
宮城県の国登録文化財　一覧表 令和3年10月現在

■建造物 登録件数： 205件

名称 所在地 建築年代 登録年月日
遊佐家住宅主屋 大崎市鳴子温泉字要害 19世紀中頃 平成9年12月12日
板垣家住宅主屋 大崎市鳴子温泉字要害 明治20年頃 平成10年1月16日
板垣家住宅板倉 大崎市鳴子温泉字要害 明治20年頃 平成10年1月16日
遊佐家住宅主屋 大崎市鳴子温泉字馬場 明治10年代 平成10年12月11日
遊佐家住宅板倉 大崎市鳴子温泉字馬場 明治18年 平成10年12月11日
遊佐家住宅外風呂 大崎市鳴子温泉字馬場 明治11年頃 平成10年12月11日
遊佐家住宅味噌部屋 大崎市鳴子温泉字馬場 大正期 平成10年12月11日
遊佐家住宅材料小屋 大崎市鳴子温泉字馬場 昭和20年頃 平成10年12月11日
遊佐家住宅室 大崎市鳴子温泉字馬場 昭和10年頃 平成10年12月11日
鎌田家住宅主屋 大崎市鳴子温泉字野際 18世紀中頃 平成10年12月11日
鎌田家住宅長屋門 大崎市鳴子温泉字野際 江戸後期 平成10年12月11日
青下第1ダム 仙台市青葉区熊ヶ根字大原道 昭和9年 平成11年6月7日
青下第1ダム取水塔 仙台市青葉区熊ヶ根字大原道 昭和8年 平成11年6月7日
青下隧道入口 仙台市青葉区大倉字大原新田 昭和8年 平成11年6月7日
青下第2ダム 仙台市青葉区熊ヶ根字大原道 昭和9年 平成11年6月7日
青下第3ダム 仙台市青葉区大倉字前原 昭和9年 平成11年6月7日
青下量水堰 仙台市青葉区大倉字西原 昭和8年 平成11年6月7日
青下ダム旧管理事務所 仙台市青葉区熊ヶ根字大原道 昭和8年 平成11年6月7日
青下ダム記念碑 仙台市青葉区熊ヶ根字大原道 昭和9年 平成11年6月7日
中原系苦地取水口 仙台市青葉区芋沢字中田西 大正9年 平成11年6月7日
中原浄水場旧管理事務所 仙台市青葉区芋沢字中原 昭和8年 平成11年6月7日
荒巻配水池入口 仙台市青葉区国見三丁目 大正12年 平成11年6月7日
三居沢発電所 仙台市青葉区荒巻三居沢 明治42年 平成11年8月23日
菊地家住宅主屋 仙台市青葉区芋沢字中原 江戸末期 平成12年4月28日
菊地家住宅隠居所 仙台市青葉区芋沢字中原 明治初期 平成12年4月28日
菊地家住宅板倉 仙台市青葉区芋沢字中原 明治8年 平成12年4月28日
菊地家住宅土蔵 仙台市青葉区芋沢字中原 明治初期 平成12年4月28日
ゆさや旅館本館 大崎市鳴子温泉字湯元 昭和11年 平成12年10月18日
ゆさや旅館土蔵 大崎市鳴子温泉字湯元 大正期 平成12年10月18日
庄子屋醤油店店舗及び住宅 仙台市青葉区八幡町四丁目 昭和11年 平成12年12月4日
門間箪笥店板倉 仙台市若林区南鍛冶町 昭和10年代 平成14年2月14日
門間箪笥店稲荷社 仙台市若林区南鍛冶町 昭和10年代 平成14年2月14日
門間箪笥店塗り工房 仙台市若林区南鍛冶町 昭和初期 平成14年2月14日
老松永田醸造店舗 亘理郡亘理町字上町 明治20年代 平成14年2月14日
老松永田醸造主屋 亘理郡亘理町字上町 明治20年代 平成14年2月14日
老松永田醸造稲荷社鞘堂 亘理郡亘理町字上町 大正期 平成14年2月14日
渋谷家住宅主屋 加美郡加美町字中嶋南田一番 江戸末期 平成14年2月14日
農家民宿おりざの森（旧高野家住宅主屋） 加美郡加美町字中嶋南田一番 明治23年／平成13年移築 平成14年2月14日
角星店舗 気仙沼市魚町二丁目 昭和5年頃 平成15年1月31日
男山本店店舗 気仙沼市魚町二丁目 昭和6年頃 平成15年1月31日
上野家住宅主屋 遠田郡美里町木間塚字古舘 江戸末期 平成15年12月1日
上野家住宅板倉 遠田郡美里町木間塚字古舘 昭和初期 平成15年12月1日
上野家住宅門 遠田郡美里町木間塚字古舘 昭和初期 平成15年12月1日
武山米店店舗及び主屋 気仙沼市魚町一丁目 昭和5年 平成17年2月9日
小野寺家住宅小家 気仙沼市字下八瀬 明治後期 平成17年12月26日
