
群馬県内の国登録有形文化財一覧

箇所 件数 名称 員数 年代 所在の場所 所有者 登録年月日
1 1 群馬県庁本庁舎 １棟 昭和3年 前橋市大手町1-1-1 群馬県 平成08.12.20

2 2 群馬会館                　　 １棟 昭和4年 前橋市大手町2-1-1 群馬県 平成08.12.20

3 3 前橋市水道資料館(旧浄水構場事務所) １棟 昭和4年 前橋市敷島町216 前橋市水道局 平成08.12.20

4 前橋市浄水場配水塔      　　 １基 昭和4年 前橋市敷島町216 前橋市水道局 平成08.12.20

4 5 桐生織物会館旧館        　　 １棟 昭和9年 桐生市永楽町1184-4 桐生織物会館 平成09.05.07

5 6 積善館 山荘            　　 １棟 昭和11年 吾妻郡中之条町大字四万4236-1 個人 平成09.06.12

6 7 水道資料館(元宿浄水場旧事務所) １棟 昭和7年 桐生市元宿町14-37 桐生市 平成09.11.05

8 元宿浄水場喞筒室        　　 １棟 昭和7年 桐生市元宿町14-37 桐生市 平成09.11.05

9 元宿浄水場急速濾過場    　　 １棟 昭和7年 桐生市元宿町14-37 桐生市 平成09.11.05

10 元宿浄水場調整池        　　 １槽 昭和7年 桐生市元宿町14-37 桐生市 平成09.11.05

11 元宿浄水場接合井       　　 １基 昭和7年 桐生市元宿町14-37 桐生市 平成09.11.05

7 12 水道山記念館(旧配水事務所) １棟 昭和7年 桐生市堤町1-5-7 桐生市 平成09.11.05

8 13 桐生市水道局高区配水池  　　 １槽 昭和7年 桐生市堤町1-2816-11 桐生市 平成09.11.05

14 桐生市水道局低区配水池  　　 １槽 昭和7年 桐生市堤町1-2816-11 桐生市 平成09.11.05

15 桐生市水道局高区量水室  　　 １棟 昭和7年 桐生市堤町1-2816-11 桐生市 平成09.11.05

16 桐生市水道局低区量水室  　　 １棟 昭和7年 桐生市堤町1-2816-11 桐生市 平成09.11.05

9 17 桐生市立西公民館本館(旧水道事務所) １棟 昭和7年 桐生市永楽町2-16 桐生市 平成09.11.05

18 桐生市立西公民館機械室(旧水道倉庫) １棟 昭和7年 桐生市永楽町2-16 桐生市 平成09.11.05

10 19 旧土岐家住宅洋館        　　 １棟 大正13年 沼田市西倉内町594 沼田市 平成09.11.05

11 20 分福酒造店舗            　　 １棟 明治初年 館林市仲町2626-1 (株)分福酒造 平成10.01.16

12 21  関口コオきり絵美術館(旧日本基督教団沼田教会紀念会堂)
旧日本基督教団沼田教会紀念会堂

１棟 大正3年 沼田市西倉内町634-37 沼田市 平成10.04.21

13 22 川場村歴史民俗資料館(旧川場尋常高等小学校校舎) １棟 明治43年 利根郡川場村大字天神1122 川場村 平成10.09.02

14 23 伊香保観光ホテル  　　　　　 １棟 昭和4年 渋川市伊香保町伊香保字甲境沢550-1 個人 平成10.09.02

15 24 平形家住宅門屋(旧中山郵便局) １棟 江戸末頃 吾妻郡高山村中山103-1 個人 平成10.09.02

16 25 群馬大学工学部同窓記念会館(旧桐生高等染織学校本館・
講堂)

１棟 大正5年 桐生市天神町1-5-1 文部科学省 平成10.12.11

26 群馬大学工学部守衛所(旧桐生高等染織学校衛門所) １棟 大正5年 桐生市天神町1-5-1 文部科学省 平成10.12.11

27 旧桐生高等染織学校正門  　　 １構 大正5年 桐生市天神町1-5-1 文部科学省 平成10.12.11

17 28  金谷レース工業(株)事務所
旧株式会社金芳織物工場事務所

１棟 昭和初期 桐生市東久方町1-1-55 個人 平成10.12.11

29  金谷レース工業(株)鋸屋根工場
旧株式会社金芳織物工場鋸屋根工場

１棟 大正8年 桐生市東久方町1-1-55 個人 平成10.12.11

18 30 光恩寺長屋門            　　 １棟 江戸末 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺 平成11.02.17

31 光恩寺庫裏              　　 １棟 江戸末 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺 平成11.02.17

32 光恩寺客殿              　　 １棟 明治後期 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺 平成11.02.17

33 光恩寺石蔵              　　 １棟 昭和8年 邑楽郡千代田町赤岩甲1041 光恩寺 平成11.02.17

19 34 萩原家住宅主屋座敷      　　 １棟 昭和10年代 前橋市朝日町1-27-9 個人 平成11.10.14

35 萩原家住宅旧繭蔵        　　 １棟 昭和10年代 前橋市朝日町1-27-9 個人 平成11.10.14

20 36 広瀬川美術館(旧近藤嘉男アトリエ及び絵画教室ラ・ボンヌ) １棟 昭和23年 前橋市千代田町3-3-10 個人 平成11.10.14
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21 37 吉田家住宅和泉庄御殿 １棟 昭和2年 高崎市大橋町36-9 個人 平成12.10.18

