
群馬県内の国指定文化財一覧

No. 文化財種類 No. 種別 名称 員数 指定年月日 所在の場所 所有者(管理者) 備　　考

1 重要文化財 1 建造物(近世以前) 玉村八幡宮本殿(附 棟札－６枚) １棟 明治41.08.01 佐波郡玉村町下新田1 玉村八幡宮

2 重要文化財 2 建造物(近世以前) 雷電神社末社八幡宮稲荷神社社殿 １棟 明治41.08.01 邑楽郡板倉町板倉2334 雷電神社

3 重要文化財 3 建造物(近世以前) 薬師堂(附 宮殿－１基、棟札－５枚) １棟 明治45.02.08 吾妻郡中之条町四万371 宗本寺

4 重要文化財 4 建造物(近世以前) 貫前神社 本殿(附 棟札－２枚)、
　拝殿(附 棟札－１枚)、
　楼門

　１棟
１棟
１棟

明治45.02.08
昭和51.05.20
(追加指定)

富岡市一ノ宮1535 貫前神社

5 重要文化財 5 建造物(近世以前) 東照宮 本殿(附 厨子及び須弥壇－１具)、
　唐門、
　拝殿(附 鉄燈籠－１基、棟札－７枚)

１棟
１棟
１棟

昭和31.06.28 太田市世良田町3119-1 東照宮

6 重要文化財 6 建造物(近世以前) 旧生方家住宅 １棟 昭和45.06.17 沼田市西倉内町594沼田公園内 沼田市

7 重要文化財 7 建造物(近世以前) 旧茂木家住宅 １棟 昭和45.06.17 富岡市宮崎329宮崎公園内 富岡市

8 重要文化財 8 建造物(近世以前) 阿久沢家住宅 １棟 昭和45.06.17 前橋市柏倉町604 前橋市

9 重要文化財 9 建造物(近世以前) 旧黒澤家住宅 １棟 昭和45.06.17 多野郡上野村楢原甲200 上野村

10 重要文化財 10 建造物(近世以前) 富沢家住宅(附 祈祷札－１枚) １棟 昭和45.06.17 吾妻郡中之条町大道1274 中之条町

11 重要文化財 11 建造物(近世以前) 旧戸部家住宅 １棟 昭和45.06.17 利根郡みなかみ町湯原443 みなかみ町

12 重要文化財 12 建造物(近代) 旧群馬県衛生所 １棟 昭和51.02.03 桐生市相生町2-414-6 桐生市

13 重要文化財 13 建造物(近世以前) 妙義神社 本殿・幣殿・拝殿
 （附　神饌所－１棟、透塀－１棟、棟札－１
枚、銘札－１枚、旧屋根銅瓦－１枚)
　唐門
　総門

１棟

１棟
１棟

昭和56.06.05 富岡市妙義町妙義3 妙義神社

14 重要文化財 14 建造物(近世以前) 彦部家住宅 主屋・長屋門・冬住み・穀倉・文
庫倉、宅地

５棟
20,607.15㎡

平成04.08.10 桐生市広沢町 個人

15 重要文化財 15 建造物(近代) 旧碓氷峠鉄道施設
　第二橋梁、第三橋梁、第四橋梁、
　第五橋梁、第六橋梁、第七橋梁、
　第十三橋梁
　第一隧道、第二隧道、第三隧道、
　第四隧道、第五隧道、第六隧道、
　第七隧道、第八隧道、第九隧道、
　第十隧道、第十七隧道
　丸山変電所機械室、
　丸山変電所蓄電池室、
　熊ノ平変電所本屋
（附　第七溝渠－１基、第八溝渠－１基、第
十溝渠－１基、第十一溝渠－１基、第十二
溝渠－１基、第十三溝渠－１基、第十四溝
渠－１基、第十六隧道出口部－１所、下り押
下隧道－１所、下り突入隧道－１所、碓日嶺
鐵道碑－１基、信越線（碓氷線）橋梁図面－
70枚、電化工事関係資料－155点）
　山林、雑種地、鉄道用地、畑及び保安林

