
巻末資料

名　称 指定年月日 所在地 時　代 所有/管理者

1 工芸品 大刀　鎬造 平成1年6月12日 祇 園 平安時代 個人（ 会津若松市）

2 考古資料 栃木県甲塚古墳出土品平成29年9月15日 国分寺 古墳 下野市

3 史跡 下野国分尼寺跡 昭和40年4月9日 国分寺
奈良・ 平
安

下野市

4 史跡 小金井一里塚 大正11年3月8日 小金井 江戸 栃木県

5 史跡 下野薬師寺跡 大正10年3月3日 薬師寺
飛鳥～平
安

下野市

6 史跡 下野国分寺跡 大正10年3月3日 国分寺
奈良・ 平
安

下野市

1 建造物 八幡宮本殿及び拝殿 平成10年1月16日 薬師寺 江戸 薬師寺八幡宮

2 彫刻 銅造　誕生釈迦仏立像 平成3年2月19日 薬師寺 白鳳 龍興寺

3 彫刻 木造　阿弥陀如来坐像昭和46年2月16日 石 橋 南北朝 開雲寺

4 工芸品 太刀 銘 勝広造 昭和36年5月6日 小金井 戦国 個人

5 書跡
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 平安 個人

紙本墨書　大般若

波羅蜜多経第二二六

7 考古資料
別処山古墳石室内出土
遺物

平成20年8月22日 小金井 古墳 下野市

8 考古資料 東根供養塔 昭和32年6月30日 東 根 鎌倉 下野市

9 無形文化財石橋江戸神輿 平成4年2月28日 石 橋 個人

10 史跡 愛宕塚古墳 昭和53年9月8日 国分寺 古墳 愛宕神社

11 史跡 丸塚古墳 昭和53年6月2日 国分寺 古墳 下野市

12 史跡 児山城跡 昭和36年5月6日 下古山
鎌倉～戦
国

　個人

13 天然記念物龍興寺のシラカシ 平成1年8月25日 薬師寺 龍興寺

1 建造物 金井神社本殿 平成1年4月1日 小金井 江戸 金井神社

2 建造物 八幡宮本殿 平成10年4月1日 川中子 江戸 八幡宮

3 建造物 六角堂 昭和60年12月6日 薬師寺 江戸 薬師寺

4 絵画 慈母観音（ 下図） 平成14年7月10日 石 橋 江戸
個人（ さく ら市ミュー
ジアムに寄託）

5 絵画 南無観世音菩薩 平成14年7月10日 石 橋 昭和
個人（ さく ら市ミュー
ジアムに寄託）

6 絵画
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 江戸 薬師寺八幡宮

7 絵画
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 江戸 個人

8 絵画 紙本着色　涅槃図 昭和60年12月6日 薬師寺 江戸 龍興寺

9 絵画
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 江戸 龍興寺

10 絵画
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 江戸 満福寺

11 絵画
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 江戸 東福寺

12 絵画
絹本着色 元寿僧正像
図

昭和60年12月6日 田 中 江戸 個人

13 絵画 山水図 昭和48年1月10日 石 橋 江戸 個人

14 絵画 釈迦涅槃図 昭和43年10月1日 橋 本 江戸
橋本自治会

※持回りで保管
15 絵画 釈迦涅槃図 昭和43年10月1日 上 台 江戸 上台自治会

16 絵画 秋景山水図 昭和43年10月1日 石 橋 江戸 個人

17 絵画 山水図 昭和43年10月1日 下古山 江戸 個人

18 絵画 万菊写生 昭和43年10月1日 下古山 江戸 個人

19 絵画 六曲一双 金屏風 昭和43年10月1日 石 橋 江戸 個人

市
指
定

・ 指定文化財一覧

種　別

国
指
定

県
指
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6 書跡 平成3年10月11日 本吉田 平安 個人
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20 絵画 屏風 昭和43年10月1日 石 橋 江戸 個人

