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国・県・市指定等文化財一覧 
 

国指定・選定文化財 

番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 

指定又は 

選定年月日 

1 重要文化財 旧群馬県衛生所 附棟札一枚 相生町 桐生市 昭和51.2.3 

2 重要文化財 上野千網谷戸遺跡出土品 
群馬県立歴史博

物館に寄託中 
桐生市 昭和59.6.6 

3 重要文化財 
彦部家住宅（主屋、長屋門、冬住

み、文庫倉他） 
広沢町 個人 平成4.8.10 

4 重要文化財 塔婆（石造三層塔） 新里町山上 桐生市 昭和18.6.9 

5 重要文化財 銅造阿弥陀如来及両脇侍立像 西久方町 青蓮寺 平成19.6.8 

6 史跡 武井廃寺塔跡 新里町武井 桐生市 昭和16.1.27 

7 

重要伝統的

建造物群保

存地区 

桐生市桐生新町伝統的建造物

群保存地区 
本町・天神町 ― 平成24.7.9 
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県指定文化財 

番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 
指定年月日 

1 
県指定重要

文化財 
西方寺木彫阿弥陀如来 梅田町 西方寺 昭和33.3.22 

2 
県指定重要

文化財 
崇禅寺木彫阿弥陀如来像 川内町 崇禅寺 昭和33.8.1 

3 
県指定重要

文化財 
刀 銘 一竿子忠綱雕同作 稲荷町 個人 昭和37.2.21 

4 
県指定重要

文化財 

刀 銘（巴紋刻印） 於東武藤枝

太郎英義作之 
相生町 個人 昭和38.9.27 

5 
県指定重要

文化財 
大雄院刺繍涅槃図 広沢町 大雄院 昭和38.1.8 

6 
県指定重要

文化財 

紙本金地著色秋草花卉図 酒井

抱一筆 

紙本金地著色孔雀牡丹図 谷文

晁筆 

群馬県立歴史博

物館に寄託中 
浄運寺 昭和54.10.2 

7 
県指定重要

文化財 

天満宮社殿（本殿・幣殿・拝殿） 

本社幣殿拝殿妻之図一幅 
天神町 天満宮 平成2.9.25 

8 
県指定重要

文化財 
関の磨崖仏 新里町関 八幡宮 昭和47.11.15 

9 
県指定重要

文化財 
虚空蔵菩薩像 黒保根町上田沢 医光寺 昭和48.8.21 

10 
県指定重要

文化財 
紺紙金泥虚空蔵菩薩経 黒保根町上田沢 医光寺 昭和48.8.21 

11 
県指定重要

文化財 
常鑑寺の梵鐘 黒保根町水沼 常鑑寺 昭和48.8.21 

12 
県指定重要

文化財 
栗生神社本殿 附棟札 黒保根町上田沢 

栗生神社

氏子総代 
平成11.4.30 

13 
県指定重要

文化財 
島霞谷・隆夫妻関係資料 

群馬県立歴史博

物館に寄託中 

印刷博物館に寄

託中 

個人 平成20.9.12 

14 
県指定天然

記念物 

「伝承」桐生大炊介手植えのヤナ

ギ 
東 桐生市 昭和27.11.11 

15 
県指定天然

記念物 
相生のマツ 相生町 愛宕神社 昭和30.11.8 

16 
県指定天然

記念物 
桐生城跡日枝神社のクスノキ群 梅田町 日枝神社 昭和33.3.23 

17 
県指定天然

記念物 
野の大クスノキ 新里町野 個人 昭和36.9.15 

18 
県指定天然

記念物 
新里のサクラソウ群落 

新里町赤城山畑

平、舟原 
桐生市 平成8.3.29 
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番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 
指定年月日 

19 
県指定天然

記念物 
黒保根栗生神社の大スギ 黒保根町上田沢 

栗生神社

氏子総代 
平成9.3.28 

20 
県指定天然

記念物 
崇禅寺のイトヒバ 川内町 崇禅寺 平成20.3.27 

21 
県指定天然

記念物 
賀茂神社のモミ群 広沢町 賀茂神社 平成20.3.27 

22 県指定史跡 彦部氏屋敷 広沢町 個人 昭和51.5.7 

23 県指定史跡 山上城跡 新里町山上 個人 昭和23.11.26 

24 県指定史跡 中塚古墳 新里町新川 桐生市 昭和54.10.2 
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市指定文化財 