７基

１１所

３棟

211,305.69
㎡

平成05.08.17
平成06.12.27
（追加指定）
平成30.08.17
（名称変更・
　追加指定）

安中市松井田町 安中市 「碓氷峠鉄道
施設」より名称
変更（平成
30.08.17）

16 重要文化財 16 建造物(近代) 丸沼堰堤 １基 平成15.12.25 利根郡片品村大字東小川字根子
4658-4，4658-5

東京電力(株)

17 重要文化財 17 建造物(近世以前) 榛名神社 本社・幣殿・拝殿、国祖社及び
　額殿、神楽殿、双龍門、神幸殿、随神門

６棟 平成17.12.27 高崎市榛名山町849 榛名神社
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18 重要文化財 18 建造物(近代) 旧富岡製糸場
　繰糸所、東置繭所、西置繭所(国宝)
　蒸気釜所、鉄水溜、下水竇及び外竇、
　首長館、女工館、検査人館

３棟
４棟１基１所

平成18.07.05
平成26.12.10
　(国宝指定)

富岡市富岡１ 富岡市

19 重要文化財 19 建造物（近代） 旧新町紡績所
　工場本館、機関室、修繕場、倉庫、
　二階家煉瓦庫

５棟 平成27.07.08 高崎市新町2330 クラシエフーズ(株)

20 重要文化財 20 建造物（近代） 旧中島家住宅
　主屋、土蔵、氏神社、正門及び門衛所
（附　番頭部屋－１棟、附属屋－１棟、外塀
－１棟、中門及び塀－１棟）、宅地

４棟 平成28.07.25 太田市押切町1417 太田市

21 重要文化財 21 建造物（近代） 臨江閣
　本館
　　（附　天皇東宮行幸啓関係資料－６冊）
　別館
　茶室

３棟 平成30.08.17 前橋市大手町3-1-2 前橋市

22 重要文化財 22 建造物（近世以前） 曹源寺栄螺堂 １棟 平成30.12.25 太田市東今泉町甲165 曹源寺
23 重要文化財 23 建造物（近代） 塩原家住宅

　主屋
　裏蔵
　稲荷社

３棟 令和1.12.27 前橋市田口町 個人

24 重要文化財 1 建造物(石造文化財) 塔婆(石造三重塔) １基 昭和18.06.09 桐生市新里町山上2556 桐生市

25 重要文化財 2 建造物(石造文化財) 笠卒塔婆 １基 昭和28.08.29 渋川市石原1361 個人

26 重要文化財 3 建造物(石造文化財) 長楽寺宝塔 １基 昭和36.03.23 太田市世良田町3119-4 長楽寺

27 重要文化財 1 絵画 紙本著色地蔵菩薩霊験記 １巻 昭和34.06.27 富岡市妙義町妙義1 妙義神社(東京国立博物館)

28 重要文化財 2 絵画 絹本墨画 出山釈迦図 １幅 昭和39.05.26 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)

29 重要文化財 3 絵画 絹本著色 羅漢像 金大受筆 １幅 昭和48.06.06 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立近代美術館)

30 重要文化財 4 絵画 紙本墨画山水図 「赤縄｣印 ２幅 昭和48.06.06 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立近代美術館)

31 重要文化財 5 絵画 紙本著色 泰西王侯図 ２幅 昭和49.06.08 高崎市綿貫町992-1 満福寺(県立歴史博物館)

