
沼津市指定文化財等一覧表

国指定 （14件） 令和４年９月８日現在

種類 種別 名　　　　　称 指定年月日 所　　　在

1 1 国宝 工芸品 太刀　銘一 昭　27.11.22 佐野美術館

2 2 重要文化財 建造物 松城家住宅７棟 平　18.7.5 戸田

3 3 重要文化財 絵画 紙本著色山王靈驗記
昭　25.8.29

(旧指定昭2.4.15)
東京国立博物館

4 4 重要文化財 工芸品 短刀銘備中國住守次作延文二年八月日 昭　27.7.19 大岡

5 5 重要文化財 工芸品 太刀　銘眞長　附絲巻太刀拵 昭　29.3.20 佐野美術館

6 6 重要文化財 工芸品 沈金獅子牡丹文長覆輪太刀拵 昭　29.3.20 佐野美術館

7 7 重要文化財 工芸品 金銅聖観音像懸仏 昭　39.5.26 千本常盤町

8 8 重要文化財 典籍 宝物集巻第一　附原表紙 平　6.6.28 岡宮

9 9 重要有形民俗文化財 沼津内浦・静浦及び周辺地域の漁撈用具 平　22.3.11 歴史民俗資料館

10 10 史跡名勝天然記念物 史跡 休場遺跡 昭　54.1.24 宮本字元野ほか

11 11 史跡名勝天然記念物 史跡 長浜城跡
昭　63.5.13

追加　平14.12.19
内浦長浜ほか

12 12 史跡名勝天然記念物 史跡 興国寺城跡

平　7.3.17

追加　平12.3.7

追加　平19.7.26

追加　平24.9.19

根古屋字古城ほか

13 13 史跡名勝天然記念物 名勝 旧沼津御用邸苑地 平　28.10.3 下香貫

14 14 史跡名勝天然記念物 天然記念物 大瀬崎のビャクシン樹林 昭　7.7.25 西浦江梨

国登録 （12件）

種類 種別 名　　　　　称 登録年月日 所　　　在

15 1 有形文化財 建造物 光長寺御宝蔵 平　12.2.15 岡宮

16 2 有形文化財 建造物 大中寺恩香殿 平　12.4.28 中沢田

17 3 有形文化財 建造物 大中寺通玄橋 平　12.4.28 中沢田

18 4 有形文化財 建造物 安田屋旅館松棟 平　12.4.28 内浦三津

19 5 有形文化財 建造物 安田屋旅館月棟 平　12.4.28 内浦三津

20 6 有形文化財 建造物 沼津倶楽部北棟 平　27.3.26 千本郷林

21 7 有形文化財 建造物 沼津倶楽部南棟 平　27.3.26 千本郷林

22 8 有形文化財 建造物 沼津倶楽部長屋門 平　27.3.26 千本郷林

23 9 有形文化財 建造物 松蔭寺開山堂 平　28.8.1 原東町

24 10 有形文化財 建造物 松蔭寺山門 平　28.8.1 原東町

25 11 有形文化財 建造物 小栗家住宅主屋 令　2.4.3 上香貫字槇島町

26 12 名勝地関係 記念物 帯笑園 平　24.9.19 原西町

県指定 （28件）

種類 種別 名　　　　　称 指定年月日 所　　　在

27 1 有形文化財 絵画 白隠自画像 昭　43.7.2 原東町

28 2 有形文化財 工芸品 槍　名物蜻蛉切 昭　30.2.25 佐野美術館

29 3 有形文化財 工芸品 太刀　銘景則 昭　30.4.19 佐野美術館

30 4 有形文化財 工芸品 太刀　銘備州長船住近景 昭　30.4.19 佐野美術館

31 5 有形文化財 工芸品 太刀　銘了戒 昭　30.4.19 佐野美術館

32 6 有形文化財 工芸品 刀　銘津田越前守助廣 昭　30.4.19 佐野美術館

33 7 有形文化財 工芸品 短刀　銘信國　倶利迦羅透彫 昭　32.5.13 佐野美術館

34 8 有形文化財 工芸品 梵鐘 昭　31.10.17 本郷町

35 9 有形文化財 典籍 科註妙法蓮華経 昭　30.4.19 原東町

36 10 有形文化財 古文書
法門聴聞集

　附連々聴聞集　日弁消息　日意筆法門聴聞集表題並びに奥書
平　6.3.25 岡宮

37 11 有形文化財 考古資料 玉砥石 昭　31.5.24 平町

38 12 有形文化財 考古資料 蔵骨器 昭　31.10.17 本郷町

39 13 有形文化財 考古資料 子持勾玉　附臼玉他滑石製模造品 昭　33.9.2 歴史民俗資料館

40 14 有形文化財 考古資料 植出北Ⅱ遺跡出土ガラス勾玉鎔范４点 令　2.12.8 志下

41 15 有形文化財 歴史資料 繍字法華経　附１幅 平　8.11.18 岡宮

42 16 民俗文化財 有形民俗 大瀬神社奉納漁船模型 昭　56.10.23 西浦江梨

43 17 民俗文化財 有形民俗 浮島沼周辺の農耕生産用具 平　2.3.20 歴史民俗資料館

44 18 民俗文化財 無形民俗 戸田の漁師踊・漁師唄 昭　54.11.19 戸田

45 19 民俗文化財 無形民俗 江浦の水祝儀 平　11.3.15 江浦

46 20 史跡名勝天然記念物 史跡 白隠禅師墓 昭　29.1.30 原東町

47 21 史跡名勝天然記念物 史跡 江浦横穴群 昭　52.3.18 江浦

48 22 史跡名勝天然記念物 史跡
洋式帆船建造地及びプチャーチン宿所

　附関係遺品一括

昭    42.10.11

追加・名称変更

昭　56.10.23

戸田

49 23 史跡名勝天然記念物 史跡 井田松江古墳群 平　7.3.20 井田

