
登録建造物について 

 

１ 文化財登録制度 

近代の多様かつ大量の文化財が、社会的評価を受ける間もなく、消滅の危機にさらされている状

況などから、文化財の保護手法の多様化を図る必要性が高まってきました。 

  従来からの保護手法である指定制度は、文化財の公共的性格から所有者に一定の制約を課しな

がらも貴重な国民的財産を守るという目的を果たしてきましたが、登録制度は指定制度を補完する

制度として、平成8年10月の文化財保護法改正により導入されたものです。 

登録の対象となるものは、建築後50年を経過した建造物で、かつ次のいずれかの基準に該当する

ものである。 

（１） 国土の歴史的景観に寄与しているもの 

（２） 造形の規範となっているもの 

（３） 再現することが容易でないもの 

また、建造物とは住宅・工場・社寺・事務所等の建築物、橋梁・ダム・トンネル・堤防・水門等の

土木構造物や煙突・塀などの工作物が該当する。 

 この制度では築後50年以上経過している建造物で、一定の基準にあてはまるものを登録すること

により、活用しながら保存することをめざしています。 

 

 



県内の登録有形文化財（建造物）一覧表（令和2年3月31日現在　件数519件）

名称 員数 所有者 年代 登録年 所在地

1 八丁味噌本社事務所 1棟 合資会社八丁味噌 昭和2年 平成8年 岡崎市八帖町

2 八丁味噌本社蔵（史料館） 1棟 合資会社八丁味噌 明治40年 平成8年 岡崎市八帖町

3 徳川美術館本館 1棟 財団法人徳川黎明会 昭和10年 平成9年 名古屋市東区

4 徳川美術館南収蔵庫 1棟 財団法人徳川黎明会 昭和10年 平成9年 名古屋市東区

5 乃木倉庫 1棟 名古屋市 明治初期 平成9年 名古屋市中区

6 窯のある広場・資料館（倒焔式角窯） 1棟 株式会社ＩＮＡＸ 大正10年 平成9年 常滑市奥栄町

7 窯のある広場・資料館煙突 1基 株式会社ＩＮＡＸ 大正10年 平成9年 常滑市奥栄町

8 愛知学院大学楠元学舎第１号館 1棟 学校法人愛知学院 昭和3年 平成10年 名古屋市千種区

9 愛知大学旧本館（旧陸軍第15師団司令部庁舎） 1棟 学校法人愛知大学 明治41年 平成10年 豊橋市町畑町

10 旧黄柳橋 1棟 愛知県 大正7年 平成10年 新城市乗本

11 東海学園大講堂 1棟 学校法人東海学園 昭和6年 平成10年 名古屋市東区

12 南山学園ライネルス館 1棟 学校法人南山学園 昭和7年 平成10年 名古屋市昭和区

13 豊橋市公会堂 1棟 豊橋市 昭和6年 平成10年 豊橋市八町通

14 金城学院高等学校榮光館 1棟 学校法人金城学院 昭和11年 平成10年 名古屋市東区

15 名古屋港跳上橋（旧１・２号地間運河可動橋） 1棟 名古屋港管理組合 昭和2年 平成11年 名古屋市港区

16 刈谷市郷土資料館（旧亀城小学校本館） 1棟 刈谷市 昭和3年 平成11年 刈谷市城町

17 西尾市岩瀬文庫書庫 1棟 西尾市 大正8年頃 平成11年 西尾市亀沢町

18 西尾市立図書館おもちゃ館（旧岩瀬文庫児童館） 1棟 西尾市 大正14年頃 平成11年 西尾市亀沢町

19 奥村家住宅主屋 1棟 （合）みやこや 江戸末期 平成11年 犬山市大字犬山

20 奥村家住宅金庫蔵 1棟 （合）みやこや 明治期 平成11年 犬山市大字犬山

21 奥村家住宅棟門 1棟 （合）みやこや 江戸末期 平成11年 犬山市大字犬山

22 奥村家住宅米蔵 1棟 （合）みやこや 江戸末期 平成11年 犬山市大字犬山

23 奥村家住宅道具蔵 1棟 （合）みやこや 明治期 平成11年 犬山市大字犬山

24 奥村家住宅離れ 1棟 （合）みやこや 大正期 平成11年 犬山市大字犬山

25 奥村家住宅納屋 1棟 （合）みやこや 明治期 平成11年 犬山市大字犬山

26 奥村家住宅渡り廊 1棟 （合）みやこや 明治期 平成11年 犬山市大字犬山

27 奥村家住宅東高塀 1棟 （合）みやこや 明治期 平成11年 犬山市大字犬山

28 車山蔵 1棟 犬山市本町町内会 明治42年 平成11年 犬山市大字犬山

29 尾関家住宅主屋 1棟 個人 天保13年(1842) 平成11年 犬山市大字犬山

30 尾関家住宅土蔵 1棟 個人 天保13年(1842) 平成11年 犬山市大字犬山

31 長母寺本堂 1棟 宗教法人長母寺 明治27年 平成11年 名古屋市東

32 長母寺庫裡 1棟 宗教法人長母寺
文政11年（1828）／客間：大
