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1 絵画 絹本著色　善光寺如来絵伝 四幅 本證寺 (歴史博物館) 鎌倉時代 国 大正7年4月8日
2 絵画 絹本著色　聖徳太子絵伝 十幅 本證寺 (歴史博物館) 鎌倉時代 国 大正7年4月8日
3 絵画 絹本著色　法然上人絵伝 三幅付断片 本證寺 (歴史博物館) 南北朝時代 県 昭和47年5月31日
4 絵画 絹本著色　光明本尊図 一幅 西蓮寺 東端町 南北朝時代 市 昭和36年10月1日
5 絵画 絹本著色　真宗十祖像 一幅 西蓮寺 東端町 南北朝時代 市 昭和36年10月1日
6 絵画 絹本著色　真宗八祖像 一幅 西蓮寺 東端町 南北朝時代 市 昭和36年10月1日
7 絵画 紙本著色　日本地図　六曲屏風 一隻 (個人) 江戸時代 市 昭和40年10月1日
8 絵画 南蛮屏風 一双 西蓮寺 (歴史博物館) 江戸時代 県 昭和42年8月28日
9 絵画 絹本著色　聖徳太子像 一幅 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和40年11月3日
10 絵画 紙本著色　親鸞聖人像 一幅 西蓮寺 東端町 江戸時代 市 昭和36年10月1日
11 絵画 絹本著色　蓮如上人像　附裏書 一幅 円光寺 桜井町 室町時代 市 昭和58年7月20日
12 絵画 絹本著色　顕如上人像 一幅 法行寺 東町 江戸時代 市 平成1年11月3日
13 絵画 絹本著色　證如上人像 一幅 円光寺 桜井町 安土桃山時代 市 平成1年11月3日
14 絵画 絹本著色　覚如上人像 一幅 西方寺 里町 安土桃山時代 市 昭和38年10月1日
15 絵画 絹本著色　福釜松平三代像 三幅 宝泉院 福釜町 江戸時代 市 昭和38年10月1日
16 絵画 紙本著色　石川丈山像 一幅 (個人) 江戸時代 市 昭和47年11月14日

17 絵画 絹本著色　阿弥陀三尊来迎図 一幅 崇福寺 今本町 室町時代 市 昭和36年10月1日
18 絵画 紙本著色　釈迦三尊像 一幅 崇福寺 今本町 市 昭和38年10月1日
19 絵画 絹本著色　阿弥陀三尊像 一幅 西蓮寺 東端町 市 昭和59年7月20日
20 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和40年11月3日
21 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 円光寺 桜井町 室町時代 市 昭和40年11月3日
22 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 松韻寺 寺領町 室町時代 市 昭和40年11月3日
23 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 法行寺 東町 室町時代 市 昭和40年11月3日
24 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 明法寺 安城町 室町時代 市 昭和45年3月16日
25 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 念空寺 東端町 室町時代 市 昭和47年11月14日

26 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 蓮泉寺 小川町 室町時代 市 昭和47年11月14日

27 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 誓願寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和47年11月14日

28 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 西心寺 川島町 室町時代 市 昭和47年11月14日

29 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 円光寺 桜井町 室町時代 市 昭和58年7月20日
30 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 浄玄寺 上条町 室町時代 市 昭和59年7月20日
31 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 願力寺 古井町 室町時代 市 昭和59年7月20日
32 絵画 紙本著色　三十六詩仙画帖 一帖 (個人) 江戸時代 市 昭和47年11月14日

