り

歩きなどを実施した。また、平成 23 年度は東日本復興支援事業

として位置づけられたため、プラザウエスト 1階に東日本大震災

復興祈念コーナーを設置した。           

10/22 

桜

区 
71 

区民ふれあい 

コンサート 

音楽を通じて桜区民相互の交流を推進し、明るく豊かなコミュニ

ティの醸成を図ることを目的とする。プラザウエストを活用し、

ロビーコンサート（年 5回程度）及びさくらホールを会場とする

区民ふれあいコンサート（年１回）を実施している。 

7/8、9/16、12/17、

2/20、3/28 
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区 № 事業名 事業内容 開催日 

浦

和

区 

72 

さいたま市 

浦和うなぎ 

まつり 

旧浦和地区の歴史のある食の名物である「うなぎ」をひろく市内

外に PR し、「浦和のうなぎ」の育成と旧浦和地区 4 区の活性化

を図るとともに、イベントを通じて「うなぎの街さいたま」を広

く周知し、さいたま市の活性化と観光振興を図ることを目的とす

る。内容としては、うなぎ調理の実演、うなぎ弁当の販売、市内

商農産物・市内土産品の販売、ステージショーなどを行う。 

（H24）5/19 

浦

和

区 

73 
浦和区区民の

つどい 

「浦和区区民のつどい」の開催を通じて、魅力あるまちづくりの

推進と、浦和区らしさを創造するとともに、浦和を愛する区民が

つくる「ふれあい・再発見」の場として広く区民が参加できる、

区と区民の協働によるまちづくりを推進するため、区内の各地域

で実施している催しのうち、目的に合致するものに「浦和区区民

のつどい」の冠を付け、予算の範囲内で補助金を交付する。 

〈主な交付団体〉 

①調公園ふれあいまつり  ②中山道浦和宿二七の市 

③北浦和ふれあいまつり 

①11/3 

②11/12 

③3/25 

浦

和

区 

74 浦和区作品展 

区内公民館で活動する絵画グループの作品及び区学区内の小学

校・中学校に在学する児童・生徒たちの作品をうらわ美術館に展

示することにより、作品発表の場を提供し、芸術・文化活動の支

援を図るとともに文教のまちづくりを推進する。 

2/29～3/4 

（5 日間） 

南

区 
75 

南区ふるさと

ふれあい 

フェア 

南区における区民意識の醸成及びふるさとへの愛着並びに地域

住民の連帯を深めることを目的とする。 

内容としては、ふれあい広場（フリーマーケット、ミニ SL、キッ

クターゲット、熱気球他）、ふれあいステージ、ふれあいブース

などがある。 

11/6 

緑

区 
76 

緑区見沼田んぼ

散策協力委員会

補助金交付 

事業 

首都圏に残された緑の貴重な財産である「見沼田んぼ」等の緑地

空間と「見沼通船掘」をはじめとする歴史空間の保存を市内外の

人たちに発信することを目的とする。 

ＪＲ東日本主催の「駅からハイキング」、埼玉高速鉄道主催の「Ｓ

Ｒ沿線ハイキング」と連携し、浦和美園駅を始点に見沼田んぼの

自然とその周辺に点在する歴史的に由緒ある神社・仏閣などの

コースを設定し、ハイキングを実施。 

11/23 

緑

区 
77 

手づくり音楽

祭補助金交付

事業 

広く区民に音楽を楽しんでいただくとともに、音楽祭に演奏者と

して参加するものが相互に協力し合いながら、音楽祭の実施に伴

う実務を分担し実施することにより、ふれあいある地域社会の形

成に寄与することを目的とする。緑区で活動している個人や団体

による器楽演奏やコーラス等をプラザイーストホールにて、披

露。 

12/3 

緑

区 
78 

緑区子ども 

文化推進事業 

補助金交付 

事業 

「わらべうたの会」では、子どもと大人がいっしょになって、わ

らべうたに親しむことにより、わらべうたへの理解を深め、それ

と同時にわらべうたの継承を促す。また、講演会「ことばの力」

では、大人たちが子どもの本の作り手から直接その制作の意図、

想いを聞き、より深く児童文学を学ぶことにより子どもの文化の

推進に寄与することを目的とする。 

・6/4 

※わらべうたの

会は 3回開催 

緑

区 
79 

緑区子ども 

まつり実行 

委員会補助金 

子どもの感性を育み、豊かな成長のために、子ども向けのさまざ

まなイベントを開催し、緑区の子ども文化の推進に寄与すること

を目的とする。プラザイーストを会場に遊びの広場（昔あそび、

折紙、工作）、お楽しみ劇場（人形劇、朗読、手話ダンス）、お

たのしみ抽選を実施。 

11/6 

緑

区 
80 

緑区歴史交流

都市事業 

補助金交付 

事業 

緑区内の歴史的つながりを再認識し、都市・地域との親善交流を

深めることを目的とするため、歴史的つながりのある地域の方を

講師に招き、プラザイースト多目的ルームにて、講演会を開催す

る。 

7/28 

緑

区 
81 

東浦和駅前クリ

スマスツリー点灯式

実行委員会補

助金交付事業 

アトラクション、小学校金管バンドによる演奏と中学校吹奏楽部

による演奏を東浦和駅前広場にて実施する。 

・11/5 

※点灯期間：11/5

～12/25 

 



２．主な文化芸術関連事業 

 

 17

 