正3年／茶室：大正14年 平成11年 名古屋市東

33 長母寺山門 1棟 宗教法人長母寺 18世紀後半 平成11年 名古屋市東

34 旧加藤家住宅長屋門 1棟 北名古屋市 明治初期 平成11年 北名古屋市六ッ師

35 旧加藤家住宅主屋 1棟 北名古屋市 明治10年代 平成11年 北名古屋市六ッ師

36 旧加藤家住宅離れ 1棟 北名古屋市 昭和初期 平成11年 北名古屋市六ッ師

37 旧加藤家住宅中門 1棟 北名古屋市 明治10年代 平成11年 北名古屋市六ッ師

38 旧加藤家住宅土蔵 1棟 北名古屋市 明治10年代 平成11年 北名古屋市六ッ師

39 旧加藤家住宅北高塀 1棟 北名古屋市 昭和初期 平成11年 北名古屋市六ッ師

40 建中寺徳興殿（旧名古屋商業会議所本館） 1棟 宗教法人建中寺 明治29年／昭和9年移築 平成12年 名古屋市東区

41 伊世賀美隧道 1棟 豊田市 明治30年 平成12年 豊田市明川

42 旧井上家住宅西洋館 1棟 豊田市 明治10年代 平成12年 豊田市平戸橋町

43 豊田市青少年相談所（旧愛知県蚕業取締所第九支所） 1棟 豊田市 大正11年 平成12年 豊田市喜多町

44 豊田市青少年相談所（旧愛知県蚕業取締所第九支所）門 1棟 豊田市 大正11年 平成12年 豊田市喜多町

45 羽田八幡宮社務所離れ（旧羽田野家住宅主屋） 1棟 宗教法人羽田八幡宮 江戸中期／大正末期移築 平成12年 豊橋市花田町



名称 員数 所有者 年代 登録年 所在地

46 羽田八幡宮蔵（旧羽田八幡宮文庫） 1棟 宗教法人羽田八幡宮 嘉永元年（1848） 平成12年 豊橋市花田町

47 羽田八幡宮門（旧羽田八幡宮文庫正門） 1棟 宗教法人羽田八幡宮 嘉永元年（1848） 平成12年 豊橋市花田町

48 旧加藤商会ビル 1棟 名古屋市 昭和6年頃 平成13年 名古屋市中区

49 又兵衛（旧坂上家住宅） 1棟 宗教法人熱田神宮
江戸中期／昭和11年及び
同32年移築 平成13年 名古屋市熱田区

50 龍影閣（旧名古屋博物館品評所） 1棟 宗教法人熱田神宮
明治11年／明治44年，昭和
7年及び同43年移築 平成13年 名古屋市熱田区

51 滝学園本館 1棟 学校法人滝学園 昭和元年 平成13年 江南市東野町

52 滝学園講堂 1棟 学校法人滝学園 昭和8年 平成13年 江南市東野町

53 旧林家住宅主屋及び裏座敷 1棟 一宮市 大正初期／昭和初期増築 平成14年 一宮市起字

54 花岳寺本堂 1棟 宗教法人花岳寺 貞享元年（1684） 平成14年 西尾市吉良町

55 実相寺方丈 1棟 宗教法人実相寺 江戸前期 平成15年 西尾市上町

56 実相寺庫裡 1棟 宗教法人実相寺 江戸中期 平成15年 西尾市上町

57 興禅寺庫裏 1棟 宗教法人興禅寺 文政13年（1830） 平成15年 犬山市羽黒

58 明治村第八高等学校正門 1棟 財団法人明治村 明治42年／昭和45年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

59 明治村大井牛肉店 1棟 財団法人明治村 明治20年／昭和43年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

60 明治村三重県尋常師範学校・蔵持小学校 1棟 財団法人明治村 明治21年／昭和48年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

61 明治村近衛局本部付属舎（皇宮警察坂下護衛署別館） 1棟 財団法人明治村 明治21年／昭和52年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

62 明治村赤坂離宮正門哨舎 1棟 財団法人明治村 明治41年／昭和58年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

63 明治村学習院長官舎 1棟 財団法人明治村 明治42年／昭和39年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

64 明治村森鷗外・夏目漱石住宅 1棟 財団法人明治村
明治20年頃／昭和39年移
築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

65 明治村東京盲学校車寄 1棟 財団法人明治村 明治43年／昭和43年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

