
指定
区分 名称 員数 所在地 指定種別１ 指定種別２ 指定種別３ 所有者 指定年月日

市 臥龍楓 1本 神岡町殿495 記念物 天然記念物 瑞岸寺 昭和32年12月1日

市 常蓮寺のイチョウ 1本 神岡町吉田1788 記念物 天然記念物 常蓮寺 昭和32年12月1日

市 神明神社のスギ 1本 神岡町横山495(上ﾉ平地内) 記念物 天然記念物 神明神社　 昭和32年12月1日

市 若宮八幡神社のスギ 1本 神岡町寺林1496 記念物 天然記念物 若宮八幡神社　 昭和32年12月1日

市 後水尾天皇宸翰小懐紙 1幅 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 常蓮寺 昭和33年10月10日

市 柏原古墳と大松 1ｶ所 神岡町柏原 記念物 史跡 個人 昭和33年10月10日

市 下間頼廉自筆書状 1巻 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 常蓮寺 昭和33年10月10日

市 常蓮寺本執持鈔 1冊 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和33年10月10日

市 東町城跡 1ｶ所 神岡町城ｹ丘1 記念物 史跡 飛騨市　　　　 昭和33年12月1日

市 大般若涅槃経巻四折本 1冊 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和34年5月1日

市 荒田口口留番所跡 1ｶ所 神岡町横山字牧ヶ平 記念物 史跡 個人 昭和34年8月30日

市 御神木白山神社のスギ 1本 神岡町石神431 記念物 天然記念物 白山神社 昭和34年8月30日

市 伝青蓮院殿筆百人一首帳 1冊 神岡町西94 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 大国寺 昭和34年8月30日

市 下間頼廉筆石山合戦消息 1巻 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 常蓮寺 昭和35年7月1日

市 證如上人筆聖教切軸 1巻 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 常蓮寺 昭和35年7月1日

市 浄土真要鈔 1帖 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和35年7月1日

市 大方広仏華厳経入法界品之五 1帖 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和35年7月1日

市 伝実如上人正信千念仏 1帖 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和35年7月1日

市 證如上人真蹟御文章 1冊 神岡町西94 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 大国寺 昭和35年10月1日

市 鎌倉杉 2本 神岡町下之本621 記念物 天然記念物 神明神社 昭和35年10月1日

市 実如上人聖教切軸 1幅 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 常蓮寺 昭和35年10月1日

市 実如上人真蹟御文章 1冊 神岡町西94 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 大国寺 昭和35年10月1日

市 准如上人御消息廻状 1巻 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 常蓮寺 昭和35年10月1日

市 寺伝御文章 1冊 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和35年10月1日

市 伝実如上人仮名聖教 1冊 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和35年10月1日



市 伝実如上人筆和讃 1帖 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 常蓮寺 昭和35年10月1日

市 方便法身御影並びに覚如上人裏書 2幅 神岡町西94 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 大国寺 昭和35年10月1日

市 蓮如上人真影並びに准如上人裏書 2幅 神岡町西94 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 大国寺 昭和35年10月1日

市 揚羽蝶轡 1具 神岡町殿495 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 瑞岸寺 昭和36年6月13日

市 江馬家累代遺書軍学七書 8冊 神岡町殿495 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 瑞岸寺 昭和36年6月13日

市 開山真筆書写法華経 5冊 神岡町殿495 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 瑞岸寺 昭和36年6月13日

市 御鍬神事 祠1 神体1 鍬型5 棟礼1 神岡町和佐府326 民俗文化財 有形の民俗文化財 神明神社 昭和37年2月23日

市 籠の渡跡 1ｶ所 神岡町谷 記念物 史跡 飛騨市　　 昭和37年2月23日

市 里程標 1基 神岡町堀之内 記念物 史跡 堀之内区 昭和37年2月23日

市 江馬貞盛墓群 7基 神岡町笈破 宮ﾉ前 記念物 史跡 神岡町　笈破区共有地 昭和38年5月10日

市 五輪宝篋印塔群 13基 神岡町横山457 記念物 史跡 横山区 昭和38年5月10日

市 立石遺跡クロムレック 1ｶ所 神岡町小萱 記念物 史跡 個人 昭和38年5月10日

市 山の神祭とその付属祭事 神岡町梨ｹ根 民俗文化財 無形の民俗文化財 神明神社　 昭和38年5月10日

市 明智坊旧跡の碑 1基 神岡町吉田上 記念物 史跡 明智坊保存会 昭和45年10月29日

市 東雲のイチョウ 1本 神岡町東雲 記念物 天然記念物 東雲薬師堂 昭和45年10月29日

市 桂本神社本殿 1棟 神岡町東雲518-7 有形文化財 建造物 桂本神社 昭和45年10月29日

市 桂本神社神像 2軀 神岡町東雲518-7 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 桂本神社 昭和46年1月25日

