
核となる文化財 構成要素となる文化財

1 第一 城下町 江戸時代の旧町名・小路名
緑橋（袖留橋）、伊織霊水、博労町の十王堂
跡、24小路

3 第一 城下町の中の商家の街 あめ市
親町３町枝町１０町、松本城下町の舞台、牛つ
なぎ石

4 第一 火伏の神様 三峯神社、秋葉神社、神明宮
中町、黒門、御日待、北向観音（十王堂跡）、
土蔵、鎮火祭

5 第二 城下町の商人の信仰 深志神社 深志神社神輿、全久院、瑞松寺、極楽寺

6 第三 人々の生活を支える湧水 源智の水源地井戸 日の出町の井戸、鉄道給水源跡の碑、榛の木川

7 第三 蚕業革新の中心地 今井五介
蚕玉町の町名碑、生物科学研究所、蚕業革新発
祥の碑、日の出町

8 東部 川と湧水が育んだ産業 槻井泉神社と湧水と欅
製紙工場跡、女鳥羽の泉、鯛萬の井戸、総掘、
紙漉川、湯川

9 東部 城下町松本 正行寺
総掘、捨掘の土塁跡、十王堂と放光庵、鎮神
社、林昌寺

10 東部 松本裏町の花街文化 鯛萬の井戸
三絃稲荷、松本音楽院跡、松本医専発祥の町
碑、信濃劇場跡

11 東部 松本近現代の軌跡
ひかる保存館
(旧光屋店舗兼主屋)