66 明治村二重橋飾電燈 1棟 財団法人明治村 明治21年／昭和40年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

67 明治村鉄道局新橋工場 1棟 財団法人明治村 明治22年／昭和41年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

68 明治村千早赤阪小学校講堂 1棟 財団法人明治村
明治30年頃／昭和51年移
築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

69 明治村第四高等学校物理化学教室 1棟 財団法人明治村 明治23年／昭和40年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

70 明治村清水医院 1棟 財団法人明治村
明治30年代／昭和48年移
築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

71 明治村京都中井酒造 1棟 財団法人明治村 明治3年／平成5年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

72 明治村安田銀行会津支店 1棟 財団法人明治村 明治40年／昭和40年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

73 明治村京都七條巡査派出所 1棟 財団法人明治村 明治45年／昭和44年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

74 明治村北里研究所本館 1棟 財団法人明治村 大正4年／昭和55年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

75 明治村幸田露伴住宅蝸牛庵 1棟 財団法人明治村 明治元年／昭和47年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

76 明治村茶室亦楽庵 1棟 財団法人明治村
明治10年頃／昭和46年移
築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

77 明治村長崎居留地二十五番館本館 1棟 財団法人明治村 明治22年／昭和41年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

78 明治村長崎居留地二十五番館別館 1棟 財団法人明治村 明治43年／昭和41年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

79 明治村神戸山手西洋人住居主屋 1棟 財団法人明治村
明治20年代／昭和44年移
築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

80 明治村神戸山手西洋人住居付属屋 1棟 財団法人明治村
明治20年代／昭和44年移
築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

81 明治村宗教大学車寄 1棟 財団法人明治村 明治41年／昭和55年移築 平成15年 犬山市内山1（博物館明治村）

82 明治村第四高等学校武術道場無声堂主屋 1棟 財団法人明治村 大正6年／昭和45年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

83 明治村第四高等学校武術道場無声堂弓道場 1棟 財団法人明治村 大正6年／昭和45年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

84 明治村日本赤十字社中央病院病棟 1棟 財団法人明治村 明治23年／昭和49年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

85 明治村日本赤十字社中央病院付属便所 1棟 財団法人明治村 明治23年／昭和49年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

86 明治村歩兵第六聯隊兵舎 1棟 財団法人明治村 明治6年／昭和40年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

