
横瀬町内の指定文化財（国・県・町）一覧 

・国指定２件 県指定６件 町指定４６件  合計５４件 

 

有形文化財 建造物 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定２件      

町指定 島田家建造物 １棟 横瀬町大字横瀬 1310番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 愛宕神社本殿 １棟 横瀬町大字横瀬 3663番地 3 個人 昭和 63年 7月 20日指定 

 

有形文化財 絵画 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定６件      

町指定 姥神の絵馬 １面 横瀬町大字芦ヶ久保 1144番地 1 第 21区 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 里宮本殿絵馬 １面 横瀬町大字横瀬 879 番地 個人 平成元年 3月 30日指定 

町指定 御嶽神社里宮社務所の

杉戸絵 

24面 横瀬町大字横瀬 879 番地 個人 平成元年 3月 30日指定 

町指定 札所六番の紙本着色荻

野堂縁起絵巻 

1巻 横瀬町大字横瀬 1430番地 個人 平成元年 3月 30日指定 

町指定 札所七番の紙本着色涅

槃図 

1幅 横瀬町大字横瀬 1508番地 個人 平成元年 3月 30日指定 

町指定 紙本墨画淡彩出山釈迦

図 

1軸 横瀬町大字横瀬 6086番地 個人 令和 3年 11月 25日指定 

https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1257
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1253
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/836
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/835
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/834
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/834
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/833
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/833
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/832
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/832
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/29510
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/29510


有形文化財 彫刻 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定 10件      

町指定 茂林寺の舟乗観音 1躯 横瀬町大字芦ヶ久保 200番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 八阪神社 1棟 横瀬町大字横瀬 3306番地 2 八阪神社大行事会 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 卜雲寺の清涼寺式釈迦

如来立像 

1躯 横瀬町大字横瀬 1430番地 個人 昭和 63年 3月 25日指定 

町指定 中郷の諏訪神社 1棟 横瀬町大字横瀬 4590番地 個人 昭和 63年 3月 25日指定 

町指定 赤谷観音堂の十六善神

像 

1基 横瀬町大字芦ヶ久保 1144番地 1 第 21区 昭和 63年 3月 25日指定 

町指定 御嶽神社里宮社務所の

欄間彫刻 

13面 横瀬町大字横瀬 879 番地 個人 平成元年 3月 30日指定 

町指定 摩利支天像 1基 横瀬町大字横瀬 5108番地 個人 平成 5年 2月 12日指定 

町指定 茂林寺の閻魔王像 1躯 横瀬町大字芦ヶ久保 200番地 個人 平成 11年 4月 11日指定 

町指定 木造聖観音坐像 1躯 横瀬町大字横瀬 5151番地 個人 令和 3年 11月 25日指定 

町指定 大慈寺本堂本尊厨子 1基 横瀬町大字横瀬 5151番地 個人 令和 3年 11月 25日指定 

 

有形文化財 古文書 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定２件      

町指定 加藤家古文書 1括 横瀬町大字横瀬 2000番地 横瀬町（寄託） 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 若林家永年日記 1冊 横瀬町大字横瀬 6110番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

 

https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/831
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/830
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/829
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/829
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/828
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/817
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/817
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/819
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/819
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/816
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/815
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/25194
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/25205
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/813
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/723


有形文化財 工芸品 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定２件      

町指定 武甲山御嶽神社の宮殿 1基 横瀬町大字横瀬 8645番地 個人 昭和 63年 3月 25日指定 

町指定 銅鐘 1口 横瀬町大字横瀬 6119番地 個人 令和 3年 11月 25日指定 

 

有形文化財 歴史資料 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定２件      

町指定 建武年代の板碑 2基 横瀬町大字横瀬 2000番地 横瀬町 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 今市の石塔 1基 横瀬町大字横瀬 1873番地 16 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

 

有形民俗文化財 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定５件      

県指定 横瀬の人形芝居舞台 １式 横瀬町大字横瀬 6110番地 個人 令和４年３月１８日 

町指定 芦ヶ久保の山車 1基 横瀬町大字芦ヶ久保 140番地 1 第 18区 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 宇根の山車 2基 横瀬町大字横瀬 3306番地 2 八阪神社大行事会 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 本橋家気楽流柔術資料 1括 横瀬町大字横瀬 2000番地 横瀬町 昭和 48年 6月 14日指定 