小野寺家住宅板倉 気仙沼市字下八瀬 明治後期 平成17年12月26日
三事堂ささ木店舗及び住宅 気仙沼市八日町二丁目 大正中期 平成18年3月2日
三事堂ささ木土蔵 気仙沼市八日町二丁目 大正中期 平成18年3月2日
小野健商店土蔵 気仙沼市南町一丁目 昭和21年 平成18年3月2日
遊佐家住宅主屋 登米市中田町石森二木 江戸中期 平成18年3月2日
遊佐家住宅広間 登米市中田町石森二木 昭和初期 平成18年3月2日
遊佐家住宅土蔵 登米市中田町石森二木 昭和初期 平成18年3月2日
遊佐家住宅板蔵 登米市中田町石森二木 明治期 平成18年3月2日
遊佐家住宅馬屋 登米市中田町石森二木 大正期 平成18年3月2日
遊佐家住宅味噌蔵 登米市中田町石森二木 明治期 平成18年3月2日
小野寺家住宅主屋 気仙沼市字下八瀬 明治38年頃 平成18年10月18日
旧月立小学校校舎 気仙沼市塚沢 大正11年／昭和16年増築 平成19年7月31日
加藤家住宅主屋 登米市登米町大字日根牛峯畑 明治初期／昭和10年頃改修 平成19年7月31日
菅原延家住宅板倉 気仙沼市早稲谷 明治42年 平成19年12月5日
菅原文浩家住宅板倉 気仙沼市塚沢 明治34年 平成19年12月5日
熊谷家住宅板倉 気仙沼市内松川 昭和10年 平成19年12月5日
平田家住宅板倉 気仙沼市長磯浜 明治39年 平成19年12月5日
鈴木家住宅板倉 気仙沼市長磯浜 昭和15年 平成19年12月5日
旧丸森郵便局 伊具郡丸森町字町西 昭和10年／昭和中期改修 平成21年4月28日
蔵の郷土館齋理屋敷店蔵 伊具郡丸森町字町西 嘉永元年／昭和63年改修 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷住の蔵 伊具郡丸森町字町西 明治前期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷業の蔵 伊具郡丸森町字町西 明治前期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷時の蔵 伊具郡丸森町字町西 明治中期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷嫁の蔵 伊具郡丸森町字町西 明治37年 平成23年1月26日
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蔵の郷土館齋理屋敷童の蔵 伊具郡丸森町字町西 大正期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷石風呂 伊具郡丸森町字町西 明治後期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷避雷針用鉄塔 伊具郡丸森町字町西 昭和前期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷外灯 伊具郡丸森町字町西 昭和前期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷電線用石柱 伊具郡丸森町字町西 昭和前期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷表門 伊具郡丸森町字町西 明治前期 平成23年1月26日
蔵の郷土館齋理屋敷裏門及び塀 伊具郡丸森町字町西 明治前期 平成23年1月26日
大崎八幡宮社務所 仙台市青葉区八幡四丁目 大正後期 平成23年7月25日
大崎八幡宮旧宮司宿舎 仙台市青葉区八幡四丁目 大正後期 平成23年7月25日
大崎八幡宮神馬舎 仙台市青葉区八幡四丁目 大正後期／平成22年改修 平成23年7月25日
旧相川診療所 石巻市北上町十三浜字崎山 昭和36年／平成23年改修 平成24年8月13日
丹六園店舗兼主屋 塩竈市宮町 大正3年頃 平成26年4月25日
千田家住宅主屋 気仙沼市南町二丁目 昭和5年頃 平成26年4月25日