32 重要文化財 1 彫刻 鉄造 阿弥陀如来坐像 １躯 昭和03.08.17 前橋市端気町337 善勝寺

33 重要文化財 2 彫刻 石造 不動明王立像(附 像内納入品一括) １躯 昭和38.02.14 渋川市赤城町宮田1494 不動寺

34 重要文化財 3 彫刻 銅造阿弥陀如来及両脇侍立像 ３躯 平成19.06.08 桐生市西久方町1-10-11 青蓮寺

35 重要文化財 1 工芸品 白銅月宮鑑 １面 明治45.02.08 富岡市一ノ宮1535 貫前神社

36 重要文化財 2 工芸品 銅鏡(梅雀文様・竹虎文様) ２面 大正06.04.05 富岡市一ノ宮1535 貫前神社

37 重要文化財 3 工芸品 太刀 銘了戒（附 銀造沃懸地太刀拵） １口 大正10.04.30 高崎市綿貫町992-1
（太田市世良田町3119-1：附 銀造
沃懸地太刀拵）

東照宮(県立歴史博物館)

38 重要文化財 4 工芸品 銅五種鈴 １具 平成19.06.08 邑楽郡千代田町赤岩１０４１ 光恩寺

39 重要文化財 1 書跡 紫紙金字華厳経巻第六十五 １巻 昭和17.06.26 利根郡みなかみ町 個人

40 重要文化財 2 書跡 紺紙銀字華厳経巻第一 １巻 昭和17.06.26 利根郡みなかみ町 個人

41 重要文化財 3 書跡 大般若経巻第二百五十七 １巻 昭和19.09.05 利根郡みなかみ町 個人 平成03.05.23
所有者変更で
本県へ

42 重要文化財 1 古文書 紙本墨書長楽寺文書(１１５通) ７巻 昭和13.07.04 高崎市綿貫町992-1 長楽寺(県立歴史博物館)
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43 重要文化財 1 考古資料 上野国保渡田薬師塚古墳出土品
　銅鏡－１面、瑪瑙製勾玉－３顆、
　瑠璃製勾玉－２顆(内１顆頭部欠損)
　碧玉管玉－９個、瑠璃丸玉－360個
　銅製馬鐸－３口、銅製轡鏡板－１対
　銅製三葉形杏葉－７枚、
　銅製剣頭形杏葉－２枚、
　銅製剣頭形杏葉－１枚、
　銅製花弁形金具－２枚、
　銅製十字形辻金具－１個、
　銅製轡鏡板形辻金具－１個

昭和14.09.08 高崎市保渡田町1872 西光寺

44 重要文化財 2 考古資料 上野国山王廃寺 塔心柱根巻石 １具 昭和28.11.14 前橋市総社町総社2048 群馬県(前橋市保管)

45 重要文化財 3 考古資料 埴輪 男子立像 １躯 昭和33.02.08 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館

46 重要文化財 4 考古資料 埴輪 男子立像 １躯 昭和33.02.08 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館

47 重要文化財 5 考古資料 埴輪 男子倚像 １躯 昭和33.02.08 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館

48 重要文化財 6 考古資料 埴輪 武装男子立像 １躯 昭和33.02.08 伊勢崎市三光町6-10 (公財)相川考古館

49 重要文化財 7 考古資料 埴輪 鶏 １箇 昭和34.06.27 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

50 重要文化財 8 考古資料 上野国八幡観音塚古墳出土品
　銅鏡－４面、金環－７対、銀釧－１箇、
　銅承台付蓋鋺－２口、銅鋺－２口、
　銀荘圭頭太刀－１口、銀荘横刀－２口、
　銀鷄冠頭柄頭－１箇、
　銀圭頭・柄頭残闕・銀鞘尻－１具、
　刀子残闕銀柄頭．鞘口．鞘尻．１具共
　　－３口分、
　鉄鉾身・石突２箇共－１口、
　銅製約－７箇、
　銀透彫金具－２箇、
　銀弭金物・残欠１箇共－３箇、
　挂甲札残闕－１括、金銅透彫杏葉－４枚、
　鉄地金銅張杏葉－４枚、
　金銅鈴付辻金具・端金具等－１７箇、
　鉄地金銅張雲珠残闕・辻金具・
　　端金具等－１括、
　金銅鞍・銀座金付－４箇、金銅鞖-３箇、
　鉄鞖・残欠共－１括、鉄轡残闕－1、
　金銅環状金具－２枚、貼銀銅金具－２枚、
　銅飾鋲－２６箇、蓋形銀製品－１箇、
　銀縁金具－１箇、
　其他鉄斧頭・鉄鑓鉋・鉄鏃・鉄釘等
　　－１括、
　須恵器－７口