市 神明神社神像 3軀 神岡町伊西1137 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 神明神社 昭和46年1月25日

市 野首の狐つり 神岡町野首 民俗文化財 無形の民俗文化財 神明神社　 昭和46年1月25日

市 鰐口 1口 神岡町柏原663 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 水月庵 昭和47年1月19日

円空彫刻 1軀 神岡町上小萱 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 白山神社 昭和46年6月2日

　　　　　　　　　　　　善女龍王立像 1軀 神岡町上小萱 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 白山神社

　　　　　　　　　　　　護法神立像 1軀 神岡町上小萱 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 白山神社

　　　　　　　　　　　　護法神坐像 1軀 神岡町上小萱 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 白山神社

　　　　　　　　　　　　薬師如来立像 1軀 神岡町小萱14 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 薬師堂(瑞岸寺〉

　　　　　　　　　　　　薬師如来立像 1軀 神岡町小萱14 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 薬師堂(瑞岸寺〉

市



市 懸仏 1面 神岡町寺林1496 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 若宮八幡神社 昭和46年6月2日

市 不動明王の図 1幅 神岡町東雲 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 昭和46年6月2日

市 御鍬神祠 祠1 鍬型3棟礼4 神岡町横山495 民俗文化財 有形の民俗文化財 神明神社 昭和47年1月19日

市 女三十六歌仙帳（附古歌６首） 1帳 神岡町小萱 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 個人 昭和47年1月19日

市 越中東街道画巻大森旭亭画 1巻 神岡町船津570 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 洞雲寺 昭和49年3月18日

市 大森旭亭画双亀図賛吉村友閑斉 1幅 神岡町船津 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 昭和49年3月18日

市 大森旭亭画松上の鷹田中大秀画賛 1幅 神岡町船津570 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 洞雲寺 昭和49年3月18日

市 大森旭亭自画像田中大秀画賛 1幅 神岡町船津570 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 洞雲寺 昭和49年3月18日

市 郷倉 1棟 神岡町吉田1514 記念物 史跡 白山神社 昭和49年3月18日

市 谷文晁画大森旭亭肖像画 1幅 神岡町船津570 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 洞雲寺 昭和49年3月18日

市 湯花神事用つば釜 1口 神岡町朝浦601 民俗文化財 有形の民俗文化財 八幡宮　 昭和49年3月18日

市 御神輿 1基 神岡町朝浦601 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 八幡宮　 昭和50年7月9日

市 孔雀絵の襖 6枚 神岡町朝浦601 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 八幡宮　 昭和50年7月9日

市 寺林の宝篋印塔 1基 神岡町寺林 記念物 史跡 寺林区 昭和50年7月9日

市 願智坊廟 1ｶ所 神岡町吉田1788 記念物 史跡 常蓮寺 昭和50年7月9日

市 八幡山城跡 1ｶ所 神岡町朝浦 記念物 史跡 八幡宮　 昭和50年7月9日

市 東茂住の左義長 神岡町東茂住 民俗文化財 無形の民俗文化財 神明神社　 昭和50年7月9日

市 わらび粉製造器具 1式 神岡町下之本207番地1 民俗文化財 有形の民俗文化財 五ヶ村区長会　 昭和50年7月9日

市 駕籠訴供養碑 1基 神岡町東町 民俗文化財 有形の民俗文化財 東町区 昭和54年3月17日

市 梶山長八・おろくの碑 1基 神岡町東町 民俗文化財 有形の民俗文化財 個人 昭和54年3月17日

市 三夜待ち行事 神岡町朝浦859-1 民俗文化財 無形の民俗文化財 朝浦区　 昭和54年3月17日

市 水月庵の観音立像 1軀 神岡町柏原 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 個人 昭和54年3月17日

