
種　　別 区　　分 名　　　　　　　　　　称 指定年月日 所　在　地 所 有 者 等
有形文化財 新庄道雄の碑 S37.10.19 葵区紺屋町 小梳神社（おぐしじんじゃ）

養珠院供養塔 S38.8.8 葵区沓谷二丁目 蓮永寺
   霊山寺本堂 S38.11.26 清水区大内 霊山寺
   輪蔵　一切経共 S41.6.30 清水区庵原町 一乗寺
   瀬名郷倉及び附属番屋（２棟） S47.9.14 葵区瀬名三丁目 西奈学区連合町内会

清見寺山門 S49.12.10 清水区興津清見寺町 清見寺
   真珠院山門 S55.6.25 清水区梅ヶ谷 真珠院

御穂神社本殿　附棟札２枚　狛犬一対 H8.2.23 清水区三保 御穂神社
   清見寺書院 S49.12.10 清水区興津清見寺町 清見寺
   田代の一間造りの民家 H11.6.21 葵区田代 個人蔵
   小島藩御殿建物 H13.1.10 清水区小島町 静岡市

高源寺本堂 H14.10.11 清水区高橋二丁目 高源寺
渡邊家土蔵（三階文庫） H13.8.29 清水区蒲原 個人蔵
旧エンバーソン住宅 H21.8.28 駿河区池田 静岡市

   宝永年間駿府鳥瞰図 S50.2.13 駿河区登呂３丁目 駿府博物館
   駿州用宗城墟眺望 S59.7.17 駿河区丸子 誓願寺
   霊山寺本堂天井龍図及び天女図３枚 H6.11.29 清水区大内 霊山寺
   寶珠護国禅師頂相 H8.2.23 清水区小島町 龍津寺
   紙本墨画達磨像 H10.4.10 清水区小島町 龍津寺

絹本著色仏涅槃図 H14.2.7 清水区村松 海長寺
絹本著色亀年禅愉像 H23.3.23 葵区伝馬町 宝泰寺
臨済寺本堂障壁画 H28.11.30 葵区大岩町 臨済寺
松野阿弥陀堂仏像群（8体附2片） S39.3.18 葵区松野 松野町内会
木像菩薩坐像 S52.2.15 清水区村松 鉄舟寺

木造狛犬 S55.2.21
葵区追手町
静岡市歴史博物館

千勝浅間神社

木造如意輪観音菩薩半跏像 H10.4.10 清水区蜂ヶ谷 善応寺
木造阿弥陀如来坐像 　附銘札１枚巻物５巻 H10.4.10 清水区江尻東 江浄寺
木造毘沙門天立像 H10.4.10 清水区江尻町 法雲寺
木造聖観音菩薩立像 H10.4.10 清水区江尻町 法雲寺
木造釈迦如来坐像 H19.2.20 清水区興津清見寺町 清見寺
木造大日如来坐像 H20.3.26 葵区有東木 東雲寺
木造阿弥陀如来坐像 H21.4.30 清水区由比町屋原 最明寺
木造地蔵菩薩坐像 H21.4.30 清水区由比町屋原 地持院
木造阿弥陀如来坐像 H22.3.30 葵区建穂 建穂自治会
木造伝大日如来坐像 H22.3.30 葵区建穂 建穂自治会
木造伝阿弥陀如来坐像 H22.3.30 葵区建穂 建穂自治会
木造阿弥陀如来立像 H23.3.23 葵区音羽町 清水寺
木造毘沙門天立像 H24.8.28 葵区南沼上三丁目 大安寺
木造千手観音立像 H26.3.30 葵区建穂 建穂自治会
木造阿弥陀如来立像 H27.1.29 葵区新通 善然寺
木造観音菩薩・勢至菩薩立像 H27.1.29 清水区元城町 宝久寺
木造釈迦如来坐像 H27.1.29 駿河区池田 本覚寺
木造徳川家康坐像 H30.7.18 葵区宮ヶ崎町 東雲神社