昭和36.02.17 高崎市八幡町800-144ほか 高崎市
(高崎市観音塚考古資料館)

51 重要文化財 9 考古資料 土偶 １箇 昭和40.05.29 前橋市 個人(東京国立博物館) 吾妻町郷原出
土

52 重要文化財 10 考古資料 緑釉水注
緑釉埦
緑釉皿
銅鋺(附 土師埦残欠共一括)

１口
３口
４枚
１口

昭和41.06.11 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館) 山王廃寺出土
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53 重要文化財 11 考古資料 岩版 １箇 昭和48.06.06 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館) 境町北米岡出
土

54 重要文化財 12 考古資料 上野千網谷戸遺跡出土品 １括
3297点

昭和59.06.06 高崎市綿貫町992-1 桐生市(県立歴史博物館)

55 重要文化財 13 考古資料 深鉢形土器
浅鉢形土器
(群馬県勢多郡北橘村房谷戸遺跡出土品)

９箇
１箇

平成03.06.21 渋川市北橘町下箱田784-2
（群馬県埋蔵文化財調査センター）
高崎市綿貫町992-1
（県立歴史博物館）

群馬県

56 重要文化財 14 考古資料 群馬県茅野遺跡出土品 １括 平成04.06.22 北群馬郡榛東村山子田1912 榛東村(耳飾り館)

57 重要文化財 15 考古資料 平井１号古墳出土品 １括 平成09.06.30 藤岡市白石1291-1 藤岡市

58 重要文化財 16 考古資料 群馬県道訓前遺跡出土品 １括
165点

平成19.06.08 渋川市北橘町真壁246-1 渋川市(渋川市北橘歴史資料
館)

59 重要文化財 17 考古資料 群馬県下宿遺跡出土品
　深鉢形土器・土器片
　石器
　（附　石核・剥片）

36点
61点
30点

平成29.09.15 太田市世良田町3113-9 太田市
（太田市立新田荘歴史資料
館）

60 重要文化財 1 歴史資料 群馬県行政文書 17858点 平成22.06.29 前橋市文京町三丁目27-26 群馬県(県立文書館)

1 無形文化財 1 重要無形文化財 木工芸　須田賢司 平成26.10.23 甘楽郡甘楽町 須田賢司

1 民俗文化財 1 重要有形民俗文化財 上三原田の歌舞伎舞台 １棟 昭和35.06.09 渋川市赤城町上三原田字円並
269-1

上三原田自治会(渋川市)

2 民俗文化財 2 重要有形民俗文化財 上州の小正月ツクリモノ 737点 平成06.12.13 高崎市綿貫町992-1 群馬県(県立歴史博物館)

3 民俗文化財 3 重要有形民俗文化財 上州藤原(旧雲越家)の生活用具及び民家 2797点
１棟

平成09.12.15 利根郡みなかみ町藤原字山口
3688

みなかみ町

4 民俗文化財 1 重要無形民俗文化財 安中中宿の燈籠人形 昭和52.05.17 安中市中宿地区 中宿糸操燈籠人形保存会

5 民俗文化財 2 重要無形民俗文化財 上州白久保のお茶講 平成02.03.29 吾妻郡中之条町五反田3795-2 白久保お茶講保存会

6 民俗文化財 3 重要無形民俗文化財 片品の猿追い祭 平成12.12.27 利根郡片品村花咲2021(武尊神
社)