21 絵画 裁許絵図 昭和43年10月1日 下古山 江戸 個人

22 彫刻 石造 如意輪観音坐像 昭和62年2月16日 磯 部 江戸 塚越自治会

23 彫刻 石造 阿弥陀如来立像 昭和62年2月16日 磯 部 江戸 個人

24 彫刻 木造 百体観音菩薩像 昭和60年12月6日 絹 板 江戸
絹板台自治会、
絹板自治会

25 彫刻
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 江戸 仁良川下自治会

26 彫刻 木造　薬師如来立像 昭和60年12月6日 上吉田 江戸 上吉田自治会

27 彫刻 釈迦如来坐像 昭和49年5月1日 国分寺 平安 国分寺

28 彫刻 薬師如来立像 昭和48年1月10日 上古山 江戸 上古山自治会

29 彫刻 聖観音立像 昭和48年1月10日 上古山 室町 個人

30 彫刻 薬師三尊立像 昭和43年10月1日 下古山 江戸 華蔵寺

31 彫刻 胎蔵界大日如来坐像 昭和43年10月1日 下古山 江戸 華蔵寺

32 彫刻 聖観音坐像 昭和43年10月1日 東前原 江戸 東前原自治会

33 彫刻 休観音坐像 昭和43年10月1日 東前原 戦国 東前原自治会

34 彫刻 薬師如来立像 昭和43年10月1日 橋 本 江戸 橋本自治会

35 彫刻 釈迦如来坐像 昭和43年10月1日 上 台 平安末 上台自治会

36 工芸品 石造 手洗鉢 昭和62年2月16日 本吉田 江戸 本吉田八幡宮

37 工芸品 梵鐘 昭和43年10月1日 石 橋 江戸 開雲寺

38 工芸品 本堂格天井 昭和43年10月1日 下古山 江戸 華蔵寺

39 書跡 徳川家光の書 昭和43年10月1日 石 橋 江戸 開雲寺

40 書跡 生花正伝記 昭和43年10月1日 石 橋 江戸 　個人

41 古文書 鍋島知県事諭達 平成14年7月10日 石 橋 明治
個人（ 栃木県立文書館

へ寄託）

42 古文書 御縄帳 昭和43年10月1日 石 橋 江戸
個人（ 栃木県立文書館

へ寄託）

43 古文書 宗門人別御改帳 昭和43年10月1日 石 橋 江戸
個人（ 栃木県立文書館

へ寄託）

44 古文書 御参詣に付荒増之覚書昭和43年10月1日 下石橋 江戸 個人

45 古文書 飢饉に付御触書之写 昭和43年10月1日 下石橋 江戸 個人

46 考古資料 渡来銭及び常滑壺 平成10年4月1日 小金井 室町 下野市

47 考古資料
谷地賀上野原古墳出土
遺物

平成3年2月25日 小金井 古墳 下野市

48 考古資料
向山遺跡出土遺物
（ 青銅鏡和鏡）

平成3年2月25日 小金井
鎌倉・ 室
町

下野市

49 考古資料
下野薬師寺跡出土瓦
（ 白鳳期瓦）

昭和60年12月6日 薬師寺
飛鳥・ 奈
良・ 平安

薬師寺

50 考古資料 下野薬師寺伽藍礎石 昭和60年12月6日 薬師寺
飛鳥・ 奈
良・ 平安

薬師寺

51 考古資料
金銅製 釈迦誕生仏立
像

昭和60年12月6日 薬師寺 江戸 薬師寺

52 考古資料
石製 阿弥陀如来種子
板碑

昭和60年12月6日 薬師寺
鎌倉・ 室
町

龍興寺

53 考古資料 石製 日蓮題目板碑 昭和60年12月6日 成 田
鎌倉・ 室
町

妙光寺

54 考古資料 石製 宝篋印塔 昭和60年12月6日 仁良川 江戸 仁良川下自治会

55 考古資料 石製 宝篋印塔 昭和60年12月6日 本吉田 江戸 黄梅寺

56 考古資料 渡来銭 昭和53年10月20日 小金井
鎌倉・ 室
町

下野市

57 考古資料 五輪塔 昭和53年10月20日 国分寺
鎌倉・ 室
町

国分寺

58 考古資料 五輪塔 昭和53年10月20日 紫
鎌倉・ 室
町

龍神社

59 考古資料 朝日観音遺跡出土遺物平成29年5月18日 国分寺
弥生～平
安

下野市

60 歴史資料 俳諧碑 平成16年4月1日 小金井 江戸 下野市

61 歴史資料 野口家文書 平成13年8月20日 薬師寺 江戸 個人

市
指
定
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62 歴史資料 秋山家日記 平成11年3月15日 町 田 江戸
個人（ 栃木県立文書館

へ寄託）
63 歴史資料 鉄砲打通報の高札 平成9年3月18日 町 田 江戸 個人

64 歴史資料 百姓一揆禁圧の高札 平成9年3月18日 町 田 江戸 個人

65 歴史資料 傍示杭 平成9年3月18日 小金井 江戸 下野市

66 歴史資料
街道継立人馬賃銭覚の
高札

平成9年3月18日 本吉田 江戸 個人

67 歴史資料
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 江戸 個人

68 歴史資料
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 江戸 個人

69 歴史資料
寛政七年 河内郡町田
村荒地絵図

平成6年3月15日 町 田 江戸
個人（ 栃木県立文書館

へ寄託）

70 歴史資料
寛政十年 天和元年薬
師寺村外九ケ村申出図

平成6年3月15日 田 中 江戸 下野市

71 歴史資料
天保三年 野州御領惣
絵図

平成6年3月15日 仁良川 江戸 個人

72 歴史資料
天保三年 野州御領惣
絵図

平成6年3月15日 絹 板 江戸 下野市

73 歴史資料 年不詳 薬師寺村絵図 平成6年3月15日 町 田 江戸
個人（ 栃木県立文書館

へ寄託）
74 歴史資料 石造 二十三夜供養等 昭和62年2月16日 薬師寺 江戸 個人

75 歴史資料 石造 地蔵菩薩坐像 昭和62年2月16日 薬師寺 江戸 龍興寺

76 歴史資料
石造 二十三夜・ 二十
六夜供養塔

昭和62年2月16日 三王山 江戸 個人

77 無形民俗 中大領大杉ばやし 昭和50年4月1日 中大領 江戸 中大領自治会

78 無形民俗
下古山星宮神社太々 神
楽

昭和50年4月1日 下古山 江戸 下古山自治会

79 無形民俗 橋本神社太々 神楽 昭和50年4月1日 橋 本 江戸 橋本自治会

80 有形民俗 石造 阿弥陀庚申塔 昭和62年2月16日 本吉田 江戸 本吉田北・ 南自治会

81 史　　跡 オトカ塚古墳 平成18年6月1日 紫 古墳 下野市

82 史　　跡 北台遺跡 平成14年4月1日 川中子
奈良・ 平
安

下野市

83 史　　跡 道鏡塚（ 古墳） 昭和62年2月16日 薬師寺 古墳 龍興寺

84 史　　跡 鑑真和尚之碑 昭和62年2月16日 薬師寺 江戸 龍興寺

85 史　　跡 藤麿墳 昭和62年2月16日 薬師寺 江戸 個人

86 天然記念物薬師寺八幡宮のケヤキ 平成2年3月13日 薬師寺 薬師寺八幡宮

87 天然記念物満福寺のツバキ 平成2年3月13日 仁良川 満福寺

88 天然記念物満福寺のムクロジ 平成2年3月13日 仁良川 満福寺

市
指
定
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名　　　　称 所在地 時代 関連文化財群
文化財保存
活用区域

1 建造物 天満宮神社拝殿及び本殿 上吉田 江戸
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

2 建造物 吉田八幡宮拝殿及び本殿 本吉田 明治
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

3 建造物 吉田八幡宮八坂神社 本吉田 昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

4 建造物 雷電神社 薬師寺 昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

5 建造物 薬師寺八幡宮八坂神社 薬師寺
明治～大
正

④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

6 建造物 薬師寺本堂 薬師寺 明治
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

7 建造物 薬師寺山門 薬師寺 江戸
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

8 建造物 愛宕神社 薬師寺
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

9 建造物 龍興寺本堂 薬師寺 江戸
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

10 建造物 愛宕神社 仁良川
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

11 建造物 仁良川薬師堂 仁良川
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

12 建造物 星宮神社 成田
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

13 建造物 観音堂 東根
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

14 建造物 愛宕神社 三王山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

④三王山

15 建造物 朝日観音堂 三王山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

④三王山

16 建造物 星宮神社 上川島
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

17 建造物 星宮神社・ 八坂神社 谷地賀
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

18 建造物 塚越薬師堂 磯部
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

19 建造物 磯部神社 磯部
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

20 建造物 星宮神社 下坪山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

21 建造物 開雲寺 石橋
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

22 建造物 石橋愛宕神社拝殿及び本殿 石橋 昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

23 建造物 下古山星宮神社拝殿及び本殿 下古山 明治
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

