平成30年５月10日 更新

国指定文化財
区分

種類

有形文化財

重要文化財

名称等
木造毘沙門天立像

所在地または所有者等

指定年月日
(1体) 昭和4(1929)年4月6日(国宝)

(彫刻)

毘沙門堂(立花)

昭和25(1950)年5月30日
(法改正により重文指定)
木造二天王立像

(2体) 昭和4(1929)年4月6日(国宝)

毘沙門堂(立花)

昭和25(1950)年5月30日
(法改正により重文指定)
重要文化財
(工芸品)
重要文化財

銅竜頭

(4頭) 昭和54(1979)年6月6日

極楽寺(稲瀬町)

2頭は市立博物館に展示

銅鍚杖頭

昭和54(1979)年6月6日

極楽寺(稲瀬町)

市立博物館に展示

八天遺跡土壙出土品

平成4(1992)年6月22日

市立博物館に展示(国)

昭和40(1965)年5月29日(主屋)

みちのく民俗村(立花)

(耳、鼻、口形土製品8点)

(考古資料)
重要文化財

旧菅野家住宅(主屋・表門)

(建造物)

民俗文化財

重要無形

昭和51(1976)年5月20日(表門)
多聞院伊澤家住宅及び久那斗神社里宮

平成2(1990)年9月11日

和賀町岩沢(北上市・久那斗神社)

鬼剣舞

平成5(1993)年12月13日

岩崎鬼剣舞保存会(和賀町岩崎)
滑田鬼剣舞保存会(滑田)

民俗文化財
記念物

史跡

樺山遺跡

昭和52(1977)年7月14日

樺山歴史の広場(稲瀬町)

八天遺跡

昭和53(1978)年2月22日

更木

江釣子古墳群

昭和54(1979)年9月10日

上江釣子・和賀町長沼

昭和55(1980)年3月24日(追加)
南部領伊達領境塚

平成12(2000)年1月31日

相去町ほか

国見山廃寺跡
特別天然記念物 カモシカ

平成16(2004)年9月30日

稲瀬町

昭和9(1934)年5月1日

地域を定めない指定

(天然記念物指定)
昭和55(1980)年2月15日
(特別天然記念物指定)
夏油温泉の石灰華

昭和16(1941)年2月28日

和賀町岩崎新田夏油山国有林

(天然記念物指定)
昭和32(1957)年6月19日
(特別天然記念物指定)

県指定文化財
区分

種類

有形文化財

彫刻

名称等

指定年月日

所在地または所有者等

木造釈迦三尊像

(3体) 昭和29(1954)年4月5日

如意輪寺(稲瀬町)

木造神像立像

(1体) 昭和29(1954)年4月5日

万蔵寺(口内町)

木造十一面観音立像

(1体) 昭和40(1965)年3月19日

白山神社(黒岩)

市立博物館に展示

木造男神像座像

(1体) 昭和40(1965)年3月19日

白山神社(黒岩)

市立博物館に展示

木造蔵王権現像

(1体) 昭和44(1969)年6月6日

白山神社(黒岩)

市立博物館に展示

木造薬師如来坐像

(1体) 昭和52(1977)年4月26日

万蔵寺(口内町)

木造十一面観音立像

(2体) 昭和52(1977)年4月26日

万蔵寺(口内町)

共に市立博物館に展示

木造男神立像

(2体) 昭和52(1977)年4月26日

万蔵寺(口内町)

1体は市立博物館に展示

木造女神立像

(1体) 昭和52(1977)年4月26日

万蔵寺(口内町)

市立博物館に展示

木造聖観音立像

(2体) 昭和52(1977)年4月26日

万蔵寺(口内町)

典籍
工芸品
考古資料

木造不動明王立像

(1体) 昭和52(1977)年4月26日

黒岩(個人所有)

春日版法華経

(8巻) 昭和55(1980)年3月4日

染黒寺(川岸)

刀(銘：月山、応永三年八月日)
極楽寺石塔婆

昭和50(1975)年3月4日
(8基) 昭和50(1975)年3月4日

南部工業団地内遺跡出土品

和賀町岩崎(個人所有)
極楽寺(稲瀬町)

平成20(2008)年3月4日

立花

(6点) 平成20(2008)年3月4日

立花

(渥美壺、銅造男神像2点)
上須々孫館経塚出土品
建造物

民俗文化財

鹿島神社宮殿

昭和41(1966)年3月8日

鬼柳町(個人所有)

白山神社本殿

平成2(1990)年5月1日

白山神社(黒岩)

有形民俗文化財 まいりのほとけ

(立像1体) 昭和56(1981)年3月11日

口内町(個人所有)