番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 
指定年月日 

1 市重要 光性寺木彫不動明王 東 光性寺 昭和37.3.14 

2 市重要 前田利家新田老母宛書状 宮本町 個人 昭和38.3.26 

3 市重要 浄運寺安土宗論記録 本町 浄運寺 昭和38.3.26 

4 市重要 彦部家文書仁田山紬注文書 広沢町 個人 昭和38.3.26 

5 市重要 東禅寺角塔 川内町 東禅寺 昭和41.2.9 

6 市重要 須永の地蔵菩薩像 川内町 個人 昭和41.2.9 

7 市重要 須永の弥陀三尊像 川内町 個人 昭和41.2.9 

8 市重要 観音寺石幢 川内町 観音寺 昭和41.2.9 

9 市重要 小倉の石幢 川内町 個人 昭和41.2.9 

10 市重要 重足寺石幢 天神町 西方寺 昭和41.2.9 

11 市重要 栖松寺石幢 梅田町 西方寺 昭和41.2.9 

12 市重要 石鴨の道祖神 梅田町 個人  昭和41.2.9 

13 市重要 観音院涅槃図 東 観音院 昭和45.1.12 

14 市重要 千手寺石幢 川内町 千手寺 昭和54.8.10 

15 市重要 法楽寺御正体 広沢町 法楽寺 昭和54.8.10 

16 市重要 鳳仙寺輪蔵 梅田町 鳳仙寺 昭和54.8.10 

17 市重要 
加茂神社塚出土の環頭大刀 附 

埴輪女性像 
織姫町 桐生市 昭和61.12.2 

18 市重要 鳳仙寺山門 附 山門建立化簿 梅田町 鳳仙寺 昭和63.10.5 

19 市重要 鳳仙寺梵鐘 梅田町 鳳仙寺 平成元.11.13 

20 市重要 大雄院山門 広沢町 大雄院 平成3.4.11 

21 市重要 観音寺山門 川内町 観音寺 平成3.4.11 

22 市重要 天満宮末社春日社 天神町 天満宮 平成3.11.8 

23 市重要 
旧模範工場桐生撚糸合資会社

事務所棟 附 倉庫 
巴町 桐生市 平成6.10.14 

24 市重要 矢野本店店舗及び店蔵 本町 (株）矢野 平成6.10.14 

25 市重要 
旧矢野蔵群（煉瓦蔵、醤油蔵、味

噌蔵、塩蔵他全10棟） 
本町 桐生市 平成6.10.14 

26 市重要 賀茂神社の石灯籠 広沢町 賀茂神社 平成8.3.14 

27 市重要 十王堂輪廻車付石幢 川内町 個人 平成8.3.14 

28 市重要 皆沢八幡宮本殿 梅田町 
皆沢八幡

宮 
平成11.8.10 

29 市重要 鷹林寺山門 梅田町  鷹林寺 平成11.8.10 

30 市重要 浄運寺本堂 本町 浄運寺 平成11.8.10 

31 市重要 鳳仙寺本堂 梅田町 鳳仙寺 平成14.3.22 

32 市重要 長泉寺本堂 梅田町 長泉寺 平成14.3.22 

33 市重要 桐生倶楽部会館 仲町 
桐生倶楽

部 
平成27.4.14 

34 市重要 常広寺の弁財天堂 新里町山上 常広寺 昭和29.1.14 

35 市重要 赤城の百足鳥居 新里町板橋 桐生市 昭和46.10.1 

36 市重要 大梨子の磨崖仏 新里町関 個人 昭和46.10.1 
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番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 
指定年月日 