87 明治村シアトル日系福音教会 1棟 財団法人明治村
明治40年頃／昭和59年移
築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

88 明治村ブラジル移民住宅 1棟 財団法人明治村 大正8年／昭和50年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

89 明治村ハワイ移民集会所 1棟 財団法人明治村
明治22年頃／昭和44年移
築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

90 明治村六郷川鉄橋 1棟 財団法人明治村
明治10年／大正4年・昭和
63年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

91 明治村鉄道寮新橋工場 1棟 財団法人明治村
明治5年頃／大正8年・昭和
43年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）



名称 員数 所有者 年代 登録年 所在地

92 明治村工部省品川硝子製造所 1棟 財団法人明治村
明治10年頃／昭和44年移
築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

93 明治村本郷喜之床 1棟 財団法人明治村 明治後期／昭和55年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

94 明治村小泉八雲避暑の家 1棟 財団法人明治村 明治初期／昭和46年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

95 明治村半田東湯 1棟 財団法人明治村 明治末期／昭和55年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

96 明治村聖ザビエル天主堂 1棟 財団法人明治村 明治23年／昭和48年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

97 明治村小那沙美島燈台 1棟 財団法人明治村 明治37年／昭和51年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

98 明治村天童眼鏡橋 1棟 財団法人明治村 明治20年／昭和51年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

99 明治村隅田川新大橋 1棟 財団法人明治村 明治45年／昭和50年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

100 明治村川崎銀行本店 1棟 財団法人明治村 昭和2年／平成2年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

101 明治村大明寺聖パウロ教会堂 1棟 財団法人明治村 明治12年／平成6年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

102 明治村皇居正門石橋飾電燈 1棟 財団法人明治村 明治26年頃／平成2年移設 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

103 明治村内閣文庫 1棟 財団法人明治村 明治44年／平成2年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

104 明治村東京駅警備巡査派出所 1棟 財団法人明治村 大正3年頃／昭和47年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

105 明治村前橋監獄雑居房 1棟 財団法人明治村 明治21年／昭和46年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

106 明治村金沢監獄正門 1棟 財団法人明治村 明治40年／昭和52年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

107 明治村金沢監獄中央看守所 1棟 財団法人明治村 明治40年／昭和47年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

108 明治村金沢監獄監房 1棟 財団法人明治村 明治40年／昭和47年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

109 明治村宮津裁判所法廷 1棟 財団法人明治村 明治19年／昭和52年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

110 明治村菊の世酒蔵 1棟 財団法人明治村 明治28年／昭和58年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

111 明治村高田小熊写真館 1棟 財団法人明治村
明治41年／大正初期増築
／昭和57年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

112 明治村名鉄岩倉変電所 1棟 財団法人明治村 明治45年／昭和50年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

113 明治村帝国ホテル中央玄関 1棟 財団法人明治村 大正12年／昭和60年移築 平成16年 犬山市内山1（博物館明治村）

114 小栗家住宅主屋 1棟 個人 明治3年 平成16年 半田市中村町

115 小栗家住宅表門 1棟 個人 明治前期 平成16年 半田市中村町

116 小栗家住宅辰巳蔵 1棟 個人 明治前期 平成16年 半田市中村町

117 小栗家住宅書院 1棟 個人 明治前期 平成16年 半田市中村町

118 小栗家住宅茶室 1棟 個人 明治前期 平成16年 半田市中村町

119 小栗家住宅渡り廊下 1棟 個人 明治前期 平成16年 半田市中村町

120 小栗家住宅北座敷 1棟 個人 明治前期 平成16年 半田市中村町

121 小栗家住宅離れ 1棟 個人 大正4年 平成16年 半田市中村町

122 旧今泉医院診療棟 1棟 個人 昭和2年 平成16年 豊川市御津町

123 旧今泉医院病室棟 1棟 個人 昭和2年 平成16年 豊川市御津町

124 旧今泉医院手洗い場 1棟 個人 昭和2年 平成16年 豊川市御津町

125 旭サナック本館（旧旭兵器製造本社事務棟） 1棟 旭サナック株式会社 昭和14年 平成16年 尾張旭市旭前町

126 半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）創建時主棟 1棟 半田市 明治31年 平成16年 半田市榎下町