市 鉄製灯籠 1基 神岡町船津1129 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 円城寺　 昭和54年3月17日

市 道標常夜燈 1基 神岡町緑ヶ丘 民俗文化財 有形の民俗文化財 飛騨市 昭和54年3月17日

市 八幡宮本殿 1棟 神岡町朝浦601 有形文化財 建造物 八幡宮　 昭和54年3月17日

市 津野滄洲の「籠之渡」図 額1面 神岡町谷 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 平成6年3月4日



市 藤橋の絵図面と藤橋の図面 額2面 神岡町殿1020 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 神岡小学校 平成6年3月4日

市 大笠のトチノキ 2本 神岡町大笠332 記念物 天然記念物 白山神社　 平成8年2月21日

市 ケヤマザクラ 1本 神岡町小萱14 記念物 天然記念物 上小萱区 平成8年2月21日

市 縄文土器、石器類 5点 神岡町東町378番地 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 個人 平成8年2月21日

市 二木長嘯「籠之渡し図」 1幅 神岡町殿 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 平成8年2月21日

市 二木長嘯「藤橋之図」 1幅 神岡町殿 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 平成8年2月21日

市 法然房源空自筆名体不離の名号軸 1幅 神岡町中山 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 個人 平成8年2月21日

市 桂本神社の神輿 1基 神岡町東雲518-7 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 東雲区桂本神社 平成8年12月24日

市 常蓮寺の山門と棟札 1棟･1枚 神岡町吉田1788 有形文化財 建造物 常蓮寺 平成8年12月24日

市 萩原一山の天井絵「唐獅子」 1ｶ所 神岡町朝浦859-1 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 朝浦区　三夜堂　 平成8年12月24日

市 吉田文助の陣羽織 1領 神岡町寺林 有形文化財 美術工芸品 (歴史資料) 個人 平成8年12月24日

市 大笠区有文書 944点 神岡町船津2122-4 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 大笠区 平成11年3月2日

市 寺林区有文書 841点 神岡町山田2212-2 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 寺林区 平成11年3月2日

市 吉田区有文書 1027点 神岡町吉田1514 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 吉田区 平成11年3月2日

円空仏 29軀 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 平成12年3月7日

　　　　　　　　　　　　伊勢太神御神坐像 神岡町野首902 神明神社　

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町館野町 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町土 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩坐像 神岡町中山 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩坐像 神岡町野首 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩坐像 神岡町船津 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩坐像 神岡町船津 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩坐像 神岡町柏原 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩坐像 神岡町谷 個人

　　　　　　　　　　　　阿弥陀如来立像 神岡町野首70-2 阿弥陀堂

　　　　　　　　　　　　如来坐像 神岡町野首 個人



　　　　　　　　　　　　薬師如来立像 神岡町朝浦601 八幡宮

　　　　　　　　　　　　薬師如来立像 神岡町麻生野291 両全寺

　　　　　　　　　　　　薬師如来坐像 神岡町殿425 円城寺

　　　　　　　　　　　　不動明王立像 神岡町殿425 円城寺

　　　　　　　　　　　　韋駄天立像 神岡町殿495 瑞岸寺

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町伊西1137 神明神社　

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町殿 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町野首 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町殿495 瑞岸寺

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町東町 個人

　　　　　　　　　　　　観音菩薩立像 神岡町朝浦859-1 朝浦区　三夜堂　

　　　　　　　　　　　　牛頭天王坐像 神岡町野首902 神明神社

　　　　　　　　　　　　八幡大菩薩坐像 神岡町野首902 神明神社

　　　　　　　　　　　　白山妙理神坐像 神岡町東町1097 白山神社　

　　　　　　　　　　　　白山大神坐像 神岡町寺林1496 若宮八幡神社　

　　　　　　　　　　　　白山妙理権現坐像 神岡町吉ｹ原 個人

　　　　　　　　　　　　神像 神岡町船津 個人

　　　　　　　　　　　　阿弥陀如来立像 神岡町東茂住469 金龍寺　

市 木製盆 1枚 神岡町船津 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 個人 平成12年11月28日

