
１ 氷川神社・大宮宿区域 

本区域は、大宮区の氷川神社を中心に大宮宿と北区盆栽町を含む。氷川神社を中心に、中山

道 4 番目の宿場として発達してきた。近代以降は「鉄道のまち」「商業のまち」として発展を

してきた。 

 活用区域の分布と主な構成文化財 

◆検討区域

1

別紙



 活用区域の主な構成文化財一覧 

文化財の名称 種別 分類 文化財の名称 種別 分類

1
大宮氷川神社摂社門客人神社本殿・
摂社天津神社本殿・
末社御嶽神社本殿

市指定 建造物 35 JR東日本大宮総合車両センター 未指定 工場

2 氷川神社行幸絵巻 県指定 絵画 36 赤レンガ倉庫 未指定 建造物
3 氷川神社横山大観作「秋色武蔵国」 市指定 絵画 37 庚申神社 未指定 神社
4 氷川神社文書 市指定 古文書 38 大栄橋 未指定 橋
5 夏越祓 未指定 祭礼 39 ほこすぎ橋 未指定 橋・景観
6 例大祭・橋上祭 未指定 祭礼 40 コク―ンシティ 未指定 商業施設
7 大湯祭・十日市 未指定 祭礼・行事 41 白井助七翁碑 未指定 顕彰碑
8 夏祭り 未指定 行事 － 山丸公園 未指定 公園
9 大宮薪能 未指定 行事 － 白井助七の碑 未指定 顕彰碑

10 氷川参道 未指定 道路 42 舟遊池 未指定 公園
11 氷川参道の並木 市天記 天然記念物 43 児童遊園地 未指定 公園
12 「武蔵国一宮」の碑 未指定 石造物 44 飛行塔 未指定 建造物
13 氷川参道の庚申様 未指定 石造物 45 小動物園 未指定 公園
14 丁石 未指定 石造物 46 日本庭園 未指定 公園
15 勅使斎館 未指定 建造物 47 大宮公園の桜（さくら名所100選の地）未指定 公園

氷川参道と社家の家並み 未指定 景観 48 大宮公園内遺跡（県博） 県指定 史跡
16 平成広場 未指定 公園 49 大宮遊園地ホテル跡の門柱 未指定 建造物
17 氷川だんご 未指定 食 50 一の屋 未指定 食
18 氷川神社の石碑と裏参道 未指定 石造物 51 盆栽村 未指定 地区
19 高台橋 未指定 橋 52 清水利太郎顕彰碑 未指定 顕彰碑
20 火の玉不動とお女郎地蔵 未指定 石造物 53 盆栽園 未指定 景観
21 涙橋の碑 未指定 石造物 54 大盆栽まつり 未指定 行事
22 安藤橋 未指定 橋 55 大宮風致地区 未指定 景観
23 山丸公園 未指定 公園 56 大宮聖愛教会 未指定 建造物
24 白井助七の碑 未指定 顕彰碑 57 市立博物館 未指定 博物館
25 浅間神社初山 未指定 祭礼・行事 58 土器の館 未指定 公共施設
26 塩地蔵尊 未指定 信仰 59 氷川の杜文化館 未指定 公共施設
27 中山道大宮宿 未指定 宿場 60 鉄道博物館 未指定 博物館
28 北澤稲荷 未指定 神社 61 盆栽四季の家 未指定 公共施設
29 本陣稲荷 未指定 神社 62 盆栽美術館 未指定 博物館
30 倉屋敷稲荷 未指定 神社 63 漫画会館 未指定 博物館
31 東光寺 未指定 寺院 64 埼玉県立歴史と民俗の博物館 未指定 博物館
32 御影堂 未指定 諸堂
33 多子稲荷 未指定 神社
34 閻魔堂 未指定 諸堂
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２ 与野町区域 

本区域は、与野本町通りを中心とした中央区本町東、本町西を中心に、東は鴻沼川流域、西

は 17 号バイパスまで、また、上峰、鈴谷の一部を含む。 

 活用区域の分布と主な構成文化財 
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 活用区域の主な構成文化財一覧 