33 絵画 絹本著色　親鸞聖人像 一幅 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成10年2月27日
34 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 西岸寺 福釜町 室町時代 市 平成11年11月3日
35 絵画 絹本著色　親鸞聖人像 一幅 法行寺 東町 江戸時代 市 平成13年11月3日
36 絵画 絹本著色　聖徳太子像 一幅 法行寺 東町 江戸時代 市 平成13年11月3日
37 絵画 絹本著色　真宗七高僧像 一幅 法行寺 東町 江戸時代 市 平成13年11月3日
38 絵画 神光寺薬師如来再興縁起 一巻 神光寺 上条町 江戸時代 市 平成17年11月3日
39 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 空臨寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成23年11月3日
40 絵画 絹本著色　教如上人像 一幅 空臨寺 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成23年11月3日
41 絵画 絹本著色　方便法身尊像 一幅 空臨寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成25年1月11日
42 彫刻 木造　薬師如来坐像 一軀 印内総代 桜井町 平安時代 県 昭和33年6月21日
43 彫刻 木造　薬師如来坐像 一軀 高棚町内会 高棚町 室町時代 市 昭和38年10月1日
44 彫刻 木造　薬師如来立像 一軀 神光寺 上条町 市 昭和40年5月1日
45 彫刻 木造　聖徳太子立像 一軀 本證寺 (歴史博物館) 鎌倉時代 市 昭和49年2月13日
46 彫刻 木造　順正坐像 一軀 円光寺 桜井町 江戸時代 市 平成5年11月3日
47 彫刻 木造　慶円上人坐像一軀　附台座天板一面 一軀 本證寺 (歴史博物館) 南北朝時代 県 平成13年8月24日
48 彫刻 木造　阿弥陀如来立像 一軀 本證寺 (歴史博物館) 鎌倉時代 市 平成4年11月3日
49 彫刻 木造　阿弥陀如来坐像 一軀 菩提寺 桜井町 室町時代 市 平成5年11月3日
50 彫刻 木造　如意輪観音菩薩坐像 一軀 (個人) 江戸時代 市 平成4年3月20日
51 彫刻 木造　十二神将立像 十二軀 神光寺 上条町 江戸時代 市 平成4年11月3日
52 彫刻 木造　聖徳太子馬上像 一軀 松韻寺 寺領町 江戸時代 市 平成3年11月3日
53 彫刻 木造　不動明王立像 一軀 熊野神社 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和38年10月1日
54 彫刻 木造　釈迦如来・多宝如来坐像　附厨子 二軀 妙教寺 宇頭茶屋町 室町時代 市 昭和51年4月13日
55 彫刻 木造　伐折羅大将立像 一軀 長福寺 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和59年11月30日

56 彫刻 銅造　如来立像 一軀 菩提寺 桜井町 統一新羅時代 市 平成6年12月8日
57 工芸品 垣蔦文組椀 四口 本證寺 (歴史博物館) 安土桃山時代 県 昭和33年6月21日
58 工芸品 孔雀文磬 一面 本證寺 (歴史博物館) 鎌倉時代 市 昭和40年11月3日
59 工芸品 鰐口 一口 慈光院 新田町 室町時代 市 昭和51年4月13日
60 工芸品 鴛香炉 一合 本證寺 野寺町 江戸時代 市 昭和40年11月3日
61 工芸品 三葉葵紋象牙香箱 一合 本證寺 野寺町 江戸時代 市 昭和40年11月3日
62 工芸品 栗紋様香合 一合 本證寺 野寺町 江戸時代 市 昭和40年11月3日
63 工芸品 短刀　銘  来国光 一口 本證寺 野寺町 鎌倉時代 市 昭和40年11月3日
64 工芸品 太刀　銘　兼定 一口 桜井神社 桜井町 室町時代 市 昭和40年11月3日
65 工芸品 薬師如来懸仏 一箇 熊野神社 尾崎町 鎌倉時代 市 昭和38年10月1日
66 工芸品 古瓢 一口 (個人) 江戸時代 市 昭和47年11月14日

67 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 西方寺 里町 室町時代 市 昭和38年10月1日
68 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和40年11月3日
69 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 浄玄寺 上条町 室町時代 市 昭和59年7月20日
70 書跡 紙本墨書　六字名号 三幅 念空寺 東端町 室町時代 市 昭和47年11月14日

71 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 願力寺 古井町 室町時代 市 昭和59年7月20日
72 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 法行寺 東町 室町時代 市 平成1年11月3日
73 書跡 紙本墨書　第十八願文・願成就文 二幅 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和40年11月3日
74 書跡 絹本著色　九字名号 一幅 念空寺 東端町 南北朝時代 市 昭和47年11月14日