市 謡曲「藤橋」 神岡町東町515 無形文化財 芸能 観世流謡曲藤橋会 平成14年5月31日

市 円光寺山門 1棟 古川町殿町11-12 有形文化財 建造物 円光寺 昭和33年5月12日

市 林昌寺山門 1棟 古川町片原町2-27 有形文化財 建造物 林昌寺 昭和33年5月12日

市 浄徳寺庫裡書院 2室 古川町中野533 有形文化財 建造物 浄徳寺 昭和47年12月13日

市 輪転蔵経堂 1棟 古川町三之町3-10 有形文化財 建造物 真宗寺 昭和61年7月26日

市 旧五社神社部材　手挟 4個 古川町高野1929 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 五社神社 昭和62年7月20日

市 古川町上町塔の腰廃寺塔心礎 1基 古川町殿町11 有形文化財 建造物 円光寺 平成12年3月29日

市



市 五社神社奉納絵馬 3面 古川町高野1929 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 五社神社 昭和53年7月6日

市 宝林筆鷹図屏風 六曲 1双 古川町片原町2-27 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 林昌寺 平成6年1月24日

市 狛犬一号 1対 古川町高野1929 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 五社神社 昭和44年2月6日

市 円空観音菩薩像 1軀 古川町上野 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 上野区 昭和40年5月13日

市 岩井戸観音 1軀 古川町寺地813 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 寺地区 昭和47年5月31日

市 木彫狛犬 6対 古川町高野 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 個人 昭和53年7月6日

市 高田神社随神像 1対 古川町太江2669 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 高田神社 昭和54年3月2日

市 福全寺快存上人遺品　笈 1個 古川町壱之町14-23 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 誓願寺 昭和35年5月11日

市 高田神社かぶと 1個 古川町太江2669 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 高田神社 昭和42年3月31日

市 太刀　銘虎明 1口 古川町高野1929 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 五社神社 昭和53年7月6日

市 陶製狛犬 34体 古川町高野 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 個人 昭和53年7月6日

市 気多若宮神社奉納刀 1口 古川町上気多1297 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 気多若宮神社 平成1年2月23日

市 祈祷札 1枚 古川町太江2872 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 寿楽寺 昭和35年10月3日

市 若草山の記 1冊 古川町本町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 個人 平成12年3月29日

市 後撰集 1冊 古川町本町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 個人 平成12年3月29日

市 足利義政詠着到百首和歌 1巻 古川町壱之町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 個人 平成12年3月29日

市 飛騨国司姉小路家譜 1冊 古川町壱之町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 個人 平成12年3月29日

市 姉小路両卿和歌短冊二葉 1式 古川町壱之町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 個人 平成12年3月29日

市 千代の鏡 2冊 附り5点 古川町本町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 飛騨市 平成14年10月21日

市 姉小路基綱消息 1通 古川町壱之町 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 個人 平成12年3月29日

