
NO 指定 種　別 名　　　　称 指定年月日 所在地

1 工芸品 大刀　鎬造 平成元年6月12日 祇 園

2 考古資料 甲塚古墳出土品 平成29年9月15日 国分寺

3 下野薬師寺跡 大正10年3月3日 薬師寺

4 下野国分寺跡 大正10年3月3日 国分寺

5 下野国分尼寺跡 昭和40年4月9日 国分寺

6 小金井一里塚 大正11年3月8日 小金井

7 建造物 八幡宮本殿及び拝殿 平成10年1月16日 薬師寺

8 銅造  誕生釈迦仏立像 平成3年2月19日 薬師寺

9 木造　阿弥陀如来坐像 昭和46年2月16日 石  橋

10 紙本墨書　大方廣仏花厳経一の五 平成3年10月11日 本吉田

11 紙本墨書　大般若波羅蜜多経第二二六 平成3年10月11日 本吉田

12 東根供養塔 昭和32年6月30日 東  根

13 別処山古墳石室内出土遺物 平成20年8月22日 国分寺

14 無形文化財 石橋江戸神輿 平成4年2月28日 石  橋

15 児山城跡 昭和36年5月6日 下古山

16 丸塚古墳 昭和53年6月2日 国分寺

17 愛宕塚古墳 昭和53年9月8日 国分寺

18 天然記念物 龍興寺のシラカシ 平成元年8月25日 薬師寺

19 六角堂 昭和60年12月6日 薬師寺

20 金井神社本殿 平成元年4月1日 小金井

21 八幡宮本殿 平成10年4月1日 川中子

22 紙本着色　涅槃図 昭和60年12月6日 薬師寺

23 絹本着色　釈迦三尊十六善神像図 昭和60年12月6日 薬師寺

24 絹本着色　釈迦三尊十六善神像図 昭和60年12月6日 仁良川

25 絹本着色　釈迦三尊十六善神像図 昭和60年12月6日 上坪山

26 絹本着色　元寿僧正像図 昭和60年12月6日 田  中

27 大絵馬　熊谷次郎直実と平敦盛の図 昭和63年2月18日 薬師寺

28 額絵馬　吉田川岸子供連と花車の図 昭和63年2月18日 仁良川

29 釈迦涅槃図 昭和43年10月1日 橋  本

30 釈迦涅槃図 昭和43年10月1日 上  台

31 秋景山水図 昭和43年10月1日 石  橋

32 山水図 昭和43年10月1日 下古山

33 万菊写生 昭和43年10月1日 下古山

34 六曲一双　金屏風 昭和43年10月1日 石  橋

35 屏風 昭和43年10月1日 石  橋

36 裁許絵図 昭和43年10月1日 下古山

37 山水図 昭和48年1月10日 石  橋

38 慈母観音（下図） 平成14年7月10日 石  橋

39 南無観世音菩薩 平成14年7月10日 石  橋
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40 木造　百体観音菩薩像 昭和60年12月6日 絹  板