75 書跡 丈山百五十年祭寄書 一幅 本龍寺 和泉町 江戸時代 市 昭和40年10月1日
76 書跡 石川丈山書跡 十五点 (個人) 江戸時代 市 昭和47年11月14日

77 書跡 紙本墨書　六字名号　附旧軸木 一幅 松韻寺 寺領町 室町時代 市 平成9年1月10日
78 書跡 紙本墨書　十字名号 一幅 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成10年2月27日
79 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 蓮泉寺 小川町 室町時代 市 平成21年11月6日
80 書跡 紙本墨書　九字名号 一幅 蓮泉寺 小川町 室町時代 市 平成21年11月6日
81 書跡 絹本著色　九字名号 一幅 空臨寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成23年11月3日
82 書跡 紙本墨書　六字名号 一幅 空臨寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成23年11月3日
83 書跡 紙本墨書　教行信証文 二幅 空臨寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成23年11月3日
84 典籍 御伝鈔 二帖 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和40年11月3日
85 典籍 教行信証 二帖 本證寺 (歴史博物館) 南北朝時代 市 昭和49年2月13日
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86 典籍 御文 二巻 念空寺 東端町 室町時代 市 昭和47年11月14日

87 典籍 紙本墨書　皇太子聖徳奉讃 一幅 本證寺 (歴史博物館) 鎌倉時代 市 平成10年2月27日
88 典籍 紙本墨書　五帖御文 五冊 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成10年2月27日
89 典籍 紙本墨書　五帖御文 四冊 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 平成10年2月27日
90 古文書 ささめ村田方帳･畑方帳 二冊 篠目町内会 (歴史博物館) 安土桃山時代 市 昭和36年10月1日
91 古文書 大岡村検地帳 一冊 大岡白山神社 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和36年10月1日
92 古文書 大岡村御縄打歩測御帳 一冊 大岡白山神社 (歴史博物館) 安土桃山時代 市 昭和36年10月1日
93 古文書 野寺村検地帳 三冊 本證寺 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和40年11月3日
94 古文書 赤松村検地帳 一冊 赤松町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和43年4月1日
95 古文書 古井村検地帳 十冊 古井町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和53年2月20日
96 古文書 野寺絵図 一幅 本證寺 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和40年11月3日
97 古文書 安城村関係絵図 六鋪 西尾町内会 安城町 江戸時代 市 昭和43年4月1日
98 古文書 高棚村絵図 一鋪 高棚町内会 高棚町 江戸時代 市 昭和45年3月16日
99 古文書 芦池絵図 一鋪 高棚町内会 高棚町 江戸時代 市 昭和45年3月16日
100 古文書 東端村・根崎村絵図 一鋪 東端町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 昭和52年11月8日
101 古文書 根崎村・東端村絵図・附関係文書 五鋪 (個人) (歴史博物館) 江戸時代 市 平成3年11月3日
102 古文書 鷺蔵池裁許絵図 一鋪 里町町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成3年11月3日
103 古文書 桜井村絵図　附関係文書六通 一鋪 (個人) (歴史博物館) 江戸時代 市 平成3年11月3日
104 古文書 里村絵図 一鋪 里町町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成3年11月3日
105 古文書 松平氏関係文書 十八通 西蓮寺 東端町 室町～江戸時代 市 昭和43年4月1日
106 古文書 斎藤五郎兵衛家文書 １６８４点 (個人) (歴史博物館) 江戸時代 市 平成3年11月3日
107 古文書 菩提寺文書 ５７９点 菩提寺 桜井町 江戸時代 市 平成5年11月3日
108 古文書 家康黒印免許状 一通 本證寺 (歴史博物館) 安土桃山時代 市 昭和40年11月3日
109 古文書 教如上人書状 一幅 本證寺 (歴史博物館) 安土桃山時代 市 昭和40年11月3日
110 古文書 本證寺門徒連判状 一巻 本證寺 (歴史博物館) 室町時代 市 昭和40年11月3日
111 古文書 和算免許状及び和算書 一巻・十三冊 (個人) 江戸時代 市 昭和40年11月3日
112 古文書 伝源頼朝安堵状 一幅 本證寺 (歴史博物館) 市 昭和40年11月3日
113 古文書 桜井神社文書 ６２点 桜井神社 桜井町 江戸時代 市 平成13年11月3日
114 古文書 柿碕村検地長 一冊 柿碕町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成18年11月3日
115 古文書 今川義元感状 一幅 (個人) (歴史博物館) 室町時代 市 平成20年11月3日
116 古文書 東端・和泉・根崎三か村絵図 一鋪 安城市 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成20年11月3日
117 古文書 安城村絵図 一鋪 安城市 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成20年11月3日
118 考古資料 人面文壺形土器　附線刻土器片 一箇・二十点 安城市 (歴史博物館) 弥生時代後期 国 平成28年8月17日
119 考古資料 桜皮巻小形壺形土器 一口 安城市 (歴史博物館) 弥生時代後期 県 昭和56年11月20日