22 38 高崎白衣大観音像        　　 １躯 昭和11年 高崎市石原町金澤山2710-1 慈眼院 平成12.10.18

23 39 小見家住宅(水村園)新座敷　 １棟 明治39年 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

40 小見家住宅(水村園)着物蔵　 １棟 明治初期 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

41 小見家住宅(水村園)味噌蔵　 １棟 明治初期 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

42 小見家住宅(水村園)新蔵　　 １棟 明治20年 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

43 小見家住宅(水村園)前蔵　　 １棟 明治中期 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

44 小見家住宅(水村園)湯殿　　 １棟 大正中期 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

45 小見家住宅(水村園)レンガ蔵 １棟 大正中期 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

46 小見家住宅(水村園)隠居屋　 １棟 昭和2年 高崎市本町123-1 個人 平成12.12.04

24 47 堀口家住宅店蔵　　　　　　　 １棟 慶応2年 渋川市上ノ町2335 個人 平成12.12.04

48 堀口家住宅主屋　　　　　　　 １棟 慶応2頃 渋川市上ノ町2335 個人 平成12.12.04

49 堀口家住宅北蔵　　　　　　　 １棟 明治30年 渋川市上ノ町2335 個人 平成12.12.04

50 堀口家住宅南蔵　　　　　　　 １棟 明治30年 渋川市上ノ町2335 個人 平成12.12.04

51 堀口家住宅付属屋　　　　　　 １棟 明治29年 渋川市上ノ町2335 個人 平成12.12.04

25 52 石坂家住宅主屋　　　　　　　 １棟 明治13年 渋川市下ノ町2467-1 個人 平成12.12.04

53 石坂家住宅土蔵　　　　　　　 １棟 明治13年 渋川市下ノ町2467-1 個人 平成12.12.04

26 54 川端家住宅主屋　　　　　　　 １棟 江戸後期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

55 川端家住宅別荘　　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

56 川端家住宅奥蔵　　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

57 川端家住宅質蔵　　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

58 川端家住宅大門　　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

59 川端家住宅南穀蔵　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

60 川端家住宅東穀蔵　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

61 川端家住宅番頭部屋　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

62 川端家住宅味噌蔵　　　　　　 １棟 明治前期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

63 川端家住宅物置　　　　　　　 １棟 明治前期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

64 川端家住宅木小屋　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

65 川端家住宅湯殿　　　　　　　 １棟 昭和10年 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

66 川端家住宅井戸屋形　　　　　 １棟 昭和10年 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

67 川端家住宅稲荷社　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

68 川端家住宅南塀　　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

69 川端家住宅西塀　　　　　　　 １棟 明治中期 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

70 川端家住宅中門　　　　　　　 １棟 昭和10年 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

71 川端家住宅東内塀　　　　　　 １棟 昭和10年 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

72 川端家住宅南内塀　　　　　　 １棟 昭和10年 藤岡市立石新田391 川端保全社 平成13.04.24

27 73 水琴亭　　　　　　　　　　　 １棟 昭和10年 高崎市吉井町岩崎2229 社会福祉法人幹の会 平成13.08.28

28 74 白井屋 １棟 明治初期 吾妻郡中之条町大字中之条1798 個人 平成13.08.28

29 75 町田家住宅主屋　　　　　　　 １棟 明治中期 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人 平成13.08.28

76 町田家住宅味噌蔵    　　　　 １棟 明治中期 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人 平成13.08.28

77 町田家住宅外蔵　　　　　　　 １棟 明治中期 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人 平成13.08.28
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78 町田家住宅門  　　　　　　　 １棟 明治中期 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人 平成13.08.28

79 町田家住宅塀　　　　　　　　 １棟 明治中期 吾妻郡中之条町大字中之条982 個人 平成13.08.28

30 80 前橋カトリック教会聖堂 １棟 昭和7年 前橋市大手町2-14-6 宗教法人カトリック浦和
教区

平成13.11.20

31 81 旧東村花輪小学校校舎 １棟 昭和7年 みどり市東町花輪191 みどり市 平成13.11.20

82 旧東村花輪小学校舎門柱 １対 大正5年 みどり市東町花輪191 みどり市 平成13.11.20

83 旧東村花輪小学校今泉嘉一郎胸像所 １郭 昭和11年 みどり市東町花輪191 みどり市 平成13.11.20

32 84 重田家住宅主屋　　　　　　　 １棟 明治16年 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

85 重田家住宅穀蔵　　　　　　　 １棟 明治25年 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

86 重田家住宅西の蔵　　　　　　　 １棟 昭和初年 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

87 重田家住宅外便所　　　　　　　 １棟 昭和初年 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

88 重田家住宅東の蔵　　　　　　　 １棟 昭和3年 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

89 重田家住宅井戸屋形　　　　　　　 １棟 大正初期 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

