
指定文化財目録

番号 区分 指定年月日 名          称 員数 所在地域

1 国重文 平20.7.10 銅造如来立像 １軀 朝日

2 県指定
昭27.4.1

（昭30.8.1）
木造大威徳明王像(大威徳殿安置) １軀 鶴岡

3 県指定
昭28.8.31

（昭30.8.1）
石造聖観音立像 １軀 鶴岡

4 県指定 昭30.10.25 銅造如意輪観音坐像(拝殿安置) １軀 鶴岡

5 県指定 昭30.10.25 木造阿弥陀如来及び両脇侍立像 ３軀 鶴岡

6 県指定 昭55.5.12 木造阿弥陀如来立像 １軀 羽黒

7 県指定 昭55.5.12 木造毘沙門天立像 １軀 羽黒

8 県指定 昭55.5.12 木造毘沙門天立像 １軀 羽黒

9 県指定 平9.10.28 木造金剛力士立像　附　像内納入文書1通 ２軀 羽黒

10 県指定 平10.9.4 木造阿弥陀如来立像（位牌堂安置） １軀 鶴岡

11 県指定 平10.9.4 木造阿弥陀如来立像（本堂安置） １軀 鶴岡

12 県指定 平10.9.4 木造地蔵菩薩立像 １軀 鶴岡

13 県指定 平14.11.5

木造阿弥陀如来坐像

附　観音菩薩・勢至菩薩立像

附　極楽寺本尊縁起

１軀

２軀

１巻

鶴岡

14 市指定 昭42.7.4 石造金剛界大日如来像 １軀 鶴岡

15 市指定 昭45.1.21 仁王木像 ２軀 朝日

16 市指定 昭45.1.21 雷神像・風神像 ２軀 朝日

17 市指定 昭45.1.21 飯山白衣権現木像 １軀 朝日

18 市指定 昭45.1.21 姥坐木像 １軀 朝日

19 市指定 昭45.1.21 閻魔大王座木像 １軀 朝日
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20 市指定 昭45.1.21 大日如来坐像 １軀 朝日

21 市指定 昭45.1.26 木造釈迦如来坐像 １軀 鶴岡

22 市指定 昭49.6.1 木造阿弥陀如来立像 １軀 藤島

23 市指定 昭49.6.1 木造十一面観音立像 １軀 藤島

24 市指定 昭49.6.1 木造文殊菩薩騎獅像 １軀 藤島

25 市指定 昭53.2.28 木造勢至菩薩坐像 １軀 鶴岡

26 市指定 昭53.2.28 木造不動明王立像及び両童子像 ３軀 鶴岡

27 市指定 昭58.1.31 木造阿弥陀如来坐像 １軀 藤島

28 市指定 昭59.8.25 木造毘沙門天立像 １軀 鶴岡

29 市指定 昭61.4.1 胎蔵界大日如来坐木像 １軀 朝日

30 市指定 昭61.4.17 木造虚空蔵菩薩坐像 １軀 鶴岡

31 市指定 昭61.10.1 薬師如来坐像 １軀 櫛引

32 市指定 昭61.10.1 地蔵菩薩坐像 １軀 櫛引

33 市指定 昭61.10.1 古面 ３面 櫛引

34 市指定 昭61.10.1 木造阿弥陀如来坐像 １軀 櫛引

35 市指定 昭62.12.25 木造釈迦如来坐像 １軀 鶴岡

36 市指定 昭63.12.26 木造阿弥陀如来坐像 １軀 羽黒

37 市指定 昭63.12.26 木造勝尊上人坐像 １軀 羽黒

38 市指定 平元.3.27 十王像 12軀 櫛引

39 市指定 平元.10.27 木造十一面観世音菩薩立像 １軀 藤島

40 市指定 平4.3.31 木造阿弥陀如来立像 １軀 羽黒

41 市指定 平4.3.31 木造阿弥陀如来立像 １軀 羽黒
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42 市指定 平4.3.31 木造阿弥陀如来立像 １軀 羽黒

43 市指定 平5.3.26 獅子頭 １面 櫛引

44 市指定 平5.3.26 狛狗 １対 櫛引

45 市指定 平5.3.26 蟇股 ４個 櫛引

46 市指定 平5.7.23 銅造阿弥陀如来立像 １軀 鶴岡

47 市指定 平5.7.30 鉄造地蔵尊 ２軀 羽黒

48 市指定 平5.7.30 木造金剛力士立像 ２軀 羽黒

49 市指定 平5.7.30 木造蜂子皇子（能除太子）倚像 １軀 羽黒

50 市指定 平7.5.1

木造虚空蔵菩薩坐像

木造多賀明神立像

木造大日如来坐像(胎蔵界)

３軀 羽黒

51 市指定 平7.5.1 銅造阿弥陀如来坐像　附厨子華鬘 １軀 羽黒

52 市指定 平7.5.1
黄金堂本尊三十三観音

附腹篭文書　坐像3軀・立像30軀
羽黒

53 市指定 平7.5.1 木造金剛力士立像 ２軀 羽黒

54 市指定 平7.5.1 銅造三宝荒神立像 １軀 羽黒

55 市指定 平7.5.1

照光寺三体佛

木造聖観世音菩薩坐像

木造阿弥陀如来坐像

木造大日如来坐像（胎蔵界）

３軀 羽黒

56 市指定 平7.5.1 木造大日如来坐像（金剛界） １軀 羽黒

57 市指定 平10.3.18 木造阿弥陀如来立像 １軀 鶴岡

58 市指定 平13.3.16 木造三面大黒天立像 １軀 羽黒

59 市指定 平13.3.16 木造土肥実平坐像 １軀 羽黒

60 市指定 平13.3.16 木造地蔵菩薩坐像（岩町地蔵） １軀 羽黒
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61 市指定 平16.7.30

木造阿弥陀如来坐像

附　木造阿弥陀如来立像（胎内仏）

附　木造観音菩薩・勢至菩薩坐像

１軀

１軀

２軀

鶴岡

62 市指定 平17.3.6 聯
れん

　東坡
とうは

２枚 羽黒

63 市指定 平17.3.6 天宥法印追悼句版木 １枚 羽黒

64 市指定 平17.3.6 石造手水鉢 １箇 羽黒

65 市指定 平17.3.6 石造手水鉢 １箇 羽黒

66 市指定 平17.3.6 石造橋梁（六字橋） １梁 羽黒

67 市指定 平17.3.6 木造徳尼公坐像 １軀 羽黒

68 市指定 平17.3.6 鉄造釈迦誕生佛立像 １軀 羽黒

69 市指定 平17.3.6 荒沢寺臂切不動尊版木 １枚 羽黒

70 市指定 平17.3.6 石造閻魔大王坐像・書記官 ３軀 羽黒

71 市指定 平17.3.6 荒沢寺常火堂華表 １基 羽黒

72 市指定 平17.4.28 木造阿弥陀如来立像 １軀 鶴岡

73 市指定 平17.9.22
木造聖観世音菩薩坐像

附木造聖観世音菩薩坐像（胎内佛）
１軀 羽黒

74 市指定 平22.4.20 木造天部立像(N-002) １軀 羽黒

75 市指定 平22.4.20 木造天部立像(N-003) １軀 羽黒
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