区 № 事業名 事業内容 開催日 

緑

区 
82 

緑区区民まつり

実行委員会 

補助金交付 

事業 

緑の広場（農業者トレーニングセンター）で、ミニＳＬ、バルー

ンドームふわふわ、ステージイベント、地元物産などの販売、地

元大学生やコミュニティ会議による子ども向け体験コーナーな

どを実施した。また、今年は被災地を応援しようと復興応援コー

ナーを設置した。 

10/29 

緑

区 
83 

緑区かかしラン

ド実行委員会 

補助金交付 

事業 

唱歌「案山子」の作者は緑区出身の武笠三であり、こうした文化

資源を活用し、案山子の制作を通して、子どもの時からふるさと

の自然と歴史・文化に関心をもち、わが街を誇りとする人づくり

を目的とする。かかし及び絵画の作成を区内の小、中学校、その

他、緑区役所区民ホールに展示。また、見沼田んぼ散策のイベン

ト時に出張展示を行った。 

・緑区役所区民

ホール 

10/31～11/11 

・秋の緑区見沼田

んぼ散策への

出 張 展 示

11/23 

緑

区 
84 

緑区環境講演

会実行委員会 

補助金交付 

事業 

区民を対象に、環境問題についての講演を通じて、緑区の財産で

ある「豊かな自然」を生かしたまちづくりの推進を図ることを目

的とする。環境に関する講演会をプラザイースト 多目的ルーム

にて実施。 

2/5 

緑

区 
85 

緑区ホタル 

鑑賞事業 

補助金交付 

事業 

ホタル観賞を通じ、自然環境への関心と緑区の新たな風物詩とし

て区民のふれあいの場づくりを目的とする。 

緑区内において開催されるホタル観賞事業に対し、予算の範囲内

において補助金を交付する。ホタル鑑賞と音楽の夕べ実行委員会

（見沼通船堀公園で開催）及びホタル鑑賞の夕べ実行委員会（浦

和くらしの博物館民家園で開催）の 2団体に交付した。 

7/9（2 団体共）

緑

区 
86 

第８回緑区 

たこ作り教室

＆ 

たこ揚げ大会 

たこ作り及びたこ揚げを通して、家族のふれあいのある「まちづ

くり」に貢献することを目的とする。緑区内において開催される

たこの制作及びたこ揚げ事業に対し、予算の範囲内において補助

金を交付する。たこ作り教室は大牧小学校体育館及びプラザイー

スト展示室で開催し、たこ揚げ大会は大間木公園で開催した。 

・たこ作り教室

1/21 

（2 回開催） 

・たこ揚げ大会

1/28 

緑

区 
87 

渡邉武夫 

絵画展 

さいたま市誕生 10 周年事業として、緑区ゆかりの洋画家で、さ

いたま市名誉市民、日本芸術院会員であった故渡邉武夫氏の作品

を、区民等に鑑賞してもらい、緑区に対する愛着を深め、区役所

に親しみを持ってもらうとともに、緑区内の文化振興に寄与する

ため、緑区役所内にて展示。 

9/12～9/21 

緑

区 
88 

見沼アカデミー 

補助金交付 

事業 

見沼の歴史と文化の会への補助金交付。見沼の理解を深めるため

に、４回の講演会をプラザイースト映像シアターにて行う。今期

のテーマは「見沼代用水」で、各回の演題は次のとおり。 

①「見沼代用水を歩く」 

②「見沼代用水の現状と課題」 

③「見沼代用水の主な施設」 

④「見沼代用水とさいたま市」 

①6/16 

②7/21 

③9/15 

④10/20 

岩

槻

区 

89 
人形のまち 

岩槻まつり 

岩槻区の歴史・伝統・文化を生かした事業として定着し、区内は

もちろん区外からも多くの来場者が訪れ、楽しんでいただいてい

る。イベントの目玉は、世界一を誇る高さ８メートルのジャンボ

雛段をはじめ、市民の皆様が雛人形や歴史上の人物に扮する人形

仮装パレードがあり、そのほか、よさこい踊りなどの行列ととも

に、武州岩槻万燈みこしも繰り出され、古き良き時代へと誘って

くれる。 

8/21 

岩

槻

区 

90 
城下町岩槻 

歴史散策 

新たな郷土づくりと郷土意識の醸成及び地域住民の連帯のより

いっそうの向上を図るため、“歴史と料亭文化の融合”を掲げ、

岩槻区内の史跡巡りを行い、昼食は老舗の料亭で伝統の味を楽し

みながら、岩槻の銘菓に舌鼓を打ちながら岩槻文化についてのコ

ミュニケーションをはかる。 

5/23、6/22、7/1、

8/3、9/7、10/30、

11/3 、 12/20 、

1/30、2/19、3/28

（計 11 回） 

岩

槻

区 

91 

人形のまち 

岩槻ひなまつり

ふれあい 

コンサート 

岩槻区のイメージアップと文化振興、区民のまちづくり参加意識

の高揚のため、区・文化振興事業団、区民との協働による人形の

まち岩槻「ひなまつりふれあいコンサート」を開催します。（会

場：市民会館いわつき） 

3/4 
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３．文化財 

平成23年4月1日現在 

国指定 
 

国宝・特別 重要文化財
県指定 市指定 合計 

有形文化財 2 2 49 283 336 

建造物   4 37 41 

絵画   8 10 18 

彫刻   6 47 53 

工芸品 2 1 12 31 46 

書跡    9 9 

典籍   1 1 2 

古文書   12 56 68 

考古資料   4 44 48 

 

歴史資料  1 2 48 51 

無形文化財   1 1 2 

 無形文化財   1 1 2 

民俗文化財  2 8 48 58 

有形民俗文化財  1 8 33 42 
 
無形民俗文化財  1  15 16 

記念物 1 3 14 109 127 

史跡  2 6 35 43 

名勝     0 

天然記念物 1 1 5 74 81 
 

旧跡   3  3 

合計 3 7 72 441 523 

国登録有形文化財     6 
 

※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

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

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

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

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

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

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

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

記念物 特別天然記
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

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
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

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

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

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
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

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

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

有形文化財 絵画 月光正文和尚頂相 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

有形文化財 絵画 絹本着色両界曼荼羅 2幅 北区吉野町1－36－21 清浄院 S33.3.20
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

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
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

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

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

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

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
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
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

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
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

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

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

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

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

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
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
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

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

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

３．文化財
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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

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

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

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

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

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

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

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

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
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
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