市 金森頼旹遺墨 2点 古川町片原町2-27 有形文化財 美術工芸品 (歴史資料) 林昌寺 平成3年3月15日

市 金森氏遺品 3点 古川町片原町2-27 有形文化財 美術工芸品 (歴史資料) 林昌寺 平成3年3月15日

市 神明神社獅子舞 古川町平岩197 民俗文化財 無形の民俗文化財 神明神社 昭和53年1月10日

市 太江薬師堂本尊 1軀 古川町太江2236-1 民俗文化財 有形の民俗文化財 高田神社 平成4年12月24日

市 上人塚 1基 古川町壱之町12-19 記念物 史跡 市中組 昭和30年5月26日

市 五阿弥塚 1基 古川町向町二丁目3-17 記念物 史跡 個人 昭和31年7月11日



市 義民伊右衛門の墓 1基 古川町三之町3-9 記念物 史跡 市中組 昭和33年5月12日

市 野口城跡 1ｶ所 古川町野口字宮ﾉ腰229-1 記念物 史跡 個人 昭和34年6月24日

市 種本神社跡 1ｶ所 古川町数河337 記念物 史跡 白山神社 昭和34年12月8日

市 金森家臣垣見氏墓碑及び墓地 1ｶ所 古川町幸栄町2-39 記念物 史跡 是重組 昭和37年6月29日

市 細江歌塚 1基 古川町杉崎215-1 記念物 史跡 杉崎区 昭和46年8月2日

市 義民大村万助の墓 1基 古川町下野1038 記念物 史跡 個人 昭和47年12月13日

市 庚申墓碑 1個 古川町貴船町8番2号 記念物 史跡 第三区 昭和40年5月13日

市 数河村五郎兵衛の墓 1基 古川町数河字前田 記念物 史跡 数河区 昭和57年12月17日

市 細江の跡 1個 古川町杉崎678-1 記念物 史跡 飛騨市 昭和63年3月1日

市 沢遺跡 1ｶ所 古川町上気多字沢2052-1 記念物 史跡 飛騨市 昭和63年3月1日

市 太江石灰窯跡 1基 古川町太江257-1 記念物 史跡 個人 平成2年2月28日

市 笹ヶ洞石灰窯跡 1基 古川町笹ヶ洞1216-12 記念物 史跡 個人 平成3年3月15日

市 金森重光墓碑 1基 古川町片原町2-27 記念物 史跡 林昌寺 平成6年1月24日

市 加藤氏代々の墓 1基 古川町殿町11-11 記念物 史跡 円光寺 平成11年6月25日

市 古川御蔵跡 1棟 古川町金森町3-37 記念物 史跡 飛騨市 平成12年8月22日

市 福全寺跡の大イチョウ 1本 古川町壱之町10-1 記念物 天然記念物 飛騨市 昭和30年5月26日

市 堀田の森の大イチョウ 1本 古川町是重一丁目1-24 記念物 天然記念物 貴船神社 昭和31年7月11日

市 信行寺の百日紅 1本 古川町谷1086 記念物 天然記念物 信行寺 昭和40年5月13日

市 重盛家のモミジ 1本 古川町中野575 記念物 天然記念物 個人 昭和47年12月13日

市 青登呂淵の大ナラ大フジ 2本 古川町太江2050 記念物 天然記念物 太江区 昭和47年12月13日

市 高田神社の大五本スギ 1本 古川町太江2669 記念物 天然記念物 高田神社 昭和47年12月13日

市 諏訪神社の三本スギ 1本 古川町杉崎3433 記念物 天然記念物 諏訪神社 昭和48年3月19日

市 諏訪神社の大スギ 2本 古川町杉崎3433 記念物 天然記念物 諏訪神社 昭和48年3月19日

市 水穂神社の神木アカマツ 1本 古川町下気多198 記念物 天然記念物 水穂神社 昭和48年3月19日

市 天王洞のイチイ 1本 古川町杉崎字天王洞1735-2 記念物 天然記念物 杉崎区 昭和53年1月10日

市 恵比須神社の大スギ 1本 古川町笹ヶ洞342 記念物 天然記念物 恵比須神社 昭和63年11月29日



市 数河白山神社のシナの木 1本 古川町数河1776 記念物 天然記念物 白山神社 平成6年1月24日

市 西光寺の枝垂れ桜 1本 古川町杉崎2317 記念物 天然記念物 西光寺 平成10年10月8日

市 鰐口 1口 宮川町塩屋100 飛騨みやがわ考古民俗館 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 春日神社 昭和50年7月1日

市 元禄検地水帳 27冊 宮川町塩屋100 飛騨みやがわ考古民俗館 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 飛騨市 昭和50年7月1日

市 韋駄天像 1軀 宮川町杉原542-1 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 玄昌寺　 昭和50年7月1日

市 舟形供物器 1器 宮川町 民俗文化財 有形の民俗文化財 西忍乙区 平成15年3月20日

市 檜ヶ淵 1ｶ所 宮川町小谷 記念物 名勝 小谷区 昭和50年7月1日

市 ぶんどうじ峠 1ｶ所 宮川町三川原･打保 記念物 史跡 三川原区・打保区 昭和50年7月1日

市 百間滝 1ｶ所 宮川町菅沼赤田497 記念物 名勝 飛騨市 昭和50年7月1日

市 上や滝 1ｶ所 宮川町菅沼赤田494 記念物 名勝 菅沼区 昭和50年7月1日

市 木造彩色地蔵菩薩立像 1軀 宮川町巣之内字家廻り 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 個人 平成10年10月12日