37 市重要 奥沢の石造大日如来坐像 新里町奥沢 桐生市 昭和46.10.1 

38 市重要 奥沢の木造大日如来像 新里町奥沢 個人 昭和46.10.1 

39 市重要 元町橋の供養塔 新里町山上 個人 昭和46.10.1 

40 市重要 野の六地蔵幢 新里町野 個人 昭和46.10.1 

41 市重要 雷電山の笠塔婆 新里町新川 個人 昭和46.10.1 

42 市重要 善昌寺の五輪塔群 新里町新川 善昌寺 昭和46.10.1 

43 市重要 瀧興寺の虚空蔵菩薩 新里町関 瀧興寺 昭和48.3.1 

44 市重要 善龍寺の山門 新里町武井 善龍寺 昭和48.3.1 

45 市重要 善龍寺の宝篋印塔 新里町武井 善龍寺 昭和48.3.1 

46 市重要 高縄の磨崖仏 新里町山上 個人 昭和49.5.1 

47 市重要 小林の大日堂 新里町小林 祥雲寺 昭和52.3.1 

48 市重要 祥雲寺の延命地蔵 新里町小林 祥雲寺 昭和52.3.1 

49 市重要 後閑の五輪塔 新里町山上 個人 昭和55.4.11 

50 市重要 大久保の石造大日堂 新里町大久保 個人 昭和57.10.1 

51 市重要 龍真寺の石造地蔵菩薩坐像 新里町新川 龍真寺 昭和57.10.1 

52 市重要 瀧興寺の宝篋印塔 新里町関 瀧興寺 平成4.2.20 

53 市重要 山上塚越の道祖神 新里町山上 
日の出長

寿会 
平成4.2.20 

54 市重要 吉田家の古文書 新里町新川 個人 平成4.2.8 

55 市重要 鏑木の木造虚空蔵菩薩 新里町新川 個人 平成4.2.20 

56 市重要 鏑木の木造大日如来 新里町新川 個人 平成4.2.20 

57 市重要 広間地の石造薬師如来 新里町新川 個人 平成4.2.20 

58 市重要 広間地の観音菩薩 新里町新川 個人 平成4.2.20 

59 市重要 新川の歌舞伎舞台下座 新里町武井 桐生市 平成7.10.2 

60 市重要 新川の八坂神社の神輿 新里町新川 八幡宮 平成7.10.2 

61 市重要 赤城型民家 新里町鶴ヶ谷 群馬県 平成14.4.1 

62 市重要 北条氏直の古文書（感状） 黒保根町水沼 個人 昭和52.4.1 

63 市重要 北条氏直の古文書（感状） 黒保根町宿廻 個人 昭和52.4.1 

64 市重要 板碑 黒保根町下田沢 個人 昭和52.4.1 

65 市重要 八木原龍禅寺の喚錘 黒保根町八木原 
八木原龍

禅寺 
平成11.3.30 

66 市重要 医光寺本堂の彫刻欄間 黒保根町上田沢 医光寺 平成15.3.19 

67 市重要 関口文治郎の墓 黒保根町上田沢 

彫刻師関

口文治郎

史跡保存

会 

平成17.3.31 

68 市重要 関口文治郎の半鐘 黒保根町上田沢 
沢入観音

堂護持会 
平成17.3.31 

69 市天然 椿森のツバキ群 広沢町 個人 昭和42.2.15 

70 市天然 二渡のカヤ 梅田町 桐生市 昭和42.2.15 

71 市天然 泉龍院のシホウチク群 菱町 泉龍院 昭和42.2.15 

72 市天然 白髭神社のシラカシ 堤町 白髭神社 昭和47.11.7 
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番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 
指定年月日 