まいりのほとけ

(画像4幅) 昭和63(1988)年1月18日

口内町(個人所有)

まいりのほとけ

(画像5幅) 昭和63(1988)年1月18日

口内町(個人所有)

まいりのほとけ

(画像3幅) 昭和63(1988)年1月18日

稲瀬町(個人所有)

まいりのほとけ

(画像1幅) 昭和63(1988)年1月18日

洞泉寺(相去町)

花巻人形の型

昭和63(1988)年1月18日

旧岩手県立農業博物館収集生業生活資料 平成10(1998)年10月23日

市立博物館に保管
岩手県立農業科学博物館(飯豊)

(3,871点)
昭和58(1983)年1月4日

春田打保存会(下江釣子)

煤孫ひな子剣舞

平成元(1989)年8月1日

煤孫ひな子剣舞保存会(和賀町煤孫)

道地ひな子剣舞

平成元(1989)年8月1日

道地ひな子剣舞保存会(和賀町藤根)

和賀の大乗神楽

平成13(2001)年5月11日

和賀大乗神楽保存会(和賀町煤孫)

無形民俗文化財 春田打

(5団体一括指定の内、市内4団体)

村崎野大乗神楽保存会(村崎野)
宿大乗神楽保存会(二子町)

上宿和賀神楽連中(二子町)
記念物

史跡

新平遺跡

昭和38(1963)年12月24日

二子・成田一里塚

天然記念物

(各1対) 昭和40(1965)年3月19日

新平
二子町・成田

下門岡ひじり塚

昭和44(1969)年6月6日

稲瀬町

大竹廃寺跡

昭和54(1979)年2月27日

更木

小鳥崎の大カヤ

昭和44(1969)年6月6日

小鳥崎(個人所有)

市指定文化財
区分

種類

有形文化財

彫刻

名称等
木造毘沙門天立像

(1体) 昭和31(1956)年9月8日

毘沙門堂(立花)

銅造製至菩薩立像

(1体) 昭和31(1956)年9月8日

更木

木造如意輪観音坐像

(1体) 昭和53(1978)年5月23日

如意輪寺(稲瀬町)

木造慧光童子立像

(1体) 昭和53(1978)年5月23日

毘沙門堂(立花)

木造吉祥天立像

(1体) 昭和55(1980)年4月21日

万蔵寺(口内町)

苅田峯神社の仏像

(4体) 昭和61(1986)年5月26日

苅田峯神社(和賀町横川目)

木造修験開山坐像

(1体) 昭和61(1986)年5月26日

和賀町岩崎(個人所有)

木造神父立像

(1体) 昭和61(1986)年5月26日

和賀町岩崎(個人所有)

戸花館山神社の山神像
工芸品

所在地または所有者等

指定年月日

(1対2体) 昭和62(1987)年6月12日

山神社(和賀町横川目戸花館)

木製華鬘

昭和55(1980)年4月21日

白山神社(黒岩)

刀(銘：正中、明治二己巳年二月吉日)

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

刀(銘：奥州盛岡住斎藤正中造之、

昭和57(1982)年4月5日

諏訪町(個人所有)

文久二壬戌年八月吉星)

岩崎地区交流センターに展示

市立博物館に保管

脇差(銘：岡山備前介藤原宗次尽彫宋明之、昭和57(1982)年4月5日

諏訪町(個人所有)

安政四年二月吉日)
脇差(銘：正中作、

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

舞草刀(銘：助忠)

昭和57(1982)年4月5日

稲瀬町(個人所有)

食事用盆、四ツ椀(三組)、指樽

昭和59(1984)年3月27日

口内町(個人所有)

銅造薬師如来坐像懸仏

昭和61(1986)年5月26日

公明院(和賀町後藤)

銅造牛頭天王坐像懸仏

昭和61(1986)年5月26日

八坂神社(和賀町横川目)

寛永八年銘銅鰐口

昭和61(1986)年5月26日

愛宕神社(和賀町横川目)

延宝五年銘銅鰐口

昭和61(1986)年5月26日

人当神社(和賀町仙人)

明暦二年銘銅鰐口

平成25(2013)年8月2日

黒岩(個人所有)

血脈「板木」

昭和55(1980)年4月21日

黒岩(個人所有)

牛王板

昭和55(1980)年4月21日

毘沙門堂(立花)

岩崎剣舞秘伝書「念仏剣舞傳 全」

昭和57(1982)年9月16日

和賀町岩崎(個人所有)

別家八重樫佐仲為子孫長久)

歴史資料

岩崎駒形神社里宮駒形信仰資料

考古資料

(36点) 平成3(1991)年2月15日

鬼の館に展示

駒形神社里宮(和賀町岩崎)