90 重田家住宅表門及び塀　　　　　　　 １棟 明治後期 佐波郡玉村町大字小泉42 個人 平成13.11.20

33 91 茂原家住宅主屋 １棟 江戸時代 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人 平成15.01.31

92 茂原家住宅米藏 １棟 江戸時代 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人 平成15.01.31

93 茂原家住宅隠居藏 １棟 江戸時代 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人 平成15.01.31

94 茂原家住宅西藏 １棟 江戸時代 甘楽郡甘楽町小幡1445-1 個人 平成15.01.31

34 95 豊田屋旅館本館 １棟 昭和7年 高崎市八島町68 個人 平成15.09.19

35 96 北甘変電所 １棟 大正8年 富岡市一ノ宮422 東京電力(株) 平成15.09.19

36 97 小茂田家住宅主屋 １棟 明治初期 伊勢崎市長沼町2631 個人 平成16.02.17

98 小茂田家住宅蚕室 １棟 大正期 伊勢崎市長沼町2631 個人 平成16.02.17

99 小茂田家住宅蔵 １棟 昭和2年 伊勢崎市長沼町2631 個人 平成16.02.17

100 小茂田家住宅井戸屋 １棟 明治初期 伊勢崎市長沼町2631 個人 平成16.02.17

37 101 正田醤油正田記念館 １棟 嘉永6年 館林市栄町3-1 正田醤油(株) 平成16.02.17

102 正田醤油文庫蔵 １棟 江戸末期 館林市栄町3-1 正田醤油(株) 平成16.02.17

103 正田醤油六号蔵 １棟 明治41年 館林市栄町3-1 正田醤油(株) 平成16.02.17

104 正田醤油七号蔵 １棟 明治44年 館林市栄町3-1 正田醤油(株) 平成16.02.17

105 正田醤油八号蔵 １棟 大正初期 館林市栄町3-1 正田醤油(株) 平成16.02.17

106 正田醤油地内稲荷神社 １棟 江戸末期 館林市栄町3-1 正田醤油(株) 平成16.02.17

38 107 片山家住宅主屋 １棟 明治6年 太田市新田溜池町128-1 個人 平成16.02.17

108 片山家住宅長屋門 １棟 明治6年 太田市新田溜池町128-1 個人 平成16.02.17

109 片山家住宅北の蔵 １棟 明治18年 太田市新田溜池町128-1 個人 平成16.02.17

110 片山家住宅南の蔵 １棟 明治18年 太田市新田溜池町128-1 個人 平成16.02.17

111 片山家住宅下の便所 １棟 大正初期 太田市新田溜池町128-1 個人 平成16.02.17

112 片山家住宅井戸屋 １棟 大正初期 太田市新田溜池町128-1 個人 平成16.02.17

39 113 旧安田銀行担保倉庫(協同組合前橋商品市場倉庫) １棟 大正2年 前橋市住吉町2-10-2 協同組合前橋商品市場 平成16.06.18

40 114 日本基督教団安中教会教会堂(新島襄記念堂) １棟 大正8年 安中市安中3-10-33 日本基督教団安中教会 平成16.11.08

115 日本基督教団安中教会温古亭(旧牧師館) １棟 大正9年 安中市安中3-19-10 日本基督教団安中教会 平成16.11.08
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116 日本基督教団安中教会義圓亭(旧柏木義圓書斎) １棟 昭和10年 安中市安中3-19-10 日本基督教団安中教会 平成16.11.08