   掛仏（15面） S37.9.17 清水区柏尾 光福寺
   釣燈籠 S37.9.17 清水区草薙 草薙神社
   鰐口 S37.9.17 清水区草薙 草薙神社

   旅茶箪笥 S41.6.30 清水区今泉
楞厳院
（りょうごんいん）

須弥山儀（一括）
附世界大相図・天竺輿地図･閻浮提面阜日宮図
猿面硯 S52.2.15 清水区興津清見寺町 清見寺
梵字見台 S52.2.15 清水区興津清見寺町 清見寺
横笛　附中村一氏添状 S52.2.15 清水区村松 鉄舟寺
御羽織屋紙衣胴服　附関係資料 （1着附5種14点） S57.3.19 駿河区宇津ノ谷 個人蔵（御羽織屋）
雲版 S63.2.19 葵区羽鳥 洞慶院（とうけいいん）
御簾（２張）（みす） S63.11.21 清水区三保 御穂神社
御簾 H5.7.23 清水区上清水町 上清水八幡神社
薙刀 H12.2.10 清水区庵原町 一乗寺

唐草人物古代塗方盆 H2.12.21
葵区追手町
静岡市歴史博物館

静岡市

鰐口 H20.3.26 葵区井川 中野観音堂
興津本陣宿帳 S37.9.17 清水区興津本町 個人蔵

   江尻本陣宿帳（８冊） S38.7.18 清水区江尻町 個人蔵
   大雅堂揮毫（きごう）看板 S38.7.18 清水区興津清見寺町 個人蔵

   浦高札（船高札） S38.7.18
葵区追手町
静岡市歴史博物館

静岡市

   日海記（にっかいき） S38.7.18 駿河区谷田　静岡県立美術館 海長寺
   久能寺縁起 S39.4.6 清水区村松 鉄舟寺
   歴代序略版木（６枚） S41.6.30 清水区興津清見寺町 清見寺
   静岡市別符家文書（20通） S41.8.11 駿河区大谷 西敬寺

   増善寺文書（12通附6通） S46.1.20
葵区追手町
静岡市歴史博物館

増善寺

   棟札（21枚） S52.2.15 清水区蜂ケ谷 蜂ｹ谷自治会
扁額「拈華山」　附書「拈華室」 H8.2.23 清水区小島町 龍津寺

   涅槃忌偈 H8.2.23 清水区小島町 龍津寺

清水区小島町

指定文化財一覧

令和5年4月12日現在

市指定文化財

S41.6.30

絵画

書跡・典籍・
古文書

彫刻

工芸品

龍津寺

建造物



寺尾家文書 H18.3.10
葵区追手町
静岡市歴史博物館

静岡市

満願寺文書 H18.3.10 駿河区小坂 安養寺
草谷文書 S47.5.9 清水区蒲原 個人蔵
志田文書 S47.5.9 清水区蒲原 個人蔵

武田家朱印状、武田家伝馬朱印状、徳川家諸役免
許朱印状、徳川家伝馬掟朱印状（4通１巻）

S47.5.9 清水区蒲原 個人蔵

渡邊家文書 H17.8.18 清水区蒲原 個人蔵
清見寺文書（35点） H23.11.17 清水区興津清見寺町 清見寺

駿府皮革職人関係文書 H28.2.5
葵区追手町
静岡市歴史博物館

静岡市

異形石鈷 S37.9.17 清水区柏尾 個人蔵
神明山第４号古墳出土品（一括） S44.7.1 清水区袖師町 静岡市
伝駿河国分寺の塔心礎 H7.1.23 葵区沓谷 菩提樹院

室ヶ谷古墳群出土品 H25.5.8
清水区横砂東町
埋蔵文化財センター

静岡市

教導石 S59.7.17 葵区追手町（県道歩道内） 静岡市
丸子の天和の高札（3枚） S60.9.17 駿河区北丸子二丁目 丸子戸斗ノ谷町内会
白隠関連資料（一括） H8.2.23 清水区小島町 龍津寺
駿府城二ノ丸東御門の青銅製鯱 H9.4.23 葵区駿府城公園（東御門） 静岡市
建穂寺関係歴史資料（3種6点） H11.6.21 葵区新間 見性寺（けんしょうじ）
西郷局関係資料 H15.2.21 葵区常磐町二丁目 宝台院
清水寺・長谷寺・泉動院・国分寺関係資料 H15.2.21 葵区音羽町 清水寺
旧久能寺歴史資料（一括） H17.2.10 清水区村松 鉄舟寺
瑞龍寺関係資料一括 R5.4.12 葵区井宮町 瑞龍寺
安西五丁目秋葉山常夜燈 S59.8.21 葵区安西五丁目 安西五丁目町内会
中町秋葉山常夜燈 S59.8.21 葵区馬場町 秋葉山中町常夜燈保存会
親王囃 S52.3.15 清水区但沼町 親王囃保存会
静岡浅間神社の節分行事 S61.1.22 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社
梅ヶ島の舞 S63.2.19 葵区梅ヶ島 梅ヶ島新田神楽保存会
有東木の神楽 H15.2.21 葵区有東木 有東木芸能保存会

