
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

県 常蓮寺のスギ 1本 神岡町吉田1788 記念物 天然記念物 常蓮寺 昭和36年3月6日

県 津島神社社叢 1ｶ所 神岡町山田524 記念物 天然記念物 津島神社　 昭和36年3月6日

県 鏧鉢（けいす） 1個 神岡町殿495 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 瑞岸寺 昭和35年3月30日

県 懸仏 1面 神岡町小萱14 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 薬師堂(瑞岸寺〉 昭和36年3月6日

県 石器 1個 神岡町柏原663 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 白山神社　 昭和36年3月6日

県 金森宗貞邸跡 1ｶ所 神岡町東茂住469 記念物 史跡 金龍寺 昭和46年9月14日

県 鉦鼓 1個 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 常蓮寺 昭和35年3月30日

県 釈迦三尊 1幅 神岡町吉田1788 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 常蓮寺 昭和36年3月6日

県 土のイチイ 1本 神岡町土88番地1 記念物 天然記念物 土観音堂 昭和38年9月10日

県 和鏡 4面 神岡町大笠332 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 白山神社 昭和63年10月14日

県 常盤神社神像 1軀 神岡町跡津川234 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 常盤神社　 昭和53年2月14日

県 加藤歩蕭文字書岩 1個 神岡町西茂住 記念物 史跡 飛騨市 昭和35年3月30日

県 久隅守景画農耕図屏風 六曲 1双 二幅 神岡町西94 有形文化財 美術工芸品 (絵画) 大国寺 昭和35年3月30日

県 円空作二十五菩薩 26軀 神岡町船津392-1 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 光円寺 昭和36年3月6日