117 日本基督教団安中教会宣教師館(旧ベーケン邸) １棟 昭和29年 安中市安中3-19-9 日本基督教団安中教会 平成16.11.08

41 118 森合資会社事務所 １棟 大正3年 桐生市本町1-3-11 森合資会社 平成17.07.12

119 森合資会社店蔵 １棟 大正3年 桐生市本町1-3-11 森合資会社 平成17.07.12

120 森家石蔵(旧穀蔵) １棟 大正3年 桐生市本町1-3-9 個人 平成17.07.12

42 121 ＭＡＥＨＡＲＡ20th １棟 昭和7年 桐生市広沢町6-850-5 個人 平成17.07.12

43 122 寺内家住宅旧別荘 １棟 昭和12年 桐生市宮本町3-7-15 個人 平成17.11.10

44 123 旧松岡商店事務所 １棟 昭和10年 桐生市永楽町6-7 個人 平成17.11.10

124 旧松岡商店蔵 １棟 昭和10年 桐生市永楽町6-7 個人 平成17.11.10

125 寺内家住宅主屋 １棟 昭和10年 桐生市永楽町6-7 個人 平成17.11.10

45 126 無鄰館(旧北川織物工場主屋) １棟 大正5年 桐生市本町1-5-5 個人 平成17.11.10

127 無鄰館(旧北川織物工場事務所) １棟 大正5年 桐生市本町1-5-5 個人 平成17.11.10

128 無鄰館(旧北川織物工場蔵) １棟 大正7年 桐生市本町1-5-5 個人 平成17.11.10

129 無鄰館煉瓦塀一(旧北川織物工場女工宿舎煉瓦造外壁) １基 大正5年頃 桐生市本町1-5-5 個人 平成17.11.10

130 無鄰館煉瓦塀二(旧北川織物工場煉瓦塀) １基 大正5年頃 桐生市本町1-5-5 個人 平成17.11.10

46 131 中村弥市商店店舗 １棟 大正11年 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

132 中村弥市商店文庫蔵 １棟 昭和12年頃 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

133 中村弥市商店新座敷 １棟 昭和12年頃 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

134 中村弥市商店石蔵 １棟 昭和12年頃 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

135 中村家住宅奥座敷 １棟 明治27年 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

136 中村家住宅浴場 １棟 昭和12年頃 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

137 中村家住宅門 １棟 昭和12年頃 桐生市本町1-6-33 個人 平成17.11.10

47 138 旧世良田村役場庁舎 １棟 昭和3年 太田市世良田町1516-１ 太田市 平成17.11.10

139 旧世良田村役場正門 １対 昭和3年 太田市世良田町1516-１ 太田市 平成17.11.10

48 140 小川家住宅主屋 １棟 江戸時代 太田市安養寺町93-１ 個人 平成17.11.10

141 小川家住宅長屋門 １棟 昭和10年 太田市安養寺町93-１ 個人 平成17.11.10

142 小川家住宅蚕室 １棟 大正期 太田市安養寺町93-１ 個人 平成17.11.10

49 143 上毛電気鉄道西桐生駅駅舎 １棟 昭和3年 桐生市宮前町2-1-33 上毛電気鉄道(株) 平成17.12.26

144 上毛電気鉄道西桐生駅ホーム上屋 １棟 昭和3年 桐生市宮前町2-1-33 上毛電気鉄道(株) 平成17.12.26

50 145 旧尾関家住宅 １棟 昭和5年頃 桐生市宮本町2-3-27 個人 平成18.03.02

51 146 旧堀祐織物工場(美容院アッシュキリュウ) １棟 昭和10年頃 桐生市巴町1-1126 個人 平成18.03.02

52 147 旧曽我織物工場(佐啓産業本町工場) １棟 大正11年 桐生市本町1-7-15 個人 平成18.03.02

53 148 一宮家住宅(般若坊)主屋 １棟 江戸時代後期 高崎市榛名山町164 個人 平成18.03.02

149 一宮家住宅(般若坊)長屋門 １棟 江戸時代後期 高崎市榛名山町164 個人 平成18.03.02

54 150 門倉家住宅(善徳坊)主屋 １棟 江戸時代中期 高崎市榛名山町176 個人 平成18.03.02

55 151 鐸木家住宅(本坊)門 １棟 江戸時代中期 高崎市榛名山町183 個人 平成18.03.02

56 152 金善ビル １棟 大正10年頃 桐生市本町5-345 個人 平成18.03.27

57 153 後藤織物 主屋 １棟 明治末／大正14増築 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

154 後藤織物 奥座敷 １棟 大正14頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

155 後藤織物 工場 １棟 昭和23／24・25増築 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

156 後藤織物 東蔵 １棟 明治／大正14年頃曳家 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27



群馬県内の国登録有形文化財一覧

箇所 件数 名称 員数 年代 所在の場所 所有者 登録年月日
157 後藤織物 西蔵 １棟 昭和11年頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

158 後藤織物 旧釜場 １棟 昭和24年 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

159 後藤織物 井戸屋形 １棟 昭和8年頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

160 後藤織物 給水塔 １棟 昭和8年頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

161 後藤織物 倉庫 １棟 大正14年頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

162 後藤織物 物置 １棟 大正14年頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

163 後藤織物表門及び板塀 １棟 大正14年頃 桐生市東1-11-35 合資会社後藤 平成18.03.27

58 164 三沢川砂防堰堤 １基 昭和13年 高崎市倉渕町川浦 国土交通省 平成18.08.03

59 165 烏川上流砂防堰堤 １基 昭和26年 高崎市倉渕町川浦 国土交通省 平成18.08.03

60 166 森秀織物工場 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

167 森秀織物旧現場事務所(経糸整経場) １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

168 森秀織物旧物置(八丁撚糸場) １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

169 森秀織物旧寄宿舎一(製品加工場) １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

170 森秀織物旧寄宿舎二 １棟 大正13年頃／昭和56年曳屋 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