73 市天然 白瀧神社のケヤキ 川内町 白瀧神社 平成8.3.14 

74 市天然 藍原家住宅イロハカエデ 相生町 個人 平成8.3.14 

75 市天然 諏訪神社のハルニレ 境野町 諏訪神社 平成8.3.14 

76 市天然 沢入観音のイボ石 黒保根町上田沢 
沢入観音

堂護持会 
平成27.4.14 

77 市天然 彦部家の合体木 広沢町 個人 平成27.4.14 

78 市天然 瀧興寺法印のカヤ 新里町関 瀧興寺 昭和48.3.1 

79 市天然 薮塚家の大ツゲ 新里町新川 個人 昭和49.5.1 

80 市天然 鏑木のアラカシ 新里町新川 個人 昭和50.9.5 

81 市天然 サクラソウ 
新里町赤城山・

板橋 
桐生市 昭和51.9.5 

82 市天然 土橋のおかめサクラ 新里町鶴ケ谷 個人 昭和52.3.1 

83 市天然 板橋のヤエツバキ 新里町板橋 個人 昭和55.4.11 

84 市天然 藤生沢のお角サクラ 新里町新川 個人 昭和55.4.11 

85 市無形民俗 賀茂神社太々神楽 広沢町 

賀茂神社

太々神楽

保存会 

昭和49.1.21 

86 市無形民俗 白瀧神社太々神楽 川内町 

白瀧神社

太々神楽

保存会 

昭和49.1.21 

87 市無形民俗 桐生和紙生産技術 梅田町 個人 昭和51.3.11 

88 市無形民俗 皆沢地区の百万遍念仏 梅田町 

皆沢地区

百万遍念

仏保存会 

昭和61.12.2 

89 市無形民俗 桐生木遣 東 

桐生木遣

保 存 会 

｢桐声会｣ 

平成元.3.13 

90 市無形民俗 賀茂神社御篝神事 広沢町 

賀茂神社

御篝神事

保存会 

平成3.4.11 

91 市無形民俗 地蔵盆百万遍念仏 菱町 北泉会 平成11.8.10 

92 市無形民俗 涌丸獅子舞「ささら舞」 黒保根町上田沢 
涌丸獅子

舞保存会 
平成11.3.30 

93 市無形民俗 前田原獅子舞 黒保根町下田沢 

前田原獅

子舞保存

会 

平成11.3.30 

94 市史跡 桐生氏累代の墓 梅田町 西方寺 昭和37.3.14 

95 市史跡 梅原館址 梅田町 
梅原薬師

堂保存会 
昭和37.3.14 

96 市史跡 
日本織物株式会社発電所跡及

び煉瓦積遺構 
織姫町  桐生市 昭和44.7.17 

97 市史跡 桐生桧杓山城址 梅田町 桐生市 昭和46.2.6 
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番

号 
指定種別 名     称 所  在  地 

所有者又 

は管理者 
指定年月日 

98 市史跡 由良成繁の墓 梅田町 鳳仙寺 昭和46.2.6 

99 市史跡 小林の天神古墳 新里町小林 桐生市 昭和46.10.1 

100 市史跡 桃井塚 新里町新川 個人 昭和48.3.1 

101 市史跡 谷津館跡 新里町新川 個人 昭和49.5.1 

102 市史跡 長者塚古墳 新里町関 八幡宮 昭和57.10.1 
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国登録文化財 

箇

所 
№ 名    称 所 在 地 建設年代 登録年月日 

1 1 桐生織物会館旧館 永楽町 昭和9年 平成9.5.7 

2 

2 水道資料館(元宿浄水場旧事務室） 元宿町 昭和7年 

平成9.11.5 

3 元宿浄水場喞筒室 元宿町 昭和7年 

4 元宿浄水場急速濾過場 元宿町 昭和7年 

5 元宿浄水場調整池 元宿町 昭和7年 

6 元宿浄水場接合井 元宿町 昭和7年 

3 7 水道山記念館(旧配水事務所) 堤町 昭和7年 平成9.11.5 

4 

8 桐生市水道局高区配水池 堤町 昭和7年 

平成9.11.5 
9 桐生市水道局低区配水池 堤町 昭和7年 

10 桐生市水道局高区量水室 堤町 昭和7年 

11 桐生市水道局低区量水室 堤町 昭和7年 

5 
12 桐生市立西公民館本館（旧水道事務所） 永楽町 昭和7年 

平成9.11.5 
13 桐生市立西公民館機械室（旧水道倉庫） 永楽町 昭和7年 

6 

14 
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） 
天神町 大正５年 

平成10.12.11 
15 

群馬大学工学部守衛所（旧桐生高等染織

学校門衛所） 
天神町 大正５年 

16 旧桐生高等染織学校正門 天神町 大正５年 

7 
17 旧株式会社金芳織物工場事務所 東久方町 昭和初期 

平成10.12.11 
18 旧株式会社金芳織物工場鋸屋根工場 東久方町 大正8年 

8 

19 森合資会社事務所 本町 大正3年 

平成17.7.12 20 森合資会社店蔵 本町 明治前期 

21 森家住宅石蔵（旧穀蔵） 本町 大正3年 

9 22 MAEHARA20th（旧合名会社飯塚織物工場） 広沢町 昭和7年(推定) 平成17.7.12 

10 23 寺内家住宅旧別荘 宮本町 昭和12年(推定) 平成17.11.10 

11 

24 旧松岡商店事務所 永楽町 昭和10年 

平成17.11.10 25 旧松岡商店蔵 永楽町 昭和10年 

26 寺内家住宅主屋 永楽町 昭和10年 

12 

27 無鄰館 （旧北川織物工場主屋） 本町 大正5年(推定) 