旧煤孫寺駒形信仰資料

(3点) 平成3(1991)年2月15日

和賀町煤孫(個人所有)

南部領伊達領境資料

(2点) 平成23(2011)年2月3日

和賀町岩崎(個人所有)

鬼柳関茶湯釜

(1口) 平成23(2011)年2月3日

和賀町後藤(個人所有)

白山神社算額

（１面） 平成27（2015）年５月25日

白山神社(黒岩)

白髭神社算額

（１面） 平成27（2015）年５月25日

白髭神社（鬼柳）

常滑三筋壺

昭和53(1978)年5月23日

新山神社(口内町)

元亨三年銘阿弥陀三尊種子石塔婆

昭和60(1985)年7月29日

和賀町煤孫(個人)

阿弥陀如来種子石塔婆

昭和60(1985)年7月29日

和賀町岩崎新田(個人)

市立博物館に展示

建造物

パン状炭化物

(3点) 平成9(1997)年8月28日

市立博物館に保管

風字硯

(1点) 平成9(1997)年8月28日

市立博物館に展示

緑釉皿片

(2点) 平成9(1997)年8月28日

北上市教育委員会

緑釉陶器片

(1点) 平成9(1997)年8月28日

市立博物館に保管

薬師堂板碑

平成10(1998)年10月16日

如意輪寺(稲瀬町)

大畑屋敷板碑

平成10(1998)年10月16日

口内町(個人)

全明寺板碑

平成10(1998)年10月16日

全明寺(下江釣子)

五輪山板碑

平成10(1998)年10月16日

更木(個人)

五輪山宝篋印塔

平成10(1998)年10月16日

更木(個人)

相去遺跡群出土土師器皿

平成12(2000)年3月17日

市立博物館に展示

上大谷地遺跡出土須恵器大甕

(2口) 平成12(2000)年3月17日

北上市教育委員会

藤沢遺跡出土須恵器大甕

(1口) 平成12(2000)年3月17日

北上市教育委員会

境屋敷板碑

平成25(2013)年8月2日

稲瀬町(個人所有)

大竹廃寺跡出土鉄鐘

平成25(2013)年8月2日

市立博物館に展示

旧大泉家住宅

平成9(1997)年8月28日

みちのく民俗村(立花)

旧渡辺家門

平成9(1997)年8月28日

みちのく民俗村(立花)

多岐神社本殿・棟札

平成10(1998)年10月16日

立花(多岐神社)

旧菅原家住宅(主屋・中門・馬屋)

平成10(1998)年10月16日

みちのく民俗村(立花)

旧佐々木家住宅

平成12(2000)年3月17日

みちのく民俗村(立花)

旧北川家住宅

平成13(2001)年2月23日

みちのく民俗村(立花)

白鳥神社本殿・棟札1枚

平成13(2001)年2月23日

白鳥神社(二子町坊舘)

旧仙台藩寺坂番所

平成15(2003)年5月1日

みちのく民俗村(立花)

旧修験宝珠院道場

平成15(2003)年5月1日

みちのく民俗村(立花)

民俗文化財

旧今野家住宅

平成17(2005)年1月4日

みちのく民俗村(立花)

旧小野寺家住宅

平成18(2006)年10月2日

みちのく民俗村(立花)

旧菅原住宅

平成18(2006)年10月2日

みちのく民俗村(立花)

旧高橋家外馬屋

平成18(2006)年10月2日

みちのく民俗村(立花)

旧星川家住宅

平成18(2006)年10月2日

みちのく民俗村(立花)

有形民俗文化財 船絵馬(享和元年銘)

昭和55(1980)年4月21日

鬼柳八幡神社(鬼柳町)

船絵馬(文政九年銘)

昭和55(1980)年4月21日

鬼柳八幡神社(鬼柳町)

船絵馬(天明五年銘)

昭和55(1980)年4月21日

鬼柳八幡神社(鬼柳町)

板札型船絵馬(元禄八年銘)

昭和55(1980)年4月21日

鬼柳八幡神社(鬼柳町)

阿弥陀如来四十八光仏画像

昭和57(1982)年4月5日

口内町(個人所有)

雲中地蔵画像

昭和57(1982)年4月5日

口内町(個人所有)

黒駒太子画像

昭和57(1982)年4月5日

口内町(個人所有)

放光阿弥陀如来画像

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

放光阿弥陀如来画像

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

阿弥陀三尊付連坐御影画像

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

六字名号書幅

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

黒駒太子画像

昭和57(1982)年4月5日

川岸(個人所有)

聖徳太子曼茶羅

昭和59(1984)年3月27日

稲瀬町(個人所有)

當国三拾番御詠歌奉納額

(1枚) 昭和61(1986)年5月26日

和賀町煤孫(個人所有)