市営公益質屋跡、製紙工場跡、やまびこ道路、
浅間線電車

12 東部 こどものせかいと民俗信仰 単信坊
耳聞神社、善昌寺、光明幼稚園、道祖神、木造
道祖神等

13 東部
西洋館の変遷
　 ～ 立石清重とその精神 ～

立石清重生家跡
旧松岡病院、洋風建築（宮島医院、上條医院、
旧青木医院）

14 中央 松本城 松本城
大手門枡形、新井邸の赤門、土塁公園、川久保
邸の庭園、湧水

15 中央 大正ロマンのまち　上土 旧松本市役所跡、下町会館
松本館、甘味喫茶塩川、電気館、平出酒店、松
本ホテル花月、白鳥写真館

16 中央 まつもとの文化の礎 藩校崇教館跡
旧開智学校、宋版漢書慶元刊本、滝川太郎、青
翰堂書店、しづか

17 中央 水めぐる城下町 まつもと城下町湧水群
塩井の湯、内堀、外堀、総掘、地蔵清水の井
戸、水道施設の遺構

18 城北 古代より人々の集うまち 古墳群
饅頭塚古墳、大日堂、首貸せ地蔵尊、高橋家住
宅、旧開智学校

19 安原 城下町の生活用水 用水路、辻井戸
麻葉川、新町水路、袋町水路、天白水路、境
川、辻井戸（中ノ丁）

20 安原 城下町の武家・商家の街 街割と街路、武家住宅 鍵の手（袋町）、木戸・番所跡、十王堂跡

21 安原 明治以降の町の変遷 町名の変遷

22 安原 明治史跡と現代施設
明治史跡と現代施設（大正以
降）

長野県師範学校松本支部、歩兵第５０連隊レン
ガ造糧秣庫・射撃場橋

23 安原 景観樹の保全 保存樹、景観樹 保存樹、景観樹

24 安原 信仰のあかし 信仰のあかし
天白神社、十王堂跡、天白七福稲荷社、石仏、
木彫仏

25 安原 近代化の先駆者 近代化の先駆者の業績
鳩山　春子、澤柳　政太郎、近藤　次繁、木下
尚江

26 城東 松本城の鬼門封じの神社仏閣群 岡宮神社、大安楽寺、宝永寺 それぞれの寺社の宝物

27 白板 古代の開発と放光寺 放光寺、木造十一面観音立像
放光寺遺跡、犬甘城址、泉小太郎のほこら（正
行寺）

28 白板 川と交通 犀川通船跡
糸魚川街道・新橋、大庄屋折井家と古文書、白
板村水田図

関連文化財群一覧

地区 関連文化財群テーマ
関連文化財群を構成する文化財（一部のみ）

2 第一 城下町の信仰とお祭り 松本城下町の舞台
あめ市、道祖神祭り、神道祭り、八坂祭り、鎮
火祭

1 / 6 ページ



核となる文化財 構成要素となる文化財

29 田川 交通の要の地域（交通と物流）
野麦街道、犀川通船発着所
跡、松本駅

馬頭観音の石碑、石尊大権現の碑、渚城址

31 田川 民間信仰とコミュニティの形成
道祖神、庚申塔、念仏塔、月
待塔

庚申講の道具、念仏講の道具、観音講の道具

32 庄内 小笠原氏ゆかりの社寺 筑摩神社 若宮八幡社、宗徳庵

33 庄内 善光寺道沿道の文化財 道祖神、馬頭観音 中田家住宅、一里塚（念仏供養塔・名号塔）

35 庄内 江戸期の処刑場跡 義民刑場之址（出川刑場跡） 題目石、名号塔、城見橋（がったら橋）

36 庄内 住民の祈りと伝統行事・風習 水子地蔵、お百度参り石 念仏供養塔　庚申塔　道祖神　千鹿頭神社

37 鎌田 井川城と関連文化財群 井川城跡 地名「井川城」、神明社、廣正寺

38 鎌田 近代の開発 松本村の役場跡
開道記念碑、御嶽教松本教会、笹部飛行場跡と
競馬城跡

39 鎌田 お八日念仏と足半草履 足半草履
お八日念仏、、神明社（下社）、二十三夜塔、
馬頭観音、念仏供養塔

40 鎌田 伝統行事の継承 町内公民館
ぼんぼん、青山様、さくらの会（旧老人会）、
子供神輿、三九郎

41 松南 弘法山古墳を造った集落 出川西遺跡
出川南遺跡、平田北遺跡、平田里古墳群跡、平
田里古墳出土の埴輪、（弘法山古墳）

42 島内 古代の島内 稲干原の旧石器
老根田遺跡、泣坂古墳群、平瀬川東古窯址群、
北方遺跡

43 島内 犬飼島の開発と経営 平瀬城跡
法住寺跡、武宮神社、開善寺跡、犬甘氏館跡、
犬甘城跡

44 島内 街道と水
熊倉の渡し、養老坂、ワサビ
畑、旧糸井川街道、野麦道支
道

拾ケ堰、一里塚跡、造り酒屋、染織業

45 島内 島内の天然記念物・他植生巨木 東方のビャクシン 平瀬城の赤松、東方犬飼賢郎方の祝殿のケヤキ

46 中山 古墳の宝庫 弘法山古墳
中山古墳群、中山36号古墳出土品、柏木古墳出
土品、向畑遺跡

47 中山 勅旨牧から私牧へ 埴原牧跡附信濃諸牧牧監庁跡 保福寺、埴原神社、二重堀の松、塩くれ石

48 中山 埴原城と中世の中山 埴原城跡 蓮華寺、保福寺、御屋敷跡

49 中山 東五千石のムラ 保福寺
生妻池、郷倉、小岩井栄宗家住宅、百瀬政武家
庭園、蓮華寺

50 中山 石と伝説
おつづら石、いぼ石、かんぴら石、沖田、法螺
貝山（中山）

51 中山 ムラの信仰
三九郎、道祖神祭り、庚申講、念仏講・念仏
会、科の木権現、鉢伏山

52 島立 島立発展の礎となった“三街道”
野麦街道、千国街道、仁科街
道

道標、道祖神、馬頭観音、高札場跡、寺子屋跡

53 島立
地区に五穀豊穣をもたらす豊かな
“水”