文化財の名称 種別 分類 文化財の名称 種別 分類
1 与野小村田氷川神社本殿 市指定 建造物 30 与野七福神めぐり・仮装パレード 未指定 行事
2 出世稲荷 未指定 神社 31 御嶽神社 未指定 神社
3 八幡神社 未指定 32 天祖神社 未指定 神社
4 長伝寺「絹本着色阿弥陀如来画像」 市指定 絵画 33 鈴谷大堂 未指定 諸堂
5 長伝寺木造聖観音坐像 市指定 彫刻 34 上町氷川神社 未指定 神社
6 長伝寺「木造閻魔王坐像」 市指定 彫刻 35 一山神社 未指定 神社
7 長伝寺「木製三葉葵紋香炉」 市指定 工芸品 36 圓乘院 未指定 寺院
8 観智国師関係史料 市指定 古文書 37 圓福寺 未指定 寺院
9 伊達政宗書状 市指定 古文書 38 妙行寺の大カヤ 国指定 天然記念物
10 西沢曠野の墓 市指定 史跡 39 妙行寺のモクコク 県指定 天然記念物
11 正圓寺「板彫阿弥陀聖衆来迎図」 市指定 彫刻 40 妙行寺朱印状 市指定 古文書
12 正圓寺のドウダンツツジ 市指定 天然記念物 41 正元二年銘の板石塔婆 市指定 歴史資料
13 赤山通りの石造地蔵菩薩立像 市指定 歴史資料 42 鈴木荘丹の墓 市指定 史跡
14 一山神社冬至祭 市指定 無形民俗 42 稲垣田龍の墓 市指定 史跡
15 圓乘院けまん 市指定 工芸品 43 ダルマ市 未指定 行事
16 圓乘院舎利宝塔 市指定 工芸品 44 赤山橋石橋供養塔 未指定 石造物
17 圓乘院金銅花籠 市指定 工芸品 45 鴻沼用水 未指定 用水
18 圓乘院「木製柄香炉形仏具」 市指定 工芸品 46 鴻沼川 未指定 河川
19 圓乘院朱印状 市指定 古文書 47 どんぐりの森 未指定 公園
20 圓乘院の石造地蔵菩薩立像 市指定 歴史資料 48 与野中央公園 未指定 公園
21 寛文五年銘の庚申塔 市指定 有形民俗 49 鎌倉街道 未指定 道路
22 圓乘院の千代桜 市指定 天然記念物 50 赤山街道 未指定 道路
23 圓福寺木造釈迦如来坐像 市指定 彫刻 51 与野浦和道 未指定 道路
24 庚申堂 未指定 諸堂 52 巽遺跡 未指定 遺跡
25 与野町絵図 市指定 歴史資料 53 矢垂西遺跡 未指定 遺跡
26 与野夏祭り 未指定 行事 54 辻の札遺跡 未指定 遺跡
27 蔵造り住宅 未指定 建造物 55 今宮遺跡 未指定 遺跡
28 与野公園 未指定 公園 56 和同開珎（与野西遺跡） 未指定 考古資料
29 ばらまつり 未指定 行事 57 与野郷土資料館 未指定 資料館

58 彩の国さいたま芸術劇場 未指定 ホール
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３ 浦和宿区域 

本区域は、文化 8年（1811）に描かれた「浦和宿絵図」の範囲とする。その範囲は、主に浦

和区の常盤・仲町・高砂の浦和宿と岸町の調神社を含む。 

 活用区域の分布と主な構成文化財 
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 活用区域の主な構成文化財一覧 