千田家住宅土蔵 気仙沼市南町二丁目
大正5年頃／昭和8年頃・平成23
年改修

平成26年4月25日

千田家住宅石蔵 気仙沼市南町二丁目 昭和5年頃 平成26年4月25日
東北学院大学本館（旧東北学院専門部校舎） 仙台市青葉区土樋一丁目 大正15年 平成26年12月19日
ラーハウザー記念東北学院礼拝堂 仙台市青葉区土樋一丁目 昭和7年 平成26年12月19日
東北学院大学大学院棟
（旧シュネーダー記念東北学院図書館）

仙台市青葉区土樋一丁目 昭和28年／昭和38年改修 平成26年12月19日

不忘閣本館 川崎町青根温泉 明治40年 平成26年12月19日
不忘閣離れ 川崎町青根温泉 大正期 平成26年12月19日
不忘閣御殿棟 川崎町青根温泉 昭和7年 平成26年12月19日
不忘閣文庫蔵 川崎町青根温泉 明治29年 平成26年12月19日
不忘閣座敷蔵 川崎町青根温泉 明治29年頃 平成26年12月19日
不忘閣穀蔵 川崎町青根温泉 明治29年頃／平成18年改修 平成26年12月19日
不忘閣門 川崎町青根温泉 昭和前期 平成26年12月19日