127 半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）ハーフティンバー棟 1棟 半田市 明治31年 平成16年 半田市榎下町

128 半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）貯蔵庫棟 1棟 半田市
明治41年／大正7年・大正
10年増築 平成16年 半田市榎下町

129 白井家住宅主屋 1棟 個人 江戸末期 平成16年 豊川市国府町

130 高木家住宅主屋 1棟 個人 大正2年 平成16年 犬山市大字犬山

131 高木家住宅茶室 1棟 個人 大正初期 平成16年 犬山市大字犬山

132 高木家住宅蔵 1棟 個人 大正初期 平成16年 犬山市大字犬山

133 梅田家住宅主屋 1棟 個人 江戸末期 平成16年 犬山市大字犬山

134 梅田家住宅倉庫 1棟 個人 昭和初期 平成16年 犬山市大字犬山

135 梅田家住宅高塀 1棟 個人 昭和初期 平成16年 犬山市大字犬山

136 三井家住宅主屋 1棟 個人 明治22年 平成16年 犬山市大字犬山

137 三井家住宅蔵 1棟 個人 大正7年 平成16年 犬山市大字犬山



名称 員数 所有者 年代 登録年 所在地

138 三井家住宅渡り廊 1棟 個人 明治中期 平成16年 犬山市大字犬山

139 山田家住宅主屋 1棟 個人 明治中期 平成16年 犬山市大字犬山

140 井上家住宅主屋 1棟 個人 明治初期 平成16年 犬山市大字犬山

141 井上家住宅蔵 1棟 個人 明治初期 平成16年 犬山市大字犬山

142 瀧野家住宅蔵 1棟 個人 明治中期 平成16年 犬山市大字犬山

143 料亭河文主屋 1棟 株式会社河文 昭和25年 平成17年 名古屋市中区

144 料亭河文表門、塀及び脇門 1棟 株式会社河文 昭和25年 平成17年 名古屋市中区

145 料亭河文新用亭及び渡廊下 1棟 株式会社河文 昭和25年～27年 平成17年 名古屋市中区

146 料亭河文用々亭 1棟 株式会社河文 昭和25年～27年 平成17年 名古屋市中区

147 料亭河文厨房 1棟 株式会社河文 昭和12年／昭和25年増築 平成17年 名古屋市中区

148 旧川上貞奴邸主屋 1棟 名古屋市
大正9年頃／昭和13年改造
／平成16年移築 平成17年 名古屋市東区

149 旧川上貞奴邸蔵 1棟 名古屋市
大正9年頃／昭和13年改造
／平成16年移築 平成17年 名古屋市東区

150 九重味淋大蔵 1棟 個人
宝永3年（1706）／天明7年
（1787）移築改造 平成17年 碧南市浜寺町

151 真野家住宅主屋 1棟 個人 明治27年 平成17年 犬山市大字犬山

152 真野家住宅主屋 1棟 個人 明治27年 平成17年 犬山市大字犬山

153 真野家住宅主屋 1棟 個人 明治27年 平成17年 犬山市大字犬山

154 真野家住宅主屋 1棟 個人 明治27年 平成17年 犬山市大字犬山