平成17.11.10 

28 無鄰館 （旧北川織物工場事務所） 本町 大正5年(推定) 

29 無鄰館 （旧北川織物工場蔵） 本町 大正7年 

30 
無鄰館 （旧北川織物工場女工宿舎煉瓦造

外壁） 
本町 大正5年(推定) 

31 無鄰館 （旧北川織物工場煉瓦塀） 本町 大正5年(推定) 
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箇

所 
№ 名    称 所 在 地 建設年代 登録年月日 

13 

32 中村弥市商店店舗 本町 大正11年 

平成17.11.10 

33 中村弥市商店文庫蔵 本町 昭和12年(推定) 

34 中村弥市商店新座敷 本町 昭和12年(推定) 

35 中村弥市商店石蔵 本町 昭和12年(推定) 

36 中村家住宅奥座敷 本町 明治27年 

37 中村家住宅浴場 本町 昭和12年(推定) 

38 中村家住宅門 本町 昭和12年(推定) 

14 
39 上毛電気鉄道西桐生駅駅舎 宮前町 昭和3年 

平成17.12.27 
40 上毛電気鉄道西桐生駅プラットホーム上屋 宮前町 昭和3年 

15 41 旧尾関家住宅主屋 宮本町 昭和5年頃 平成18.3.2 

16 42 旧曽我織物工場 （佐啓産業本町工場） 本町 大正11年 平成18.3.2 

17 43 旧堀祐織物工場 （美容室アッシュ） 巴町 昭和10年頃 平成18.3.2 

18 44 金善ビル 本町 大正10年頃 平成18.3.27 

19 

45 後藤織物主屋 東 明治前期 

平成18.3.27 

46 後藤織物奥座敷 東 大正14年 

47 後藤織物工場便所付 東 昭和23～24年 

48 後藤織物東蔵 東 明治前期 

49 後藤織物西蔵 東 大正14年 

50 後藤織物旧釜場 東 昭和24年 

51 後藤織物井戸形 東 昭和8年頃 

52 後藤織物給水塔 東 昭和8年頃 

53 後藤織物倉庫 東 大正14年頃 

54 後藤織物物置 東 大正14年頃 

55 後藤織物表門及び板塀 東 大正14年頃 

20 

56 森秀織物鋸屋根工場 東 大正13年頃 

平成18.8.3 

57 森秀織物旧釜場  （「紫」体験学習室） 東 大正13年頃 

58 森秀織物旧整経場 （「紫」展示ホール） 東 大正13年頃 

59 森秀織物旧鋸屋根工場（「紫」展示室） 東 
昭和 21～ 27年

頃 

60 森秀織物旧現場事務所（経糸整経場） 東 大正13年頃 

61 森秀織物旧物置 （八丁撚糸場） 東 大正13年頃 

62 森秀織物旧寄宿舎（織物製品加工場） 東 大正13年頃 

63 森秀織物旧撚糸場（「紫」学習室・収蔵庫） 東 大正13年頃 

64 森秀織物旧土蔵 （「紫」織蔵） 東 大正13年頃 

65 森秀織物旧寄宿舎（「紫」受付） 東 大正13年頃 

66 森秀織物東蔵 東 大正13年頃 

67 森秀織物西蔵 東 昭和26年頃 

68 森島家住宅主屋 東 大正13年頃 

69 森島家住宅表門 東 大正13年頃 

70 森島家住宅板塀及びコンクリ塀・土塀 東 大正13年頃 
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№ 名    称 所 在 地 建設年代 登録年月日 