文化財の名称 種別 分類 文化財の名称 種別
1 調神社旧本殿 市指定 建造物 35 埼玉県庁舎 未指定
2 調神社扁額 市指定 書跡 36 埼玉県師範学校発祥の地の碑 未指定
3 調神社の境内林 市指定 天然記念物 37 埼玉サッカー発祥の地 未指定
4 扇面三十六歌仙絵 市指定 絵画 38 浦中記念碑 未指定
5 神輿鳳凰 市指定 工芸品 39 浦和第一高等女学校 未指定
6 調宮縁起 市指定 古文書 40 高砂小学校 未指定
7 調神社の狛兎 未指定 石造物 42 調公園 未指定
8 十二日まち 未指定 行事 41 ラジオ塔 未指定
9 白雲堂無相の句碑 未指定 句碑 43 北浦和公園 未指定
10 長谷川かな女句碑 未指定 句碑 44 浦和北公園 未指定
11 旧福寿庵（旧調神社旧社務所） 未指定 建造物 45 埼玉会館 未指定
12 木造地蔵菩薩立像 県指定 彫刻 46 浦和画家 未指定
13 絹本着色両界曼荼羅 県指定 絵画 47 須原屋 未指定
14 玉蔵院山門 市指定 建造物 48 石井桃子生誕地 未指定
15 玉蔵院地蔵堂 市指定 建造物 49 裏門通り 未指定
16 玉蔵院文書 県指定 古文書 50 坂下通り 未指定
17 酒井忠世書状 市指定 古文書 51 与野道 未指定
18 守護侍不入石杭 市指定 歴史資料 52 石橋供養塔 市指定
19 月天子坐像 未指定 彫刻 53 常盤緑道 未指定
20 勢至菩薩立像 未指定 彫刻 54 さくら草通り 未指定
21 青山茶舗店舗兼主屋 国登録 建造物 55 浦和駅前の彫刻 未指定
22 青山茶舗旧納屋（楽風） 国登録 建造物 56 まちかど彫刻 未指定
23 文寿堂 未指定 建造物 57 日本聖公会浦和諸聖徒教会 未指定
－ 旧綿貫家住宅（民家園） 市指定 建造物 58 聖愛幼稚園 未指定
－ 旧高野家住宅（民家園） 市指定 建造物 59 キリシタン灯籠 未指定
－ 大熊家表門（浦和宿本陣表門） 市指定 建造物 60 埼玉県立文書館 未指定
24 浦和宿本陣跡 市指定 史跡 61 うらわ美術館 未指定
25 浦和御殿跡（常盤公園） 未指定 公園 62 埼玉県立近代美術館 未指定
26 浦和宿二・七市場跡 市指定 史跡
27 慈恵稲荷社 未指定 神社
28 成就院 未指定 寺院
29 浦和宿絵図 市指定 歴史資料
30 浦和まつり 未指定 祭礼・行事
31 うらわのウナギ 未指定 食
32 中村屋 未指定 食
33 満寿屋 未指定 食
34 山崎屋 未指定 食
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４ 岩槻城区域 

  本区域は、岩槻城下、大構えの範囲と藩士ゆかりの寺院を含む。 

 活用区域の分布と主な構成文化財 
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 活用区域の主な構成文化財一覧 

文化財の名称 種別 分類 文化財の名称 種別 分類
1 岩槻城跡 県指定 史跡 39 丹過庚申堂 未指定 諸堂
2 岩槻城城門 市指定 建造物 40 時の鐘 市指定 工芸品
3 岩槻城裏門 市指定 建造物 41 時の鐘のイチョウ 未指定 樹木
4 岩槻城跡のケヤキ 市指定 建造物 42 岩槻小学校のイチョウ 市指定 天然記念物
5 八ツ橋と菖蒲池 未指定 景観 43 太田のクスノキ 未指定 樹木
6 東武特急きぬ1726系 未指定 鉄道 44 郷学せん穀堂の碑 市指定 史跡
7 人形塚 未指定 人形 45 岩槻藩遷喬館 市指定 史跡
8 芳林寺太田氏資宝篋印塔 市指定 史跡 46 一里塚跡 未指定 道路
9 浄安寺の円空仏 市指定 彫刻 47 東玉大正館 国登録 建造物
10 木造阿弥陀如来立像 市指定 彫刻 48 長谷川家住宅旧店蔵及び主屋 国登録 建造物
11 「漂客記事」及び「徳教篇」版木 市指定 歴史資料 49 長谷川家住宅文庫蔵 国登録 建造物
12 児玉南柯の墓 市指定 史跡 50 宮田屋（リノベーション済） 未指定 建造物
13 高力清長・徳松松・竹の局の墓及び供養塔 市指定 史跡 51 武州鉄道跡 未指定 鉄道
14 浄安寺の門 未指定 建造物 52 田中保生家跡 未指定 画家
15 浄国寺日韓 県指定 古文書 53 東宮歩道橋 未指定 景観
16 仏眼舎利宝塔 市指定 工芸品 54 岩槻城 侍屋敷城下町迄総絵図 市指定 歴史資料
17 岩槻藩主阿部家の墓 市指定 史跡 55 岩槻人形・江戸木目込人形 県指定 無形
18 浄国寺山門 未指定 建造物 56 人形店 未指定 特産品
19 刀（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） 国指定 工芸品 57 岩槻木綿 未指定 特産品
20 龍門寺山門 市指定 建造物 58 岩槻ねぎ 未指定 食
21 龍門寺所蔵資料 市指定 歴史資料 59 時の鐘中 未指定 食
22 大岡家の墓 市指定 史跡 60 藤宮製菓（和菓子） 未指定 食・建造物
23 大西民子の歌碑 未指定 歌碑 61 田中屋本店（和菓子） 未指定 食・建造物