猿追い祭保存会

7 民俗文化財 4 重要無形民俗文化財 樋越神明宮の春鍬祭 平成14.02.12 佐波郡玉村町樋越 神明宮春鍬保存会

1 記念物 1 史跡(古墳) 浅間山古墳
　（追加指定）

昭和02.04.08
令和03.03.26

高崎市倉賀野町東上正六甲312ほ
か

個人・高崎市

2 記念物 2 史跡(古墳) 大鶴巻古墳 昭和02.04.08 高崎市倉賀野町下正六661ほか 個人ほか(高崎市)

3 記念物 3 史跡(古墳) 女体山古墳 昭和02.04.08 太田市内ヶ島町1506ほか 太田市ほか(太田市)

4 記念物 4 史跡(古墳) 前二子古墳 昭和02.04.08 前橋市西大室町2659-1ほか 前橋市

5 記念物 5 史跡(古墳) 中二子古墳 昭和02.04.08 前橋市西大室町1501ほか 前橋市

6 記念物 6 史跡(古墳) 後二子古墳ならびに小古墳 昭和02.04.08 前橋市西大室町2142ほか 前橋市

7 記念物 7 史跡(古墳) 二子山古墳 昭和02.04.08 前橋市総社町植野368 国有地(前橋市)

8 記念物 8 史跡(古墳) 二子山古墳 昭和02.06.14 前橋市文京町3-26 国有地(前橋市)

9 記念物 9 史跡(古墳) 七輿山古墳
　(追加指定)

昭和02.06.14
平成08.09.26

藤岡市上落合甲831 国有地(藤岡市)

10 記念物 10 史跡(古墳) 天神山古墳
　(追加指定)

昭和16.01.27
平成22.08.05

太田市内ヶ島町1606ほか 太田市ほか

11 記念物 11 史跡(古墳) 宝塔山古墳 昭和19.11.13 前橋市総社町総社1606 光厳寺ほか(前橋市)

12 記念物 12 史跡(古墳) 観音塚古墳 昭和23.01.14 高崎市八幡町1087 高崎市
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13 記念物 13 史跡(古墳) 八幡山古墳
　(追加指定)
　(追加指定)
　(追加指定)

昭和24.07.13
昭和55.03.22
平成15.08.27
令和2.03.10

前橋市朝倉町4-9-3 前橋市

14 記念物 14 史跡(古墳) 観音山古墳 昭和48.04.14 高崎市綿貫町1752ほか 群馬県

15 記念物 15 史跡(古墳) 蛇穴山古墳 昭和49.12.23 前橋市総社町総社1587 前橋市

16 記念物 16 史跡(古墳) 保渡田古墳群
　(追加指定)

昭和60.09.03
平成15.08.27

高崎市保渡田町・井出町 高崎市ほか

17 記念物 17 史跡(古墳) 白石稲荷山古墳
　(追加指定)

平成05.11.30
平成21.07.23

藤岡市白石1365ほか 藤岡市

18 記念物 18 史跡(古墳) 簗瀬二子塚古墳 平成30.10.15 安中市簗瀬字八幡平748-2ほか 安中市

19 記念物 1 史跡(城館跡等) 金山城跡
　(追加指定)

昭和09.12.28
平成14.09.20

太田市金山町40-16ほか 太田市ほか

20 記念物 2 史跡(城館跡等) 箕輪城跡
　(追加指定)

昭和62.12.27
平成30.10.15

高崎市箕郷町西明屋
高崎市箕郷町東明屋字内出616-1
ほか、同字新廓670-1ほか

高崎市ほか

21 記念物 3 史跡(城館跡等) 岩櫃城跡 令和1.10.16 吾妻郡東吾妻町大字原町字立石
1449ほか

東吾妻町ほか

22 記念物 1 史跡(寺社跡) 上野国分寺跡 大正15.10.20 高崎市東国分町・引間町
前橋市元総社町

群馬県ほか

23 記念物 2 史跡(寺社跡) 山王廃寺跡
　(名称変更・追加指定)