41 木造　薬師如来立像・脇侍十二神将立像 昭和60年12月6日 仁良川

42 木造　薬師如来立像 昭和60年12月6日 上吉田

43 石造　如意輪観音坐像 昭和62年2月16日 磯  部

44 石造　阿弥陀如来立像 昭和62年2月16日 磯  部

45 薬師三尊立像 昭和43年10月1日 下古山

46 胎蔵界大日如来坐像 昭和43年10月1日 下古山

47 聖観音坐像 昭和43年10月1日 東前原

48 休観音坐像 昭和43年10月1日 東前原

49 薬師如来立像 昭和43年10月1日 橋  本

50 釈迦如来坐像 昭和43年10月1日 上  台

51 薬師如来立像 昭和48年1月10日 上古山

52 聖観音立像 昭和48年1月10日 上古山

53 釈迦如来坐像 昭和49年5月1日 国分寺

54 石造　手洗鉢 昭和62年2月16日 本吉田

55 梵鐘 昭和43年10月1日 石  橋

56 本堂格天井 昭和43年10月1日 下古山

57 徳川家光の書 昭和43年10月1日 石  橋

58 生花正伝記 昭和43年10月1日 石　橋

59 御縄帳 昭和43年10月1日 石  橋

60 宗門人別御改帳 昭和43年10月1日 石  橋

61 御参詣に付荒増之覚書 昭和43年10月1日 下石橋

62 飢饉に付御触書之写 昭和43年10月1日 下石橋

63 鍋島知県事諭達 平成14年7月10日 石  橋

64 下野薬師寺跡出土瓦（白鳳期瓦） 昭和60年12月6日 薬師寺

65 下野薬師寺伽藍礎石 昭和60年12月6日 薬師寺

66 金銅製　釈迦誕生仏立像 昭和60年12月6日 薬師寺

67 石製　阿弥陀如来種子板碑 昭和60年12月6日 薬師寺

68 石製　日蓮題目板碑 昭和60年12月6日 成  田

69 石製　宝篋印塔 昭和60年12月6日 仁良川

70 石製　宝篋印塔 昭和60年12月6日 本吉田

71 谷地賀上原古墳出土遺物 平成3年2月25日 国分寺

72 向山遺跡出土遺物（青銅鏡和鏡） 平成3年2月25日 国分寺

73 渡来銭 昭和53年10月20日 国分寺

74 五輪塔 昭和53年10月20日 国分寺

75 五輪塔 昭和53年10月20日 紫

76 渡来銭及び常滑壺 平成10年4月1日 国分寺

77 朝日観音遺跡出土遺物 平成29年5月18日 国分寺
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78 石造　二十三夜供養塔 昭和62年2月16日 薬師寺

79 石造　地蔵菩薩坐像 昭和62年2月16日 薬師寺

80 石造　二十三夜・二十六夜供養塔 昭和62年2月16日 三王山

81 延享元年　下野国河内郡薬師寺村絵図 平成6年3月15日 薬師寺

82 年不詳　下野国河内郡仁良川村絵図 平成6年3月15日 仁良川

83 寛政七年　河内郡町田村荒地絵図 平成6年3月15日 町  田

84 寛政十年　天和元年薬師寺村外九ケ村申出図写 平成6年3月15日 国分寺

85 天保三年　野州御領惣絵図 平成6年3月15日 仁良川

86 天保三年　野州御領惣絵図 平成6年3月15日 絹  板

87 年不詳　薬師寺村絵図 平成6年3月15日 町  田

88 鉄砲打通報の高札 平成9年3月18日 町  田

89 百姓一揆禁圧の高札 平成9年3月18日 町  田

90 傍示杭 平成9年3月18日 国分寺

91 街道継立人馬賃銭覚の高札 平成9年3月18日 本吉田

92 秋山家日記 平成11年3月15日 町  田

93 野口家文書 平成13年8月20日 薬師寺

94 俳諧碑 平成16年4月1日 小金井

95 中大領大杉ばやし 昭和50年4月1日 中大領

96 下古山星宮神社太々神楽 昭和50年4月1日 下古山

97 橋本神社太々神楽 昭和50年4月1日 橋  本

98 有形民俗 石造　阿弥陀庚申塔 昭和62年2月16日 本吉田

99 道鏡塚（古墳） 昭和62年2月16日 薬師寺

100 鑑真和尚之碑 昭和62年2月16日 薬師寺

101 藤麿墳 昭和62年2月16日 薬師寺

102 北台遺跡 平成14年4月1日 川中子

103 オトカ塚古墳 平成18年6月1日 紫

104 薬師寺八幡宮のケヤキ 平成2年3月13日 薬師寺

105 満福寺のツバキ 平成2年3月13日 仁良川

106 満福寺のムクロジ 平成2年3月13日 仁良川
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