171 森秀織物旧撚糸場 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

172 森秀織物旧土蔵 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

173 森秀織物旧工場 １棟 昭和21年 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

174 森秀織物旧整経場 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

175 森秀織物旧釜場 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

61 176 森島家住宅主屋 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

177 森島家住宅東蔵 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

178 森島家住宅西蔵 １棟 昭和26年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

179 森島家住宅門 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

180 森島家住宅内塀 １棟 大正13年頃 桐生市東4-2-24 個人 平成18.08.03

62 181 榛名川上流砂防堰堤 １基 昭和30年 高崎市榛名山町内 国土交通省 平成18.08.03

63 182 法師温泉長寿館 本館 １棟 明治初期 利根郡みなかみ町永井650他 (有)長寿館 平成18.08.03

183 法師温泉長寿館 大浴場(法師乃湯) １棟 明治28年 利根郡みなかみ町永井650他 (有)長寿館 平成18.08.03

184 法師温泉長寿館 別館 １棟 昭和15年 利根郡みなかみ町永井650他 (有)長寿館 平成18.08.03

64 185 曽我家住宅主屋 １棟 明治後期 桐生市本町1-7-7 個人 平成18.10.18

186 曽我家住宅土蔵 １棟 明治後期 桐生市本町1-7-7 個人 平成18.10.18

187 曽我家住宅新座敷 １棟 大正11年 桐生市本町1-7-7 個人 平成18.10.18

188 曽我家住宅稲荷社 １棟 慶応3年 桐生市本町1-7-7 個人 平成18.10.18

189 曽我家住宅門 １基 大正11年頃 桐生市本町1-7-7 個人 平成18.10.18

65 190 須藤家住宅主屋 １棟 明治前期 桐生市堤町1-14-32 個人 平成18.10.18

191 須藤家住宅奥座敷 １棟 明治後期 桐生市堤町1-14-32 個人 平成18.10.18

192 須藤家住宅土蔵 １棟 明治後期 桐生市堤町1-14-32 個人 平成18.10.18

66 193 平田家住宅旧店舗 １棟 明治33年 桐生市本町1-6-28 個人 平成18.10.29

194 平田家住宅店蔵 １棟 明治33年 桐生市本町1-6-28 個人 平成18.10.29

195 平田家住宅主屋 １棟 大正2年 桐生市本町1-6-28 個人 平成18.10.29

196 平田家住宅土蔵 １棟 大正2年 桐生市本町1-6-28 個人 平成18.10.29

67 197 島田商店店舗 １棟 昭和初期以前 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29
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198 島田商店旧事務所 １棟 明治時代後期 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29

199 島田商店旧石蔵(現島田歯科医院) １棟 昭和12年 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29

200 島田商店旧倉庫 １棟 昭和28年 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29

201 島田家住宅主屋 １棟 昭和28年 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29

202 島田家住宅中門 １棟 昭和28年 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29

203 島田家住宅鳥居 １基 昭和28年 桐生市巴町1-1121-8 個人 平成18.10.29

68 204 旧草軽電鉄北軽井沢駅舎 １棟 昭和5年 吾妻郡長野原町大字北軽井沢字新鎌1987-
649

長野原町 平成18.10.29

69 205 藤生家住宅主屋 １棟 江戸時代後期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

206 藤生家住宅隠居屋 １棟 明治時代前期／明治時代後期
増築

桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

207 藤生家住宅茶室 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

208 藤生家住宅内蔵 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

209 藤生家住宅土蔵 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

210 藤生家住宅味噌蔵 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

211 藤生家住宅物置 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

212 藤生家住宅水車小屋及び物置 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

213 藤生家住宅盆栽小屋 １棟 大正時代 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

214 藤生家住宅薪小屋 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

215 藤生家住宅浴室 １棟 大正時代 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

216 藤生家住宅稲荷社覆屋 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

217 藤生家住宅表門 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

218 藤生家住宅中門 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

219 藤生家住宅外塀 １棟 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

220 藤生家住宅東井戸 １基 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

221 藤生家住宅西井戸 １基 明治時代前期 桐生市広沢町5-1179 個人 平成19.05.15

70 222 荻原家住宅主屋 １棟 明治10年 桐生市新宿2-9-7 個人 平成19.05.15

223 荻原家住宅土蔵 １棟 明治10年 桐生市新宿2-9-7 個人 平成19.05.15

224 荻原家住宅門及塀 １棟 明治10年 桐生市新宿2-9-7 個人 平成19.05.15

71 225 神戸家住宅座敷蔵(双渓堂) １棟 19世紀初期 甘楽郡下仁田町大字本宿3638-1 個人 平成19.05.15

72 226 上毛電気鉄道大胡駅駅舎 １棟 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

227 上毛電気鉄道大胡駅電車庫 １棟 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

228 上毛電気鉄道大胡駅変電所 １棟 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

229 上毛電気鉄道大胡駅受電鉄塔 １基 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

230 上毛電気鉄道大胡駅避雷鉄塔 １基 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

231 上毛電気鉄道大胡駅中継鉄塔 １基 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

232 上毛電気鉄道大胡駅引留鉄塔 １基 昭和3年 前橋市茂木町30-2他 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

73 233 上毛電気鉄道荒砥川橋梁 １基 昭和3年／昭和22年改造 前橋市茂木町～大胡町 上毛電気鉄道(株) 平成19.07.31

74 234 上毛電気鉄道渡良瀬川橋梁 １基 昭和3年 桐生市堤町～相生町 上毛電気鉄道(株) 平成19.10.02

75 235 旧今泉家住宅主屋 １棟 江戸時代末／平成18年改修 みどり市東町花輪96 みどり市 平成19.10.02

236 旧今泉家住宅蔵 １棟 大正4年／平成18年改修 みどり市東町花輪96 みどり市 平成19.10.02
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237 旧今泉家住宅表門 １棟 江戸時代末／平成18年改修 みどり市東町花輪96 みどり市 平成19.10.02