市 稲葉遺跡 1ｶ所 宮川町西忍稲葉874 記念物 史跡 西忍区 昭和50年7月1日

市 観音像 1軀 宮川町桑野 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 個人 昭和50年7月1日

市 あわら池跡 1ｶ所 宮川町西忍あわら 記念物 名勝 西忍区 昭和50年7月1日

市 小谷城址 1ｶ所 宮川町小谷栃平846､847 記念物 史跡 王子木材緑化株式会社 昭和53年11月20日

市 忍城址 1ｶ所 宮川町西忍たこど1551-1 記念物 史跡 個人 昭和50年7月1日

市 ニコイ岩陰遺跡 1ｶ所 宮川町菅沼峠ﾉ尾 記念物 史跡 菅沼区 昭和50年7月1日

市 籠の渡場跡 1ｶ所 宮川町小豆沢谷口87､鮎飛林ﾉ尾135 記念物 史跡 小豆沢区・巣納谷区 昭和50年7月1日

市 口留番所跡 1ｶ所 宮川町小豆沢ふなと85 記念物 史跡 小豆沢区 昭和50年7月1日

市 塩屋城址 1ｶ所 宮川町塩屋 記念物 史跡 塩屋区 昭和50年7月1日

市 塩竃金清神社と縄文遺跡 1ｶ所 宮川町塩屋宮ﾉ上293 記念物 史跡 塩屋区 昭和50年7月1日

市 杉ノ木五郎左ェ門の碑 1基 宮川町三川原 記念物 史跡 三川原区 昭和50年7月1日

市 大鏧子 1口 宮川町祢宜ヶ沢上296 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 長久寺 昭和44年9月11日

市 安政大地震山崩跡 1ｶ所 宮川町三川原 記念物 史跡 三川原区 昭和50年7月1日

市 嫁ヶ淵 1ｶ所 宮川町岸奥 記念物 名勝 岸奥区 昭和50年7月1日

市 塩屋筑前守戦死の地 1ｶ所 宮川町戸谷 記念物 史跡 戸谷区 昭和50年7月1日



市 鉦鼓 1口 宮川町巣之内 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 個人 昭和44年9月11日

市 修道陰徳銘の碑 1基 宮川町小谷10-1 記念物 史跡 小谷区 昭和50年7月1日

市 鉄眼版一切経 1766巻 宮川町西忍211 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 祐念坊 昭和50年7月1日

市 安永検地帳 小嶋郷42冊 小鷹利郷22冊 宮川町塩屋100 飛騨みやがわ考古民俗館 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 飛騨市 昭和50年7月1日

市 阿弥陀如来像 1軀 宮川町巣納谷115 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 久昌寺 昭和50年7月1日

市 子安観音像 1軀 宮川町林184 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 洞泉寺 昭和50年7月1日

市 鰐口 1口 宮川町西忍472 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 神明神社 昭和50年7月1日

市 落合のイチョウ 1本 宮川町落合333 記念物 天然記念物 五社神社 昭和50年7月1日

市 涅槃図 1幅 宮川町祢宜ヶ沢上296 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 長久寺 昭和50年7月1日

市 鍾乳洞 1ｶ所 宮川町菅沼前平474-2 から 菅沼赤田497 記念物 天然記念物 飛騨市 昭和44年9月11日

市 大無雁のイチイ 1本 宮川町大無雁字家廻268 記念物 天然記念物 個人 昭和50年7月1日

市 小谷のトチ 1本 宮川町小谷字下巾70 記念物 天然記念物 白山神社 昭和50年7月1日

市 打保のカツラ 1本 宮川町打保700 記念物 天然記念物 白山神社 昭和50年7月1日

市 大無雁のサワクルミ 1本 宮川町大無雁250 記念物 天然記念物 若宮八幡神社 昭和50年7月1日

市 小谷のカツラ 1本 宮川町小谷70 記念物 天然記念物 白山神社 昭和51年8月6日

市 菅沼白山神社の鳥居スギ 2本 宮川町菅沼 記念物 天然記念物 白山神社 平成10年10月12日

市 薬師堂 1棟 宮川町西忍西之海道1454 有形文化財 建造物 個人 昭和50年7月1日

市 旧中村家 1棟 宮川町塩屋100 有形文化財 建造物 飛騨市 平成4年12月16日

市 小谷八幡神社本殿 1棟 宮川町小谷 有形文化財 建造物 個人 平成7年12月13日

市 菅沼白山神社本殿 1棟 宮川町菅沼字山腰201 有形文化財 建造物 白山神社 平成10年10月12日

市 森安のイチョウ 1本 宮川町森安字谷口37 記念物 天然記念物 白山神社 昭和50年7月1日

市 観音像（伝大日如来像） 1軀 宮川町祢宜ヶ沢上296 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 長久寺 昭和50年7月1日