155 旧磯部家住宅主屋 1棟 犬山市 慶応年間 平成17年 犬山市大字犬山

156 旧磯部家住宅裏座敷 1棟 犬山市 大正期 平成17年 犬山市大字犬山

157 旧磯部家住宅土蔵 1棟 犬山市 明治8年 平成17年 犬山市大字犬山

158 旧磯部家住宅奥土蔵 1棟 犬山市 明治8年 平成17年 犬山市大字犬山

159 旧磯部家住宅物置 1棟 犬山市 明治8年 平成17年 犬山市大字犬山

160 小島家住宅主屋 1棟 個人 明治30年頃 平成17年 犬山市大字犬山

161 小島家住宅座敷 1棟 個人 弘化4年（1847） 平成17年 犬山市大字犬山

162 小島家住宅南蔵 1棟 個人 江戸末期 平成17年 犬山市大字犬山

163 小島家住宅北酒蔵及び北蔵 1棟 個人 江戸末期 平成17年 犬山市大字犬山

164 小島家住宅西酒蔵及び仕込場 1棟 個人 江戸末期 平成17年 犬山市大字犬山

165 小島家住宅寄付 1棟 個人 江戸末期 平成17年 犬山市大字犬山

166 小島家住宅屋根塀 1棟 個人 明治中期 平成17年 犬山市大字犬山

167 遠藤家住宅主屋 1棟 個人 明治33年 平成17年 犬山市大字犬山

168 伊藤家住宅主屋 1棟 個人 江戸末期 平成17年 犬山市大字犬山

169 伊藤家住宅蔵 1棟 個人 江戸末期 平成17年 犬山市大字犬山

170 瀧川家住宅主屋 1棟 個人
文化11年（1814）／明治2年
移築 平成17年 新城市出沢

171 瀧川家住宅長屋門 1棟 個人 宝暦13年（1763） 平成17年 新城市出沢

172 瀧川家住宅祠 1棟 個人
大永5年（1525）／大正15年
移築 平成17年 新城市出沢

173 實成寺本堂 1棟 宗教法人實成寺 江戸前期 平成17年 あま市甚目寺町

174 實成寺山門 1棟 宗教法人實成寺 江戸中期 平成17年 あま市甚目寺町

175 名古屋テレビ塔 1棟 名古屋テレビ塔㈱ 昭和29年 平成17年 名古屋市中区

176 春江院本堂 1棟 宗教法人春江院 文政13年（1830） 平成17年 名古屋市緑区

177 春江院本玄関及び書院 1棟 宗教法人春江院
江戸後期／明治12年移築
増改造 平成17年 名古屋市緑区

178 春江院不老閣 1棟 宗教法人春江院 昭和11年 平成17年 名古屋市緑区

179 春江院茶室 1棟 宗教法人春江院 明治後期 平成17年 名古屋市緑区

180 春江院庫裏 1棟 宗教法人春江院 昭和8年 平成17年 名古屋市緑区

181 春江院山門 1棟 宗教法人春江院 文政13年（1830） 平成17年 名古屋市緑区

182 春江院鐘楼 1棟 宗教法人春江院 慶応元年（1865） 平成17年 名古屋市緑区

183 寂光院本堂 1棟 宗教法人寂光院 明治12年 平成17年 犬山市大字継鹿尾
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184 寂光院随求堂 1棟 宗教法人寂光院 文化2年（1805） 平成17年 犬山市大字継鹿尾