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
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

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
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
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
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
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
記念物 史跡 一里塚 2基 岩槻区大字相野原 個人 S2.3.31
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
記念物 史跡 弥生式住居跡及び復原家屋

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

記念物 史跡 方墳大塚古墳 1基 西区大字指扇 個人 S33.3.20
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
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
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
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
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

記念物 天然記念物 久伊豆神社の大サカキ 1本 岩槻区宮町2－6－55 久伊豆神社 H9.3.18
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
記念物 旧跡 渋江鋳金遺跡 ＊＊＊ 岩槻区大字村国 S36.9.1
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
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市指定文化財

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

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
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
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

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
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

有形文化財 建造物 中山神社旧社殿 1棟 見沼区大字中川143 中山神社 S45.8.11
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

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

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
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

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
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
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

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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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

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

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

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

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
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

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

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
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

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

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
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
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
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

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

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

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

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
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

３．文化財
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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

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

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
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

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

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

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
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
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
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
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
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
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

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
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

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

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

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
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

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
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

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

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
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
有形文化財 彫刻 木造不動明王坐像および二童子

像 木造大威徳明王および木造
金剛夜叉明王像

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

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
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

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

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
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
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
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

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

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 多門院 S54.5.4

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
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
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

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
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
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

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
有形文化財 彫刻 木造聖観音菩薩坐像 1躯 浦和区本太2－20－5 本太観音堂 H4.3.25
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