町指定 宇根の錦写絵 1組 横瀬町大字横瀬 2000番地 横瀬町 昭和 63年 3月 25日指定 

 

 

 

https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/814
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/29517
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/806
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/720
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/53001
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/718
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/716
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/714
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/712


 

無形民俗文化財 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定３件      

県指定 横瀬の人形芝居  横瀬町大字横瀬 6110番地 横瀬人形芝居保存

会 

昭和 52年 3月 29日指定 

県指定 芦ヶ久保の獅子舞  横瀬町大字芦ヶ久保 202番地 3 芦ヶ久保獅子舞保

存会 

昭和 54年 3月 27日指定 

町指定 里宮の神楽  横瀬町大字横瀬 879 番地 武甲山御嶽神社里

宮太々神楽保存会 

昭和 48年 1月 31日指定 

 

史跡 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定 12件      

町指定 札所五番語歌堂  横瀬町大字横瀬 6119番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 札所六番卜雲寺（荻野

堂） 

 横瀬町大字横瀬 1430番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 札所七番法長寺（牛伏

堂） 

 横瀬町大字横瀬 1508番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 札所八番西善寺  横瀬町大字横瀬 598 番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 札所九番明智寺  横瀬町大字横瀬 2157番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 札所十番大慈寺  横瀬町大字横瀬 5151番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 根古屋城址  横瀬町大字横瀬 7926番地 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1267
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1265
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/710
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/708
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/706
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/706
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/704
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/704
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/701
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/699
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/695
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/804


町指定 古御嶽城址  横瀬町大字横瀬 8095番地 1、他 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 追分の道標  横瀬町大字芦ヶ久保 1454番地 2 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 持山寺跡  横瀬町大字横瀬 8653番地 団体 昭和 48年 4月 16日指定 

町指定 気楽流柔術家加藤良正

の碑 

1基 横瀬町大字横瀬 1095番地 個人 昭和 48年 6月 14日指定 

町指定 数術家加藤兼安の碑 1基 横瀬町大字横瀬 5044番地 1 個人 平成 3年 5月 16日指定 

 

旧跡 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定 1件      

県指定 秩父絹発祥の地 城谷

沢の井 

 横瀬町大字横瀬 649 番地 横瀬町 昭和 36年 9月 1日指定 

 

名勝 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定 1件      

県指定 外秩父丸山の眺望  横瀬町大字芦ヶ久保字沼ノ久保

886番 4、895番 4 

埼玉県（埼玉県県民

の森展望広場の一

部 1,500㎡） 

平成 27年 3月 13日指定 

 

 

 

 

https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/803
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/802
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/801
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/793
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/793
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/800
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1263
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1263
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1259


 

天然記念物 

指定種別 名 称 員 数 所 在 地 所有者（管理者） 備 考 

指定８件      

国指定 武甲山石灰岩地特殊植

物群落 

 横瀬町大字横瀬 8253番地 団体 昭和 26年 6月 9日指定 

国指定 古秩父湾堆積層及び海

棲哺乳類化石群（新田

橋の礫岩露頭） 

 横瀬町大字横瀬字寺坂1902番1、

同 1906番 2 

横瀬町（横瀬町都市

公園「ウォーターパ

ーク・シラヤマ」内） 

平成 28年 3月１日指定 

県指定 西善寺のコミネカエデ 1本 横瀬町大字横瀬 598 番地 個人 昭和 25年 3月 20日指定 

町指定 チチブベニシダレザク

ラ 

1本 横瀬町大字横瀬 2872番地 1 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 ザゼンソウ自生地 1ヵ所 横瀬町大字芦ヶ久保 1483番地 1 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 ザゼンソウ自生地 1ヵ所 横瀬町大字芦ヶ久保 1497番地 5 個人 昭和 48年 1月 31日指定 

町指定 大畑のカヤ 1本 横瀬町大字芦ヶ久保 738番地 個人 昭和 63年 3月 25日指定 

町指定 古峯神社のアカヤシオ

自生地 

 横瀬町大字芦ヶ久保 1435番地 個人 昭和 63年 3月 25日指定 

 

 

https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1271
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1271
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1325
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1325
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1325
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/1261
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/654
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/654
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/652
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/652
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/650
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/648
https://www.town.yokoze.saitama.jp/shisetu-bunka/bunkazai/648