24 大龍寺大龍寺のスダジイ 未指定 樹木 62 ヨーロッパ野菜 未指定 食

25 浄源寺 未指定 寺院 63 人形のまち岩槻朝顔市 未指定 行事
26 知楽院 未指定 寺院 64 城下町岩槻鷹狩り行列 未指定 行事
27 願正寺阿弥陀三尊図像月待供養板碑 市指定 歴史資料 65 人形のまち人形供養祭 未指定 行事
28 弥勒密寺（岩槻大師） 未指定 寺院 66 五節句 未指定 行事
29 梅照院 未指定 寺院 67 人形のまち岩槻まつり 未指定 行事
30 螺鈿鞍（埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託） 県指定 工芸品 68 まちかど雛めぐり 未指定 行事
31 久伊豆神社の社叢ふるさとの森 未指定 樹木 69 岩槻城址公園桜まつり 未指定 行事
32 久伊豆神社例大祭 未指定 祭礼 70 岩槻郷土資料館 国登録 博物館
33 ひざいずさんの孔雀 未指定 鳥 71 人形博物館 未指定 博物館
34 愛宕神社大構 市指定 史跡 72 にぎわい交流館岩槻 未指定 産業・観光施設

35 太田諏訪神社本殿 市建造 建造物 73 鈴木酒造・酒造資料館 未指定 博物館
36 八雲神社（市神） 未指定 神社 74 東玉人形の博物館 未指定 博物館
37 冨士浅間神社（大構え） 未指定 神社
38 冨士浅間神社の初山 未指定 祭礼・行事
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５ 見沼区域 

  本区域は、見沼田んぼに面した、北区・大宮区・見沼区・浦和区・緑区の一部にあたる。 

 活用区域の分布と主な構成文化財 
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 活用区域の主な構成文化財一覧 