24 建造物 観音堂 下古山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

25 建造物 星宮神社 上台
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

26 建造物 橋本神社拝殿及び本殿 橋本 昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

27 建造物 星宮神社 細谷
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

28 建造物 雷電神社 中大領
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

29 建造物 星宮神社 下石橋
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

30 建造物 星宮神社・ 八坂神社 下石橋
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

・ 未指定文化財一覧

種　別
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31 建造物 孝謙天皇神社 上大領
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

32 建造物 干瓢生産に関する石蔵 市内 明治以降
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

33 建造物 鷲宮神社 箕輪
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

34 建造物 稲荷神社 笹原
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

35 建造物 観音堂 小金井
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

36 建造物 川西神社 川中子
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

37 建造物 川西薬師堂 川中子
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

38 建造物 古泉山馬頭観音堂 川中子
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

39 建造物 成就院 川中子
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

40 建造物 蓮華寺 国分寺
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

41 建造物 愛宕神社 国分寺 昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

42 建造物 薬師堂 国分寺 江戸
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

43 建造物 釈迦堂 国分寺 大正
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

44 建造物 龍神社 紫
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

45 工芸品 家光御下賜の湯釜 石橋 江戸
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

46 工芸品 観音堂の絵馬 東根
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

47 彫刻 木造十一面観音立像 東根
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

48 彫刻 日光・ 月光菩薩立像 仁良川
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

49 彫刻 十二神将立像 仁良川
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

50 彫刻 木造聖観音坐像 三王山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

④三王山

51 彫刻 石灯籠 箕輪 江戸
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

52 彫刻 釈迦誕生仏 橋本
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

53 彫刻 石製仏像 橋本
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

54 彫刻 釈迦如来坐像 橋本
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

55 彫刻 木造　観音像 下古山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

56 彫刻 牛頭天王塔 下古山 江戸
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

③石橋・ 小
金井

57 彫刻 下石橋の野仏群 下石橋 江戸
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

58 考古資料 五輪塔 薬師寺 中世
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

②薬師寺

59 考古資料 国分寺愛宕塚古墳出土遺物 国分寺 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

①国分寺

60 考古資料 下石橋愛宕塚古墳出土遺物 下石橋 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

③石橋・ 小
金井

61 考古資料 丸塚古墳出土遺物 国分寺 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

①国分寺
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62 考古資料 文珠山古墳出土青銅鏡 上古山 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

③石橋・ 小
金井

63 考古資料 雲雀台遺跡出土倣製鏡 薬師寺
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

②薬師寺

64 考古資料 星宮神社古墳出土遺物 細谷 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

③石橋・ 小
金井

65 考古資料 下野国分寺跡出土遺物 国分寺
奈良・ 平
安

① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

①国分寺

66 考古資料 下野国分尼寺跡出土遺物 国分寺
奈良・ 平
安

① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

①国分寺

67 考古資料 下野薬師寺跡出土遺物 薬師寺
奈良～中
世

① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

②薬師寺

68 考古資料 東薬師堂遺跡出土木製品 国分寺
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

②薬師寺

69 考古資料 落内遺跡出土畿内産土師器 薬師寺 奈良
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

②薬師寺

70 考古資料 落内遺跡出土新羅系土器 薬師寺 奈良
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

②薬師寺

71 考古資料
三王山上野原遺跡出土墨書土
器

三王山
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

④三王山

72 考古資料 下古舘遺跡出土遺物 医大前 中世
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

73 考古資料 横塚古墳出土遺物 下古山 古墳
② 「 東の飛鳥」 以前か
ら使用されていた石材

③石橋・ 小
金井

74 古文書 薬師寺縁起 薬師寺 安土桃山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

75 史　　跡 御鷲山古墳 薬師寺 古墳
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

②薬師寺

76 史　　跡 甲塚古墳 国分寺 古墳
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

①国分寺

77 史　　跡 三王山南塚1号墳、2号墳 三王山 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

④三王山

78 史　　跡 山王塚古墳 国分寺 古墳
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

④三王山

79 史　　跡 別処山古墳 絹板 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

②薬師寺

80 史　　跡 二月堂古墳 薬師寺 古墳
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

②薬師寺

81 史　　跡 三昧場 薬師寺
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

82 史　　跡 地蔵山 薬師寺 中世
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

83 史　　跡 箕輪城跡 箕輪 中世
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

84 史　　跡 薬師寺城跡 薬師寺 中世
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

②薬師寺

85 史　　跡 下石橋一里塚 石橋 江戸
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

86 天然記念物祇園原の杉並木 薬師寺 江戸
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

②薬師寺

87 天然記念物花見ケ丘の杉並木 国分寺 江戸
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

88 無形民俗 薬師寺地区の囃子連 薬師寺
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

89 無形民俗 下町南部お囃子会 小金井
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

90 無形民俗 柴北お囃子会 柴
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

91 無形民俗 ワラデッポウ
吉田地
区

昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

92 無形民俗 八坂祭 市内 江戸
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い
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93 無形民俗 符行 国分寺 昭和
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

