
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（旧安国寺）

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
定

6 書跡 平成3年10月11日 本吉田 平安 個人
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名　称 指定年月日 所在地 時　代 所有/管理者種　別

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（旧安国寺）

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（旧安国寺）

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（旧安国寺）

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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名　称 指定年月日 所在地 時　代 所有/管理者種　別

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 国分寺 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

1 建造物 天満宮神社拝殿及び本殿 上吉田 江戸

2 建造物 吉田八幡宮拝殿及び本殿 本吉田 明治

3 建造物 吉田八幡宮八坂神社 本吉田 昭和

4 建造物 雷電神社 薬師寺 昭和

5 建造物 薬師寺八幡宮八坂神社 薬師寺 明治～大正

6 建造物 薬師寺本堂 薬師寺 明治

7 建造物 薬師寺山門 薬師寺 江戸

8 建造物 愛宕神社 薬師寺

9 建造物 龍興寺本堂 薬師寺 江戸

10 建造物 愛宕神社 仁良川

11 建造物 仁良川薬師堂 仁良川

12 建造物 星宮神社 成田

13 建造物 観音堂 東根

14 建造物 愛宕神社 三王山

15 建造物 朝日観音堂 三王山

16 建造物 星宮神社 上川島

17 建造物 星宮神社・八坂神社 谷地賀

18 建造物 塚越薬師堂 磯部

19 建造物 磯部神社 磯部

20 建造物 星宮神社 下坪山

21 建造物 開雲寺 石橋

22 建造物 石橋愛宕神社拝殿及び本殿 石橋 昭和

23 建造物 下古山星宮神社拝殿及び本殿 下古山 明治

24 建造物 観音堂 下古山

25 建造物 星宮神社 上台

26 建造物 橋本神社拝殿及び本殿 橋本 昭和

27 建造物 星宮神社 細谷

28 建造物 雷電神社 中大領

29 建造物 星宮神社 下石橋

30 建造物 星宮神社・八坂神社 下石橋

31 建造物 孝謙天皇神社 上大領

32 建造物 干瓢生産に関する石蔵 市内 明治以降

33 建造物 鷲宮神社 箕輪

34 建造物 稲荷神社 笹原

35 建造物 観音堂 小金井

36 建造物 川西神社 川中子

37 建造物 川西薬師堂 川中子

38 建造物 古泉山馬頭観音堂 川中子

39 建造物 成就院 川中子

40 建造物 蓮華寺 国分寺

41 建造物 愛宕神社 国分寺 昭和

42 建造物 薬師堂 国分寺 江戸

43 建造物 釈迦堂 国分寺 大正

44 建造物 龍神社 紫

45 工芸品 家光御下賜の湯釜 石橋 江戸

46 工芸品 観音堂の絵馬 東根

47 彫刻 木造十一面観音立像 東根

48 彫刻 日光・月光菩薩立像 仁良川

49 彫刻 十二神将立像 仁良川

50 彫刻 木造聖観音坐像 三王山

51 彫刻 石灯籠 箕輪 江戸

52 彫刻 釈迦誕生仏 橋本

・未指定文化財一覧

種　別
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名　　　　称 所在地 時代種　別

53 彫刻 石製仏像 橋本

54 彫刻 釈迦如来坐像 橋本

55 彫刻 木造　観音像 下古山

56 彫刻 牛頭天王塔 下古山 江戸

57 彫刻 下石橋の野仏群 下石橋 江戸

58 考古資料 五輪塔 薬師寺 中世