238 旧今泉家住宅塀 １基 江戸時代末／平成18年改修 みどり市東町花輪96 みどり市 平成19.10.02

76 239 前橋中央児童遊園(るなぱあく)もくば館 １棟 昭和29年 前橋市大手町3-16-3 前橋市 平成19.12.05

240 前橋中央児童遊園(るなぱあく)旧ラジオ塔 １基 昭和8年 前橋市大手町3-16-3 前橋市 平成19.12.05

77 241 里見家住宅主屋 １棟 明治16年 下仁田町大字下小坂字竹ノ鼻48 個人 平成19.12.05

242 里見家住宅土蔵 １棟 江戸時代末 下仁田町大字下小坂48 個人 平成19.12.05

243 里見家住宅味噌蔵 １棟 江戸時代末 下仁田町大字下小坂48 個人 平成19.12.05

244 里見家住宅門 １棟 江戸時代末 下仁田町大字下小坂48 個人 平成19.12.05

78 245 旧勝山社煉瓦蔵 １棟 明治35年 前橋市本町2-3-8 個人 平成20.03.07

79 246 日本聖公会高崎聖オーガスチン教会 聖堂 １棟 昭和4年 高崎市山田町8-1 宗教法人日本聖公会北
関東教区

平成20.03.07

80 247 高草木家住宅 主屋 １棟 天保11年 みどり市東町花輪92-1 個人 平成20.03.07

248 高草木家住宅 屋敷稲荷基壇 １棟 天保11年 みどり市東町花輪92-1 個人 平成20.03.07

81 249 日本基督教団島村教会教会堂 １棟 明治30年 伊勢崎市境島村2509-2 個人 平成20.04.18

250 日本基督教団島村教会島村めぐみ保育園本館 １棟 昭和25年 伊勢崎市境島村2509-2 個人 平成20.04.18

82 251 富岡市社会教育館講堂棟 １棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市 平成20.07.08

252 富岡市社会教育館玄関及び事務室棟 １棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市 平成20.07.08

253 富岡市社会教育館講師室棟 １棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市 平成20.07.08

254 富岡市社会教育館和室棟 １棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市 平成20.07.08

255 富岡市社会教育館正門 １棟 富岡市一ノ宮1465-1 富岡市 平成20.07.08

83 256 わたらせ渓谷鐵道上神梅駅本屋及びプラットホーム １棟 みどり市大間々町上神梅193-2他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成20.07.08

84 257 旧万場町役場土蔵(ギャラリー万) １棟 多野郡神流町大字万場15 神流町 平成20.07.08

85 258 割烹旅館ときわ荘本館(旧櫛渕家住宅主屋) １棟 昭和初期 富岡市富岡字蛾成地1729-1 個人 平成21.01.08

259 割烹旅館ときわ荘土蔵(旧櫛渕家住宅土蔵) １棟 昭和初期 富岡市富岡字蛾成地1729-1 個人 平成21.01.08

260 割烹旅館ときわ荘長屋門(旧櫛渕家住宅長屋門) １棟 昭和初期 富岡市富岡字蛾成地1729-1 個人 平成21.01.08

86 261 上毛電気鉄道粕川橋梁 １基 昭和3年 前橋市粕川町女渕～西田面 上毛電気鉄道(株) 平成21.04.28

87 262 荻野家住宅主屋 １棟 大正13年頃 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

263 荻野家住宅店蔵 １棟 明治後期～大正 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

264 荻野家住宅北蔵 １棟 明治38年 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

265 荻野家住宅南蔵 １棟 明治24年 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

266 荻野家住宅物置及び長屋 １棟 明治後期 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

267 荻野家住宅新蔵 １棟 昭和前期 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

268 荻野家住宅防火壁 １基 大正13年頃 下仁田町大字下仁田字中町西甲334他 個人 平成21.08.07

88 269 わたらせ渓谷鐵道笠松トンネル １基 大正元年 みどり市東町沢入字峠向 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

89 270 わたらせ渓谷鐵道吉ノ沢架樋 １基 昭和10年 みどり市東町沢入 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

90 271 わたらせ渓谷鐵道名越トンネル １基 大正元年 みどり市東町沢入 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

91 272 わたらせ渓谷鐵道沢入駅上り線プラットホーム及び待合所 １棟 プラットホーム：大正元年、
待合所：昭和4年

みどり市東町沢入甲965-2他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

273 わたらせ渓谷鐵道沢入駅下り線プラットホーム及び待合所 １棟 プラットホーム：大正元年、
待合所：昭和2年

みどり市東町沢入甲962-1他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02
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92 274 わたらせ渓谷鐵道神戸駅本屋及び下り線プラットホーム １棟 大正元年／大正12年増設・昭和

5年・昭和30年頃改修
みどり市東町神戸886-1他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

275 わたらせ渓谷鐵道神戸駅休憩所 １棟 昭和3年 みどり市東町神戸886-1 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

276 わたらせ渓谷鐵道神戸駅危険品庫 １棟 大正元年 みどり市東町神戸878-2他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

277 わたらせ渓谷鐵道神戸駅上り線プラットホーム １棟 大正元年／大正12年改修 みどり市東町神戸878-2他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

93 278 わたらせ渓谷鐵道第二神土トンネル １基 大正元年／昭和29年・昭和33年
増設

みどり市東町神戸 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

94 279 わたらせ渓谷鐵道第一神土トンネル １基 大正元年／昭和4年・昭和33年
増設

みどり市東町神戸 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

95 280 わたらせ渓谷鐵道小中川橋梁 １基 大正元年 みどり市東町花輪・小中 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