94 無形民俗 現国分寺カツクレ 国分寺 明治
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

95 無形民俗 暁祭り 紫
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

96 無形民俗 金井神社子供相撲（ 愛宕祭） 小金井
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

97 無形民俗 絹板百体観音おこもり 絹板
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

98 無形民俗 大蛇済度 国分寺
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

①国分寺

99 無形民俗 しもつかれ
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

100 有形民俗 干瓢生産道具
明治～大
正

① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

101 有形民俗 吉田八幡宮の神輿 本吉田
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

102 有形民俗 薬師寺八幡宮の神輿 薬師寺
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

②薬師寺

103 有形民俗 石橋愛宕神社の神輿 石橋
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

104 有形民俗 下古山星宮神社の神輿 下古山
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

105 有形民俗 金井神社の神輿 小金井
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

106 有形民俗 地蔵 笹原
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

③石橋・ 小
金井

107 有形民俗 ふくべ細工 祇園
① 「 東の飛鳥」 を育ん
だ下野の地

108 歴史資料
几号水準点（ 観音堂十九夜
塔）

小金井 明治
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

③石橋・ 小
金井

109 歴史資料 川西薬師堂の石仏 川中子
④ 「 東の飛鳥」 から受
け継がれる願い

110 歴史資料 開雲寺絵図 石橋 江戸
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

111 歴史資料 吉田河岸 江戸
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

112 歴史資料 小山用水 国分寺 大正
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

①国分寺

113 歴史資料 勝善神 石橋 大正
③野辺の道から「 公
（ おおやけ） 」 の道へ

③石橋・ 小
金井

114 歴史資料 道路元標 薬師寺
② 「 東の飛鳥」 を支え
た礎

②薬師寺

106 
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1. はじめに

下野市は関東平野の北部、栃木県の中南部に位置し、凹凸の少ない平坦な地理

的条件を有し、冬の積雪、夏の台風の被害も少なく自然環境に恵まれている。西

部に姿川・思川、東部に田川・鬼怒川が南流し、河川に接した低地には水田地帯、

低地と対になる台地上には 300 年の生産の歴史をもつ干瓢生産のための夕顔畑

が広がり、豊かな農業景観を形成している。

下野市は古代における東山道の整備や下野薬師寺、下野国分寺、下野国分尼寺

の建立によって関東の政治・ 文化の中心地として繁栄し、発展してきた。

また、江戸時代には交通・ 物流の動脈路線として機能した日光街道・ 日光東往

還・ 日光西街道が整備され、それに付随する各集落も発展した。

下野薬師寺、下野国分寺、下野国分尼寺の寺跡は大正 10 年に栃木県で初めて

国の史跡に指定されるなど、これまでおよそ 100 年の間、地域住民の協力を得

ながら保護と調査、整備が行われてきた。市内には縄文時代から旧石器時代の遺

跡を含め、500か所を超える埋蔵文化財包蔵地が所在する。その面積比率は県内

でも高く 、年間を通じて市内各所で発掘調査、試掘調査が行われ、史跡や出土遺

跡など、埋蔵文化財関係の指定文化財が多いという。

近年、下野市では下野市歴史的風致維持向上計画が認定され、古くから受け継

がれてきた文化財や歴史的景観を守り、未来へと継承し、豊かなまちづく りを進

める動きが進展している。しかし、埋蔵文化財の調査に比べて、有形文化財の調

査は必ずしも進んでおらず、有形文化財の中でも、特に建造物の指定件数は少な

い。よって、文化財候補となる建造物の選定が必要で、まず、下野市における伝

統的建造物の残存状況を把握する必要がある。

よって、本調査は、伝統的建造物が多く残ると目される下野市薬師寺地区を

対象に伝統的景観要素分布調査を実施する。本調査では町並みを含めた建造物

の残存状況の把握と町の特徴および歴史的連続性の有無の把握を目的とする。

本報告書の本文の執筆は安高尚毅が担当し、図表は徳竹智可良が作成し、安高

尚毅が調整を行い、編集も担当した。
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2．薬師寺地区の概要

今回の調査は「 薬師寺村伍組絵図面」 に描かれた範囲を調査範囲としている。

この地区は江戸時代に薬師寺村に属し、日光東往還が南北に走り、町場として発

展していたことが知られている。薬師寺村は慶長10年（ 1605） には出羽秋田藩

領となり、天保3年（ 1832）からは幕府旗本白須氏の相給であった。古文書から

江戸時代には町扱いされていたことが窺い知れ、江戸時代には薬師寺町と呼ば

れた時期もあったようである（ よって、以下より本地区を旧薬師寺町と呼ぶこと

とする）。寛文4年（ 1664） の「 薬師寺村明細帳」 の検地の際に、町割りがなさ

れ、町建てされたことが知られている。町場は薬師寺村の台地上に位置し、周辺

と比べて高くなった土地に町並みが展開している。寛文年間には石町・横町・ 上

町・ 中町・ 下町・ 木町が確認される。また、野菜市が 1・ 6 の六斎市で開かれ、

馬市が春秋に 2 回開かれ、町場として江戸時代に機能していたことが知られて

いる。

2-1. 調査概要

旧薬師寺町に存在する伝統的環境資源の残存状況を確認するため、伝統的建造

物、工作物、樹木などの伝統的景観を構成する要素について、環境資源調査を実

施した。詳細は以下のとおりである。

・ 調査日

2019年10月10日、11月15日の2日間

・ 調査範囲

「 薬師寺村伍組絵図面」を現代の地図と比較し、絵図に描かれた範囲を調査範囲

とした。

・ 調査方法

建築物の位置、建築形式、構造形式、屋根形式、入り口（ 妻入・ 平入） 、建

築年代、規模、状態、居住者のほか、祠、門柱、石塀、樹齢50年以上と推定

される樹木の確認を行い、都市計画図上にプロットを行った。
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・ 調査員

安高 尚毅 （ 小山高専准教授）

斎藤 舞 （ 小山高専専攻科）

徳竹 智可良（ 小山高専五年）

前澤 実優 （ 同上）

滝沢 魁 （ 同上）

2-2. 旧薬師寺町における環境資源調査結果

現地調査で得た情報を元に、建造物の外構形式の一覧表を作成した（ 表1） 。

また、本調査では主要な主屋と蔵について調査を実施したが、家屋台帳をもと

にすると 50年以上経つ納屋などを含む付属屋が161棟確認でき、伝統的形式

を伴ったものは表（ 表2） に追加して示している。

・ 内訳

調査の結果、93棟（ 件） の伝統的建造物が残存している事が判明した。

内訳

伝統的建造物93棟（ 件） のうち、

屋敷41棟

蔵33棟

小屋10棟

寺社5棟

町家４棟

現存する伝統的建造物は、屋敷が41棟、蔵が33棟、小屋が10棟、寺社が5

棟、町家が4棟であった。今回の調査で、最も多く残存が確認出来たのは屋敷

であるが、付属屋としては蔵が多い結果となった。
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・ 屋根形式

屋敷では、切妻平入形式が9. 8%、入母屋平入形式が58. 5%、寄棟平入形式が

24. 4%を占め、入母屋妻入形式が7. 3%存在した。

蔵では、切妻平入形式が84. 8%を占めるなど、多数を占めているが、入母屋平

入形式と切妻妻入形式が６％存在する。

寺社では、入母屋平入形式が80%を占め、寄棟平入形式が20. 0%存在する。

小屋では、切妻平入形式が80%を占め、入母屋平入形式が20%存在した。

町屋では、切妻平入形式が75%を占め、切妻妻入形式が25%存在した。

蔵、寺社、小屋、町家、屋敷の全てにおいて平入りが卓越しており、中でも

切妻平入、入母屋平入が多く見られた。

調査により判明した蔵、寺社、小屋、町家、屋敷の屋根形式について以下の

表にまとめた。

軒数割合(％) 軒数 割合(％) 軒数割合(％) 軒数割合(％) 軒数割合(％)