59 考古資料 国分寺愛宕塚古墳出土遺物 国分寺 古墳

60 考古資料 下石橋愛宕塚古墳出土遺物 下石橋 古墳

61 考古資料 丸塚古墳出土遺物 国分寺 古墳

62 考古資料 文珠山古墳出土青銅鏡 上古山 古墳

63 考古資料 雲雀台遺跡出土倣製鏡 薬師寺

64 考古資料 星宮神社古墳出土遺物 細谷 古墳

65 考古資料 下野国分寺跡出土遺物 国分寺 奈良・平安

66 考古資料 下野国分尼寺跡出土遺物 国分寺 奈良・平安

67 考古資料 下野薬師寺跡出土遺物 薬師寺 奈良～中世

68 考古資料 東薬師堂遺跡出土木製品 国分寺

69 考古資料 落内遺跡出土畿内産土師器 薬師寺 奈良

70 考古資料 落内遺跡出土新羅系土器 薬師寺 奈良

71 考古資料 三王山上野原遺跡出土墨書土器 三王山

72 考古資料 下古舘遺跡出土遺物 医大前 中世

73 考古資料 横塚古墳出土遺物 下古山 古墳

74 古文書 薬師寺縁起 薬師寺 安土桃山

75 史　　跡 御鷲山古墳 薬師寺 古墳

76 史　　跡 甲塚古墳 国分寺 古墳

77 史　　跡 三王山南塚1号墳、2号墳 三王山 古墳

78 史　　跡 山王塚古墳 国分寺 古墳

79 史　　跡 別処山古墳 絹板 古墳

80 史　　跡 二月堂古墳 薬師寺 古墳

81 史　　跡 三昧場 薬師寺

82 史　　跡 地蔵山 薬師寺 中世

83 史　　跡 箕輪城跡 箕輪 中世

84 史　　跡 薬師寺城跡 薬師寺 中世

85 史　　跡 下石橋一里塚 石橋 江戸

86 天然記念物 祇園原の杉並木 薬師寺 江戸

87 天然記念物 花見ケ丘の杉並木 国分寺 江戸

88 無形民俗 薬師寺地区の囃子連 薬師寺

89 無形民俗 下町南部お囃子会 小金井

90 無形民俗 柴北お囃子会 柴

91 無形民俗 ワラデッポウ
吉田地
区

昭和

92 無形民俗 八坂祭 市内 江戸

93 無形民俗 符行 国分寺 昭和

94 無形民俗 現国分寺カツクレ 国分寺 明治

95 無形民俗 暁祭り 紫

96 無形民俗 金井神社子供相撲（愛宕祭） 小金井

97 無形民俗 絹板百体観音おこもり 絹板

98 無形民俗 大蛇済度 国分寺

99 無形民俗 しもつかれ

100 有形民俗 干瓢生産道具 明治～大正

101 有形民俗 吉田八幡宮の神輿 本吉田

102 有形民俗 薬師寺八幡宮の神輿 薬師寺

103 有形民俗 石橋愛宕神社の神輿 石橋

104 有形民俗 下古山星宮神社の神輿 下古山

105 有形民俗 金井神社の神輿 小金井
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名　　　　称 所在地 時代種　別

106 有形民俗 地蔵 笹原

107 有形民俗 ふくべ細工 祇園

108 歴史資料 几号水準点（観音堂十九夜塔） 小金井 明治

109 歴史資料 川西薬師堂の石仏 川中子

110 歴史資料 開雲寺絵図 石橋 江戸

111 歴史資料 吉田河岸 江戸

112 歴史資料 小山用水 国分寺 大正

113 歴史資料 勝善神 石橋 大正

114 歴史資料 道路元標 薬師寺
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・未指定文化財一覧（下野市薬師寺地区伝統的景観要素分布調査：表１）

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

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
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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

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

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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・未指定文化財一覧（下野市薬師寺地区伝統的景観要素分布調査：表２）