120 考古資料 内行花文鏡 一面 秋葉神社 (歴史博物館) 古墳時代前期 市 昭和40年11月3日
121 考古資料 塔之元出土遺物 一口 (個人) (歴史博物館) 弥生時代後期 市 昭和40年11月3日
122 考古資料 和泉北本郷古墳出土品 和泉八剱神社 (歴史博物館) 古墳時代中期 市 昭和55年7月21日
123 考古資料 寺領廃寺出土遺物 １５点 安城市 (歴史博物館) 奈良～平安時代 市 昭和40年11月3日
124 考古資料 寺領廃寺出土遺物 ５５点 松韻寺 寺領町 奈良～鎌倉時代 市 昭和40年11月3日
125 考古資料 古井遺跡出土遺物 １４点 安城市 安城町 弥生時代後期 市 昭和36年10月1日
126 考古資料 古井遺跡出土遺物 １０点 (個人) 弥生時代後期 市 昭和40年11月3日
127 考古資料 箕輪出土石器類 １６８点 (個人) (歴史博物館) 先土器時代 市 昭和40年10月1日
128 考古資料 堀内貝塚出土遺物 安城市 (歴史博物館) 縄文時代晩期 市 昭和40年11月3日
129 考古資料 北浦遺跡出土遺物 二口 上条町内会 (歴史博物館) 鎌倉時代 市 平成14年11月3日
130 考古資料 彼岸田遺跡出土横櫛 １点 安城市 (歴史博物館) 古墳時代中期 市 平成22年11月5日
131 考古資料 下懸遺跡出土木簡 １点 安城市 (歴史博物館) 奈良時代 市 平成22年11月5日
132 考古資料 惣作遺跡出土木簡 2点 安城市 (歴史博物館) 奈良時代 市 平成26年1月10日
133 建造物 本證寺本堂 一棟 本證寺 野寺町 江戸時代 県 昭和49年4月10日
134 建造物 桜井神社本殿　附棟札 一棟 桜井神社 桜井町 室町時代 市 昭和40年11月3日
135 建造物 神谷家住宅　母屋 一棟 (個人) 江戸時代 市 昭和61年9月5日
136 建造物 学甫堂　附石燈籠・つくばい 一棟 (個人) 江戸時代 市 昭和47年11月14日