切り妻 28 84.8 0 0 8 80 3 75 4 9.8

入母屋 2 6.0 4 80.0 2 20 0 0 24 58.5

寄せ棟 0 0 1 20.0 0 0 0 0 10 24.4

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

切り妻 2 6.0 0 0 0 0 1 25 0 0

入母屋 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.3

寄せ棟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

表環境資源調査内訳

合計

町家 屋敷

平入

妻入

不明

蔵 寺社 小屋

414105
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3. 明治期旧薬師寺町の都市形態

3-1. 明治期旧薬師寺町の都市復原図の作成

都市復原図を作成する目的は、そこから形態的な特徴を読み取り、空間構造の

継承性を捉え、都市の形成過程を推察するためである。旧薬師寺町の都市復原図

を作成することのできる資料として「 薬師寺村伍組絵図面」（ 図3） がある。

明治4年、政府は廃藩置県に先立ち戸籍調査を行い、伍組絵図面を作成した。

これに伴い作成されたのが「 薬師寺村伍組絵図面」である。本絵図からは、明治

初年の人家の分布状況および戸主名や組番号を把握することができる。また、凡

例から道路が赤色、畑が茶色、屋敷及び神社が白色、田が黄色、川が緑色で記さ

れていることが知られる。さらには畑及び屋敷、田、神社が文字にて表記されて

いる。現代の地図と見比べると所々 、整合性に疑問が持たれるが、道筋や屋敷割、

社寺の位置など現状と比定できる点が多く 、都市復原図を作成するには信頼の

おける資料と言える。

以上より、「 薬師寺村伍組絵図面」 を明治期における町並みの全体構成を探る

基本資料とし、現状の地形図に照合し、明治期の下野市旧薬師寺町都市復原図を

作成した（ 図4）。

以下、町並みの考察をこの下野市旧薬師寺町都市復原図を基に行っていく 。

3-2. 明治期薬師寺地区の空間構成

薬師寺村は西側の台地と東側低地部分からなる。村の中央を南北に走る日光

東住還に沿って町場が発展し、これを取り巻く形で大坂・ 下原・ 下影・ 北原等の

集落が形成されたことが知られている。町並みは西側の台地上に展開し、下野市

旧薬師寺町都市復原図（ 図4） を見ると、明治期の旧薬師寺町の町並みは、日光

東住還沿いに南北に細長く延びて展開する。この通りに沿って両側に短冊地割

りが展開し、町並みの骨格を成す。さらに、主街路から西に7本、東に6本、細

街路が延びる。これら細街路の一部には主街路と同様に、短冊地割りが展開する。

図3から窺える寺社を除く屋敷地は総計176筆で、その内訳は戸数163筆、持
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添地12筆、借地1筆が確認される。東部は戸数が83筆、持添地が8筆、西部

は戸数が81筆、持添地が4筆、借地1筆を数える。天保14年の「 村高家数書

上帳」によれば薬師寺村の家数は177戸で、単純に比較はできないものの、1戸

の差があるのみで、屋敷数はおおよその一致を見ることができる。町場は南から

木町、下町、中町、上町、横町、石町に分かれる。また、龍興寺・ 安養院・ 天王

社・ 八幡宮の寺社が確認される。

現在の町並みもこの明治期の絵図面の状態を引き継いでいると見ることがで

き、町並みの骨格および地割りは継承されていることが確認される。

結論

以上より、旧薬師寺町は伝統的建造物が多く残存していることが明らかとなっ

た。現地調査では93棟の伝統的建造物を把握することができた。また、家屋台

帳からは主に付属屋であるが、161棟の50年を経過した建造物が存在すること

も明らかとなった。

さらに、都市復原考察からは、江戸時代に成立した都市空間の骨格を明治を経

て現代まで継承されていることが明らかとなった。町並みの都市形態とその上

に存在する建造物に歴史的連続性があることが把握された。

来年度以降これら建造物の詳細な調査を行えば、伝統的建造物の価値だけでな

く 、町並みの価値も明らかになっていく と考えられる。

下野市の歴史的景観を守り、未来へと継承し、豊かなまちづく りを行うために

も是非、建造物の詳細調査を行うべきであろう。
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（ 表1） 旧薬師寺町伝統的建造物の外構形式一覧表

番号 建築形式 構造形式 屋根形式 入り口 建築年代 規模

1 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

2 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和42年 中

3 蔵 木造 切妻 平入 昭和36年 小

4 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

5 小屋 木造 切妻 平入 昭和24年 中

6 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 中

7 小屋 真壁造 切妻 平入 昭和34年 中

8 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和23年 中

9 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

10 小屋 真壁造 切妻 平入 明治15年 中

11 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和20年 小

12 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 大正（ 推定） 中

13 蔵 土蔵 切妻 妻入 明治15年 中

14 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

15 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 大正（ 推定） 中

16 蔵 土蔵 切妻 平入 明治20年 中

17 蔵 土蔵 切妻 妻入 明治2年 中

18 屋敷型 真壁造 入母屋 妻入 昭和（ 推定） 大

19 蔵 土蔵 入母屋 平入 昭治（ 推定） 大

20 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

21 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和25年 中

22 小屋 真壁造 切妻 平入 昭和5年 大

23 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和（ 推定） 小

24 蔵 石蔵 切妻 - 大正（ 推定） 中

25 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和27年 大

26 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和7年 大

27 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 大正（ 推定） 中

28 蔵 土蔵 切妻 平入 明治10年 中

29 町屋型 大壁造 切妻 平入 昭和28年 大

30 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 昭和元年 中

31 町屋型 真壁造 切妻 平入 昭和5年 大

32 町屋型 真壁造 切妻 平入 大正3年 中

33 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大
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番号 建築形式 構造形式 屋根形式 入り口 建築年代 規模