市 観音像 1軀 宮川町林148 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 洞泉寺 昭和50年7月1日

市 千手観音像 1軀 宮川町西忍513 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 観音寺 昭和50年7月1日

市 方便法身尊形 1幅 宮川町西忍 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 昭和44年9月11日

市 舟形供物器 1器 西忍牛山 民俗文化財 有形の民俗文化財 個人 平成15年3月20日



市 角川の薬師堂の日光月光像 2軀 河合町角川1652 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 角川区 昭和42年2月1日

市 書跡 15冊 河合町羽根 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 個人 昭和53年12月15日

市 石器（石棒） 1点 河合町角川 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 個人 昭和62年5月1日

市 石器（石冠） 1点 河合町角川 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 個人 昭和58年3月17日

市 石器（石棒） 1点 河合町角川 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 個人 昭和53年12月15日

市 石器（石冠） 1点 河合町小無雁 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 個人 昭和51年10月3日

市 埴土神社の石器（石冠） 4点 河合町羽根528 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 埴土神社 昭和42年2月1日

市 小鷹利郷羽根村　　宗門人別改帳 7冊 河合町羽根272-8 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 羽根区 昭和53年12月15日

市 元禄検地帳 18冊 河合町角川223-1 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 飛騨市 昭和42年2月10日

市 飛騨国稲越村、大木村、芦谷村宗門人別改帳 1冊 河合町稲越 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 個人 昭和43年11月2日

市 新田検地帳 27冊 河合町角川223-1 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 飛騨市 昭和42年2月10日

市 安永地改帳 18冊 河合町角川223-1 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 飛騨市 昭和42年2月10日

市 角川の薬師堂の十二神将 12軀 河合町角川1652 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 角川区 昭和42年2月1日

市 角川の薬師如来坐像 1軀 河合町角川1652 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 角川区 昭和42年2月1日

市 冨士神社本殿 1棟 河合町稲越936 有形文化財 建造物 冨士神社 昭和42年2月1日

市 白山神社本殿 1棟 河合町新名393 有形文化財 建造物 白山神社 昭和42年2月1日

市 薬師堂 1棟 河合町角川1652 有形文化財 建造物 角川区 昭和47年9月30日

市 十六羅漢絵図 2幅 河合町角川 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 昭和51年10月3日

市 神明神社の狛犬 1対 河合町角川1531 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 神明神社 昭和42年2月1日

市 掛札（覚） 1枚 河合町小無雁 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 個人 平成13年3月28日

市 白山神社の狛犬 1対 河合町新名393 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 白山神社 昭和42年2月1日

市 角川小学校の横額 1面 河合町角川974-2 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 河合小学校 昭和49年10月8日

市 元田神社の木造神像 2軀 河合町元田448 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 元田神社 昭和42年2月1日

市 木造神像 1軀 河合町元田 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 個人 昭和50年12月25日

市 太政官制札 3枚 河合町稲越 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 個人 昭和42年2月1日

市 太政官制札 7枚 河合町羽根272-8 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 羽根区 昭和42年2月1日



市 書跡 1幅 河合町天生 有形文化財 美術工芸品 (書跡) 個人 昭和53年12月15日

市 稲越神社本殿 1棟 河合町稲越514 有形文化財 建造物 稲越神社 昭和42年2月1日

市 冨士神社の狛犬 1対 河合町稲越字宮ﾉ脇936 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 冨士神社 昭和42年2月1日

市 元禄七年御検地御竿請帳下書 2冊 河合町稲越 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 個人 平成13年3月28日

市 小無雁村差出明細帳外 16冊 河合町小無雁 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 小無雁区 平成13年3月28日