昭和03.02.07
平成20.03.28

前橋市総社町総社2408 日枝神社ほか(前橋市)

24 記念物 3 史跡(寺社跡) 武井廃寺塔跡 昭和16.01.27 桐生市新里町武井598 桐生市

25 記念物 1 史跡(遺跡地) 瀧沢石器時代遺跡
　(追加指定)

昭和02.04.08
平成16.02.27

渋川市赤城町滝沢見立 渋川市ほか

26 記念物 2 史跡(遺跡地) 本郷埴輪窯跡 昭和19.11.13 藤岡市本郷304-1 土師神社

27 記念物 3 史跡(遺跡地) 水上石器時代住居跡

　（追加指定）

昭和19.11.13

平成29.02.09

利根郡みなかみ町大穴
　　　字大久保537、字坂上705
利根郡みなかみ町大穴
　　　字森前536、字大久保537-1、
　　　(前記2筆に挟まれる
　　　　　　　　　　道路敷を含む)
　　　字坂上704-2、705-1、706

個人（みなかみ町）

個人（みなかみ町）
みなかみ町：道路敷

28 記念物 4 史跡(遺跡地) 譲原石器時代住居跡 昭和23.12.18 藤岡市譲原1087 藤岡市

29 記念物 5 史跡(遺跡地) 岩宿遺跡
　（追加指定）

昭和54.08.17
平成29.10.13

みどり市笠懸町阿左美1871ほか みどり市
個人

30 記念物 6 史跡(遺跡地) 女堀
　(追加指定)
　(追加指定)
  (追加指定)

昭和58.10.27
平成06.08.15
平成09.09.11
平成28.10.03

前橋市飯土井町ほか
伊勢崎市赤堀町下触ほか

前橋市二之宮町峰下ほか

前橋市・伊勢崎市

31 記念物 7 史跡(遺跡地) 十三宝塚遺跡 昭和63.01.11 伊勢崎市境伊与久3344-311ほか 伊勢崎市ほか

32 記念物 8 史跡(遺跡地) 日高遺跡
　(追加指定)
　(追加指定)

平成01.11.09
平成10.12.08
平成12.03.07

高崎市日高町高畑前31-2ほか 高崎市ほか
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33 記念物 9 史跡(遺跡地) 黒井峯遺跡 平成05.04.02 渋川市北牧3-42ほか 渋川市

34 記念物 10 史跡(遺跡地) 中高瀬観音山遺跡 平成09.03.17 富岡市中高瀬ほか 富岡市

35 記念物 11 史跡(遺跡地) 矢瀬遺跡 平成09.03.17 利根郡みなかみ町月夜野矢瀬 みなかみ町

36 記念物 12 史跡(遺跡地) 茅野遺跡 平成12.03.07 北群馬郡榛東村長岡 榛東村

37 記念物 13 史跡(遺跡地) 新田荘遺跡
　(追加指定)

平成12.11.01
平成21.07.23

太田市 個人

38 記念物 14 史跡(遺跡地) 西鹿田中島遺跡 平成16.09.30 みどり市笠懸町 みどり市

39 記念物 15 史跡(遺跡地) 北谷遺跡
　(追加指定)

平成17.07.14
令和2.03.10

高崎市引間町・冷水町 個人ほか

40 記念物 16 史跡(遺跡地) 上野国新田郡家跡
　（名称変更・追加指定）

平成20.07.28
平成27.10.07

太田市天良町 太田市ほか

41 記念物 17 史跡(遺跡地) 上野国佐位郡正倉跡
　（追加指定）

平成26.10.06
平成30.02.13

伊勢崎市上植木本町2763ほか
伊勢崎市上植木本町2715-1ほか

伊勢崎市ほか
個人ほか

42 記念物 18 史跡(遺跡地) 上野国多胡郡正倉跡 令和2.03.10 高崎市吉井町池字新井365ほか 高崎市ほか（高崎市）
43 記念物 1 特別史跡(碑・墓所等) 多胡碑 大正10.03.03

