
令和3年4月1日現在

◆国指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

1 天然記念物 月山 昭和47年12月9日

◆県指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

1 絵画 紙本淡彩　清河八郎像　藤本鉄石筆 1幅 昭和31年5月11日

2 工芸品 色々威胴丸 1領 昭和31年5月11日

3 歴史資料 清河八郎関係資料 27件49点 昭和39年7月6日

4 史跡 北楯大学墓 1基 昭和30年8月1日

5 天然記念物 三ヶ沢の乳イチョウ 昭和30年8月1日

6 天然記念物 払田の地蔵のマツ 昭和33年7月25日

◆町指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

1 建造物 皇大神社本殿 1棟 昭和43年12月10日

2 建造物 安保氏供養塔 1基 昭和57年3月30日

3 建造物 余目八幡神社宮殿 1基 平成4年3月26日

4 建造物 余目八幡神社拝殿 1棟 平成4年3月26日

5 絵画 紙本墨画　市原円潭筆　十二天像屏風 6曲1双 昭和43年12月10日

6 絵画 絹本着色　雪景の図屏風 4曲1隻 昭和48年2月7日

7 絵画 紙本著色　仏涅槃図 1枚 昭和62年2月6日

8 絵画 北館大学利長公像 1幅 平成元年3月23日

9 絵画 八幡の森 1枚 平成4年3月26日

10 絵画 紙本彩色　松鶴図屏風 1隻 平成6年8月1日

11 絵画 絹本著色　釈迦如来図　兆殿司筆 1幅 平成7年3月31日

12 絵画 紙本墨画　疎山寿塔図（他二幅）海北友松筆 3幅 平成7年3月31日

13 絵画 仏涅槃図 1幅 平成17年2月18日

14 彫刻 銅造　阿弥陀三尊懸仏 1面 昭和43年12月10日

15 彫刻 銅造　阿弥陀如来立像及両脇侍立像 3軀 昭和48年2月7日

庄内町の文化財一覧



令和3年4月1日現在

庄内町の文化財一覧

◆町指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

16 彫刻 木造　十一面千手観音菩薩立像 1軀 昭和48年2月7日

17 彫刻 円空作　観音菩薩立像 1軀 昭和48年2月7日

18 彫刻 木造　阿弥陀如来立像 1軀 昭和52年6月7日

19 彫刻 木造　金剛力士立像 2軀 昭和52年6月7日

20 彫刻 銅造　大日如来立像 1軀 昭和52年6月7日

21 彫刻 銅造　玄翁和尚像 1軀 昭和57年2月4日

22 彫刻 木造　聖観音坐像 1軀 昭和59年8月30日

23 彫刻 木彫　梅川模様欄間 2面1対 平成元年3月23日

24 彫刻 木造　虚空蔵菩薩坐像 1軀 平成6年4月18日

25 彫刻 石造　胎蔵界大日如来坐像 1軀 平成2年3月31日

26 彫刻 板彫仁王像 2躯 平成25年7月23日

27 工芸品 銅製　鏧子 1個 昭和43年12月10日

28 工芸品 鉄製　鉢 1鉢 昭和43年12月10日

29 工芸品 鉄製　鰐口 1口 昭和52年6月7日

30 工芸品 百万塔陀羅尼 1組 昭和62年2月6日

31 工芸品 智敬寺の鐘 1口 昭和62年2月6日

32 工芸品 竪矧黒塗皺韋包二枚胴具足 1領 平成元年3月23日

33 工芸品 鰐口 1口 平成6年4月18日

34 工芸品 鉄製懸仏　阿弥陀如来 1軀 平成6年8月1日

35 工芸品 鉄製懸仏　稲荷神眷属 2面対 平成6年8月1日

36 工芸品 円鏡 2面 平成6年8月1日

37 工芸品 円鏡 3面 平成6年8月1日

38 工芸品 柄鏡 1面 平成6年8月1日

39 工芸品 鰐口 1口 平成6年8月1日

40 工芸品 金銅仏　阿弥陀如来 1躯 平成7年3月31日

41 工芸品 金銅仏　蔵王権現 1躯 平成7年3月31日

42 工芸品 金銅仏　釈迦如来坐像 1躯 平成7年3月31日

43 工芸品 薄茶地花唐草模様蜀江錦袈裟　伝　後花園天皇着用 1領 平成9年3月4日

44 書跡 紙本墨書　宗賢和尚筆　「梵字」 1幅 昭和59年8月30日

45 書跡 梅山聞本禅師親筆 1幅 昭和62年2月6日



令和3年4月1日現在

庄内町の文化財一覧

◆町指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

46 書跡 有栖川熾仁親王書　「八幡宮」 1幅 平成元年3月23日

47 書跡 絹本墨書　「化成学校」　三条実美筆 1幅 平成9年3月4日

48 典籍 石髙絵図 1幅 昭和43年12月10日

49 典籍 菖蒲氏年代記 1冊 昭和59年8月30日

50 典籍 庄内櫛引郡御検地之帳　立谷澤村 1冊 平成5年12月8日