96 281 わたらせ渓谷鐵道唐沢橋梁 １基 昭和11年 みどり市東町花輪 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

97 282 わたらせ渓谷鐵道小黒川橋梁 １基 大正元年 みどり市・桐生市 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

98 283 わたらせ渓谷鐵道水沼沢橋梁 １基 大正元年 桐生市黒保根町水沼 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

99 284 わたらせ渓谷鐵道不動沢橋梁 １基 大正元年／昭和12年改修 桐生市黒保根町水沼 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

100 285 わたらせ渓谷鐵道江戸川橋梁 １基 大正元年 桐生市黒保根町下田沢 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

101 286 わたらせ渓谷鐵道城下トンネル １基 大正元年 桐生市黒保根町宿廻 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

102 287 わたらせ渓谷鐵道城下橋梁 １基 大正元年 桐生市黒保根町宿廻 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

103 288 わたらせ渓谷鐵道深沢橋梁 １基 大正2年／昭和13年・昭和14年・
昭和23年改修

桐生市・みどり市 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

104 289 わたらせ渓谷鐵道第三神梅トンネル １基 大正元年／昭和12年増設・昭和
49年改修

みどり市大間々町下神梅 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

105 290 わたらせ渓谷鐵道第二神梅トンネル １基 大正元年／大正14年増設 みどり市大間々町下神梅 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

106 291 わたらせ渓谷鐵道第一神梅トンネル １基 大正元年／昭和49年改修 みどり市大間々町桐原 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

107 292 わたらせ渓谷鐵道手振山架樋 １基 昭和5年 みどり市大間々町桐原 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

108 293 わたらせ渓谷鐵道大間々駅本屋及び下り線プラットホーム １基 本屋：昭和16年、
プラットホーム：明治44年／昭和4
年改修・昭和中期増築

みどり市大間々町大間々1360-1他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

294 わたらせ渓谷鐵道大間々駅上り線プラットホーム １基 明治44年／昭和55年改修 みどり市大間々町大間々1360-1他 わたらせ渓谷鐵道(株) 平成21.11.02

109 295 富岡市講堂(旧富岡尋常高等小学校講堂) １棟 昭和8年 富岡市富岡1753-1 富岡市 平成23.01.26

110 296 旧一ノ宮町役場庁舎 １棟 昭和3年／昭和25年増築 富岡市一ノ宮1353-1 富岡市 平成24.02.23

111 297 山本館本店 １棟 昭和3年／昭和10年増築 吾妻郡草津町大字草津字西町404 (株)山本館 平成24.02.23

112 298 岡直三郎商店大間々工場店舗兼主屋 １棟 明治中期／明治33年増築 みどり市大間々町大間々1013 (株)岡直三郎商店 平成25.12.24

299 岡直三郎商店大間々工場文庫蔵 １棟 大正2年 みどり市大間々町大間々1013 (株)岡直三郎商店 平成25.12.24

113 300 井田家住宅主屋 １棟 江戸中期／昭和6年改修 佐波郡玉村町大字上新田字4北側1626 個人 平成26.04.25

114 301 金子家住宅蔵 1棟 明治20年 桐生市東久方町2-73-1他 個人 平成26.10.07

302 金子家住宅倉庫及び旧染場 1棟 昭和14年／昭和27年頃改修 桐生市東久方町2-90 個人 平成26.10.07

303 金子織物株式会社旧鋸屋根工場 1棟 昭和27年 桐生市東久方町2-73-1 個人 平成26.10.07

304 金子織物株式会社旧従業員宿舎 1棟 昭和前期／昭和27年移築 桐生市東久方町2-90 個人 平成26.10.07
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115 305 小林家住宅（旧小武織物有限会社）主屋 1棟 昭和6年頃／昭和中期改修 桐生市広沢町5字福島1111-3他 個人 平成26.10.07

306 小林家住宅（旧小武織物有限会社）工場 1棟 昭和23年／昭和29年改修 桐生市広沢町5字福島1111-6他 個人 平成26.10.07

307 小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫一 1棟 昭和36年 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人 平成26.10.07

308 小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫二 1棟 昭和37年 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人 平成26.10.07

309 小林家住宅（旧小武織物有限会社）石垣 1棟 昭和28年頃 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人 平成26.10.07

310 小林家住宅（旧小武織物有限会社）塀 1棟 昭和28年頃 桐生市広沢町5字福島1111-9他 個人 平成26.10.07

116 311 玉村八幡宮末社国魂神社（旧玉村尋常高等小学校奉安殿） 1棟 明治43年／昭和21年移築 佐波郡玉村町大字下新田字八幡1 玉村八幡宮 平成26.10.07