番号 構造 建築年次 階層

1 木造 昭和（推定） 地上1階

2 石造 昭和42年 地上2階

3 木造 昭和36年 地上1階

4 木造 昭和（推定） 地上1階

5 木造 昭和24年 地上2階

6 木造 昭和（推定） 地上1階

7 木造 昭和34年 地上2階

8 石造 昭和23年 地上2階

9 木造 昭和（推定） 地上1階

10 土蔵造 明治15年 地上2階

11 木造 昭和20年 地上1階

12 木造 大正（推定） 地上1階

13 石造 明治15年 地上2階

14 木造 昭和（推定） 地上1階

15 木造 大正（推定） 地上1階

16 土蔵造 明治20年 地上2階

17 土蔵造 明治2年 地上2階

18 木造 昭和（推定） 地上1階

19 土蔵造 昭治（推定） 地上1階

20 木造 昭和（推定） 地上1階

21 木造 昭和25年 地上2階

22 木造 昭和5年 地上2階

23 土蔵造 昭和（推定） 地上1階

24 石造 大正（推定） 地上1階

25 木造 昭和27年 地上1階

26 石造 昭和7年 地上2階

27 木造 大正（推定） 地上1階

28 土蔵造 明治10年 地上2階

29 木造 昭和28年 地上2階

30 木造 昭和元年 地上1階

31 木造 昭和5年 地上2階

32 木造 大正3年 地上2階

33 木造 昭和（推定） 地上1階

34 石造 昭和27年 地上2階

35 石造 昭和（推定） 地上1階

36 石造 昭和20年 地上2階

37 木造 昭和24年 地上1階

38 木造 大正3年 地上1階

39 木造 昭和（推定） 地上1階

40 石造 昭和15年 地上2階

41 土蔵造 昭和29年 地上2階

42 木造 明治10年 地上1階

43 木造 昭和（推定） 地上1階

44 木造 昭和（推定） 地上2階

45 木造 昭和（推定） 地上2階

46 木造 昭和23年 地上1階

47 木造 昭和34年 地上1階

48 木造 昭和10年 地上1階

49 木造 明治2年 地上1階

50 木造 昭和4年 地上1階

51 木造 昭和（推定） 地上1階

52 木造 不明 地上１階

付属家 1983

工場等 4628

専用住宅

種類 床面積（㎡）

倉庫 7711

専用住宅

付属家 6610

専用住宅

付属家 1983

倉庫 3966

専用住宅

付属家 3966

専用住宅

専用住宅

その他 3974

専用住宅

土蔵

専用住宅

土蔵 3966

土蔵 3966

土蔵

付属家 7948

付属家 1239

専用住宅

専用住宅

工場等 3966

専用住宅 10547

付属家

専用住宅 29045

専用住宅 5176

専用住宅 14270

土蔵 3966

付属家

工場等 1986

専用住宅

専用住宅 8795

専用住宅

専用住宅 5950

併用住宅 6694

工場等 2478

付属家

農家住宅 16198

土蔵 4562

工場等 11600

専用住宅 6528

専用住宅 10413

付属家

付属家

専用住宅

付属家 4958

専用住宅 12997

専用住宅 9886

神社 不明
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番号 構造 建築年次 階層種類 床面積（㎡）