文化財の名称 種別 分類 文化財の名称 種別 分類
1 見沼通船堀 国指定 史跡 73 見沼伏越 未指定 水路
2 鈴木家住宅 国指定 史跡 74 東大宮操車場 未指定 電車
3 水神社 国指定 史跡 75 砂大橋からの眺め 未指定 景観
4 見沼通船舟歌 市指定 無形民俗 76 寿能城跡 県指定 旧跡
5 下山口新田の地蔵盆 未指定 行事 77 天沼神社 未指定 神社
6 厳島神社（山口弁天） 未指定 神社・伝説 78 氷川神社 未指定 神社
7 赤山街道 未指定 道路 79 大日堂板石塔婆 市指定 考古資料
8 八丁堤 未指定 道路 80 大日堂のシイノキ 市指定 天然記念物
9 八丁石工作品群 未指定 石造物 81 景元寺のシイノキ 市指定 天然記念物
10 附島氷川女体神社本殿 市建造 建造物 82 浦和 浦和西高下のヤブカンゾウ 未指定 植物
11 大間木氷川神社本殿 市建造 建造物 83 見沼通船堀公園 未指定 公園
12 大牧氷川女体神社本殿 県建造 建造物 84 大間木公園 未指定 公園
13 見性院の墓 県旧跡 旧跡 85 大崎公園 未指定 公園
14 木造十一面観音立像 市彫刻 彫刻 86 見沼自然公園 未指定 公園
15 半鐘 市工芸 工芸品 87 さぎ山記念公園 未指定 公園
16 見性院霊廟三具足 市工芸 工芸品 88 見沼氷川公園 未指定 公園
17 有泉勝長木牌 市歴史 歴史資料 89 七里総合公園 未指定 公園
18 清泰寺の庚申塔 市有民 有形民俗 90 大谷ホタルの里 未指定 公園
19 阿弥陀如来坐像 未指定 彫刻 91 合併記念公園 未指定 公園
20 篠原家の宝篋印塔 市指定 歴史資料 92 大宮第二公園 未指定 公園
21 氷川女體神社社殿 県指定 建造物 93 万葉親水公園 未指定 公園
22 氷川女体神社神輿 県指定 工芸品 94 大和田公園 未指定 公園
23 三鱗文兵庫鎖太刀 県指定 工芸品 95 見晴公園 未指定 公園
24 牡丹文瓶子 県指定 工芸品 96 市民の森・見沼グリンセンター 未指定 公園
25 氷川女体神社古社宝類 市指定 工芸品 97 東大宮親水公園 未指定 公園
26 神明宮扁額 市指定 書跡 98 緑のトラスト第1号地 未指定 緑地
27 北条氏綱制札　北条氏印判状 市指定 古文書 99 大牧自然緑地 未指定 緑地
28 氷川女體神社の名越祓え 市指定 無形民俗 100 三室自然緑地 未指定 緑地
29 氷川女體神社社叢 市指定 天然記念物 101 三室第二自然緑地 未指定 緑地
30 氷川女體神社磐船祭祭祀跡 市指定 史跡 102 木崎四丁目保存緑地 未指定 緑地
31 四本竹遺跡（芝川第一調節池） 未指定 遺跡 103 木崎三丁目保存緑地 未指定 緑地
32 馬場小室山遺跡 県指定 史跡 104 浦和西高斜面林 未指定 緑地
33 北宿大橋からの眺め 未指定 景観 105 大和田緑地公園特別緑地保全地区 未指定 緑地
34 野田の通船堀 未指定 水路 106 大和田町1丁目特別緑地保全地区 未指定 緑地
35 深井家長屋門 市指定 建造物 107 土呂自然の森 未指定 緑地
36 深井家文書 市指定 古文書 108 芝川 未指定 河川
37 南部領辻の獅子舞 市指定 無形民俗 109 見沼代用水西縁 未指定 用水
38 鷲神社 未指定 神社・伝説 110 見沼代用水東縁 未指定 用水
39 総持院鐘楼門 未指定 建造物 111 加田屋川 未指定 河川
40 総持院のボタン 未指定 植物 112 見沼田んぼ 未指定 新田開発
41 国昌寺門 市指定 建造物 113 縄文時代の遺跡群 未指定 遺跡
42 大雲文竜書大弁才尊号天 市指定 書跡 114 弥生時代の環濠集落 未指定 遺跡
43 阿弥陀一尊種子板石塔婆 市指定 歴史資料 115 日本一の桜回廊 未指定 植物
44 太子堂鰐口 市指定 工芸品 116 御舟祭りと片目の鯉 未指定 伝説
45 萬年寺木造釈迦如来坐像 市指定 彫刻 117 見沼の笛 未指定 伝説
46 井澤弥総兵衛為永頌徳碑 未指定 頌徳碑 118 螢の宮／蛍の御殿 未指定 伝説
47 加田屋新田 未指定 新田開発 119 見沼の竜神　 未指定 伝説
48 フナノウ 未指定 米作 120 雨降り朝顔 未指定 伝説
49 旧坂東家住宅 市指定 建造物 121 男女のえし 未指定 伝説
50 加田屋新田彼岸花 未指定 植物 122 見沼の蛇枕 未指定 伝説
51 見沼弁財天 未指定 諸堂 123 見沼のいもり 未指定 伝説
52 膝子一里塚 市指定 史跡 124 蓮を作らない話 未指定 伝説
53 光徳寺 未指定 寺院 125 見沼の竜神オタケ様 未指定 伝説
54 染谷の万灯 未指定 祭礼・行事 126 弁才天と馬子 未指定 伝説
55 染谷菖蒲園 未指定 植物 127 国昌寺山門の竜 未指定 伝説
56 西福寺 未指定 寺院 128 愛宕社の竜 未指定 伝説
57 常泉寺 未指定 寺院 129 ヤツガシラ 未指定 食
58 熊野神社 未指定 神社 130 里芋 未指定 食
59 愛宕神社の算額 市指定 有形民俗 131 柿渋 未指定 特産品
60 御蔵のクマガイソウ 市指定 天然記念物 132 浦和くらしの学物館民家園 未指定 博物館
61 御蔵のイカリソウ 市指定 天然記念物 133 浦和博物館 未指定 博物館
62 中山神社旧本殿 県指定 建造物 134 旧坂東家住宅見沼くらしっく館 未指定 博物館
63 中山神社の火渡り 未指定 祭礼・行事 135 市立博物館 未指定 博物館
64 圓蔵院の大イチョウ 市指定 天然記念物 136 埼玉県立歴史と民俗の博物館 未指定 博物館
65 圓蔵院のシダレザクラ 市指定 天然記念物 137 みぬま見聞館 未指定 環境学習施設

66 圓蔵院絹本着色十二天像 市指定 絵画
67 圓蔵院円空作観音像 市指定 彫刻
68 見沼弁財天宗像神社 未指定 諸堂
69 大和田神社 未指定 神社
70 鷲神社 未指定 神社
71 砂の大ケヤキ 市指定 天然記念物
72 砂の万灯 市指定 無形民俗
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