南栗遺跡出土銅椀、榑木川
（旧梓川）

沙田神社、栗林堰、島立条理的遺構、松本藩榑
木場貯木場跡

54 島立 寺社とまつり
島立堀米の裸祭り、沙田神社
の御柱

栗林神社、観音様のだんご投げ、百万遍の大数
珠・木魚

56 新村 野麦街道と里道
下新上手町の町割り、野麦街
道

下新上手町の道祖神、阿弥陀堂、貞和３年の板
碑、道標、馬頭観音

57 新村
筑摩鉄道の開通と山王集落（駅前
集落）・下新銀座の形成

新村駅前の町並みと居並ぶ商
店

上高地線旧新村駅舎、野麦街道、上條家の庭
園・本棟造の母屋

58 新村
家族同様の馬・農家の暮らしを豊
かにした蚕

馬頭観音、蚕玉社 馬頭観音講、蚕室、桑室、繭蔵、貯水槽

59 新村 神仏に祈り願掛けをしてきた人々 岩崎神社、小野神社、専称寺
石造物、庚申講、戸隠講、三峰講、馬頭観音
講、西宮講、屋敷神

60 新村
寺子屋から近代学校開校、松商短
大（松本大学）誘致

新村小学校発祥地の碑
要月堂（波田腰塾）、山下塾、武居塾、筆塚、
新村小学校開校記念碑

55 新村 水田を潤す五堰と物くさ太郎伝承
新村遺跡、新村堰分水工、物
草太郎遺跡地碑

安塚古墳、秋葉原古墳、新村遺跡、岩崎神社の
川干し神事

30 田川 水の豊富な地域（水利と水害） 犀川通船発着所跡
渚城跡、渚大神社、犀川通船の碑、阿弥陀院の
水難供養塔

34 庄内 洪水防御の遺構 水止めの石 水止めの石垣

地区 関連文化財群テーマ
関連文化財群を構成する文化財（一部のみ）
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核となる文化財 構成要素となる文化財

62 和田 和田の社寺と民間信仰
和田神社本殿、無極寺本堂、
西善寺の大数珠と仏像

南和田神社、忠全寺、萬年寺、真光寺、観音
寺、二尊院、名号塔

63 和田 和田の文化と教育 和田歌碑公園
和田（小）学校址、内山真弓旧居址、窪田空穂
生家・窪田空穂記念館

64 神林 街道が育む歴史 仁科街道
道標、聖観音、道祖神、五輪塔、伽藍塔、大黒
天、井戸、御柱

65 神林 水が繋ぐ神林の歴史 神林神社
境窪遺跡、金毘羅神社、金毘羅講、神林堰、神
林神社

67 笹賀 平和の誓い 陸軍飛行場跡
陸軍飛行場関連施設の遺構、忠魂碑、軍馬慰霊
碑、平和の像

68 芳川 宿場の形成と街道の盛衰 善光寺街道、村井宿
村井宿・一里塚、平田茶屋・新茶屋、村井口留
番所跡、村井宿高札

70 芳川 芳川地区の神社・寺院と伝承行事 旧四村の神社と末社、寺院
院と廃仏稀釈、常福寺跡と専稱寺跡、墓地のあ
り方、道祖神と三九郎

71 芳川
子どもたちの教育のはじまりと変
遷

家塾・寺子屋、村井学校跡、
教育史

筆塚、浅井洌の報告書、中村宗治郎頌徳碑、記
念のしだれ桜

72 寿 今に伝わる原始・古代の遺産 百瀬遺跡
小池遺跡、百瀬遺跡、耳塚古墳、百瀬三清水、
蛇塚、赤木山遺跡

73 寿
信仰の中核であった寺社と牛伏寺
信仰

小池絵堂跡、百瀬正念寺、下
瀬黒米沢庚申

小池牛伏寺参詣道、生蓮寺、王徳寺、小池宝蔵
寺、竹渕諏訪社

74 寿 小笠原氏と武田氏の攻防 小池砦跡、赤木北城
瀬黒城の石垣、霞堤、小笠原氏供養塔、堀屋
敷、赤木南城

75 寿 中世白川氏と赤木氏の展開 白川古御堂、赤木弘長寺
一位屋敷（白川諏訪神社）、石仏群、君石塚、
竹渕地頭四郎泰経

76 寿 五千石街道と中馬・手馬
赤木公民館南の馬頭観音、竹
渕巨石馬頭観音文字碑

各集落の馬頭観音碑（寿最古の馬頭観音碑、五
千石街道）

78 寿 現代の寿の開発
竹渕の灌漑用水記念碑、鑿井
記念碑

サザン並柳団地、第１・２工区灌漑用水深井戸
記念碑、竹渕開道記念碑

79 寿
高島藩と旗本諏訪頼久の政治・文
化

百瀬陣屋跡
瓊林院、竹渕郷蔵跡、百瀬耕元碑、倉沢の井戸
と郷倉跡

80 寿 近代の村政や産業、教育 小赤学校跡
赤木下の宮校跡記念碑、寿役場跡、白川校跡記
念碑、明治天皇碑

82 岡田 岡田の黎明期と岡田神社 各種古墳群と遺跡、岡田神社
矢崎古墳群、松岡古墳、岡田猫塚古墳、清水入
古墳、老根田古墳

83 岡田
岡田を治めた氏族・
　　　　　　筑摩郡を治めた寺院

岡田堀ノ内遺跡、伊深城址
岡田氏館跡、伊深薬師堂、小宮山城址、後庁
跡、普門院、慶弘寺跡

84 岡田 交通の要衝地
北国脇往還（善光寺道）、岡
田宿、千国街道(塩の道)