34 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和27年 中

35 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和（ 推定） 中

36 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和20年 小

37 町屋型 真壁造 切妻 妻入 昭和24年 中

38 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 大正3年 小

39 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

40 蔵 石蔵 切妻 平入 昭和15年 大

41 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和29年 中

42 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 明治10年 大

43 蔵 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 中

44 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和（ 推定） 小

45 蔵 木造 切妻 平入 昭和（ 推定） 小

46 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和23年 大

47 屋敷型 大壁造 切妻 平入 昭和34年 中

48 屋敷型 大壁造 切妻 平入 昭和10年 大

49 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 明治2年 大

50 小屋 木造 切妻 平入 昭和4年 大

51 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 中

52 寺 真壁造 入母屋 平入 - 大

53 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和40年 大

54 小屋 木造 切妻 平入 昭和8年 中

55 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和38年 小

56 蔵 木造 切妻 平入 昭和28年 小

57 小屋 木造 切妻 平入 昭和25年 小

58 小屋 木造 切妻 平入 昭和36年 中

59 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

60 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和16年 中

61 小屋 真壁造 入母屋 平入 大正8年 大

62 小屋 真壁造 入母屋 平入 大正8年 中

63 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 明治30年 大

64 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和（ 推定） 中

65 屋敷型 大壁造 切妻 平入 大正（ 推定） 中

66 神社 真壁造 入母屋 平入 - 大

67 神社 真壁造 入母屋 平入 - 小
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番号 建築形式 構造形式 屋根形式 入り口 建築年代 規模

68 神社 木造 入母屋 平入 - 中

69 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和24年 大

70 屋敷型 大壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

71 屋敷型 大壁造 切妻 平入 昭和21年 中

72 神社 真壁造 寄棟 平入 明治10年 大

73 屋敷型 真壁造 入母屋 妻入 昭和30年 中

74 蔵 真壁造 切妻 平入 昭和33年 中

75 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 昭和元年 中

76 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和28年 小

77 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

78 蔵 真壁造 切妻 平入 昭和23年 小

79 蔵 真壁造 切妻 平入 昭和（ 推定） 中

80 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 大正（ 推定） 中

81 蔵 真壁造 切妻 平入 昭和（ 推定） 小

82 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 中

83 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 昭和（ 推定） 大

84 蔵 真壁造 切妻 平入 昭和24年 小

85 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 昭和37年 大

86 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 大正（ 推定） 大

87 蔵 真壁造 切妻 平入 明治7年 小

88 蔵 真壁造 切妻 平入 昭和28年 小

89 蔵 土蔵 切妻 平入 昭和33年 中

90 屋敷型 真壁造 入母屋 妻入 昭和（ 推定） 中

91 屋敷型 真壁造 入母屋 平入 明治37年 大

92 蔵 土蔵 切妻 平入 明治15年 中

93 屋敷型 真壁造 寄棟 平入 昭和3年 大
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（ 表2） 家屋台帳による伝統的建造物一覧表

番号 種類 構造 床面積（ ㎡） 建築年次 階層

1 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

2 工場等 石造 4628 昭和42年 地上2階

3 付属家 木造 1983 昭和36年 地上1階

4 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

5 付属家 木造 6610 昭和24年 地上2階

6 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

7 倉庫 木造 7711 昭和34年 地上2階

8 付属家 石造 3966 昭和23年 地上2階

9 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

10 倉庫 土蔵造 3966 明治15年 地上2階

11 付属家 木造 1983 昭和20年 地上1階

12 専用住宅 木造 大正（ 推定） 地上1階

13 その他 石造 3974 明治15年 地上2階

14 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

15 専用住宅 木造 大正（ 推定） 地上1階

16 土蔵 土蔵造 3966 明治20年 地上2階

17 土蔵 土蔵造 3966 明治2年 地上2階

18 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

19 土蔵 土蔵造 昭治（ 推定） 地上1階

20 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

21 付属家 木造 1239 昭和25年 地上2階

22 付属家 木造 7948 昭和5年 地上2階

23 土蔵 土蔵造 昭和（ 推定） 地上1階

24 付属家 石造 大正（ 推定） 地上1階

25 専用住宅 木造 10547 昭和27年 地上1階

26 工場等 石造 3966 昭和7年 地上2階

27 専用住宅 木造 大正（ 推定） 地上1階

28 土蔵 土蔵造 3966 明治10年 地上2階

29 専用住宅 木造 14270 昭和28年 地上2階

30 専用住宅 木造 5176 昭和元年 地上1階

31 専用住宅 木造 29045 昭和5年 地上2階

32 専用住宅 木造 8795 大正3年 地上2階

33 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

34 工場等 石造 1986 昭和27年 地上2階

35 付属家 石造 昭和（ 推定） 地上1階

36 工場等 石造 2478 昭和20年 地上2階

37 併用住宅 木造 6694 昭和24年 地上1階
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番号 種類 構造 床面積（ ㎡） 建築年次 階層

38 専用住宅 木造 5950 大正3年 地上1階

39 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

40 工場等 石造 11600 昭和15年 地上2階

41 土蔵 土蔵造 4562 昭和29年 地上2階

42 農家住宅 木造 16198 明治10年 地上1階

43 付属家 木造 昭和（ 推定） 地上1階

44 付属家 木造 昭和（ 推定） 地上2階

45 付属家 木造 昭和（ 推定） 地上2階

46 専用住宅 木造 10413 昭和23年 地上1階

47 専用住宅 木造 6528 昭和34年 地上1階

48 専用住宅 木造 9886 昭和10年 地上1階

49 専用住宅 木造 12997 明治2年 地上1階

50 付属家 木造 4958 昭和4年 地上1階

51 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

52 神社 木造 不明 不明 地上１階

53 付属家 木造 3974 昭和40年 地上2階

54 専用住宅 木造 10075 昭和8年 地上1階

55 付属家 木造 9338 昭和38年 地上2階

56 付属家 木造 1239 昭和28年 地上1階

57 付属家 木造 3305 昭和25年 地上1階

58 倉庫 木造 7618 昭和36年 地上2階

59 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

60 専用住宅 木造 10743 昭和16年 地上1階

61 付属家 木造 6624 大正8年 地上2階

62 付属家 木造 6624 大正8年 地上2階

63 農家住宅 木造 10495 明治30年 地上1階

64 付属家 木造 昭和（ 推定） 地上2階

65 専用住宅 木造 大正（ 推定） 地上１階

66 神社 木造 不明 地上１階

67 神社 木造 不明 地上１階

68 神社 木造 不明 地上１階

69 専用住宅 木造 9338 昭和24年 地上2階

70 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上１階

71 専用住宅 木造 7058 昭和21年 地上1階

72 付属家 木造 1487 明治10年 地上1階

73 専用住宅 木造 11099 昭和30年 地上1階

74 倉庫 木造 3974 昭和33年 地上2階

75 専用住宅 木造 9752 昭和元年 地上1階
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76 土蔵 土蔵造 3966 昭和28年 地上2階