51 古文書 紙本墨書　最上家文書 5通 昭和43年12月10日

52 古文書 紙本墨書　北館文書 6通 昭和58年3月7日

53 古文書 最上義光書簡 7枚 昭和62年2月6日

54 古文書 瀬場砂金関係文書 3通 平成5年12月8日

55 古文書 白山家所蔵古文献 17点 平成6年4月18日

56 考古資料 石棒 1本 昭和57年3月30日

57 考古資料 須恵器　壺 1個 昭和57年3月30日

58 考古資料 櫛目文経筒外容器 1個 昭和57年3月30日

59 考古資料 須恵器　墨書杯 2枚 昭和57年3月30日

60 考古資料 須恵器　壺 1個 昭和57年3月30日

61 考古資料 石棺 1組 昭和62年2月6日

62 歴史資料 化成学校校名額 1枚 昭和57年3月30日

63 歴史資料 稲刈天覧図 1枚 昭和57年3月30日

64 歴史資料 彦作堰計画絵図 2枚 昭和57年3月30日

65 歴史資料 平田山出入山界絵図 1枚 昭和57年3月30日

66 歴史資料 万福寺古碑 1基 昭和57年3月30日

67 歴史資料 平田山山札 1組 昭和59年8月30日

68 歴史資料 大堰水掛り絵図 1枚 昭和59年8月30日

69 歴史資料 絵馬　地租改正実測図 1枚 昭和62年12月23日

70 歴史資料 稲垣家所蔵古文献 12冊 平成16年1月15日

71 歴史資料 清河八郎自筆書関係 26件30点 平成17年5月6日

72 歴史資料 清河八郎遺品関係 5件14点 平成17年5月6日

73 歴史資料 勤皇志士自筆書画関係 7件8点 平成17年5月6日

74 歴史資料 清河八郎自筆書関係 20件235点 平成23年3月28日

75 歴史資料 勤皇志士自筆書画関係 18件110点 平成23年3月28日



令和3年4月1日現在

庄内町の文化財一覧

◆町指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

76 有形民俗文化財 絵馬　神功皇后と武内宿彌図 1枚 昭和62年12月23日

77 有形民俗文化財 絵馬　安保秋山の討合い図 1枚 昭和62年12月23日

78 有形民俗文化財 絵馬　安保秋山の討合い図 1枚 昭和62年12月23日

79 有形民俗文化財 絵馬　安保秋山の討合い図 1枚 昭和62年12月23日

80 有形民俗文化財 九頭龍大権現碑 1基 平成2年3月31日

81 有形民俗文化財 紙本彩色　十三仏図 1幅 平成6年4月18日

82 有形民俗文化財 絹本金地　西国三十三観音図 1幅 平成6年4月18日

83 有形民俗文化財 絹本金地　阿弥陀如来図 1幅 平成6年8月1日

84 有形民俗文化財 龍神供養塔碑 1基 平成16年6月24日

85 有形民俗文化財 龍神碑 1基 平成16年6月24日

86 有形民俗文化財 龍神供養塔碑 1基 平成16年6月24日

87 有形民俗文化財 龍神供養塔碑 1基 平成16年6月24日

88 有形民俗文化財 龍神碑 1基 平成16年6月24日

89 有形民俗文化財 龍神碑 1基 平成16年6月24日

90 有形民俗文化財 龍神供養塔碑 1基 平成16年6月24日

91 有形民俗文化財 龍神碑 1基 平成16年6月24日

92 無形民俗文化財 四ヶ村獅子踊 平成5年2月24日

93 無形民俗文化財 茗荷瀬神楽 平成5年2月24日

94 史跡 梵天塚古墳 1基 昭和49年7月19日

95 史跡 「松山－鶴岡街道」　古関の追分け石 1基 昭和62年2月6日

96 史跡 主殿新田庚申塔追分け石 1基 昭和62年2月6日

97 史跡 「酒田－鶴岡街道」　家根合の追分け石 1基 昭和62年2月6日

98 史跡 「酒田－鶴岡街道」　杉浦の追分け石 1基 昭和62年2月6日

99 史跡 「三山街道」　杉浦の追分け石と休石 3基 昭和62年2月6日

100 史跡 鶴岡－清川街道　南野の追分け石 1基 平成2年3月31日

101 史跡 松山街道　西袋の追分け石 1基 平成2年3月31日

102 史跡 酒田－鶴岡街道　久田の追分け石 1基 平成10年3月31日

103 天然記念物 熊野神社の森 境内全域 昭和48年2月7日

104 天然記念物 沢新田建部神社　﨔 1本 昭和59年8月30日

105 天然記念物 舟つなぎのマツ 1本 平成元年10月25日



令和3年4月1日現在

庄内町の文化財一覧

◆町指定文化財

No. 種別 名称 員数 指定年月日

106 天然記念物 廻館のケヤキ 1本 平成3年5月1日

107 天然記念物 深川のツキ 1本 平成6年4月18日

◆国登録有形文化財

No. 種別 名称 員数 登録年月日

1 建造物 六渕砂防堰堤 1基 平成29年6月28日

2 建造物 瀬場砂防堰堤 1基 平成29年6月28日