185 寂光院弁天堂 1棟 宗教法人寂光院 文政3年（1820） 平成17年 犬山市大字継鹿尾

186 寂光院山門 1棟 宗教法人寂光院 天保7年（1836） 平成17年 犬山市大字継鹿尾

187 覚王寺本堂 1棟 宗教法人覚王寺 文化11年（1814） 平成17年 丹羽郡扶桑町

188 覚王寺庫裏 1棟 宗教法人覚王寺 天保11年（1840） 平成17年 丹羽郡扶桑町

189 覚王寺大日堂 1棟 宗教法人覚王寺 寛政6年（1794） 平成17年 丹羽郡扶桑町

190 覚王寺鐘楼 1棟 宗教法人覚王寺 昭和9年 平成17年 丹羽郡扶桑町

191 覚王寺山門 1棟 宗教法人覚王寺 明治35年 平成17年 丹羽郡扶桑町

192 甘強味淋旧本社事務所 1棟 甘強酒造㈱ 昭和12年 平成17年 海部郡蟹江町

193 甘強味淋工場 1棟 甘強酒造㈱
明治10年／明治39年・大正
2年増築 平成17年 海部郡蟹江町

194 甘強味淋住宅主屋 1棟 個人
大正12年／昭和12年増改
造 平成17年 海部郡蟹江町

195 甘強味淋住宅土蔵 1棟 個人 大正12年 平成17年 海部郡蟹江町

196 雲興寺鐘楼 1棟 宗教法人雲興寺 文化7年（1810） 平成17年 瀬戸市白坂町

197 浄照寺本堂 1棟 宗教法人浄照寺 明治31年 平成17年 豊田市若林西町

198 浄照寺庫裏 1棟 宗教法人浄照寺 万延元年（1860） 平成17年 豊田市若林西町

199 浄照寺書院 1棟 宗教法人浄照寺 昭和9年 平成17年 豊田市若林西町

200 旧津島信用金庫本店 1棟 津島市 昭和4年 平成18年 津島市本町

201 堀部家住宅主屋 1棟 犬山市 明治16年 平成18年 犬山市大字犬山

202 堀部家住宅離座敷 1棟 犬山市 大正期 平成18年 犬山市大字犬山

203 堀部家住宅渡り廊 1棟 犬山市 明治26年頃 平成18年 犬山市大字犬山

204 堀部家住宅土蔵 1棟 犬山市 明治26年 平成18年 犬山市大字犬山

205 堀部家住宅作業場 1棟 犬山市 明治26年頃 平成18年 犬山市大字犬山

206 堀部家住宅高塀 1棟 犬山市 昭和初期 平成18年 犬山市大字犬山

207 木曽川資料館主屋（旧木曽川町会議事堂） 1棟 一宮市 大正13年 平成18年 一宮市木曽川町

208 木曽川資料館収蔵室（旧木曽川町役場倉庫） 1棟 一宮市 大正13年頃 平成18年 一宮市木曽川町

209 真清田神社本殿及び渡殿 1棟 宗教法人真清田神社 昭和29年 平成18年 一宮市真清田

210 興禅寺本堂 1棟 宗教法人興禅寺 明治31年 平成18年 犬山市大字羽黒

211 興禅寺山門 1棟 宗教法人興禅寺 昭和14年 平成18年 犬山市大字羽黒

212 柴田家住宅主屋 1棟 個人 明治29年 平成18年 清須市西枇把島町

213 松楓閣本館 1棟 中央産業株式会社 昭和9年 平成18年 名古屋市千種区

214 松楓閣離れ 1棟 中央産業株式会社 昭和9年頃 平成18年 名古屋市千種区

215 川村家住宅主屋 1棟 個人 昭和13年 平成18年 犬山市大字犬山

216 宮田家住宅對依軒 1棟 個人 昭和10年 平成18年 犬山市大字犬山

217 宮田家住宅蔵 1棟 個人 昭和6年 平成18年 犬山市大字犬山

218 宮田家住宅井戸屋形 1棟 個人 明治末期 平成18年 犬山市大字犬山

219 宮田家住宅塀 1棟 個人 昭和6年 平成18年 犬山市大字犬山

220 オリエンタルビル屋上観覧車 1棟 オリエンタルビル株式会社 昭和31年 平成19年 名古屋市中区

221 萬乗醸造主屋 1棟 株式会社萬乗醸造 江戸末期 平成19年 名古屋市緑区

222 萬乗醸造旧精米作業場 1棟 株式会社萬乗醸造 大正期 平成19年 名古屋市緑区

223 萬乗醸造瓶詰作業場 1棟 株式会社萬乗醸造 大正期 平成19年 名古屋市緑区

224 萬乗醸造元蔵 1棟 株式会社萬乗醸造 明治中期 平成19年 名古屋市緑区

225 萬乗醸造中蔵 1棟 株式会社萬乗醸造 江戸後期 平成19年 名古屋市緑区

226 萬乗醸造新蔵 1棟 株式会社萬乗醸造 明治初期 平成19年 名古屋市緑区

227 萬乗醸造白米倉庫 1棟 株式会社萬乗醸造 大正期 平成19年 名古屋市緑区

228 萬乗醸造離れ 1棟 株式会社萬乗醸造 大正期 平成19年 名古屋市緑区

229 萬乗醸造土蔵 1棟 株式会社萬乗醸造 大正期 平成19年 名古屋市緑区
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230 萬乗醸造内井戸 1棟 株式会社萬乗醸造 江戸後期 平成19年 名古屋市緑区

