
さいたま市中央区内指定・登録文化財一覧 平成15年4月1日現在 さいたま市教育委員会・編

指定種別 指定名称及び員数 所在地および所有者、保存団体または保持団体 指定年月日

市指定有形民俗文化財 上峰諏訪神社の力石  二点 中央区上峰2-3-5 諏訪社 平成10年 5月11日指定

市指定有形文化財(彫刻） 円福寺木造釈迦如来坐像  一体 中央区上峰4-7-28 円福寺 平成 2年 6月 8日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 正野友三郎一門奉納の算額  一点  付 関係資料 文書二七点 中央区円阿弥5-1-23 日枝神社(算額)・円阿弥３丁目 個人宅(関係資料) 平成 7年 1月20日指定

市指定無形民俗文化財 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 昭和51年 7月19日指定

市指定有形民俗文化財 寛文十三年銘の庚申塔  一基 中央区大戸1050 大戸不動堂 平成12年 6月20日指定

市指定史跡 大戸貝塚  一基 中央区大戸1-169-2 昭和46年 9月10日指定

市指定有形民俗文化財 大戸のお聖さま  一基 中央区大戸１丁目 個人宅 平成 9年 5月26日指定

国登録有形文化財 二木屋（旧小林英三住宅）門及び塀  一棟 中央区大戸４丁目 個人商店 平成15年 1月31日登録

国登録有形文化財 二木屋（旧小林英三住宅）母屋  一棟 中央区大戸４丁目 個人商店 平成15年 1月31日登録

市指定有形文化財(歴史資料） 太政官高札(五榜の掲示） 中央区上落合５丁目 個人所有 （さいたま市与野文化財資料室寄託） 平成 8年 6月20日指定

市指定有形民俗文化財 延宝二年銘の庚申塔  一基 中央区上落合730 上落合地蔵堂 平成12年 6月20日指定

市指定有形民俗文化財 延宝三年銘の庚申塔  一基 中央区上落合730 上落合地蔵堂 平成12年 6月20日指定

市指定有形文化財(工芸品） 鏝絵の絵馬 中央区下落合6-10-3 さいたま市与野文化財資料室 平成11年 5月31日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 定（火付け・火事場取り締まりの高札） 中央区下落合６丁目 個人所有 （埼玉県立博物館寄託） 平成 8年 6月20日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 定（きりしたん禁制の高札） 中央区下落合６丁目 個人所有 （埼玉県立博物館寄託） 平成 8年 6月20日指定

市指定有形民俗文化財 五百羅漢像  五一三体 中央区新中里3-5-29 弘法尊院 平成 3年 9月19日指定

国指定天然記念物 与野の大カヤ  一本 中央区鈴谷1083-1 妙行寺 昭和 7年 7月25日指定

市指定有形文化財(古文書） 稲垣田龍関係史料(自然科学関係)  四三点 中央区鈴谷２丁目 個人宅 昭和59年 2月17日指定

県指定天然記念物 妙行寺のモクコク  一本 中央区鈴谷4-15-2 妙行寺 昭和25年 3月31日指定

市指定有形文化財(古文書） 妙行寺朱印状  七点 中央区鈴谷4-15-2 妙行寺 昭和56年 2月13日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 正元二年銘の板石塔婆  一基 中央区鈴谷4-15-2 妙行寺 平成10年 5月11日指定

市指定史跡 鈴木荘丹の墓 中央区鈴谷4-15-2 妙行寺 昭和39年 1月13日指定

市指定史跡 稲垣田龍の墓  一基 中央区鈴谷4-15-2 妙行寺 昭和59年 2月17日指定



市指定有形文化財(工芸品） 武州与野町講中神酒枠  二口 付 瓶子 二点  担ぎ棒 一本 中央区本町西1-12-19 大山講中 （さいたま市与野文化財資料室保管） 平成 8年 6月20日指定

市指定有形文化財(工芸品） 円乗院けまん  五個 中央区本町西1-13-10 円乗院 昭和42年 4月21日指定

市指定有形文化財(工芸品） 円乗院舎利宝塔  一基 中央区本町西1-13-10 円乗院 平成 7年 9月20日指定

市指定有形文化財(工芸品） 円乗院金銅花籠  二十点 中央区本町西1-13-10 円乗院 平成 9年 5月26日指定

市指定有形文化財(工芸品） 円乗院「木製柄香炉形仏具」  一点 中央区本町西1-13-10 円乗院 平成13年 4月20日指定

市指定有形文化財(古文書） 円乗院朱印状  九点 中央区本町西1-13-10 円乗院 昭和56年 2月13日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 円乗院の石造地蔵菩薩立像  一基 中央区本町西1-13-10 円乗院 平成10年 5月11日指定

市指定有形民俗文化財 寛文五年銘の庚申塔  一基 中央区本町西1-13-10 円乗院 平成12年 6月20日指定

市指定天然記念物 円乗院千代桜 中央区本町西1-13-10 円乗院 昭和39年 1月13日指定

市指定有形文化財(書跡） 鈴木荘丹自筆の俳句  一枚 中央区本町西１丁目 個人宅 平成11年 5月31日指定

市指定有形文化財(古文書） 鈴木荘丹関係史料 中央区本町西１丁目 個人宅 昭和39年 1月13日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 井原和一日記 －筆の跡－  三二冊 中央区本町西２丁目 個人所有 （さいたま市市政情報課保管） 平成 7年 9月20日指定

市指定有形文化財(彫刻） 正円寺「板彫阿弥陀聖衆来迎図」  一点 中央区本町西4-3-15 正圓寺 平成 4年11月13日指定

市指定天然記念物 正圓寺のドウダンツツジ  一株 中央区本町西4-3-15 正圓寺 平成14年 3月25日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 与野町絵図  中央区本町東３丁目 個人所有 （さいたま市市政情報課保管） 平成 6年 5月24日指定

市指定無形民俗文化財 一山神社冬至祭 中央区本町東4-10-14 一山神社 平成12年 6月20日指定

市指定有形文化財(歴史資料） 赤山通りの石造地蔵菩薩立像  一基 中央区本町東5-8-6先 平成10年 5月11日指定

市指定有形文化財(絵画） 長伝寺「絹本着色阿弥陀如来画像」  一幅 中央区本町東5-13-13 長伝寺 平成13年 4月20日指定

市指定有形文化財(彫刻） 長伝寺木造聖観音坐像 中央区本町東5-13-13 長伝寺 昭和62年 7月10日指定

市指定有形文化財(彫刻） 長伝寺「木造閻魔王坐像」  一躯 中央区本町東5-13-13 長伝寺 平成13年 4月20日指定

市指定有形文化財(工芸品） 長伝寺「木製三葉葵紋香炉」  一基 中央区本町東5-13-13 長伝寺 平成13年 4月20日指定

市指定有形文化財(古文書） 観智国師関係史料 中央区本町東5-13-13 長伝寺 昭和37年 6月 9日指定

市指定有形文化財(古文書） 伊達政宗書状 中央区本町東5-13-13 長伝寺 昭和55年 4月28日指定

市指定史跡 西沢曠野の墓 中央区本町東5-13-13 長伝寺 昭和39年 1月13日指定