刈谷原峠路、商人石、一里塚、伊深城址、岡田
口留番所、旧本陣・問屋跡

85 岡田 灌漑施設と水ごいの祈り 岡田神社、田溝池、大口堰
田溝中池、安土池、六助池、大門池、神沢池、
塩倉池、清水池、矢作池

86 岡田 民間信仰と伝統行事 石造文化財、だんぼ 道祖神祭り（三九郎）、道祖神、信濃百番観音

87 岡田 岡田ゆかりの近代の偉人たち
金井漳関連文化財、山崎翁の
陽、筆塚、佐藤茂美と野球

松本新聞、片倉製糸跡、所三男、山崎集也、佐
藤茂美、金井源五郎

88 岡田 平安・鎌倉時代の街道
伊深氏、小野篁行状記・錦織
の駅家、塩窯神社

伊深城址、小野美材日記、木棺（天神ノ木遺
跡）、駅鈴

89 岡田 民話と伝説　―池と大蛇、玄藩石
稚児池跡、デイラボッチ、
正一位六助神社

稚児池、田溝池の大蛇、商人石、六助狐、信玄
の鎧塚

90 岡田 承和大地震・田溝池決壊
女鳥羽川（流路）、個人古文
書、地名（毛抜）越流

小野篁行状記、駅鈴、田溝池欠潰日誌

91 岡田 芥子坊主を中心とした大古窯跡群
芥子坊主・田溝池・北部古窯
跡群、須恵器

前の宮遺跡の集荷場跡

81 寿 民俗信仰・伝統行事と新しい行事
上瀬黒龍王社、白姫本宮跡の
秋葉大権現碑、三九郎

道祖神、二十三夜塔、木食山居仏、ぼんぼん、
青山様、竹渕祭り囃子

69 芳川 四ヶ堰と芳川 四ヶ堰、百瀬三七
新堰の開鑿と開田、土居から円筒分水へ、田川
水系の堰（泉龍寺堰）

77 寿 牛伏川の治水
牛伏川改修竣工祈念碑、白姫
弥勒堂

牛伏川堤防の桜並木、牛伏川からの導水路、上
瀬黒公民館付近の堤防

61 和田 和田の用水 和田堰、孔雀文磬、銅印
翁稲荷神社、芝沢土手の遺構、竜田の石、三間
沢川左岸遺跡

66 笹賀 水を制した村
今観音堂阿弥陀如来坐像、
小俣神社社殿、
小俣観音堂千手観音立像

柏木古墳、小俣諏訪社、大山神社、「スメド」
と東山道覚志の駅

地区 関連文化財群テーマ
関連文化財群を構成する文化財（一部のみ）
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核となる文化財 構成要素となる文化財

