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村指定無形文化財

村指定史跡

村指定天然記念物

村指定重要文化財（石造物）

　　　合　　　計

重要文化財

№ 指定年月日 指定文化財名 所在地 管理者 所有者

１ S50.12.17 上而郷蔵 越本甲1242-1 上而組長 上而組

２ S51. 7.16 武尊神社本殿 花咲2021 武尊神社氏子 武尊神社

３ S61.10. 1 賢和六枚双屏風２枚 鎌田3967-3 片品村長 片品村

４ 　　　〃 登戸十一面観音像 花咲1334 登戸組長 登戸組

５ H 1. 2.22 音昌寺の欄間 越本1267 坂西恒喜 坂西恒喜

６ 　　　〃 龍滄院の須弥壇 東小川2900 田川泰龍 田川泰龍

７ 　　　〃 大圓寺の観世音像 土出886 竹内芳昭 竹内芳昭

８ 　　　〃 大圓寺の間引きの絵額 土出886 竹内芳昭 竹内芳昭

９ H 1.11.20 武尊神社の絵額 土出 新井組長 新井組

１０ H 3. 3.22 幡谷郷蔵 幡谷 幡谷組長 幡谷組

１１ H26. 7.22 永井流養蚕伝習所実習棟 針山4 永井啓之 永井啓之

無形文化財

№ 指定年月日 指定文化財名 所在地 管理者 所有者

１ H21. 5.15 上幡谷の申祭り 摺渕 氏子総代 氏子総代

２ 　　　〃 針山の十二様祭り 針山 針山組長 針山組

３ 　　　〃 越本の武尊祭り 越本1898 第５区長 第５区

４ 　　　〃 越本の諏訪祭り 越本964-1 上而組長 上而組

史跡

№ 指定年月日 指定文化財名 所在地 管理者 所有者

１ H 2. 2.20 禹王の碑 土出 古仲組長 古仲組

２ H12.10. 3 白根山周辺の山岳信仰遺跡 東小川 第４区長 第４区長

片品村指定文化財一覧

指定件数

　　　　　　　　　　　　　　　　１１件

　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

　　　　　　　　　　　　　　　　２６件

　　　　　　　　　　　　　　　　１２件

　　　　　　　　　　　　　　　　５５件

種　別　一　覧



天然記念物

№ 指定年月日 指定文化財名 所在地 管理者 所有者

１ H 1. 2.22 星野家のマメガキ 下平228 星野浅次郎 星野浅次郎

２ 　　　〃 吉澤家のカシ 摺渕59 吉澤武一 吉澤武一

３ 　　　〃 星野塚の森 摺渕 星野伊三夫 星野伊三夫

４ 　　　〃 宮前のサクラ 幡谷281 千明梅治ほか13人 千明梅治ほか13人

５ 　　　〃 ガニ沢のチョウセンマツ 幡谷288-3 小林祐次 小林祐次

６ 　　　〃 三浦家墓地のモミ 幡谷 三浦家 三浦家

７ 　　　〃 永井家のカヤ 花咲962 永井徳次 永井徳次

８ 　　　〃 永井家のクロベ 花咲963 永井徳次 永井徳次

９ 　　　〃 熊野宮のヒノキ 東小川1593 宮田健治 宮田健治

１０ 　　　〃 大御堂のシダレザクラ 東小川238 上小川組長 上小川地区

１１ 　　　〃 星家稲荷様イチイ 東小川522 星　周一 星　周一

１２ 　　　〃 音昌寺のウメ（紅） 越本1267 坂西恒喜 坂西恒喜

１３ 　　　〃 音昌寺のコノデガシワ 越本1268 坂西恒喜 坂西恒喜

１４ 　　　〃 大屋のナシ 摺渕523 星野政男 星野政男

１５ 　　　〃 武尊神社のイチョウ 摺渕 摺渕組長 摺渕地区

１６ 　　　〃 星野家のイチイ 下平290 星野清吉 星野清吉

１７ H 2. 2.20 五霊神社のイチイ 土出 古仲組長 古仲地区

１８ H 3. 3.22 高山家のカキノキ 花咲甲1151 高山清作 高山清作

１９ 　　　〃 伊閑町のチョウセンマツ 土出1907 萩原正雪 萩原正雪

２０ 　　　〃 穴沢十二様のカラマツ 東小川 穴沢組長 穴沢組長

２１ H12.10. 3 ヒカリゴケ 東小川 日本製紙総合開発 日本製紙総合開発

２２ H15. 6.26 天王ザクラ 針山 千明長治 千明長治

２３ H24. 9.18 あん場の大石 東小川字高平 穴沢組長

２４ H25. 7.23 十二様の松 土出2609 新井開墾組合 新井開墾組合

２５ H26. 1.17 日光白根山のシラネアオイ 東小川 日本製紙総合開発 日本製紙総合開発

２６ H26. 9.17 花咲石 花咲字中反1289 第３区長 第３区長



重要文化財（石造物）

№ 所在地 管理者又は所有者 摘　要

１ 御座入 星野明宏 １７９５年建立

２ 　〃 御座入組長 １７９０年建立

３ 菅沼 星野　圭 １７３０年建立

４ 摺渕 下摺渕大伍長

５ 幡谷 幡谷組長 １８６１年建立

６ 栗生 栗生組長 １８６０年建立

７ 　〃 　　〃

８ 上小川 上小川組長 １８０４年建立

９ 　〃 　　〃

１０ 伊閑町 伊閑町組長 １６７６年建立

１１ 　〃 　　〃 １７４０年建立

１２ 戸倉 戸倉区長 １７８８年建立

　庚申塔（青面金剛像）

　百番塔

指定文化財名

　宝篋印塔

　馬頭観世音

　単体道祖神

　奪衣婆

　馬頭観世音

　百庚申

　千貫峠の地蔵様

　大御堂句碑

　双体道祖神

　多重塔（庚申五重塔）