117 312 旧金谷家住宅主屋 1棟 昭和6年／昭和52年改修 桐生市東久方町1-96-3他 個人 平成27.08.04

313 旧金谷家住宅蔵 1棟 昭和6年／昭和初期移築 桐生市東久方町1-96-3他 個人 平成27.08.04

314 旧株式会社金芳織物工場染色場 1棟 大正8年 桐生市東久方町1-96-2他 個人 平成27.08.04

118 315 旧堀家住宅主屋 1棟 昭和2年／平成20年改修 桐生市巴町一丁目字柿ノ木1117-1 個人 平成27.08.04

316 旧堀家住宅主蔵 1棟 昭和4年 桐生市巴町一丁目字柿ノ木1117-1 個人 平成27.08.04

119 317 旧本間酒造店舗兼主屋 1棟 大正12年 前橋市総社町総社字町屋敷南乙1500 前橋市 平成28.02.25

318 旧本間酒造酒蔵及び釜屋 1棟 大正年間 前橋市総社町総社字町屋敷南乙1500 前橋市 平成28.02.25

120 319 旧館林二業見番組合事務所 １棟 昭和13年 館林市本町二丁目1704 館林市 平成28.02.25

121 320 旧大竹酒造煉瓦蔵 １棟 大正後期 前橋市三河町一丁目28-23 前橋市 平成28.08.01

122 321 横手館本館東棟 １棟 大正9年頃／昭和後期・平成22
年改修

渋川市伊香保町伊香保字香湯12-1 （株）横手館 平成28.08.01

322 横手館本館西棟 １棟 大正10年頃／昭和前期・同後期
改修

渋川市伊香保町伊香保字香湯12-1 （株）横手館 平成28.08.01

123 323 今井酒造店店舗兼主屋 １棟 明治前期／明治33年移築、平成
15年改修

太田市鳥山中町746-2 個人 平成28.08.01

324 今井酒造店本蔵 １棟 明治41年 太田市鳥山中町746-2 個人 平成28.08.01

325 今井酒造店新蔵 １棟 明治42年／昭和40年頃改修 太田市鳥山中町746-2 個人 平成28.08.01

326 今井酒造店釜場及び瓶詰場 １棟 明治41年 太田市鳥山中町746-2 個人 平成28.08.01

327 今井酒造店文庫蔵 １棟 明治41年 太田市鳥山中町746-2 個人 平成28.08.01

328 今井酒造店煙突 １棟 明治41年／昭和40年頃改修 太田市鳥山中町746-2 個人 平成28.08.01

124 329 群馬県立沼田高等学校管理教室棟（旧沼田中学校校舎） １棟 昭和3年／平成24年改修 沼田市西原新町1510 群馬県 平成29.06.28

330 群馬県立沼田高等学校屋内運動場（旧沼田中学校講堂） １棟 昭和3年／平成27年改修 沼田市西原新町1510 群馬県 平成29.06.28

125 331 野口家住宅主屋 １棟 明治後半 みどり市大間々町大間々1331 個人 平成29.10.27

126 332 新島学園短期大学研究棟（旧高崎市立女子高等学校円形
校舎）

１棟 昭和31年 高崎市昭和町84-1他 学校法人新島学園 平成30.05.10

127 333 旧赤城山綱索鉄道赤城山頂駅駅舎及びプラットホーム １棟 昭和31年頃 桐生市黒保根町下田沢字赤面国有林413イ林
小班

（有）大沼山荘 平成30.05.10

128 334 旧狩宿茶屋本陣 １棟 江戸後期／明治18年増築、昭和
48年改修

長野原町大字応桑字新田28-1 長野原町 平成30.05.10

129 335 群馬県立富岡高等学校御殿（旧七日市藩陣屋正殿） １棟 天保14年／明治7年減築／昭和
7年改築／昭和51年移築

富岡市七日市1425-1 群馬県 平成30.11.02

336 群馬県立富岡高等学校御殿黒門（旧七日市藩陣屋中門） １棟 天保14年／明治8年移築／大正
14年移築／昭和7年移築

富岡市七日市1425-1 群馬県 平成30.11.02
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130 337 旧群南村役場庁舎（高崎市歴史民俗資料館） １棟 昭和33年/昭和43年増築/昭和

53年改修
高崎市上滝町字西久保1058 高崎市 令和02.08.17

131 338 旧太子駅ホッパー棟 １基 昭和19年/昭和42年2･3階部分
取り壊し

中之条町大字太子字花園240-3 中之条町 令和03.02.04

132 339 金井義明家住宅主屋 １棟 明治元年(1868)築/明治17年
（1884）改修増築/平成16年
（2004）改修

伊勢崎市境島村字新野2439他 個人 令和03.02.26

133 340 田島善一家住宅主屋 １棟 江戸時代末期築/明治41年
（1908）移築増築

伊勢崎市境島村字新地2209 個人 令和03.02.26

134 341 田島達行家住宅主屋 １棟 慶応2年（1866）築/明治頃・大正
頃・昭和3年（1928）・昭和46年
（1971）増築

伊勢崎市境島村字新地2247他 個人 令和03.02.26

135 342 町田清家住宅主屋 1棟 明治20年(1887)頃築/明治27年
(1894)頃改修

伊勢崎市境島村3143他 個人 令和03.10.14

136 343 田島新一家住宅主屋 １棟 文久元年(1861)頃築/明治5年頃
増築・明治中期大正後期改修

伊勢崎市境島村字新地2158 個人 令和04.10.31