53 木造 昭和40年 地上2階

54 木造 昭和8年 地上1階

55 木造 昭和38年 地上2階

56 木造 昭和28年 地上1階

57 木造 昭和25年 地上1階

58 木造 昭和36年 地上2階

59 木造 昭和（推定） 地上1階

60 木造 昭和16年 地上1階

61 木造 大正8年 地上2階

62 木造 大正8年 地上2階

63 木造 明治30年 地上1階

64 木造 昭和（推定） 地上2階

65 木造 大正（推定） 地上１階

66 木造 不明 地上１階

67 木造 不明 地上１階

68 木造 不明 地上１階

69 木造 昭和24年 地上2階

70 木造 昭和（推定） 地上１階

71 木造 昭和21年 地上1階

72 木造 明治10年 地上1階

73 木造 昭和30年 地上1階

74 木造 昭和33年 地上2階

75 木造 昭和元年 地上1階

76 土蔵造 昭和28年 地上2階

77 木造 昭和（推定） 地上1階

78 木造 昭和23年 地上1階

79 木造 昭和（推定） 地上2階

80 木造 大正（推定） 地上1階

81 土蔵造 昭和（推定） 地上2階

82 木造 昭和（推定） 地上1階

83 木造 昭和（推定） 地上1階

84 木造 昭和24年 地上1階

85 木造 昭和37年 地上1階

86 木造 大正（推定） 地上1階

87 木造 明治7年 地上2階

88 木造 昭和28年 地上2階

89 石造 昭和33年 地上2階

90 木造 昭和（推定） 地上2階

91 木造 明治37年 地上1階

92 土蔵造 明治15年 地上2階

93 木造 昭和3年 地上1階

2（1） 石造 昭和42年 地上2階

2（2） 木造 昭和42年 地上1階

2（3） 木造 昭和29年 地上1階

2（4） 木造 昭和33年 地上1階

2（5） 木造 昭和28年 地上1階

2（6） 木造 昭和20年 地上2階

2（7） 石造 昭和33年 地上2階

2（8） 木造 昭和8年 地上1階

2（9） 木造 昭和10年 地上1階

2（10） 木造 昭和28年 地上1階

2（11） 木造 昭和10年 地上1階

2（12） 木造 昭和2年 地上1階

付属家 9338

専用住宅 10075

付属家 3974

専用住宅

倉庫 7618

付属家 3305

付属家 1239

農家住宅 10495

付属家 6624

付属家 6624

専用住宅 10743

神社

神社

専用住宅

付属家

専用住宅 7058

専用住宅

専用住宅 9338

神社

専用住宅 9752

倉庫 3974

専用住宅 11099

付属家 1487

付属家

付属家 1987

専用住宅

土蔵 3966

専用住宅

専用住宅

土蔵

専用住宅

付属家 3966

専用住宅

農家住宅 10438

付属家 2484

専用住宅 7740

専用住宅

工場等 4446

倉庫 8280

専用住宅 11265

工場等 4628

専用住宅 11652

土蔵 3800

倉庫 4962

付属家 5785

付属家 1426

付属家 1983

付属家 1983

付属家 330

付属家 3896

工場等 3974

付属家 2727

付属家 382
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番号 構造 建築年次 階層種類 床面積（㎡）