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
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
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
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
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

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

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

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

22



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

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
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
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

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
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
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
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

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
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
有形文化財 工芸品 冨士鳳凰様衝立 1脚 浦和区常盤6丁目 個人 S36.3.31
有形文化財 工芸品 甲冑 1領 浦和区常盤4丁目 個人 S37.3.31
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

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

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
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
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
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
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

有形文化財 工芸品 高木地蔵堂鰐口 1口 西区大字高木446 高木地蔵堂 S54.5.4
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

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

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

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

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

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

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

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 中央区下落合6－10－3 大山講中（さいたま市与野文
化財資料室保管）

H8.6.20

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

有形文化財 工芸品 鏝絵の絵馬 1面 中央区下落合6－10－3 さいたま市（与野文化財資料
室）

H11.5.31

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

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

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

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9－8 浦和仲町獅子王祭祭事委員会 H17.3 29
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

３．文化財
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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

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

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

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

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

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
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

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

有形文化財 書跡 鈴木荘丹自筆の俳句 1枚 中央区本町西1丁目 個人 H11.5.31
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

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）

S32.3.2

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

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
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

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
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

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

中央区本町西1丁目 個人 S39.1.13

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 五関自治協力会（さいたま市
立浦和博物館寄託）

S39.7.11

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
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

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
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
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
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
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
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

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

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
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
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

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

有形文化財 古文書 太田氏房印判状 1通 浦和区常盤6－4－4 さいたま市（総務課保管） S49.3.8
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
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

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

有形文化財 古文書 大田窪村元和検地帳写 11冊 浦和区常盤6－4－4 さいたま市（総務課保管） S51.3.30
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
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
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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

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

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
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
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

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

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

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
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
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

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
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
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

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

有形文化財 古文書 稲垣田龍関係史料
(自然科学関係)

43点 浦和区常盤6－4－4 さいたま市（総務課保管） S59.2.17

有形文化財 古文書 細淵家文書
付　書籍類　一〇三点

1,900点 浦和区常盤6－4－4 さいたま市（総務課保管） S60.3.28

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

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
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

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

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

有形文化財 古文書 深井家文書 1,206点 緑区大字上野田 個人 H6.3.24
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

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

有形文化財 古文書 石川家文書 1,420点 浦和区常盤6－4－4 個人（さいたま市市立博物館
寄託）

H11.4.1

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

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

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

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

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 個人（さいたま市立浦和博物
館寄託）

S33.3.31

有形文化財 考古資料 弥生式土器台付かめ 1個 緑区大字三室2458 さいたま市（市立浦和博物
館）

S33.3.31

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

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 さいたま市立白幡中学校（市
立浦和博物館保管）

S33.3.31

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

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

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

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
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
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
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
有形文化財 考古資料 法願寺板石塔婆群 23基 西区大字高木446 高木地蔵堂 S39.1.13
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
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

３．文化財
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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

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
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
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

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
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

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
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

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
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

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

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

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

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

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 南区南浦和3－21－8 小松原高等学校 H6.3.24

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

さいたま市（土器の館） H15.4.30

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

＊＊＊ 大宮区高鼻町2－305－
4

さいたま市（土器の館） H16.3.31

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
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
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
さいたま市（土器の館） H17.3.29

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
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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

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 宝蔵院（さいたま市立浦和博
物館寄託）

S34.3.31

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 個人（真福寺墓地所在） S36.3.31

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

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 個人（さいたま市立浦和博物
館寄託）

S36.3.31

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
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
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
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
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
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 報恩寺（さいたま市立浦和博

物館寄託）
S47.4.19

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

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
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

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

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（埼玉県立文書館保管） S52.4.14
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 H13.3.5
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

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

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

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
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

有形文化財 歴史資料 与野町絵図 1点 浦和区常盤6－4－4 個人（さいたま市総務課課保
管）

H6.5.24

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 中央区円阿弥5－1－23 日枝神社(算額)・円阿弥３丁
目個人(関係資料)

H7.1.20

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

有形文化財 歴史資料 井原和一日記　－筆の跡－ 32冊 浦和区常盤6－4－4 個人（さいたま市総務課保
管）

H7.9.20

３．文化財
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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

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

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

有形文化財 歴史資料 太政官高札(五榜の掲示） 1面 中央区下落合6－10－3 個人（さいたま市与野文化財
資料室寄託）

H8.6.20

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

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

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
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

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

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

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
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
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