77 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

78 付属家 木造 1987 昭和23年 地上1階

79 付属家 木造 昭和（ 推定） 地上2階

80 専用住宅 木造 大正（ 推定） 地上1階

81 土蔵 土蔵造 昭和（ 推定） 地上2階

82 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

83 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上1階

84 付属家 木造 2484 昭和24年 地上1階

85 農家住宅 木造 10438 昭和37年 地上1階

86 専用住宅 木造 大正（ 推定） 地上1階

87 付属家 木造 3966 明治7年 地上2階

88 倉庫 木造 8280 昭和28年 地上2階

89 工場等 石造 4446 昭和33年 地上2階

90 専用住宅 木造 昭和（ 推定） 地上2階

91 専用住宅 木造 7740 明治37年 地上1階

92 土蔵 土蔵造 3800 明治15年 地上2階

93 専用住宅 木造 11652 昭和3年 地上1階

2（ 1） 工場等 石造 4628 昭和42年 地上2階

2（ 2） 専用住宅 木造 11265 昭和42年 地上1階

2（ 3） 付属家 木造 1983 昭和29年 地上1階

2（ 4） 付属家 木造 1426 昭和33年 地上1階

2（ 5） 付属家 木造 5785 昭和28年 地上1階

2（ 6） 倉庫 木造 4962 昭和20年 地上2階

2（ 7） 工場等 石造 3974 昭和33年 地上2階

2（ 8） 付属家 木造 3896 昭和8年 地上1階

2（ 9） 付属家 木造 330 昭和10年 地上1階

2（ 10） 付属家 木造 1983 昭和28年 地上1階

2（ 11） 付属家 木造 382 昭和10年 地上1階

2（ 12） 付属家 木造 2727 昭和2年 地上1階

2（ 13） 付属家 木造 1983 昭和10年 地上1階

2（ 14） 専用住宅 木造 9586 昭和20年 地上1階

2（ 15） 付属家 木造 661 昭和20年 地上1階

2（ 16） 倉庫 木造 9108 昭和41年 地上2階

2（ 17） 付属家 木造 1239 大正10年 地上1階

2（ 18） 付属家 木造 1735 昭和28年 地上1階

2（ 19） 付属家 木造 4240 昭和25年 地上1階

2（ 20） 付属家 木造 4958 明治40年 地上1階
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2（ 21） 付属家 木造 1983 昭和元年 地上1階

2（ 22） 土蔵 土蔵造 4628 明治10年 地上2階

2（ 23） 付属家 木造 2314 昭和5年 地上1階

2（ 24） 付属家 木造 3312 昭和20年 地上1階

2（ 25） 付属家 木造 2314 昭和37年 地上1階

2（ 26） 専用住宅 木造 10161 昭和37年 地上1階

2（ 27） 付属家 木造 991 昭和25年 地上1階

2（ 28） 付属家 木造 1983 大正5年 地上1階

2（ 29） 付属家 木造 2484 昭和24年 地上1階

2（ 30） 工場等 石造 3312 昭和20年 地上2階

2（ 31） 付属家 木造 2648 昭和27年 地上2階

2（ 32） 付属家 木造 2314 昭和元年 地上1階

2（ 33） 付属家 木造 879 昭和32年 地上1階

2（ 34） 倉庫 木造 11734 昭和25年 地上2階

2（ 35） 付属家 木造 495 昭和28年 地上1階

2（ 36） 付属家 木造 1172 昭和33年 地上1階

2（ 37） 付属家 木造 4132 明治20年 地上1階

2（ 38） 付属家 木造 8264 明治10年 地上1階

2（ 39） 土蔵 土蔵造 3966 明治2年 地上2階

2（ 40） 付属家 木造 3305 昭和28年 地上1階

2（ 41） 付属家 木造 2314 昭和32年 地上1階

2（ 42） 専用住宅 木造 2648 昭和40年 地上2階

2（ 43） 付属家 木造 3305 昭和37年 地上1階

2（ 44） 付属家 木造 274 昭和10年 地上1階

2（ 45） 土蔵 土蔵造 6610 明治20年 地上2階

2（ 46） 付属家 木造 6942 昭和5年 地上1階

2（ 47） 付属家 木造 7948 明治45年 地上2階

2（ 48） 付属家 木造 1983 明治45年 地上1階

2（ 49） 土蔵 土蔵造 3966 明治35年 地上2階

2（ 50） 付属家 木造 6624 昭和30年 地上1階

2（ 51） 付属家 木造 4710 昭和25年 地上2階

2（ 52） 付属家 木造 1761 明治45年 地上1階

2（ 53） 倉庫 木造 3966 昭和36年 地上2階

2（ 54） 付属家 木造 4170 昭和40年 地上1階

2（ 55） 倉庫 木造 5962 昭和24年 地上2階

2（ 56） 付属家 木造 3312 昭和30年 地上1階

2（ 57） 付属家 木造 9274 昭和30年 地上1階

2（ 58） 付属家 木造 8617 昭和40年 地上1階
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2（ 59） 付属家 木造 8610 昭和7年 地上2階