92 入山辺 明治憲法下の遺産 忠魂碑、奉安殿跡
日露先捷記念燈籠、入山辺記念林、軍馬記念
碑、出征軍馬記念碑

93 里山辺 林城下の遺構 地形と地名、家並み、堰
小笠原氏の霊地と社寺、新しく生まれた土蔵づ
くり・本棟づくりの家並み

94 里山辺 旧「街道」の記憶 五千石街道へ出る道
湯道（岡田宿へ）、道標、山辺石、馬頭観音、
道祖神、庚申像等

95 里山辺
山辺の戦争遺跡
（太平洋戦争地下工場群）

山辺地区林から中山にかけて
の山腹に掘られた地下工場跡

林地区東部の半地下工場群跡、薄川堤に敷かれ
たトロッコ線路跡

96 里山辺 美ヶ原（湯の原）温泉の成り立ち
温泉の成立の歴史につながる
史跡、山辺御殿跡、地名

史跡と旅館街の家並み、薬師堂、石造物、
歴史を物語る史料・地名

97 里山辺
里山辺・本郷地区に広がる大製瓦
産業群

下金井を中心に惣社地区へと
広がる窯跡群

粘土層の広がりと窯跡、伝承、文書類、道具
類、残存資料

98 山辺 山家郷のあけぼの 南方古墳、針塚古墳
桐原牧、旧海岸寺木造十一面千手観音立像、南
方古墳副葬品、お船祭り

99 山辺 山家氏、小笠原氏と山城 山城（城跡）、寺社
和合神社、宮原神社、橋倉諏訪神社、徳運寺、
洞水寺、広沢寺

101 山辺 山辺谷の生業
葡萄発祥の地石碑、こだま
様、藍倉

黒炭焼き窯、山の神様、馬頭観音、藍生産、藍
臼、お船、風穴

102 山辺 山辺の教育 山辺学校
寺子屋跡（筆塚）、桐原学校（海岸寺）、中入
学校（徳運寺）、山邊の里

104 山辺 山辺の支配者と祭り 各神社の御柱祭り、お船祭り
厩所・宮原のお船、、水神信仰の拡大 、大和
合神社のお船と御船祭り

105 今井
今井の礎
 ～故郷の記憶（今井の地名）～

市場方
花見田、前田、牛坂、中和出、西せんげ、古見
大池原（こんばら）

106 今井
今井の繁栄
 ～人と物の往来（道と道標）～

矢矧幅の二基の道標
矢矧幅、下新田三叉路、中沢三叉路、北耕地八
つ口、正覚院西辻

107 今井
今井の繁栄
 ～水争いと古見大池原の開発～

塩原家住宅
宝輪寺本堂、古池家屋敷林、雨乞い観音、扇子
川（待ち川）、雨乞いの竜

108 今井 近代今井の象徴 正覚院観音堂
宝輪寺観音堂、宝輪寺十一面観音、宝輪寺鐘
楼、正覚院山門兼鐘楼

109 今井
今井の礎
      ～悠久の歴史の中で～

こぶし畑遺跡
双面の硯、今井四郎兼平形見石、続麻・兼平神
社、諏訪神社、宝輪寺

110 今井
今井の礎
    ～平和への礎と未来へ～

万歳塚
忠魂碑、軍馬慰霊碑、掩体壕跡、松脂採取痕の
松、旧奉安殿

111 今井 今井の繁栄　～産業の変遷～ 養蚕絵馬（宝輪寺）
扇子川、阪信大根工場、丸伊工場門柱、北耕地
の旧選果場、蚕玉様

112 今井
民間信仰と伝統
         ～受け継がれる心～

諏訪神社の絵馬
続麻・兼平神社の奉納相撲、五座社、諏訪社、
古池の道祖神、三九郎

113 今井 民間信仰と伝統　～続く信仰～ 仏磨、秋葉大権現の碑
秋葉大権現の碑（仏磨）、中村秋葉神社、弥生
坂秋葉神社

114 今井 民間信仰と伝統　～祈りの心～ 下新田の八日念仏と足半
初午、花祭り、お十夜、お日待ち講、徳本名号
碑（5基）、祐天名号碑

115 今井 民間信仰と伝統　～信仰の跡～ 堂村十王堂
下新田神明宮、水神社跡、山の神社跡、白山社
跡、富士浅間社跡

116 内田 縄文集落のムラ エリ穴遺跡
雨堀遺跡と出土品、エリ穴遺跡出土品、八幡原
遺跡、クネノ内遺跡

117 内田 鉢伏信仰と牛伏寺
木像十一面観音と脇侍立像、
木造蔵王権現

釈迦如来坐像と脇侍、薬師如来坐像、大威徳明
王、如意輪観音

120 内田 内田の古屋敷・馬場家 馬場家住宅
主屋・表門及び左右長屋、中門、文庫蔵、隠居
屋、奥蔵、茶屋

121 内田 内田の教育と文化 明善内田学校跡記念碑 清水山常楽寺、唐沢神官宅、景徳碑

118 内田 ムラの祈り おんべ祭り、ササラ踊り
八幡原八幡社、クネノ内正八幡宮と獅子舞、大
神社、道祖神

119 内田
横峰山麓の土砂災害と砂防事業の
歴史

牛伏川本流水路
ブナの木権現・蓬堂跡、石堰堤（第１～５
号）、支流の石堰堤、積苗工跡

100 山辺 薄川の治水 薄川の流路を変えた跡 薄川、薄川第一発電所

103 山辺 江戸時代の民間信仰 こと八日行事
貧乏神送り、風邪の神送り、月待供養塔、念仏
供養塔、木食山居

地区 関連文化財群テーマ
関連文化財群を構成する文化財（一部のみ）
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核となる文化財 構成要素となる文化財

