
種　　別 区　　分 名　　　　　　　　　　称 指定年月日 所 在 地 所 有 者 等
有形文化財 清水寺観音堂 S31.5.24 葵区音羽町 清水寺
   清水寺観音堂厨子 S31.5.24 葵区音羽町 清水寺

延寿院不動堂 S50.11.25 清水区追分三丁目 延寿院
光福寺本堂 附設計図 H5.12.21 清水区柏尾 光福寺

  
三十六歌仙懸額　青蓮院尊純法親王書
狩野探幽筆（１８面）

S29.1.30 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社

   絹本著色大休和尚画像 S31.1.7 葵区大岩町 臨済寺
   千鳥図屏風（一双） S32.5.13 葵区大岩町 臨済寺

絹本著色穴山梅雪画像　伝土佐光吉筆 S38.4.30 清水区興津井上町 霊泉寺
紙本墨画達磨像 S49.4.18 清水区興津清見寺町 清見寺
紙本淡彩蛤蜊観音像 S49.4.18 清水区上清水町 禅叢寺（ぜんそうじ）

紙本墨画東照大権現像 S49.4.18 清水区上清水町 禅叢寺
   三十六歌仙図額（３６面） H13.11.26 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社

紙本墨画淡彩山水花鳥図押絵貼屏風 H15.12.5 清水区興津清見寺町 清見寺

東海道図屏風 H20.11.11
葵区追手町
静岡市歴史博物館

静岡市

日本風景(徳川慶喜筆／油絵　絹) R4.12.2 駿河区根古屋 久能山東照宮
西洋風景(徳川慶喜筆／油絵　麻布) R4.12.2 駿河区根古屋 久能山東照宮

   木造不動明王立像 S31.10.17 葵区建穂（たきょう）　建穂観音堂 建穂自治会

舞楽面陵王 S56.3.16 清水区村松 鉄舟寺
木造千手観音菩薩立像 S57.2.26 清水区村松 鉄舟寺
木造千手観音立像
附木造二十八部衆立像及び木造風神雷神像28躯

   木造不動明王立像 H11.3.15 葵区建穂　建穂観音堂 建穂自治会
木造宝冠阿弥陀如来坐像 H11.3.15 清水区庵原町 一乗寺

   木造吉祥天立像（伝弁財天立像） H14.3.22 葵区羽鳥 龍津寺（りゅうしんじ）

木造足利尊氏坐像　附木造厨子 H15.12.5 清水区興津清見寺町 清見寺
木造千手観音立像　ほか３躯附1躯 H17.11.29 葵区井川　中野観音堂 観音堂別当
坂ノ上薬師堂諸像 H29.12.8 葵区坂ノ上 坂ノ上町内会
木造金剛力士立像　２躯 H30.12.11 清水区大内 霊山寺
木造文殊菩薩坐像 R4.4.1 清水区村松 鉄舟寺

   鉄山釜 S31.1.7 葵区大岩町 臨済寺
   太刀　銘八幡大菩薩備州長船盛重 S31.10.17    個人蔵

梵鐘 S31.10.17 清水区興津清見寺町 清見寺
脇指　銘豊州住藤原友行作 S31.10.17 個人蔵
長巻　無銘（伝吉岡一文字） S31.10.17 個人蔵
太刀　銘安綱 S31.10.17 個人蔵
鰐口 S31.10.17 清水区茂畑 一渓寺
太刀　銘備州長船景依 S32.5.13    個人蔵

   太刀　銘長光 S33.4.15    個人蔵

  
刀　銘永禄七年八月日助宗作甲州住武田安
芸守 信良望之

S33.4.15    個人蔵

   刀　銘国廣 S33.4.15    個人蔵
   鉄製釣燈籠 S33.4.15 清水区村松 海長寺
   鰐口 S33.9.2 清水区大内 霊山寺

岩蒔絵文台及び硯箱 S34.4.14 葵区沓谷 蓮永寺
太刀　銘備州長船則光 S36.3.28    個人蔵
刀　銘長曽弥興里入道虎徹 S36.3.28    個人蔵