市 御山内取調箇所附帳綴 1綴 河合町角川223-1 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 飛騨市 平成13年3月28日

市 石器（石斧） 1点 河合町有家 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 個人 昭和62年5月1日

市 諏訪神社の石器（石棒・石冠・他） 12点 河合町小無雁161 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 諏訪神社 昭和62年5月1日

市 羽根口御番所用具 3本 河合町羽根272-8 有形文化財 美術工芸品 (歴史資料) 羽根区 昭和42年2月1日

市 紙張り板 1枚 河合町稲越 民俗文化財 有形の民俗文化財 個人 昭和42年2月1日

市 紙漉き用具 15点 河合町角川1665 民俗文化財 有形の民俗文化財 飛騨市 昭和53年12月15日

市 白山神社の九日祭 河合町新名393 民俗文化財 無形の民俗文化財 九日祭保存会 昭和43年11月2日

市 墳墓・後藤帯刀・無名戦士の碑 3基 河合町角川1651 記念物 史跡 個人 昭和53年12月15日

市 願徳寺の石垣 1ｶ所 河合町羽根509~510 記念物 史跡 願徳寺 昭和53年12月15日

市 専勝寺の石垣 1ｶ所 河合町角川1675 記念物 史跡 専勝寺 昭和53年12月15日

市 稲越小学校の石垣 1ｶ所 河合町稲越486 記念物 史跡 飛騨市 昭和53年12月15日

市 水そえ遺跡 1ｶ所 河合町角川1071 記念物 史跡 個人 昭和53年12月15日

市 元田のイチョウの木 1本 河合町元田323 記念物 天然記念物 元田区 昭和42年2月1日

市 埴土神社のトチの木 1本 河合町羽根528 記念物 天然記念物 埴土神社 昭和42年2月1日

市 埴土神社のスギの木 1本 河合町羽根528 記念物 天然記念物 埴土神社 昭和42年2月1日

市 大山神社のスギの木 1本 河合町大谷19 記念物 天然記念物 大山神社 昭和42年2月1日

市 上ヶ島のイチョウの木 1本(2本立) 河合町上ヶ島120 記念物 天然記念物 個人 昭和50年12月25日

市 大家のコブシの木 1本 河合町天生 記念物 天然記念物 個人 昭和50年12月25日

市 大谷のフクジュソウ群生地 1ｶ所 河合町大谷611-1内1 記念物 天然記念物 個人 昭和51年10月3日

市 角川の薬師堂の社叢 1ｶ所 河合町角川1652 記念物 天然記念物 角川区 昭和53年12月15日

市 下小瀬の山サクラの木 1本 河合町天生字大佐古 記念物 天然記念物 個人 昭和53年12月15日



市 臼坂観音堂の社叢 1ｶ所 河合町角川字臼坂谷2671 記念物 天然記念物 角川区 昭和62年5月1日

市 角川神明神社の社叢 1ｶ所 河合町角川字井ﾉ平1531 記念物 天然記念物 神明神社 昭和62年5月1日

市 小無雁諏訪神社の社叢 1ｶ所 河合町小無雁161 記念物 天然記念物 諏訪神社 昭和62年5月1日

市 舟原の山サクラ 1本 河合町舟原255-1 記念物 天然記念物 関西電力株式会社 ・　飛騨市 平成5年3月3日

市 村芝居用具 78点 河合町有家 民俗文化財 有形の民俗文化財 個人 昭和62年5月1日

市 中野山越遺跡 1ｶ所 古川町中野字山越661 記念物 史跡 飛騨市 昭和63年3月1日

市 畦畑公民館 1棟 古川町畦畑528-1､529-1 民俗文化財 有形の民俗文化財 畦畑区 平成20年11月26日

市 絹本著色姉小路基綱、済継画像 2幅 古川町壱之町 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 個人 平成23年4月1日

市 岷江記 全八巻六冊 古川町壱之町 有形文化財 美術工芸品 (典籍) 個人 平成23年4月1日

市 生掛け和蝋燭 古川町壱之町之町 無形文化財 技術工芸品 三嶋和ろうそく店 平成27年2月26日

市 山中和紙 河合町角川 無形文化財 技術工芸品 飛騨河合手漉和紙組合 平成27年2月26日
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