2（13） 木造 昭和10年 地上1階

2（14） 木造 昭和20年 地上1階

2（15） 木造 昭和20年 地上1階

2（16） 木造 昭和41年 地上2階

2（17） 木造 大正10年 地上1階

2（18） 木造 昭和28年 地上1階

2（19） 木造 昭和25年 地上1階

2（20） 木造 明治40年 地上1階

2（21） 木造 昭和元年 地上1階

2（22） 土蔵造 明治10年 地上2階

2（23） 木造 昭和5年 地上1階

2（24） 木造 昭和20年 地上1階

2（25） 木造 昭和37年 地上1階

2（26） 木造 昭和37年 地上1階

2（27） 木造 昭和25年 地上1階

2（28） 木造 大正5年 地上1階

2（29） 木造 昭和24年 地上1階

2（30） 石造 昭和20年 地上2階

2（31） 木造 昭和27年 地上2階

2（32） 木造 昭和元年 地上1階

2（33） 木造 昭和32年 地上1階

2（34） 木造 昭和25年 地上2階

2（35） 木造 昭和28年 地上1階

2（36） 木造 昭和33年 地上1階

2（37） 木造 明治20年 地上1階

2（38） 木造 明治10年 地上1階

2（39） 土蔵造 明治2年 地上2階

2（40） 木造 昭和28年 地上1階

2（41） 木造 昭和32年 地上1階

2（42） 木造 昭和40年 地上2階

2（43） 木造 昭和37年 地上1階

2（44） 木造 昭和10年 地上1階

2（45） 土蔵造 明治20年 地上2階

2（46） 木造 昭和5年 地上1階

2（47） 木造 明治45年 地上2階

2（48） 木造 明治45年 地上1階

2（49） 土蔵造 明治35年 地上2階

2（50） 木造 昭和30年 地上1階

2（51） 木造 昭和25年 地上2階

2（52） 木造 明治45年 地上1階

2（53） 木造 昭和36年 地上2階

2（54） 木造 昭和40年 地上1階

2（55） 木造 昭和24年 地上2階

2（56） 木造 昭和30年 地上1階

2（57） 木造 昭和30年 地上1階

2（58） 木造 昭和40年 地上1階

2（59） 木造 昭和7年 地上2階

2（60） 木造 昭和10年 地上1階

2（61） 木造 昭和10年 地上2階

2（62） 木造 昭和3年 地上1階

2（63） 木造 昭和40年 地上2階

2（64） 土蔵造 昭和3年 地上2階

2（65） 木造 昭和3年 地上1階

専用住宅 9586

付属家 1983

付属家 1735

付属家 1239

倉庫 9108

付属家 661

土蔵 4628

付属家 1983

付属家 4958

付属家 4240

専用住宅 10161

付属家 2314

付属家 3312

付属家 2314

工場等 3312

付属家 2484

付属家 1983

付属家 991

倉庫 11734

付属家 879

付属家 2314

付属家 2648

付属家 8264

付属家 4132

付属家 1172

付属家 495

専用住宅 2648

付属家 2314

付属家 3305

土蔵 3966

付属家 6942

土蔵 6610

付属家 274

付属家 3305

付属家 6624

土蔵 3966

付属家 1983

付属家 7948

付属家 4170

倉庫 3966

付属家 1761

付属家 4710

付属家 8617

付属家 9274

付属家 3312

倉庫 5962

付属家 1983

専用住宅 9721

付属家 1239

付属家 8610

付属家 496

土蔵 3304

付属家 2478
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番号 構造 建築年次 階層種類 床面積（㎡）