21 

71 曽我家住宅主屋 本町 明治後期 

平成18.10.18 

72 曽我家住宅土蔵 本町 明治後期 

73 曽我家住宅新座敷 本町 大正11年 

74 曽我家住宅屋敷稲荷 本町 慶応3年 

75 曽我家住宅門柱 本町 大正11年頃 

22 

76 須藤家住宅主屋 堤町 
明治前期 

～大正10年頃 
平成18.10.18 

77 須藤家住宅奥座敷 堤町 明治後期 

78 須藤家住宅土蔵 堤町 明治後期 

23 

79 平田家住宅旧店舗 本町 明治33年 

平成18.11.29 
80 平田家住宅旧店蔵 本町 明治33年 

81 平田家住宅主屋 本町 大正2年 

82 平田家住宅土蔵 本町 大正2年 

24 

83 島田商店店舗 巴町 大正時代 

平成18.11.29 

84 島田商店旧事務所 巴町 明治時代後期 

85 島田商店旧石蔵 巴町 昭和12年 

86 島田商店旧倉庫 巴町 昭和28年 

87 島田家住宅主屋 巴町 昭和28年 

88 島田家住宅中門 巴町 昭和28年 

89 島田家住宅鳥居 巴町 昭和12年 

25 

90 藤生家住宅 主屋 広沢町 江戸時代後期 

平成19.5.15 

91 藤生家住宅 隠居屋 広沢町 明治時代前期 

92 藤生家住宅 茶室 広沢町 明治時代前期 

93 藤生家住宅 土蔵 広沢町 明治時代前期 

94 藤生家住宅 内蔵 広沢町 明治時代前期 

95 藤生家住宅 味噌蔵 広沢町 明治時代前期 

96 藤生家住宅 表門 広沢町 明治時代前期 

97 藤生家住宅 物置 広沢町 明治時代前期 

98 藤生家住宅 中門 広沢町 明治時代前期 

99 藤生家住宅 浴室 広沢町 大正時代 

100 藤生家住宅 水車小屋及び付属物置 広沢町 明治時代前期 

101 藤生家住宅 薪小屋 広沢町 明治時代前期 

102 藤生家住宅 盆栽小屋 広沢町 大正時代 

103 藤生家住宅 稲荷社 覆屋付 広沢町 
江戸時代後期 

覆屋＝明治 

104 藤生家住宅 外壁 広沢町 明治時代前期 

105 藤生家住宅 東井戸  広沢町 明治時代前期 

106 藤生家住宅 西井戸 広沢町 明治時代前期 

26 

107 荻原家住宅 表及び塀 新宿 明治10年 

平成19.5.15 108 荻原家住宅 主屋 新宿 明治10年 

109 荻原家住宅 土蔵 新宿 明治10年 
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27 110 上毛電気鉄道 渡良瀬川橋梁 
堤町 