県 船津盆踊 神岡町船津 民俗文化財 無形の民俗文化財 神岡民謡保存会 昭和44年8月5日

県 旧松葉家 1棟 神岡町城ヶ丘1 民俗文化財 有形の民俗文化財 飛騨市 昭和55年7月22日

県 傘松城跡 1ｶ所 神岡町吉田 記念物 史跡 飛騨市 昭和46年9月14日

県 森茂獅子 神岡町森茂 民俗文化財 無形の民俗文化財 森茂獅子保存会 昭和46年12月14日

県 鰐口 2口 神岡町東茂住469 有形文化財 美術工芸品 (工芸品) 東茂住土地共有会　 昭和47年7月12日

県 太子踊 1体 神岡町吉田 民俗文化財 無形の民俗文化財 吉田太子踊保存会　 昭和52年6月24日

県 紙本墨書方便法身像蓮如裏書附絹本著色方便法身像 1幅 古川町弐之町1-17 有形文化財 美術工芸品 (古文書) 本光寺 昭和35年10月3日

県 絹本著色十二尊像 1幅 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4年11月27日

県 絹本著色天翁秀梅画像 1幅 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4年11月27日

県 絹本著色金森可重画像 1幅 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4年11月27日

県 木造随神の像 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45年4月7日



県 狛犬二号 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45年4月7日

県 紙本墨書大般若経 510巻 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

県 数河獅子 古川町数河白山神社･松尾白山神社 民俗文化財 無形の民俗文化財 数河獅子保存会　 昭和30年8月30日

県 般若踊 古川町数河白山神社･松尾白山神社 民俗文化財 無形の民俗文化財 般若踊保存会 昭和43年11月11日

県 高田神社の神楽獅子 古川町太江2669 民俗文化財 無形の民俗文化財 高田神社 昭和44年8月5日

県 古川祭り屋台 9基 民俗文化財 有形の民俗文化財 古川祭保存会 昭和45年8月11日

県 増島城跡 1ｶ所 古川町片原町8-76､8-105 記念物 史跡 飛騨市 昭和34年11月16日

県 小島城跡 1ｶ所 古川町沼町1043･995-1 記念物 史跡 飛騨市ほか 昭和34年11月16日

県 古川城跡 1ｶ所 古川町高野城山1911-1 記念物 史跡 個人 昭和34年11月16日

県 小鷹利城跡 1ｶ所 古川町信包牛ｹ谷 河合町稲越2940-6 記念物 史跡 信包区ほか 昭和34年11月16日

県 向小島城跡 1ｶ所 古川町信包 記念物 史跡 個人 昭和34年11月16日

県 信包八幡神社跡前方後円墳 1基 古川町信包八幡1 記念物 史跡 熊野神社　 昭和34年11月16日

県 高野光泉寺円墳 1基 古川町高野光泉寺988-3 記念物 史跡 個人 昭和34年11月16日

県 高野水上円墳 1基 古川町高野水上1999-5 記念物 史跡 個人 昭和34年11月16日

県 大洞平第一号古墳 1基 古川町中野大洞平169-7 記念物 史跡 中野区 昭和35年10月3日

県 大洞平第二号古墳 1基 古川町中野大洞平149-1 記念物 史跡 飛騨市 昭和35年10月3日

県 御番屋敷先史時代住居跡 1ｶ所 古川町太江御番屋敷3163-1 記念物 史跡 個人 昭和34年11月16日

県 杉崎廃寺跡 1ｶ所 古川町杉崎2290-2 (2059) 記念物 史跡 飛騨市 昭和34年11月16日

県 鎮護ザクラ 1本 古川町袈裟丸2269 記念物 天然記念物 慈眼寺 昭和34年11月16日

県 向善寺のイチイ 1本 古川町信包538 記念物 天然記念物 向善寺 昭和42年11月13日

県 若宮八幡神社三本スギ 1本 宮川町大無雁302 記念物 天然記念物 若宮八幡神社 昭和52年6月24日

県 若宮八幡神社スギとトチノキの双生樹 1本 宮川町大無雁294 記念物 天然記念物 若宮八幡神社 昭和52年6月24日

県 菅沼のカツラ 1本 宮川町菅沼峠の尾493-2 記念物 天然記念物 飛騨市 昭和52年11月18日

県 洞のミズバショウ・リュウキンカ群生地 1ｶ所 宮川町洞ｻｲﾉｶﾐ408-89､94 記念物 天然記念物 飛騨市 昭和52年6月24日

県 洞のカツラ 1本 宮川町洞字ﾃﾝﾉｵ149-46 記念物 天然記念物 個人 昭和52年6月24日

県 家ノ下遺跡出土品 126点 宮川町塩屋100 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 飛騨市 平成9年7月29日



県 塩屋金清神社遺跡出土品 252点 宮川町塩屋100 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 飛騨市 平成9年7月29日

県 弥栄スギ(一名れんげスギ) 1本 宮川町大無雁302 記念物 天然記念物 若宮八幡神社 昭和42年11月13日

県 宮ノ前遺跡出土品 1029点 宮川町塩屋100 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 飛騨市 平成9年7月29日

県 堂ノ前遺跡出土品 435点 宮川町塩屋100 有形文化財 美術工芸品 (考古資料) 飛騨市 平成9年7月29日

県 木造阿弥陀如来立像 1軀 河合町稲越358 有形文化財 美術工芸品 (彫刻) 願教寺 昭和42年11月13日

県 小雀獅子 河合町稲越936 民俗文化財 無形の民俗文化財 小雀獅子保存会 昭和44年8月5日

県 稲越のフクジュソウ群生地 1ｶ所 河合町稲越1615 記念物 天然記念物 個人 昭和42年6月14日

県 白山神社のトチノキ 1本 河合町新名393 記念物 天然記念物 白山神社 昭和42年6月14日

県 栗原神社のコブシ 1本 河合町保1562 記念物 天然記念物 白山神社 昭和42年6月14日

県 天生の高層湿原植物群落 1ｶ所 河合町天生かんざくれ 記念物 天然記念物 飛騨市 昭和42年11月13日

県 上ヶ島のフクジュソウ群生地 1ｶ所 河合町上ヶ島121 記念物 天然記念物 薬師堂(上ヶ島区) 昭和51年9月3日

県 稲越のフクジュソウ群生地 1ｶ所 河合町稲越1560 記念物 天然記念物 個人 昭和51年9月3日

県 大谷のイチイ 1本 河合町大谷582 記念物 天然記念物 個人 昭和51年9月3日

県 臼坂のトチノキ 1本 河合町角川2561-6 記念物 天然記念物 個人 昭和51年9月3日