2（ 60） 付属家 木造 1239 昭和10年 地上1階

2（ 61） 専用住宅 木造 9721 昭和10年 地上2階

2（ 62） 付属家 木造 1983 昭和3年 地上1階

2（ 63） 付属家 木造 2478 昭和40年 地上2階

2（ 64） 土蔵 土蔵造 3304 昭和3年 地上2階

2（ 65） 付属家 木造 496 昭和3年 地上1階

2（ 66） 付属家 木造 4540 昭和3年 地上1階

2（ 67） 併用住宅 木造 2231 大正2年 地上1階

2（ 68） 専用住宅 木造 8264 昭和元年 地上1階

2（ 69） 倉庫 木造 6942 昭和28年 地上2階

2（ 70） 倉庫 木造 6624 昭和30年 地上2階

2（ 71） 付属家 木造 879 昭和10年 地上1階

2（ 72） 付属家 木造 1100 大正15年 地上1階

2（ 73） 付属家 木造 439 大正15年 地上1階

2（ 74） 付属家 木造 1490 昭和30年 地上1階

2（ 75） 付属家 木造 1490 昭和30年 地上1階

2（ 76） 付属家 木造 1983 昭和3年 地上1階

2（ 77） 専用住宅 木造 11317 昭和29年 地上2階

2（ 78） 付属家 木造 4135 昭和31年 地上1階

2（ 79） 付属家 木造 1983 昭和31年 地上1階

2（ 80） 付属家 木造 495 大正3年 地上1階

2（ 81） 付属家 木造 1983 昭和元年 地上1階

2（ 82） 付属家 木造 7438 大正10年 地上1階

2（ 83） 工場等 石造 3966 昭和27年 地上2階

2（ 84） 付属家 木造 991 昭和28年 地上1階

2（ 85） 付属家 木造 8264 昭和2年 地上2階

2（ 86） 付属家 木造 4297 昭和21年 地上2階

2（ 87） 付属家 木造 5299 昭和40年 地上2階

2（ 88） 付属家 木造 2070 昭和40年 地上1階

2（ 89） 工場等 石造 3966 昭和23年 地上2階

2（ 90） 付属家 木造 1239 昭和33年 地上1階

2（ 91） 付属家 木造 3966 昭和26年 地上2階

2（ 92） 専用住宅 木造 1322 昭和36年 地上1階

2（ 93） 併用住宅 木造 1322 昭和24年 地上1階

2（ 94） 倉庫 木造 3311 昭和20年 地上2階

2（ 95） 専用住宅 木造 10495 昭和36年 地上2階

2（ 96） 付属家 木造 1487 大正12年 地上1階
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2（ 97） 工場等 石造 3966 昭和24年 地上2階

2（ 98） 付属家 木造 991 昭和10年 地上1階

2（ 99） 付属家 木造 991 昭和29年 地上1階

2（ 100） 付属家 木造 4968 昭和39年 地上2階

2（ 101） 工場等 石造 6610 昭和26年 地上2階

2（ 102） 付属家 木造 495 昭和10年 地上1階

2（ 103） 付属家 木造 1652 大正10年 地上1階

2（ 104） 付属家 木造 3974 昭和27年 地上2階

2（ 105） 工場等 石造 3974 昭和31年 地上2階

2（ 106） 付属家 木造 6610 昭和28年 地上2階

2（ 107） 倉庫 木造 5784 昭和2年 地上2階

2（ 108） 付属家 木造 3304 昭和21年 地上2階

2（ 109） 付属家 木造 248 昭和2年 地上1階

2（ 110） 倉庫 木造 5962 昭和38年 地上2階

2（ 111） 倉庫 木造 3966 昭和35年 地上2階

2（ 112） 付属家 木造 1983 昭和10年 地上1階

2（ 113） 付属家 木造 1735 昭和30年 地上1階

2（ 114） 付属家 木造 1239 昭和40年 地上1階

2（ 115） 付属家 木造 1487 昭和5年 地上1階

2（ 116） 付属家 木造 4132 大正6年 地上1階

2（ 117） 付属家 木造 1322 明治20年 地上1階

2（ 118） 専用住宅 木造 4628 昭和5年 地上1階

2（ 119） 工場 木造 5630 昭和30年 地上2階

2（ 120） 付属家 木造 770 大正2年 地上1階

2（ 121） 工場等 石造 1487 昭和33年 地上1階

2（ 122） 付属家 木造 1987 昭和28年 地上1階

2（ 123） 付属家 木造 1242 昭和43年 地上1階

2（ 124） 倉庫 木造 3974 昭和26年 地上2階

2（ 125） 付属家 木造 3974 昭和27年 地上2階

2（ 126） 付属家 木造 2975 昭和5年 地上1階

2（ 127） 付属家 木造 991 明治23年 地上1階

2（ 128） 付属家 木造 3643 昭和5年 地上1階

2（ 129） 付属家 木造 3966 昭和23年 地上2階

2（ 130） 付属家 木造 1735 昭和7年 地上1階

2（ 131） 工場等 石造 3974 昭和40年 地上2階

2（ 132） 付属家 木造 1987 昭和40年 地上2階

2（ 133） 付属家 木造 4958 昭和10年 地上1階

2（ 134） 付属家 木造 1983 昭和35年 地上1階
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2（ 135） 付属家 木造 3305 明治35年 地上1階

2（ 136） 付属家 木造 826 明治40年 地上1階

2（ 137） 付属家 木造 5118 明治44年 地上1階

2（ 138） 付属家 木造 4446 昭和14年 地上2階

2（ 139） 付属家 木造 495 昭和23年 地上1階

2（ 140） 付属家 木造 4038 明治40年 地上1階

2（ 141） 付属家 木造 1487 昭和33年 地上1階

2（ 142） 倉庫 木造 3974 明治10年 地上2階

2（ 143） 付属家 木造 1487 明治10年 地上1階

2（ 144） 倉庫 木造 3974 昭和29年 地上2階

2（ 145） 付属家 木造 3974 昭和24年 地上2階

2（ 146） 付属家 木造 1239 昭和26年 地上1階

2（ 147） 倉庫 木造 6624 昭和39年 地上2階

2（ 148） 倉庫 木造 3974 昭和25年 地上2階

2（ 149） 付属家 木造 1735 昭和30年 地上1階

2（ 150） 専用住宅 木造 4462 昭和34年 地上1階

2（ 151） 付属家 木造 1983 昭和30年 地上1階

2（ 152） 付属家 木造 3974 明治40年 地上2階

2（ 153） 付属家 木造 991 昭和25年 地上1階

2（ 154） 付属家 木造 1987 昭和20年 地上1階

2（ 155） 付属家 木造 1652 昭和17年 地上1階

2（ 156） 付属家 木造 495 昭和10年 地上1階

2（ 157） 付属家 木造 1652 昭和25年 地上1階

2（ 158） 専用住宅 木造 9256 昭和42年 地上1階

2（ 159） 倉庫 木造 8280 昭和38年 地上2階

2（ 160） 専用住宅 木造 13110 昭和42年 地上1階

2（ 161） 付属家 木造 4297 昭和20年 地上1階
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（ 図3）「 薬師寺村伍組絵図面」
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（ 図4） 下野市旧薬師寺町都市復原図