122 本郷 古墳文化と遺跡・史跡
桜ヶ丘古墳出土品、塚田遺
跡、山園古墳

妙義山古墳群、高井入古墳、山城古墳、高根塚
古墳、国司塚

123 本郷 山城・砦と武士 稲倉城跡
洞山砦（早落城跡）、三才山砦跡、茶臼山砦
跡、横谷入砦跡、番場池

124 本郷 本郷の峠と道
浅間峠・三才峠越えの古い参
勤交代道、稲倉峠

鎌倉街道、武石峠の茶屋跡、三才山道、三才
峠、稲倉峠、保福寺道

125 本郷 松本城主と本郷
御殿山小笠原家廟所、玄向
寺、水野家廟所

御殿山天満宮、玄向寺仁王門、御射神社秋宮、
浅間御殿（茶屋跡）

126 本郷 戦争遺跡 慰霊碑
日露戦役記念碑、大東亜戦争慰霊碑、戦没者之
碑、英魂碑

127 本郷 文化とスポーツ
石井柏亭ほかの文学碑、浅間
焼の窯跡、国際スケートセン
ター跡

美鈴湖、スキー場跡、美鈴湖森の国、野球場、
庭球場、ツールド美ヶ原

128 本郷 記念物（景観） 山、河、湖沼、植物
女鳥羽川、女鳥羽川渓谷、烏帽子岩、本郷山、
大正山、美鈴湖

129 本郷 本郷の植物
ダテスミレ、キバノアツモリ
ソウ

ヒメスミレサイシン、ミサヤマスミレ、シヤジ
クソウ、チシマサクラ

130 本郷 温泉文化と養蚕 神宮寺の薬師如来坐像
湯薬師、下浅間の薬師堂、庚申堂、西宮えびす
神社、浅間の古地図

131 本郷 本郷地区の碑文 歌碑、句碑、頌徳碑、筆塚等
田山花袋歌碑、石川　華句碑、折口信夫歌碑、
木村素衛歌碑

132 本郷 女鳥羽山信仰の碑石と女鳥羽の滝 御射神社（春宮・秋宮）
烏帽子岩、本郷山、三才山、一の瀬神社、淀の
入口山の神社

133 本郷 山の恵みと信仰 御射神社の押鉾
三才山、烏帽子岩、御射神社（春宮・秋宮）、
女鳥羽山、武石峰の地蔵

134 松原
住宅地造成とコミュニティづくり
の歴史

一から作り上げてきた松原コ
ミュニティ

旧バス通り、馬頭観音、山之神の碑、松原モー
ルと時計台

135 四賀 磐座・山城と寺院（堂）
虚空蔵山、洞光寺真言八祖画
像、廣田寺、殿村遺跡、無量
寺、長安寺

岩井堂観音、修験道関係磐座、山城と館跡

136 四賀 街道と産業遺構
本町の善光寺常夜燈、原山の
善光寺常夜燈、芭蕉句碑、石
造馬頭観音

江戸街道と善光寺街道、道路元標、県道の隧道
（廃道分）、稚蚕飼育所

137 四賀 戦争と平和への祈り
旧村４小学校日誌、ボー、
松根油製造所

移築奉安殿、大東亜聖戦記念碑、満州芙蓉郷開
拓団記念碑・慰霊碑

138 四賀 地層・化石と鉱山
反町のマッコウクジラ化石、
穴沢のクジラ化石、シナノト
ド化石、福寿草群生地

逆断層、内村層（グリーンタフ）、別所層、青
木層、福寿草群生地

139 四賀 保福寺峠 保福寺と峠 一遍水、ウエストン碑、万葉歌碑、東山道

141 安曇 北アルプスを越える街道 野麦街道
新渕橋の碑、雑炊橋、雑炊橋、松本藩口留番所
跡、百間長屋

143 安曇 稲核の風穴と生業 前田家風穴
風穴、湧水（中や前）、秀綱様、三木秀綱夫人
遭難碑、稲核菜、水場

144 安曇 近代の開発 上高地
徳本峠登山道、諏訪電発電所跡と水路、製紙工
場跡、岩魚留め小屋

145 安曇 自然の財産 噴湯丘と球状石灰石
お墓の赤松、お墓のシダレザクラ、伊勢二ノ宮
神社境内の杉・ケヤキ

146 安曇 ムラの信仰と絆 七夕祭り