50 24 史跡名勝天然記念物 史跡 長塚古墳 平　11.11.16 東沢田

51 25 史跡名勝天然記念物 天然記念物 岡宮浅間神社のクス 昭　44.5.30 岡宮

52 26 史跡名勝天然記念物 天然記念物 御浜岬のイヌマキ群生地 昭　55.11.28 戸田

53 27 史跡名勝天然記念物 天然記念物 鮎壺の滝 平　8.3.12 大岡ほか

54 28 史跡名勝天然記念物 天然記念物 河内の大スギ 平　14.3.22 西浦河内



市指定 （46件）

種類 種別 名　　　　　　　称 指定年月日 所　　　在

55 1 有形文化財 建造物 禅長寺頼政堂 平　12.3.31 西浦河内

56 2 有形文化財 建造物 赤野観音堂 平　12.3.31 柳沢

57 3 有形文化財 建造物 大川家長屋門 平　20.1.17 内浦長浜

58 4 有形文化財 絵画 涅槃図 平　21.3.30 下河原町

59 5 有形文化財 彫刻 木造十一面観世音菩薩立像 昭　47.12.14 柳沢

60 6 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来三尊立像 昭　47.12.14 下小路町

61 7 有形文化財 彫刻 木造盧舎那仏坐像 昭　47.12.14 市道町

62 8 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩坐像 昭　50.5.8 大岡

63 9 有形文化財 彫刻 木造伝月光菩薩立像 昭　50.5.8 歴史民俗資料館

64 10 有形文化財 彫刻 木造観世音菩薩立像 昭　50.5.8 大平

65 11 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来立像 昭　50.5.8 西浦河内

66 12 有形文化財 彫刻 木造金剛力士像　阿形･吽形 昭　50.5.8 岡宮

67 13 有形文化財 彫刻 木造釈迦如来坐像 昭　50.5.8 下河原町

68 14 有形文化財 彫刻 木造観世音菩薩立像 昭　55.5.15 大平

69 15 有形文化財 彫刻 木造白隠禅師坐像 平　29.3.28 原東町

70 16 有形文化財 工芸品 千手観音像懸仏 平　15.1.31 西浦河内

71 17 有形文化財 工芸品 大日如来像懸仏 平　15.1.31 西浦河内

72 18 有形文化財 工芸品 諸口神社の鰐口 平　18.3.28 戸田

73 19 有形文化財 書跡 京極為兼卿書状 昭　60.2.21 平町

74 20 有形文化財 古文書 今川氏親生母伊勢氏寺領寄進状 昭　47.12.14 下小路町

75 21 有形文化財 古文書 今川氏親生母伊勢氏寄進寺領書立 昭　47.12.14 下小路町

76 22 有形文化財 古文書 今川氏親棟別役免除朱印状 昭　47.12.14 下小路町

77 23 有形文化財 古文書 獅子浜植松家戦国文書 平　23.2.8 明治史料館

78 24 有形文化財 考古資料 休場遺跡出土細石器 昭　58.12.15 志下

79 25 有形文化財 考古資料 軒通遺跡出土壺形土器 昭　58.12.15 志下

80 26 有形文化財 考古資料 三角縁神獣鏡 平　20.1.17 中沢田

81 27 有形文化財 歴史資料 輿地航海図 昭　59.4.19 明治史料館

82 28 有形文化財 歴史資料 大平村絵図 平　2.3.29 大平

83 29 有形文化財 歴史資料 三枚橋絵図 平　2.3.29 歴史民俗資料館

84 30 有形文化財 歴史資料 沼津宿絵図 平　2.3.29 歴史民俗資料館

85 31 有形文化財 歴史資料 本町絵図 平　2.3.29 歴史民俗資料館

86 32 有形文化財 歴史資料 上香貫絵図 平　2.3.29 歴史民俗資料館

87 33 有形文化財 歴史資料 井田の不動明王像 平　18.3.28 井田

88 34 有形文化財 歴史資料 ディアナ号の錨 平　18.3.28 戸田

89 35 有形民俗文化財 沼津沿岸の漁撈に関する奉納絵馬 令　4.9.8 歴史民俗資料館ほか

90 36 史跡名勝天然記念物 史跡 神明塚古墳 昭　45.2.19 松長

91 37 史跡名勝天然記念物 史跡 子ノ神古墳 昭　45.2.19 西沢田

92 38 史跡名勝天然記念物 史跡 日吉廃寺塔址及び礎石 昭　45.2.19 大岡

93 39 史跡名勝天然記念物 史跡 霊山寺変形宝篋印塔 昭　45.2.19 本郷町

94 40 史跡名勝天然記念物 史跡 霊山寺五輪塔 昭　45.2.19 本郷町

95 41 史跡名勝天然記念物 史跡 伝阿野全成・時元墓 昭　58.6.15 井出

96 42 史跡名勝天然記念物 史跡 日露交渉地跡大行寺 平　18.3.28 戸田

97 43 史跡名勝天然記念物 天然記念物 久連神社社叢 昭　52.12.22 西浦久連

98 44 史跡名勝天然記念物 天然記念物 赤野観音堂のカヤ 昭　52.12.22 柳沢

99 45 史跡名勝天然記念物 天然記念物 河内の稲荷スギ 平　15.1.31 西浦河内

100 46 史跡名勝天然記念物 天然記念物 部田神社のコブ付大クス 平　18.3.28 戸田