～相生町 
昭和3年 平成19.10.2 

28 

111 わたらせ渓谷鐵道 小黒川橋梁  

黒保根町水沼

～みどり市東

町荻原 

大正元年 

平成21.11.2 

112 わたらせ渓谷鐵道 水沼沢橋梁  黒保根町水沼 大正元年 

113 わたらせ渓谷鐵道 不動沢橋梁  黒保根町水沼 大正元年 

114 わたらせ渓谷鐵道 江戸川橋梁  
黒保根町下田

沢 
大正元年 

115 わたらせ渓谷鐵道 城下トンネル  黒保根町宿廻 大正元年 

116 わたらせ渓谷鐵道 城下橋梁 黒保根町宿廻 大正元年 

29 

117 金子家住宅 蔵 東久方町 明治20年 

平成26.10.7 

118 金子家住宅 倉庫及び旧染場  東久方町 
昭和14年、 

27頃改築 

119 金子織物株式会社 旧鋸屋根工場 東久方町 昭和27年 

120 金子織物株式会社 旧従業員宿舎 東久方町 
昭和前期、 

27年移築 

30 

121 小林家住宅（旧小武織物有限会社）主屋 広沢町 
昭和6年頃、 

中期改築 

平成26.10.7 

122 小林家住宅（旧小武織物有限会社）工場 広沢町 
昭和23年、 

29年改修 

123 
小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫 

一 
広沢町 昭和36年 

124 
小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫 

二 
広沢町 昭和37年 

125 小林家住宅（旧小武織物有限会社）石垣 広沢町 昭和28年頃 

126 小林家住宅（旧小武織物有限会社）塀 広沢町 昭和28年頃 

31 

127 旧金谷家住宅 主屋 東久方町 
昭和6年頃、 

52年改修 

平成27.8.4 
128 旧金谷家住宅 蔵 東久方町 

明治6年、 

昭和初期移築 

129 旧株式会社金芳織物工場 染色場 東久方町 大正8年 

32 
130 旧堀家住宅主屋 

巴町 昭和4年 平成27.8.4 
131 旧堀家住宅蔵 

33 132 
旧赤城山鋼索鉄道赤城山頂駅駅舎及びプ

ラットホーム 

黒保根町下田

沢 
昭和31年 平成30.5.10 
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本市内のぐんま絹遺産・日本遺産構成文化財一覧 
 

日本遺産「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」構成文化財一覧 

番号 名     称 所  在  地 文化財指定等 

1 白瀧神社 川内町 ― 

2 旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟 巴町 市重文 

3 桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区 本町・天神町 重伝建地区 

4 後藤織物 東 国登録 

5 織物参考館“紫” 東 国登録 

6 桐生織物会館旧館 永楽町 国登録 

 

ぐんま絹遺産一覧 

番号 名     称 所  在  地 文化財指定等 

1 旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟 巴町 市重文 

2 群馬県繊維工業試験場 相生町 ― 

3 赤城型民家 新里町鶴ヶ谷 市重文 

4 桐生織物会館旧館 永楽町 国登録 

5 金谷レース工業株式会社 東久方町 国登録 

6 MAEHARA20th（旧合名会社飯塚織物工場） 広沢町 国登録 

7 無鄰館（旧北川織物工場事務所ほか） 本町 国登録 

8 旧堀祐織物工場 巴町 国登録 

9 旧曽我織物工場 本町 国登録 

10 後藤織物 東 国登録 

11 森秀織物 東 国登録 

12 織物参考館“紫” 東 国登録 

13 彦部家住宅 広沢町 国重文 

14 金善ビル 本町 国登録 

15 日本織物株式会社発電所跡及び煉瓦積遺構 織姫町 市史跡 

16 桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区 本町・天神町 重伝建地区 

17 桐生織塾（旧青木家住宅） 梅田町 ― 

18 白瀧神社 川内町 ― 
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主な参考文献（順不同） 
 

著者／編集 タイトル 発行年 出版・発行 

桐生市史編纂委員会 『桐生市史』（上巻・中巻・下巻・別巻） 
昭和33 

～昭和46 

桐生市史刊行委

員会 

桐生織物史編纂会 『桐生織物史』（上巻・中巻・下巻・続巻） 
昭和10 

～昭和39 

桐生織物同業組

合 

新里村 『新里村誌』 昭和49 
 

新里村百年史編纂委員会 『新里村百年史』 平成８ 新里村 

黒保根村誌編纂室 『黒保根村誌』（一～四巻・別巻） 
昭和61 

～平成９ 

黒保根村誌刊行

委員会 

桐生市教育委員会 『桐生市の文化財』 平成14 
 

ふるさと桐生のあゆみ編

集委員会 
『ふるさと桐生のあゆみ』 平成10 

桐生市教育委員

会 

「明日へ伝えたい桐生の

人と心」編集委員会 

『明日へ伝えたい桐生の人と心』（上巻・下

巻） 

平成11 

・平成12 

桐生市教育委員

会 

桐生市総合政策部伝建群

推進室 
『伝統的建造物群保存対策調査報告書』 平成21 桐生市 

群馬県教育文化事業団 『伝統文化継承事業調査報告書（概要）』 平成26 
群馬県教育文化

事業団 

群馬県 『群馬のふるさと伝統文化』 平成21 
 

群馬県教育委員会 『群馬県の民俗芸能』 平成９ 
 

桐生市 『桐生の今昔』 昭和33 
 

桐生地質の会 『桐生の地誌』 平成24 
桐生市教育委員

会 

桐生文化史談会 『桐生佐野氏と戦国社会』 平成19 岩田書院 

桐生新町四〇一年祭実行

委員会 
『未来への遺産』 平成６ 

桐生産業デザイン

振興会 

周東隆一 『歴史探訪 桐生とその周縁』 昭和58 あかぎ出版 

須田米吉 
『桐生界隈の水車と水路』（桐生史苑第12

号） 
昭和48 桐生文化史談会 

亀田光三 
『亀田光三論文集 桐生織物史と産業遺

産』 
平成23 

 