松谷家住宅主屋 大崎市古川七日町
明治前期／明治後期改修・昭和
33年移築

平成27年8月4日

松谷家住宅文庫蔵 大崎市古川七日町 江戸末期／明治後期改修 平成27年8月4日
松谷家住宅砂糖蔵 大崎市古川七日町 明治前期／平成26年改修 平成27年8月4日

松谷家住宅大豆蔵 大崎市古川七日町
明治中期／昭和53年・平成26年
改修

平成27年8月4日

松谷家住宅岩蔵 大崎市古川七日町
明治後期／昭和37年・平成26年
改修

平成27年8月4日

松谷家住宅明神社 大崎市古川七日町 明治前期／昭和33年改修 平成27年8月4日
松谷家住宅表門 大崎市古川七日町 明治前期／昭和33年移築 平成27年8月4日

松谷家住宅御成門 大崎市古川七日町
明治前期／昭和33年移築・昭和
後期改修

平成27年8月4日

森民酒造店店舗兼主屋 大崎市岩出山字上川原町
明治16年頃／大正期・昭和30年
頃・平成21年改修

平成27年11月17日

森民酒造店居宅 大崎市岩出山字上川原町
大正期／昭和40年頃・平成18年
改修

平成27年11月17日

森民酒造店奥座敷 大崎市岩出山字上川原町
明治後期／昭和40年頃・平成22
年改修

平成27年11月17日

森民酒造店離れ座敷 大崎市岩出山字上川原町 昭和10年頃／平成23年改修 平成27年11月17日

森民酒造店釜屋 大崎市岩出山字上川原町
明治16年頃／昭和40年頃・平成
19年改修

平成27年11月17日

森民酒造店酒造蔵 大崎市岩出山字上川原町
明治16年頃／昭和50年頃・平成
23年改修

平成27年11月17日

森民酒造店北土蔵 大崎市岩出山字上川原町 明治後期／平成18年改修 平成27年11月17日
森民酒造店煙突 大崎市岩出山字上川原町 昭和前期 平成27年11月17日
延命寺山門 白石市字不澄ケ池 江戸後期／明治７年頃移築 平成28年2月25日
當信寺本堂 白石市字本町 天保2年 平成28年8月1日
當信寺山門 白石市字本町 明治20年 平成28年8月1日
一條旅舘木造本館 白石市福岡蔵本字鎌先一番 昭和16年 平成28年8月1日
一條旅舘湯向棟 白石市福岡蔵本字鎌先一番 昭和8年 平成28年8月1日
一條旅舘土蔵 白石市福岡蔵本字鎌先一番 明治前期 平成28年8月1日
岡崎旅館別館北棟 川崎町青根温泉 昭和初期 平成29年5月2日
岡崎旅館別館南棟 川崎町青根温泉 明治中期／平成23年改修 平成29年5月2日
金華山灯台 石巻市金華山 明治9年 平成29年6月28日
佐藤家住宅主屋 大河原町字町 昭和14年頃 平成29年6月28日
佐藤家住宅新座敷 大河原町字町 明治34年頃／昭和11年移築 平成29年6月28日
佐藤家住宅店蔵 大河原町字町 明治19年／平成23年改修 平成29年6月28日
佐藤家住宅延命蔵 大河原町字町 昭和14年頃／平成23年改修 平成29年6月28日
佐藤家住宅表門及び外塀 大河原町字町 昭和14年頃 平成29年6月28日
佐藤家住宅内塀 大河原町字町 昭和14年頃 平成29年6月28日
佐藤家住宅井戸屋 大河原町字町 昭和14年頃 平成29年6月28日
佐藤家住宅五行稲荷社 大河原町字町 明治32年 平成29年6月28日
佐藤家住宅神宮小祠（旧奉安殿） 大河原町字町 昭和前期／昭和20年代移築 平成29年6月28日
佐藤家住宅鳥居 大河原町字町 昭和前期 平成29年6月28日
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旧仙台医学専門学校博物・理化学教室
（東北大学本部棟３）

仙台市青葉区片平二丁目
明治37年／大正13年頃･昭和2年
頃･昭和10年頃･昭和中期･平成
17年改修

平成29年10月27日

旧仙台医学専門学校六号教室
（東北大学魯迅の階段教室）

仙台市青葉区片平二丁目
明治37年／大正13年頃･昭和10
年頃移築

平成29年10月27日

旧第二高等学校書庫（東北大学文化財収蔵庫） 仙台市青葉区片平二丁目 明治43年／平成24年改修 平成29年10月27日
旧東北帝国大学附属図書館閲覧室
（東北大学史料館）

仙台市青葉区片平二丁目
大正15年／昭和61年･平成25年･
平成26年改修

平成29年10月27日

旧東北帝国大学理学部化学教室棟
（東北大学本部棟1）

仙台市青葉区片平二丁目
昭和7年／昭和10年増築,平成15
年･平成25年改修

平成29年10月27日

南三陸町民俗資料館 南三陸町歌津字伊里前
大正12年／昭和26年移築,昭和
32年増築

平成29年10月27日

定義如来西方寺御廟貞能堂 仙台市青葉区大倉字上下
昭和2年／昭和32年･昭和43年改
修

平成30年3月27日

定義如来西方寺御守授所 仙台市青葉区大倉字上下
昭和2年／昭和51年曳家,昭和32
年･平成20年改修

平成30年3月27日

定義如来西方寺鐘楼堂 仙台市青葉区大倉字上下
昭和7年／昭和32年･昭和60年改
修

平成30年3月27日

定義如来西方寺手水舎 仙台市青葉区大倉字上下 昭和8年頃／昭和32年改修 平成30年3月27日
定義如来西方寺山門 仙台市青葉区大倉字上下 昭和7年／昭和32年改修 平成30年3月27日
男山本店客座敷 気仙沼市入沢 昭和4年頃 平成30年5月10日
海老喜旧店舗 登米市登米町字寺池三日町 大正後期／昭和16年改修 平成30年5月10日
海老喜表蔵 登米市登米町字寺池三日町 大正後期／昭和30年代改修 平成30年5月10日
海老喜主屋 登米市登米町字寺池三日町 明治後期 平成30年5月10日
海老喜味噌醤油仕込蔵 登米市登米町字寺池三日町 江戸末期／平成24年改修 平成30年5月10日
海老喜作業場 登米市登米町字寺池三日町 明治前期／昭和30年代改修 平成30年5月10日
海老喜文庫蔵 登米市登米町字寺池三日町 江戸末期 平成30年5月10日