2（66） 木造 昭和3年 地上1階

2（67） 木造 大正2年 地上1階

2（68） 木造 昭和元年 地上1階

2（69） 木造 昭和28年 地上2階

2（70） 木造 昭和30年 地上2階

2（71） 木造 昭和10年 地上1階

2（72） 木造 大正15年 地上1階

2（73） 木造 大正15年 地上1階

2（74） 木造 昭和30年 地上1階

2（75） 木造 昭和30年 地上1階

2（76） 木造 昭和3年 地上1階

2（77） 木造 昭和29年 地上2階

2（78） 木造 昭和31年 地上1階

2（79） 木造 昭和31年 地上1階

2（80） 木造 大正3年 地上1階

2（81） 木造 昭和元年 地上1階

2（82） 木造 大正10年 地上1階

2（83） 石造 昭和27年 地上2階

2（84） 木造 昭和28年 地上1階

2（85） 木造 昭和2年 地上2階

2（86） 木造 昭和21年 地上2階

2（87） 木造 昭和40年 地上2階

2（88） 木造 昭和40年 地上1階

2（89） 石造 昭和23年 地上2階

2（90） 木造 昭和33年 地上1階

2（91） 木造 昭和26年 地上2階

2（92） 木造 昭和36年 地上1階

2（93） 木造 昭和24年 地上1階

2（94） 木造 昭和20年 地上2階

2（95） 木造 昭和36年 地上2階

2（96） 木造 大正12年 地上1階

2（97） 石造 昭和24年 地上2階

2（98） 木造 昭和10年 地上1階

2（99） 木造 昭和29年 地上1階

2（100） 木造 昭和39年 地上2階

2（101） 石造 昭和26年 地上2階

2（102） 木造 昭和10年 地上1階

2（103） 木造 大正10年 地上1階

2（104） 木造 昭和27年 地上2階

2（105） 石造 昭和31年 地上2階

2（106） 木造 昭和28年 地上2階

2（107） 木造 昭和2年 地上2階

2（108） 木造 昭和21年 地上2階

2（109） 木造 昭和2年 地上1階

2（110） 木造 昭和38年 地上2階

2（111） 木造 昭和35年 地上2階

2（112） 木造 昭和10年 地上1階

2（113） 木造 昭和30年 地上1階

2（114） 木造 昭和40年 地上1階

2（115） 木造 昭和5年 地上1階

2（116） 木造 大正6年 地上1階

2（117） 木造 明治20年 地上1階

2（118） 木造 昭和5年 地上1階

付属家 4540

倉庫 6624

倉庫 6942

専用住宅 8264

併用住宅 2231

付属家 1490

付属家 439

付属家 1100

付属家 879

付属家 4135

専用住宅 11317

付属家 1983

付属家 1490

付属家 7438

付属家 1983

付属家 495

付属家 1983

付属家 4297

付属家 8264

付属家 991

工場等 3966

付属家 1239

工場等 3966

付属家 2070

付属家 5299

倉庫 3311

併用住宅 1322

専用住宅 1322

付属家 3966

付属家 991

工場等 3966

付属家 1487

専用住宅 10495

付属家 495

工場等 6610

付属家 4968

付属家 991

付属家 6610

工場等 3974

付属家 3974

付属家 1652

倉庫 5962

付属家 248

付属家 3304

倉庫 5784

付属家 1239

付属家 1735

付属家 1983

倉庫 3966

専用住宅 4628

付属家 1322

付属家 4132

付属家 1487
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番号 構造 建築年次 階層種類 床面積（㎡）

2（119） 木造 昭和30年 地上2階

2（120） 木造 大正2年 地上1階

2（121） 石造 昭和33年 地上1階

2（122） 木造 昭和28年 地上1階

2（123） 木造 昭和43年 地上1階

2（124） 木造 昭和26年 地上2階

2（125） 木造 昭和27年 地上2階

2（126） 木造 昭和5年 地上1階

2（127） 木造 明治23年 地上1階

2（128） 木造 昭和5年 地上1階

2（129） 木造 昭和23年 地上2階

2（130） 木造 昭和7年 地上1階

2（131） 石造 昭和40年 地上2階

2（132） 木造 昭和40年 地上2階

2（133） 木造 昭和10年 地上1階

2（134） 木造 昭和35年 地上1階

2（135） 木造 明治35年 地上1階

2（136） 木造 明治40年 地上1階

2（137） 木造 明治44年 地上1階

2（138） 木造 昭和14年 地上2階

2（139） 木造 昭和23年 地上1階

2（140） 木造 明治40年 地上1階

2（141） 木造 昭和33年 地上1階

2（142） 木造 明治10年 地上2階

2（143） 木造 明治10年 地上1階

2（144） 木造 昭和29年 地上2階

2（145） 木造 昭和24年 地上2階

2（146） 木造 昭和26年 地上1階

2（147） 木造 昭和39年 地上2階

2（148） 木造 昭和25年 地上2階

2（149） 木造 昭和30年 地上1階

2（150） 木造 昭和34年 地上1階

2（151） 木造 昭和30年 地上1階

2（152） 木造 明治40年 地上2階

2（153） 木造 昭和25年 地上1階

2（154） 木造 昭和20年 地上1階

2（155） 木造 昭和17年 地上1階

2（156） 木造 昭和10年 地上1階

2（157） 木造 昭和25年 地上1階

2（158） 木造 昭和42年 地上1階

2（159） 木造 昭和38年 地上2階

2（160） 木造 昭和42年 地上1階

2（161） 木造 昭和20年 地上1階

付属家 1987

工場等 1487

付属家 770

工場 5630

付属家 2975

付属家 3974

倉庫 3974

付属家 1242

付属家 1735

付属家 3966

付属家 3643

付属家 991

付属家 1983

付属家 4958

付属家 1987

工場等 3974

付属家 4446

付属家 5118

付属家 826

付属家 3305

倉庫 3974

付属家 1487

付属家 4038

付属家 495

付属家 1239

付属家 3974

倉庫 3974

付属家 1487

専用住宅 4462

付属家 1735

倉庫 3974

倉庫 6624

付属家 1987

付属家 991

付属家 3974

付属家 1983

専用住宅 9256

付属家 1652

付属家 495

付属家 1652

付属家 4297

専用住宅 13110

倉庫 8280
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