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

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

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

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 さいたま西部建設組合（さい
たま市立浦和博物館寄託）

S47.4.19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

民俗文化財 有形
民俗文化財

南部領辻の獅子舞獅子頭、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

南部領辻公会堂辻の獅子保存
会

H4.3.25

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

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

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

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

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
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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

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

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
浦和区上木崎4－4－20

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

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

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

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

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

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

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舞保存会 H19.3.30

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

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

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

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

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

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：日進餅つき踊保存
会

S34.2.4

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

無形
民俗文化財

保存団体：「砂万灯・本村
組」万灯保存会

S38.9.14

無形
民俗文化財

：「砂万灯・西本組」
保存会

無形
民俗文化財

：東本組

無形
民俗文化財

：「砂万灯・中本組」
保存会

無形
民俗文化財

：「砂万灯・中組」保
存会

無形
民俗文化財

：「砂万灯・上中組」
保存会

無形
民俗文化財

：「砂万灯・大上組」
保存会

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

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

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

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：氷川女体神社名越
祓保存会

S60.3.28

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

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

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

民俗文化財 無形
民俗文化財

南部領辻の獅子舞 ＊＊＊ 緑区大字南部領辻2914
鷲神社

保存団体：辻の獅子舞保存会 H15.4.30

記念物 史跡 大成館跡 ＊＊＊ 大宮区大成町2－402 普門院 S32.3.6
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

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

記念物 史跡 かね山古墳 1基 桜区大字白鍬 個人 S35.3.25
記念物 史跡 権現塚古墳 1基 桜区大字白鍬 個人 S35.3.25
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
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

見沼区東大宮1－13－9
八雲神社

民俗文化財 砂の万灯 ＊＊＊

３．文化財
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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

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

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
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

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
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

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
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
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

記念物 史跡 塚山古墳 1基 桜区大字浦和塚本 個人 S44.5.21
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
記念物 史跡 白鍬塚山古墳 1基 桜区大字白鍬 個人 S46.2.12
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
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
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
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
記念物 史跡 片柳の筆塚 ＊＊＊ 見沼区片柳1丁目 個人 S50.2.7
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

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
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
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
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
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
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

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
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

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

記念物 史跡 馬場小室山遺跡 ＊＊＊ 緑区三室2015,2016 さいたま市 H17.3.29
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
記念物 天然記念物 ユーカリ樹 1株 浦和区岸町3－8－45 県立浦和第一女子高等学校 S33.3.31
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
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
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
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

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

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
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
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

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
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
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
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
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
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

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
記念物 天然記念物 アケビ 1株 緑区大字大門 個人 S39.7.11
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
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
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

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
記念物 天然記念物 日進のハナノキ 1本 北区日進町1－40－2 特別行政法人生物系特定産業

技術研究支援センター
S42.2.4

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
記念物 天然記念物 大興寺のヒヨクヒバ 1株 緑区大字大門2583 大興寺 S43.3.31
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
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

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
記念物 天然記念物 普門院のチリメンカエデ 1本 大宮区大成町2－402 普門院 S44.3.8
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
記念物 天然記念物 コルクガシ 1株 緑区大字大門 個人 S44.5.21
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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

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
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

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
記念物 天然記念物 延命寺のムクノキ 1本 浦和区本太1－43－2 延命寺 S44.5.21
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
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
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
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
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
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
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
記念物 天然記念物 センダンバノボダイジュ 1株 緑区大字大崎2378 國昌寺 S46.2.12
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
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薬師堂 S46.2.12

記念物 天然記念物 イチョウ 1株 浦和区瀬ヶ崎3丁目 個人 S47.4.19
記念物 天然記念物 シラカシ 1株 浦和区瀬ヶ崎3丁目 個人 S47.4.19
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
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
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
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
記念物 天然記念物 林光寺の大ケヤキ 1本 西区大字植田谷本504 林光寺 S50.2.7
記念物 天然記念物 氷川参道の並木 22本 大宮区吉敷町～高鼻町 氷川神社 S50.2.7

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
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
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
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
記念物 天然記念物 満福寺のヒヨクヒバ 1本 北区日進町2－1003 満福寺 S52.4.14
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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大泉院 H8.3.1

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

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
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
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

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

記念物 天然記念物 法光寺のシイノキ 1株 西区大字高木1460 法光寺 H23.3.30

国登録有形文化財

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

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

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 個人 H15.1.31

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 個人 H15.1.31

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
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
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

３．文化財
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