137 建造物 宝筐印塔 二基 誓願寺 姫小川町 室町時代 市 昭和40年11月3日
138 建造物 都築弥厚茶室 一棟 西蓮寺 東端町 江戸時代 市 昭和40年10月1日
139 建造物 本證寺伽藍　鼓楼・鐘楼・経蔵・裏門 四棟 本證寺 野寺町 江戸時代 市 平成17年11月3日
140 建造物 大岡白山神社本殿 一棟 大岡白山神社 大岡町 室町時代 市 平成19年11月3日
141 建造物 旧明治郵便局局舎及び官舎 二棟 (個人) 明治時代 市 平成19年11月3日
142 建造物 東端八剱神社本殿　附覆殿一棟・棟札一枚・板札一枚 一棟 東端八剱神社 東端町 江戸時代 市 平成27年1月9日
143 建造物 根崎八幡神社本殿　附杮板三枚 一棟 根崎八幡神社 根崎町 江戸時代 市 平成27年1月9日
144 有形民俗文化財 八剣神社の絵馬 六面 和泉八剱神社 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成1年11月3日
145 有形民俗文化財 神明社・小河天神社合殿の絵馬 一面 神明社・小河天神社合殿 小川町 江戸時代 市 平成3年11月3日
146 有形民俗文化財 大岡白山神社の絵馬 三面 大岡白山神社 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成3年11月3日
147 有形民俗文化財 桜井神社の絵馬 一面 桜井神社 桜井町 江戸時代 市 平成1年11月3日
148 有形民俗文化財 算額 二面 桜井神社 桜井町 江戸時代 県 昭和42年10月30日

149 有形民俗文化財 安城市場神 二基 東尾町内会 安城町 市 昭和40年10月1日
150 有形民俗文化財 相撲土俵四本柱 四本 福釜町内会 福釜町 江戸時代 市 昭和43年4月1日
151 有形民俗文化財 算額 一面 桜井神社 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成9年1月10日
152 有形民俗文化財 野辺送り蓮台並びに前卓 二基 長因寺 木戸町 江戸時代 市 平成11年11月3日
153 有形民俗文化財 八幡社の絵馬 七面 東尾八幡社奉賛会 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成12年11月3日
154 有形民俗文化財 尾崎町のからくり人形 一式 尾崎町内会 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成15年11月3日
155 有形民俗文化財 文字書きからくり人形 一式 安城市 (歴史博物館) 江戸時代 市 平成22年11月5日
156 有形民俗文化財 根崎八幡神社の絵馬及び奉納額 三面 根崎八幡神社 根崎町 江戸時代 市 平成26年1月10日
157 無形民俗文化財 桜井町の棒の手 桜井町下谷棒の手保存会 (歴史博物館) 県 昭和39年3月23日
158 無形民俗文化財 三河万歳 安城の三河万歳保存会他 (歴史博物館) 国 平成7年12月26日
159 無形民俗文化財 桜井神社のまつり囃子 桜井神社祭囃子保存会他 (歴史博物館) 市 昭和53年11月20日