昭和29.03.20
高崎市吉井町池1095ほか 国有地(高崎市)

44 記念物 2 特別史跡(碑・墓所等) 山上碑及び古墳 大正10.03.03
昭和29.03.20

高崎市山名町2014 国有地(高崎市)

45 記念物 3 特別史跡(碑・墓所等) 金井沢碑 大正10.03.03
昭和29.03.20

高崎市山名町2334 国有地(高崎市)

46 記念物 1 史跡(その他の史跡) 高山彦九郎宅跡(附 遺髪塚) 昭和06.11.26 太田市細谷町1324-2ほか 個人

47 記念物 2 史跡(その他の史跡) 生品神社境内(新田義貞挙兵伝説地) 昭和09.03.13 太田市新田市野井1934ほか 生品神社

48 記念物 3 史跡(その他の史跡) 旧富岡製糸場 平成17.07.14 富岡市富岡１ 公有地ほか(富岡市)

49 記念物 4 史跡(その他の史跡) 高山社跡
　(追加指定)

平成21.07.23
平成24.09.19

藤岡市高山字竹之本 個人

50 記念物 5 史跡(その他の史跡) 荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡
　
（追加指定）

平成22.02.22

令和03.03.26

下仁田町南野牧ほか・中之条町赤
坂
下仁田町西野牧（春秋館）

下仁田町・中之条町

51 記念物 6 史跡(その他の史跡) 田島弥平旧宅 平成24.09.19 伊勢崎市境島村字新地甲2243、
乙2243

個人

52 記念物 7 史跡(その他の史跡) 旧新町紡績所 平成27.10.07 高崎市新町2330 クラシエフーズ(株)

53 記念物 1 名勝 妙義山 大正12.03.07 富岡市妙義町、下仁田町
安中市松井田町

国有地・県有地

54 記念物 2 名勝 躑躅ヶ岡(ツツジ) 昭和09.12.28 館林市花山町3278ほか 群馬県(館林市)

55 記念物 3 名勝 吾妻峡 昭和10.12.24 吾妻郡東吾妻町・長野原町 国有地ほか(東吾妻町・長野
原町)

56 記念物 4 名勝 楽山園 平成12.03.30 甘楽郡甘楽町大字小幡字中門内 甘楽町ほか

57 記念物 5 名勝 湯畑 平成29.10.13 吾妻郡草津町大字草津 群馬県
草津町

58 記念物 1 名勝及び天然記念物 三波川(サクラ)
　(追加指定及び一部指定解除)

昭和12.04.17
平成22.02.22

藤岡市三波川字久々沢、月吉、大
奈良

藤岡市

59 記念物 2 名勝及び天然記念物 三波石峡 昭和32.07.03 藤岡市譲原 藤岡市
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60 記念物 1 天然記念物及び名勝 吹割渓ならびに吹割瀑 昭和11.12.26 沼田市利根町追貝ほか 国有地ほか(沼田市)

61 記念物 1 天然記念物(植物(独立樹)) 原町の大ケヤキ 昭和08.04.13 吾妻郡東吾妻町原町391 東吾妻町

62 記念物 2 天然記念物(植物(独立樹)) 横室の大カヤ 昭和08.04.13 前橋市富士見町横室1023-1 個人

63 記念物 3 天然記念物(植物(独立樹)) 榛名神社の矢立スギ 昭和08.04.13 高崎市榛名山町849 榛名神社

64 記念物 4 天然記念物(植物(独立樹)) 華蔵寺のキンモクセイ 昭和12.06.15 伊勢崎市華蔵寺町6 華蔵寺

65 記念物 5 天然記念物(植物(独立樹)) 永明寺のキンモクセイ 昭和12.06.15 邑楽郡邑楽町中野2933 永明寺

66 記念物 6 天然記念物(植物(独立樹)) 薄根の大クワ 昭和31.05.15 沼田市石墨町町田飛地2083 個人(沼田市)