伊勢二ノ宮神社、柳神社、お堂前の石仏群、コ
ンピラの石仏群

147 奈川 街道から生まれた歴史文化 野麦街道
鎌倉街道、尾州岡船、馬頭観音、大日如来、宝
来屋、扇屋、松田屋

148 奈川
森林資源等自然環境から生まれた
歴史文化

杣が伝えた奈川獅子舞
炭焼き（窯、道具、俵）、
食文化（とうじそば、けもち、保平かぶ）

149 奈川 信仰から生まれた歴史文化
林照寺（仏像、地獄絵図、庭
園、建物、無外和尚碑）

諏訪子安神社祇園囃子、不動明王、信仰行事

鎮守・講と農村共同体
横川の大イチョウ、矢久のカ
ヤの木、会田御厨神明宮

各町会所有の神社（鳥居・奉納殿・拝殿・本
殿）、御神木（社叢）

142 安曇 杣と山岳信仰 梓水神社と境内社
御嶽講の碑、山の神、大野田土場、炭焼き窯、
島々谷トロッコ

地区 関連文化財群テーマ
関連文化財群を構成する文化財（一部のみ）

140 四賀
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150 梓川 梓川の恵みと西牧の経営
真光寺阿弥陀如来坐像、
大宮熱田神社本殿、
若宮八幡宮本殿

釈迦堂の釈迦如来坐像、鞠子社のメグスリノ
キ、西牧城跡

151 梓川 街道 吉蘇道、千国道 馬頭観世音、大日如来

152 梓川 信仰と行事
横沢の御柱とスースー、
花見の御柱

道祖神、三九郎、庚申塔、庚申講、念仏塔、念
仏講、二十三夜塔

153 梓川 梓川の寺子屋と筆塚 寺子屋、筆塚

154 波田 縄文中期の村
芦原遺跡・麻神遺跡など点在
する遺跡群と発掘された土器
など

上野遺跡、葦原遺跡、下島遺跡、下原遺跡、見
付久保・御殿場遺跡

155 波田
古代の開発　大野牧と秦（波多）
氏と若澤寺の成立

盛泉寺旧若澤寺の文化財群、
田村堂周辺の文化財群、上波
田町並みゾーン、歴史遊歩道
ゾーン

銅造菩薩半跏像、薬師如来像御正体、善光寺三
尊菩薩像、若澤寺跡

156 波田 旧野麦街道の往来について
飛騨・高山と信州・松本を結
ぶ主要幹線道路

旧野麦街道の並木道・家並み、旅籠、横町、馬
頭観音

157 波田
大井堰により早くから開けた押出
面（梓川氾濫原）

大井堰
旧新村堰の大井口跡の石碑、淵東嶋開拓の主要
道路跡（大橋坂道）

158 波田
御林（波田官林）のため開発の遅
れた右岸（上海渡面）

波田小学校の松林
波田小学校と波田学院の松林、淵東の深井戸跡
（３カ所）、柏屋住宅

160 地震 牛伏寺断層、松本地震

161 そば
そばの栽培、そばの技術、そば祭り、食べ方
（とうじそば、そばがき等）

162 醸造業 福應寺 湧水、酒、信州味噌、味噌パン、醤油

163 小麦粉 小麦
うどん（釜揚げ・つけ・煮込）、すいとん、ほ
うとう（ぶちこみ）、うすやき、灰やきもち

164 松本から始まった運動
花いっぱい運動発祥の地（旭
町小学校）

スズキ・メソード、オアシス運動

165 スズキ・メソード 松本音楽院跡、鈴木鎮一記念館

159 波田 さまざまな祭り（信仰と祭り） 神社、祠、伝統行事
赤松秋葉神社、稲荷神社、薬師堂、お不動様、
山の神、水神社

地区 関連文化財群テーマ
関連文化財群を構成する文化財（一部のみ）
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