160 無形民俗文化財 不乗森神社の湯立神事 不乗森神社 里町 市 平成4年11月3日
161 史跡 二子古墳 4152.61 桜井神社・安城市 桜井町 古墳時代前期 国 昭和2年10月26日
162 史跡 姫小川古墳 1955.65 浅間神社 姫小川町 古墳時代前期 国 昭和2年10月26日
163 史跡 姫小川古墳 1195.33 (個人) 古墳時代前期 国 平成24年9月19日
164 史跡 碧海山古墳 396 (個人) 古墳時代前期 市 昭和40年11月3日
165 史跡 塚越古墳 492 願力寺 古井町 古墳時代前期 市 昭和36年10月1日
166 史跡 堀内古墳 783 堀内天神社 堀内町 古墳時代前期 市 昭和40年11月3日
167 史跡 獅子塚古墳 2194 秋葉神社 東町 古墳時代前期 市 昭和40年11月3日
168 史跡 姫塚古墳 677 浅間神社 姫小川町 古墳時代 市 昭和40年11月3日
169 史跡 姫塚古墳 221.3 浅間神社他 古墳時代 市 平成20年11月3日
170 史跡 姫地下壙 62.05 (個人) 古墳時代後期 市 昭和40年11月3日
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171 史跡 堀内貝塚 1467.76 安城市 安城町 縄文時代晩期 市 昭和40年11月3日
172 史跡 東端貝塚 4669.25 八剱神社 東端町 縄文時代晩期 市 昭和45年3月16日
173 史跡 安祥城址 大乗寺他 安城町 室町時代 市 昭和36年10月1日
174 史跡 安城古城址 813 若一王子社 安城町 鎌倉時代 市 昭和38年10月1日
175 史跡 東端城址 6231.39 (個人) 東端町 室町時代 市 昭和38年10月1日
176 史跡 山崎城址 5122 神明社他 山崎町 室町時代 市 昭和40年10月1日
177 史跡 箕輪城址 2225 光明寺 箕輪町 室町時代 市 昭和40年10月1日
178 史跡 桜井城址 6189.94 安城市 安城町 室町時代 市 昭和40年11月3日
179 史跡 藤井城址 150 藤井総代 藤井町 室町時代 市 昭和43年4月1日
180 史跡 木戸城址 7086 春日神社 木戸町 室町時代 市 昭和49年2月13日
181 史跡 高木氏発祥の地 22.68 安城市 高木町 室町時代 市 昭和40年10月1日
182 史跡 保科正直邸址 2387 正法寺 山崎町 安土桃山時代 市 昭和40年10月1日
183 史跡 安城陣屋跡 300.82 若一王子社 安城町 江戸時代 市 昭和43年4月1日
184 史跡 西尾辨財天 103 若一王子社 安城町 市 昭和46年3月10日
185 史跡 安祥毘沙門天 1586 極楽寺他 東明町 市 昭和46年3月10日
186 史跡 富士塚 56 株式会社　コロナ 浜富町 室町時代 市 昭和36年10月1日
187 史跡 本多忠高墓碑 大乗寺 安城町 江戸時代 市 昭和36年10月1日
188 史跡 護法有志の墓 184.78 蓮泉寺 小川町 明治時代 市 昭和40年11月3日
189 史跡 藤の里伝承地 1.43 村高天神社 村高町 江戸時代 市 昭和40年11月3日
190 史跡 柴田助太夫墓碑 永安寺 浜屋町 江戸時代 市 昭和43年4月1日
191 史跡 中川覚右衛門墓碑 9.25 明法寺 安城町 明治時代 市 昭和43年4月1日
192 史跡 大行日吉法印の墓 19.89 大行日吉法印講中代表 西別所町 安土桃山時代 市 昭和53年2月20日
193 史跡 本多忠豊墓碑 95 大乗寺 安城町 江戸時代 市 昭和38年10月1日
194 史跡 東条塚 195 安城市 安城町 室町時代 市 昭和36年10月1日
195 史跡 桜井戸跡 120 安城市 安城町 市 昭和40年11月3日
196 史跡 筒井泉跡 14.8 安城市 安城町 室町時代 市 昭和43年4月1日
197 史跡 藤井戸跡 73 藤井総代 藤井町 市 平成3年11月3日
198 史跡 三河三白山・大岡白山神社 7374 大岡白山神社 大岡町 室町～江戸時代 市 昭和43年4月1日
199 史跡 三河三白山・上条白山媛神社 6254 上条白山媛神社 上条町 室町～江戸時代 市 昭和43年4月1日
200 史跡 三河三白山・桜井神社 13025.65 桜井神社 桜井町 室町～江戸時代 市 昭和43年4月1日
201 史跡 寺領廃寺跡 5985 松韻寺・素盞鳴神社他 寺領町 奈良時代 市 昭和40年11月3日
202 史跡 別郷廃寺跡 14.82 市杵嶋姫神社 別郷町 奈良～平安時代 市 昭和43年4月1日
203 史跡 二夕子遺跡 安城市 安城町 弥生時代前期 市 昭和40年11月3日
204 史跡 亀塚遺跡 安城市 安城町 弥生時代中期 市 昭和40年11月3日
205 史跡 本證寺境内 37454.49 本證寺他 野寺町 室町時代 国 平成27年3月10日
206 史跡 石川丈山邸址 1483 安城市 安城町 安土桃山時代 市 昭和38年10月1日
207 史跡 鎌倉街道及び花の滝伝承地 23 不乗森神社 里町 市 昭和58年7月20日
208 史跡 真宗墓碑 3.31 誓願寺 姫小川町 室町時代 市 昭和40年11月3日
209 史跡 古井戸跡 25 (個人) 古井町 市 平成11年1月8日
210 史跡 岩根城址 22000 岩根総代 小川町 鎌倉時代 市 平成11年1月8日
211 史跡 山伏塚及び野田家墓碑 261 (個人) 桜井町 江戸時代 市 平成15年11月3日
212 史跡 桜井町棒の手伝承地 76･0 (個人) 桜井町 安土桃山時代 市 平成17年3月1日
213 天然記念物 東海道のマツ並木 東海道一帯 安城市 桜町 市 昭和45年3月16日
214 天然記念物 桜井神社のクロマツ 桜井神社参道 桜井神社 桜井町 市 昭和49年2月13日
215 天然記念物 永安寺の雲竜の松 一樹 永安寺 浜屋町 県 昭和60年11月25日