海老喜旧酒蔵（蔵の資料館） 登米市登米町字寺池三日町
江戸末期／昭和54年･平成24年
改修

平成30年5月10日

海老喜旧醤油仕込蔵（海老喜ホール） 登米市登米町字寺池三日町 明治25年／昭和54年改修 平成30年5月10日
青葉神社本殿 仙台市青葉区青葉町 大正１３年 平成31年3月29日
青葉神社中門及び祝詞舎 仙台市青葉区青葉町 昭和２年 平成31年3月29日
青葉神社透塀 仙台市青葉区青葉町 昭和２年 平成31年3月29日
青葉神社拝殿 仙台市青葉区青葉町 昭和２年 平成31年3月29日
青葉神社神饌所及び伝供廊 仙台市青葉区青葉町 昭和４年頃 平成31年3月29日
青葉神社愛姫社鞘堂 仙台市青葉区青葉町 昭和6年／昭和中期移築改修 平成31年3月29日
遠藤家住宅主屋 石巻市北村 明治２９年 平成31年3月29日
遠藤家住宅土蔵 石巻市北村 明治２９年頃 平成31年3月29日

旧平野本店店舗兼主屋 気仙沼市新町
大正１０年頃／昭和８年頃増築,昭
和３８年頃改修

平成31年3月29日

宮城野納豆製造所納豆及び納豆菌製造棟 仙台市宮城野区銀杏町
昭和９年頃／昭和１０年代増築,平
成２９年改修

令和元年９月１０日

宮城野納豆製造所熟成棟 仙台市宮城野区銀杏町
昭和９年頃／昭和２０年代増築,平
成２９年改修

令和元年９月１０日

宮城野納豆製造所石蔵及び豆小屋 仙台市宮城野区銀杏町
昭和９年頃／平成２３年代･同２９年
改修

令和元年９月１０日

宮城野納豆製造所休憩室 仙台市宮城野区銀杏町 昭和前期 令和元年９月１０日

宮城野納豆製造所ボイラー室 仙台市宮城野区銀杏町
昭和２５年頃／昭和中期増築,平成
１７年改修

令和元年９月１０日

宮城野納豆製造所亜炭小屋 仙台市宮城野区銀杏町 昭和２５年頃 令和元年９月１０日
宮城野納豆製造所車庫 仙台市宮城野区銀杏町 昭和前期 令和元年９月１０日
臣屋阿部家住宅主屋 石巻市田代浜字仁斗田 明治１４年／昭和２５年増築 令和元年９月１０日
臣屋阿部家住宅隠居屋 石巻市田代浜字仁斗田 昭和２９年 令和元年９月１０日
壽丸屋敷店蔵 白石市字中町 明治後期／平成１７年改修 令和元年９月１０日
壽丸屋敷主屋 白石市字中町 大正１０年頃／昭和３９年増築 令和元年９月１０日

鳥山米穀店店舗兼主屋 仙台市宮城野区原町三丁目
明治７年頃／昭和５３年･同６１年･
平成２０年改修

令和2年8月17日

大嶽山興福寺書院及び庫裏 登米市南方町本郷大嶽
明治中期／大正11年･昭和56年
改修

令和3年2月4日

旧菅野屋勘兵衛（廻船問屋菅勘資料館）主屋 登米市登米町字寺池中町
明治22年頃／昭和48年･平成20
年改修

令和3年2月4日

旧菅野屋勘兵衛（廻船問屋菅勘資料館）文庫蔵 登米市登米町字寺池中町 明治23年 令和3年2月4日
旧菅野屋勘兵衛（廻船問屋菅勘資料館）穀蔵 登米市登米町字寺池中町 明治32年頃／平成20年改修 令和3年2月4日
旧山田本店（ヤマカノ醸造）商蔵 登米市登米町字寺池九日町 昭和前期 令和3年2月4日
旧山田本店（ヤマカノ醸造）文庫蔵 登米市登米町字寺池九日町 昭和前期 令和3年2月4日
旧山田本店（ヤマカノ醸造）北蔵 登米市登米町字寺池九日町 明治後期 令和3年2月4日
旧山田本店（ヤマカノ醸造）南蔵 登米市登米町字寺池九日町 明治前期 令和3年2月4日
旧山田本店（ヤマカノ醸造）旧仕込み蔵 登米市登米町字寺池桜小路 大正後期 令和3年2月4日
旧山田本店（ヤマカノ醸造）表門 登米市登米町字寺池九日町 昭和前期 令和3年2月4日
旧山田本店（角田屋）座敷蔵 登米市登米町字寺池三日町 昭和5年 令和3年2月4日
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名称 所在地 建築年代 登録年月日