記念物 大応国師産湯の井 S37.10.19 葵区井宮町 安南寺
寿桂尼墓所 S37.10.19 葵区沓谷三丁目 竜雲寺
臨済寺今川家の墓所 S37.10.19 葵区大岩町 臨済寺
壮士の墓 S38.7.18 清水区築地町 静岡市
列祖殿址の碑 S40.2.2 清水区岡町 岡町八幡神社
万霊塔碑 S41.6.30 清水区松井町 稲荷神社
西郷 ・山岡会見の地 S42.7.12 葵区伝馬町 個人蔵

S44.7.1
R3.4.9

梶原景時ゆかりの地 S61.1.23 清水区大内 保蟹寺（ほかいじ）
諏訪神社古墳（宮川古墳群４号墳） H9.4.23 駿河区大谷 諏訪神社
蒲原城址 S53.3.1 清水区蒲原 静岡市　外

名勝 伊佐布北滝 S37.9.17 清水区伊佐布 安隠寺
   薩埵峠（さったとうげ） S37.9.17 清水区興津東町 静岡市
   龍華寺庭園 S37.9.17 清水区村松 龍華寺
   天然記念物 大樟（５本） S37.9.17 清水区岡町 八幡神社

臥龍梅 S37.9.17 清水区興津清見寺町 清見寺
大樟 S37.9.17 清水区草薙 草薙神社
大公孫樹（おおいちょう） S37.9.17 清水区駒越 清水農協
サボテン S37.9.17 清水区村松 龍華寺
杢左ヱ門の大アカガシ S37.10.19 葵区水見色 個人蔵
ちりめんかえで S38.7.18 清水区小島町 小島小学校
大樟 S40.2.2 清水区淡島町 淡島神社
大樟 S40.2.2 清水区上清水町 上清水八幡神社
大樟 S44.7.1 清水区中之郷二丁目 熊野神社
丸子谷津神社のクスノキ S47.2.15 駿河区丸子 谷津神社
若宮八幡宮の大クス S50.12.18 葵区浅間町一丁目 八幡宮
大クス S52.2.15 清水区承元寺町 八幡神社
大クス S52.2.15 清水区村松原二丁目 稲荷神社
タブ S52.9.22 清水区草ヶ谷 大乗寺
梛 S53.8.24 清水区梅ヶ谷 真珠院
みかん S53.8.24 清水区吉原 個人蔵
大マキ S54.11.29 清水区岡町 岡町八幡神社
大クス S54.11.29 清水区桜橋町 稲荷神社
夏みかん（２本） S55.6.25 清水区梅ヶ谷 個人蔵
河内の大石 S58.2.24 清水区河内（こうち） 個人蔵
誓願寺モリアオガエル繁殖地 S58.9.20 駿河区丸子 誓願寺
椎 S61.2.20 清水区宍原（ししはら） 個人蔵
杉 S63.1.21 清水区吉原 個人蔵
郷島浅間神社の大クス H7.1.23 葵区郷島 浅間神社
由比入山摩利支天堂のタブノキ H21.4.30 清水区由比入山 船場地区
瀬名幕ヶ谷のヤマモモ H24.8.28 葵区瀬名六丁目 個人蔵

有東木白髭神社の大スギ群 R2.9.1 葵区有東木 白髭神社　外

清水区宮加三 静岡市

民俗文化財

歴史資料

有形民俗文化
財

無形民俗文化
財

書跡・典籍・
古文書

天王山遺跡
（追加指定）

史跡

考古資料