216 天然記念物 明法寺のイブキ 一樹 明法寺 安城町 市 昭和50年3月13日
217 天然記念物 本證寺のイブキ 一樹 本證寺 野寺町 県 昭和53年1月17日
218 天然記念物 西蓮寺のイチョウ 一樹 西蓮寺 東端町 市 昭和49年2月13日
219 天然記念物 堀内の大イチョウ 一樹 (個人) 堀内町 市 昭和40年11月3日
220 天然記念物 信照寺のシイ 一樹 信照寺 榎前町 市 昭和50年3月13日
221 天然記念物 水月寺のシイ 一樹 西別所町内会 西別所町 市 昭和49年2月13日
222 天然記念物 榎前のクロガネモチ 一樹 (個人) 榎前町 県 昭和53年1月17日
223 天然記念物 村高の大クス 二樹 村高天神社 村高町 市 昭和49年2月13日
224 天然記念物 専超寺のケヤキ 一樹 専超寺 今本町 市 昭和49年2月13日
225 歴史資料 石川喜平測量具　附和算免許状・和算資料 一式 明治川神社 東栄町 江戸時代 市 昭和43年4月1日

1 登録有形文化財 神谷家住宅座敷 85 (個人) 和泉町 明治前期／大正期増築 登録 平成20年5月7日
2 登録有形文化財 神谷家住宅奥座敷 147 (個人) 和泉町 明治末期 登録 平成20年5月7日
3 登録有形文化財 神谷家住宅左官部屋及び炭部屋 32 (個人) 和泉町 明治38年頃 登録 平成20年5月7日
4 登録有形文化財 神谷家住宅渡り 23 (個人) 和泉町 明治38年頃 登録 平成20年5月7日
5 登録有形文化財 神谷家住宅米蔵 80 (個人) 和泉町 明治中期 登録 平成20年5月7日
6 登録有形文化財 神谷家住宅雑穀蔵 41 (個人) 和泉町 明治中期 登録 平成20年5月7日
7 登録有形文化財 神谷家住宅奥の蔵 39 (個人) 和泉町 明治中期 登録 平成20年5月7日
8 登録有形文化財 神谷家住宅宝蔵 50 (個人) 和泉町 大正前期 登録 平成20年5月7日
9 登録有形文化財 神谷家住宅横屋 41 (個人) 和泉町 明治前期 登録 平成20年5月7日
10 登録有形文化財 神谷家住宅井戸屋形 18 (個人) 和泉町 明治後期／昭和前期増築 登録 平成20年5月7日
11 登録有形文化財 神谷家住宅釜屋及び物置 13 (個人) 和泉町 明治前期／昭和前期増築 登録 平成20年5月7日
12 登録有形文化財 神谷家住宅味噌蔵及び書庫 40 (個人) 和泉町 大正前期 登録 平成20年5月7日
13 登録有形文化財 神谷家住宅大工部屋及び奥和室 61 (個人) 和泉町 大正前期 登録 平成20年5月7日
14 登録有形文化財 神谷家住宅正門 53 (個人) 和泉町 明治38年頃 登録 平成20年5月7日
15 登録有形文化財 愛知県立安城農林高等学校正門門柱 1 愛知県 池浦町 明治36年 登録 平成29年3月10日

国登録文化財