67 記念物 1 天然記念物(植物群落等) 安中原市のスギ並木 昭和08.04.13 安中市原市 群馬県(安中土木事務所)

68 記念物 2 天然記念物(植物群落等) 敷島のキンメイチク 昭和28.11.14 渋川市赤城町津久田313-1 津久田八幡宮

69 記念物 3 天然記念物(植物群落等) 湯の丸レンゲツツジ群落 昭和31.05.15 吾妻郡嬬恋村湯の丸 民有地(嬬恋村)

70 記念物 4 天然記念物(植物群落等) 草津白根のアズマシャクナゲおよび
　ハクサンシャクナゲ群落

昭和36.07.06 吾妻郡草津町 国有地(草津町)

71 記念物 1 天然記念物(植物群落及び地
質・岩石等)

六合チャツボミゴケ生物群集の鉄鉱生成地 平成29.02.09 吾妻郡中之条町大字入山字西山
13-3

中之条町

72 記念物 1 天然記念物(地質・岩石等) 川原湯岩脈(臥龍岩及び昇龍岩) 昭和09.12.28 吾妻郡長野原町林1568-1～2ほか 個人ほか(長野原町)

73 記念物 2 天然記念物(地質・岩石等) 上野村亀甲石産地 昭和13.08.08 多野郡上野村楢原 民有地(上野村)

74 記念物 3 天然記念物(地質・岩石等) 生犬穴 昭和13.12.14 多野郡上野村乙父甲1908-1 個人(上野村)

75 記念物 4 天然記念物(地質・岩石等) 岩神の飛石 昭和13.12.14 前橋市昭和町3-29-11 稲荷神社(前橋市)

76 記念物 5 特別天然記念物(地質・岩石
等)

浅間山熔岩樹型 昭和15.08.30 吾妻郡嬬恋村鎌原1053 嬬恋村 昭和27.03.29
特別天然記念
物

77 記念物 1 特別天然記念物(天然保護
区)

尾瀬 昭和31.08.09 利根郡片品村戸倉 国有地ほか 昭和35.06.01
特別天然記念
物

78 記念物 2 天然記念物(天然保護区) 上野楢原のシオジ林 昭和44.07.25 多野郡上野村楢原 国有地(農林水産省)

79 記念物 1 特別天然記念物(動物(種の
指定))

カモシカ 昭和09.08.09 県内各地(地域を定めず) 昭和30.02.15
特別天然記念
物

80 記念物 2 天然記念物(動物(種の指定)) ヤマネ 昭和50.06.26 県内各地(地域を定めず)

81 記念物 3 天然記念物(動物(種の指定)) 日本犬(秋田犬) 昭和06.07.31 県内各地(地域を定めず)

82 記念物 4 天然記念物(動物(種の指定)) 日本犬(柴犬) 昭和11.12.16 県内各地(地域を定めず)

83 記念物 5 天然記念物(動物(種の指定)) 日本犬(紀州犬) 昭和09.05.01 県内各地(地域を定めず)

84 記念物 6 天然記念物(動物(種の指定)) 日本犬(四国犬) 昭和12.06.15 県内各地(地域を定めず)

85 記念物 7 天然記念物(動物(種の指定)) 矮鶏(チャボ) 昭和16.08.01 県内各地(地域を定めず)

86 記念物 8 天然記念物(動物(種の指定)) イヌワシ 昭和40.05.12 県内各地(地域を定めず)

87 記念物 9 天然記念物(動物(種の指定)) ミヤコタナゴ 昭和49.06.25 県内各地(地域を定めず)

88 記念物 10 天然記念物(動物(種の指定)) アユモドキ 昭和52.07.02 県内各地(地域を定めず)