旧佐忠商店（冨谷宿）店舗及び主屋 富谷市富谷新町
明治後期／昭和20年代･同50年
代改修

令和3年2月4日

旧佐忠商店（冨谷宿）門 富谷市富谷新町 昭和前期 令和3年2月4日
玉幸 白石市字堂場前 明治後期／大正１４年改修 令和3年2月4日

旧高橋家住宅（風の沢ミュージアム）主屋 栗原市一迫片子沢
江戸末期／平成15年改修，同27
年改修

令和3年2月26日

旧高橋家住宅（風の沢ミュージアム）馬屋 栗原市一迫片子沢
昭和9年頃／平成15年改修，同
27年改修

令和3年2月26日

旧橋平酒造店（醸室）店舗 大崎市古川七日町
明治前期／大正14年頃改修，平
成17年改修，令和2年移築改修

令和3年2月26日

旧橋平酒造店（醸室）帳場 大崎市古川七日町
明治前期／大正14年頃改修，平
成17年改修，令和2年移築改修

令和3年2月26日

旧橋平酒造店（醸室）主屋 大崎市古川七日町
明治前期／昭和8年頃改修，平
成17年改修，令和2年移築改修

令和3年2月26日

旧東北帝国大学理学部生物学教室 仙台市青葉区片平二丁目
大正13年／平成7年・令和元年
改修

令和3年10月14日

旧東北帝国大学法文学部第二研究室 仙台市青葉区片平二丁目 昭和2年／平成16年改修 令和3年10月14日
旧東北帝国大学工学部機械学及電気学教室 仙台市青葉区片平二丁目 昭和5年／平成19年改修 令和3年10月14日
旧東北帝国大学工学部機械学及電気学実験室 仙台市青葉区片平二丁目 昭和4年／平成25年改修 令和3年10月14日
旧仙台高等工業学校建築学科棟 仙台市青葉区片平二丁目 昭和5年／平成26年改修 令和3年10月14日
本多記念館 仙台市青葉区片平二丁目 昭和16年／平成6改修 令和3年10月14日

旧制第二高等学校正門 仙台市青葉区片平二丁目
明治22年頃／昭和11年・同20
年・同25年・同43年・平成8年
移築

令和3年10月14日

旧東北帝国大学正門（東北大学正門） 仙台市青葉区片平二丁目 大正15年／昭和40年代改修 令和3年10月14日
東北学院大学正門 仙台市青葉区土樋一丁目 大正15年／昭和60年改修 令和3年10月14日

男山本店酒造蔵 気仙沼市入沢
大正3年頃／大正9年増築，昭和
4年頃改修

令和3年10月14日

孝子堂 白石市大鷹沢三沢 大正15年 令和3年10月14日
竹駒神社馬事博物館 岩沼市稲荷町 昭和13年 令和3年10月14日
旧櫻井醸造（ヤマカノ醸造）事務所 登米市登米町字寺池金谷 明治42年 令和4年6月29日
旧櫻井醸造（ヤマカノ醸造）南蔵 登米市登米町字寺池金谷 明治45年 令和4年6月29日
旧櫻井醸造（ヤマカノ醸造）醸造蔵 登米市登米町字寺池金谷 明治時代後期 令和4年6月29日
大高森薬師堂 東松島市宮戸 大正時代前期 令和4年6月29日

■美術工芸品 登録件数： 3件

名称 所在地 寸法，数量又は材質等 登録年月日
紙芝居資料 宮城県図書館 5,652点 平成18年3月30日
建築教育・研究資料（仙台高等工業学校建築学
科旧蔵）

東北大学大学院工学研究科都
市・建築学専攻

1,437点 令和元年7月23日

官立高等教育機関営繕組織近代建築図面（東北
帝国大学営繕課旧蔵）

東北大学大学院工学研究科都
市・建築学専攻，東北大学史
料館

1,139点 令和元年7月23日