   短刀　銘景久 S36.3.28 個人蔵
   太刀　銘国真（金象嵌） S36.3.28 個人蔵

太刀　銘実阿 S36.3.28 個人蔵
   太刀　無銘（伝兼長） S37.6.15    個人蔵

太刀　無銘（伝行光） S37.2.27 個人蔵

鰐口　銘文浅服浅間有衆奉納也仍如件 S38.2.19
葵区追手町
静岡市歴史博物館

浅間神社

   刀　銘肥前国忠吉 S38.2.19    個人蔵
刀　銘義助作 S39.4.21 個人蔵
刀　銘　肥前国住人広則 S40.10.1 個人蔵

   鰐口 S44.5.30 葵区安西四丁目 大林寺
   鰐口 S50.11.25 葵区口仙俣（白髭神社） 口仙俣町内会

鰐口 S53.3.24 葵区紺屋町小梳神社 下町内会

紅糸威腹巻 H11.3.15
葵区追手町
静岡市歴史博物館

静岡浅間神社

   静岡浅間神社古神宝類（３０件） H12.3.17 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社

   鉄山和尚語録（４冊） S31.1.7 葵区大岩町 臨済寺

建造物

清水区大内
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霊山寺



   紙本墨書大般若経（折本）（６００巻） S33.4.15 駿河区大谷 大正寺
   紙本墨書大般若経（旋風葉装折本）600巻 S33.4.15 清水区村松 鉄舟寺

紺紙銀字妙法蓮華経（折本）７巻 S33.4.15 清水区村松 海長寺
紙本墨書増壹阿鋡経 S53.10.20 葵区羽鳥 龍津寺

   日蓮葬送日記 H6.3.25 駿河区池田 本覚寺
   鼇山文庫（ごうざんぶんこ） H13.11.26 清水区興津清見寺町 清見寺

歴史資料 清見寺朝鮮通信使関係資料 69 点 H18.3.31 清水区興津清見寺町 清見寺
考古資料

銅鐸 S31.1.7
清水区横砂東町
埋蔵文化財センター

静岡天満宮

   半兵衛奥古墳出土壺鐙一対附馬具一括 S52.3.18
清水区横砂東町
埋蔵文化財センター

個人蔵

   銅鐸 H12.11.17
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

三池平古墳出土遺物 H13.3.15
清水区横砂東町
埋蔵文化財センター

静岡市

   仁田館遺跡出土こけら経（867点） H17.11.21
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

   堂ヶ谷廃寺・堂ヶ谷経塚出土遺物一括 H27.12.8
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

清水天王山遺跡出土遺物一括（2205点） H29.3.24
清水区横砂東町
埋蔵文化財センター

静岡市

富士石遺跡出土石製装飾品 H29.12.8
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

中屋遺跡出土黒漆塗瓜文鞍1点、呪符木簡５
点、ヤダケ１束

H31.3.26
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

梅ノ木沢遺跡出土斧型石器8点 R1.11.22
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

原分古墳出土遺物一括 R2.3.27
清水区蒲原
県埋蔵文化財センター

静岡県

無形文化財 工芸技術 金剛石目塗（蒔地） H27.12.8 駿河区大坪町 （保持者）鳥羽俊行
民俗文化財 無形民俗文化財 清沢の神楽 S42.10.11 葵区清沢 清澤神楽保存会

平野の盆踊 S53.10.20 葵区平野 平野文化財保存会
日向の七草祭 S55.11.28 葵区日向 静岡市日向自治会
草薙神社龍勢花火 H15.3.24 清水区草薙 草薙神社龍勢保存会
ヤマメ祭 H17.11.29 葵区井川　田代 諏訪神社氏子会

由比のお太鼓祭 H10.11.17 清水区由比町屋原
豊積神社　お太鼓祭
り保存会

有形民俗文化財 もみ製茶関係器具類 S39.10.6
島田市金谷富士見町
ふじのくに茶の都ミュージアム 静岡県茶手揉保存会

記念物 史跡 三池平古墳 H13.3.15 清水区原 静岡市
神明山第１・４号古墳 H26.11.18 清水区袖師町 静岡市・神明神社

名勝 木枯森 S29.1.30 葵区羽鳥 八幡神社
   家康手植のミカン S25.3.14 葵区駿府城公園 静岡市
   石蔵院のお葉付イチョウ S29.1.30 駿河区安居 石蔵院

但沼神社のクス S35.4.15 清水区但沼町 但沼神社
   チャ樹（やぶきた種母樹） S38.4.30 駿河区谷田 静岡県
   黒俣の大イチョウ S40.3.19 個人蔵
   慈悲尾のテンダイウヤク群落(7.46a) S46.8.3 個人蔵
   小鹿神明社のクス S52.3.18 駿河区小鹿 小鹿伊勢神明社

大平のコウヤマキ S60.11.29 清水区大平
林野庁東京営林局
（管理団体）静岡市

天然記念物

H22.12.3手揉製茶技術 葵区北番町

書跡・典籍・古文書

静岡県茶手揉保存会
茶匠会