勢多郡東村誌編纂室 『東村の銅街道』 平成10 勢多郡東村 

山田武麿 『上州近世史の諸問題』 昭和55 山川出版社 

服部 修 『我が愛する郷土 桐生百景』 昭和52 
 

経済産業省関東経済産業

局 

『ノコギリ屋根工場群の活用による都市再

生ﾓﾃﾞﾙ調査報告書』 
平成17 

 

ファッションタウン桐生推

進協議会ほか 

『のこぎり屋根シンポジウム のこぎり屋根

のあるまち桐生からの発信 実施報告書』 
平成15 桐生商工会議所 

上毛新聞社 『絹人往来』 平成20 
 

上毛新聞社 『織郷ぐんま』 平成25 
 

松島武雄 『はた音50年』 昭和49 
はた音 50年刊行

会 
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著者／編集 タイトル 発行年 出版・発行 

桐生織協４０年の歩み編

纂委員会 
『桐生織協 ４０年の歩み』 平成５ 

桐生織物協同組

合 

桐生商工会議所 
『きりゅう再掘（桐生市のファッションタウン

資源調査報告書）』 
平成８ 

 

菱町郷土史編纂委員会 『菱の郷土史』 昭和45 
 

ファッションタウン桐生推

進協議会フィールドワーク

桐生プロジェクト 

『桐生新町まち並みデザイン集Ⅲ桐生倶

楽部物語』   

桐生文化史談会 『桐生織物と買継商』 平成20 
 

桐生市老人クラブ連合会 『桐生織物と撚糸用水車の記憶』 平成15 
桐生地域情報ネッ

トワーク 

ハル・松方・ライシャワー 『絹と武士』 昭和62 文芸春秋 

群馬県繊維工業試験場 『群馬県繊維工業試験場ビジョン』 平成26 
 

巻島隆 
『買次商、島崎栄三氏オーラルヒストリー

桐生買次商の戦後』（桐生史苑第43号） 
平成16 桐生文化史談会 

佐羽秀夫 『桐生の歴史を語る-佐羽秀夫・卓話集-』 平成22 

桐生南ロータリー

クラブ「桐生の歴

史を聞く会」 

朝倉染布株式会社 『創業120周年記念誌』 平成24 
 

平塚貞作 『えびす・だいこく・福の神』 平成12 
桐生西宮神社社

務所 

平塚貞作 『史跡 梅原館址』 昭和59 
梅原薬師堂保存

会 

平塚貞作 『桐生城守護 日枝神社史』 平成２ 奈良書店 

平塚貞作 『田中家概史』 平成７ 田中周嗣 

桐生タイムス社 『桐生彩時記』 平成２ 
 

群馬県史編さん委員会 『群馬県史』（資料編26） 昭和56 群馬県 

川嶋伸行 『きりふのしほり 桐生の歴史調査報告』 平成26 
 

玉上常雄 『桐生祇園祭事記』 平成11 桐生タイムス社 

奈良彰一 
『桐生祗園祭考』（「グルメマップ桐生」よ

り） 

平成７ 

～平成26 

桐生飲食店組合

青年部 

板橋春夫 

『在郷町の天王祭礼』（「国立歴史民俗博

物館研究報告 第95集 在郷町の成立と

展開」より） 

平成13 
国立歴史民俗博

物館 

 

写真・資料提供（順不同・敬称略） 
 

桐生織物協同組合 松井ニット技研 

桐生第一高等学校 岡部信一郎 

白瀧神社太々神楽保存会 齋藤 修 奈良彰一 

賀茂神社太々神楽保存会 小島良行 

群馬県（上毛かるた許諾第28-02085号） 泉織物 

桐生森芳工場 佐羽宏之 
 