當国二拾八番所巡礼納札

(6枚) 昭和62(1987)年6月12日

和賀町藤根(個人所有)

吹咳権現神社資料
無形民俗文化財 台笠
荒屋田植踊

平成30（2018）年５月10日

江釣子神社（下江釣子）

昭和48(1973)年9月12日

大笠保存会(滑田)

昭和48(1973)年9月12日

荒屋田植踊保存会(上江釣子)

御免町鬼剣舞

昭和48(1973)年9月12日

御免町鬼剣舞保存会(下江釣子)

立花念仏剣舞

昭和56(1981)年2月25日

立花念仏剣舞保存会(立花)

立花八士踊

昭和57(1982)年4月5日

立花八士踊保存会(立花)

切留田植踊

昭和57(1982)年9月16日

切留田植踊保存会(和賀町仙人)

後藤奴踊

昭和57(1982)年9月16日

後藤奴踊保存会(和賀町後藤)

横川目神楽

昭和57(1982)年9月16日

横川目神楽保存会(和賀町横川目)

谷内鬼剣舞

昭和58(1983)年6月15日

谷内鬼剣舞保存会(上江釣子)

全明寺盆踊

昭和58(1983)年6月15日

全明寺盆踊保存会(上・下江釣子)

中野大神楽

昭和60(1985)年7月29日

中野大神楽保存会(和賀町藤根)

北藤根鬼剣舞

昭和60(1985)年7月29日

北藤根鬼剣舞保存会(和賀町藤根)

横川目上場盆踊

昭和62(1987)年6月12日

横川目上場盆踊保存会(和賀町横川目)

夏油神楽

平成3(1991)年2月15日

夏油神楽保存会(和賀町岩崎新田)

横川目表田植踊

平成3(1991)年2月15日

横川目表田植踊保存会(和賀町横川目)

煤孫中通り田植踊

平成3(1991)年2月15日

煤孫中通り契約会(和賀町煤孫)

二子鬼剣舞

平成3(1991)年11月1日

二子鬼剣舞保存会(二子町)

飯豊鬼剣舞

平成3(1991)年11月1日

飯豊鬼剣舞保存会(飯豊)

口内鬼剣舞

平成3(1991)年11月1日

口内鬼剣舞保存会(口内町)

相去鬼剣舞

平成3(1991)年11月1日

相去鬼剣舞保存会(相去町)

鬼柳鬼剣舞

平成3(1991)年11月1日

鬼柳鬼剣舞保存会(鬼柳町)

更木神楽

平成9(1997)年8月28日

早池峰岳流更木神楽保存会(更木)

綾内神楽

平成9(1997)年8月28日

早池峰嶽流綾内神楽保存会(口内町)

口内薩摩奴踊

平成10(1998)年10月16日

口内薩摩奴踊保存会(口内町)

行山流口内鹿踊

平成10(1998)年10月16日

行山流口内鹿踊保存会(口内町)

史跡

天然記念物

鳥喰太神楽

平成10(1998)年10月16日

鳥喰太神楽保存会(二子町)

口内田植踊

平成12(2000)年3月17日

口内田植踊保存会(口内町)

鳩岡崎座敷田植踊

平成12(2000)年3月17日

鳩岡崎座敷田植踊保存会(鳩岡崎)

伊勢流黒岩太神楽

平成18(2006)年10月2日

黒岩太神楽保存会(黒岩)

白山廃寺跡

昭和31(1956)年9月8日

黒岩

横町廃寺跡

平成6(1994)年12月1日

立花

仙人峠の姥スギ

昭和57(1982)年2月25日

和賀町仙人続山国有林

山口八幡宮のスギ

昭和57(1982)年2月25日

山口八幡宮(和賀町山口)

正雲寺跡のイチョウ

昭和57(1982)年2月25日

和賀町岩崎(個人)

押切熊野山神社のケヤキ

昭和57(1982)年2月25日

押切熊野山神社(和賀町横川目)

鳥谷脇のサクラ

昭和57(1982)年2月25日

和賀町横川目(個人)

煤孫のカヤ

昭和57(1982)年2月25日

和賀町煤孫(個人)

丹内神社のケヤキ

平成3(1991)年2月15日

丹内神社(和賀町横川目)

鬼柳八幡神社のイチョウ

平成15(2003)年3月3日

鬼柳八幡神社(鬼柳町)

二子町下川端のイチョウ

平成15(2003)年3月3日

二子町(個人)

国登録有形文化財
名称等
北上市立博物館付属民俗資料館(旧黒沢尻実科高等女学校校舎)

登録年月日
平成11(1999)年8月23日

所在地又は所有者
みちのく民俗村(立花)