231 萬乗醸造旧仕込蔵及び樽修理場 1棟 株式会社萬乗醸造 江戸後期 平成19年 名古屋市緑区

232 萬乗醸造外井戸 1棟 株式会社萬乗醸造 明治初期／昭和初期増設 平成19年 名古屋市緑区

233
名古屋大学医学部附属病院門及び外塀（旧愛知県立医学
専門学校正門及び外塀） 1棟 国立大学法人名古屋大学

大正3年／昭和5年・平成11
年改修 平成19年 名古屋市昭和区

234
名古屋大学医学部附属病院門及び外塀（旧愛知県立愛知
病院正門及び外塀） 1棟 国立大学法人名古屋大学

大正3年／昭和5年・平成11
年改修 平成19年 名古屋市昭和区

235
名古屋大学医学部附属病院門及び外塀（旧愛知県立愛知
病院通用門及び外塀） 1棟 国立大学法人名古屋大学 大正後期／昭和5年改修 平成19年 名古屋市昭和区

236 本光寺本堂 1棟 宗教法人本光寺 大正2年 平成19年 岡崎市上青野町

237 本光寺山門 1棟 宗教法人本光寺 文政10年（1827） 平成19年 岡崎市上青野町

238 真清田神社祭文殿 1棟 宗教法人真清田神社 昭和31年 平成19年 一宮市真清田

239 真清田神社北門及び透塀 1棟 宗教法人真清田神社 昭和30年 平成19年 一宮市真清田

240 旧起第二尋常小学校奉安殿 1棟 三條神社 昭和4年／昭和22年頃移築 平成19年 一宮市三条

241 三谷町北区山車蔵 1棟 三谷町北区 大正10年 平成19年 蒲郡市三谷町

242 名鉄三河線旧西中金駅駅舎 1棟 名古屋鉄道株式会社 昭和5年 平成19年 豊田市中金町

243 名鉄三河線旧西中金駅プラットホーム 1棟 名古屋鉄道株式会社 昭和初期 平成19年 豊田市中金町

244 名鉄三河線旧三河広瀬駅駅舎 1棟 名古屋鉄道株式会社 昭和2年 平成19年 豊田市東広瀬町

245 名鉄三河線旧三河広瀬駅プラットホーム 1棟 名古屋鉄道株式会社 昭和2年 平成19年 豊田市東広瀬町

246 トヨテック本社社屋（旧豊川電話中継所本屋） 1棟 株式会社トヨテック 昭和初期 平成19年 豊川市西豊町

247 トヨテック本社倉庫（旧豊川電話中継所倉庫） 1棟 株式会社トヨテック 昭和初期 平成19年 豊川市西豊町

248 旧豊川電話装荷線輪用櫓 1棟 個人 昭和初期 平成19年 豊川市野口町

249 専念寺本堂 1棟 宗教法人専念寺
寛文13年（1673）／平成16
年改修 平成19年 犬山市大字犬山

250 専念寺庫裏 1棟 宗教法人専念寺
元禄2年（1689）／平成16年
改修 平成19年 犬山市大字犬山

251 常満寺鐘楼 1棟 宗教法人常満寺 寛政8年（1796） 平成19年 犬山市大字犬山

252 常満寺山門 1棟 宗教法人常満寺 江戸末期／明治10年移築 平成19年 犬山市大字犬山

253 佐橋家住宅主屋 1棟 個人 明治中期 平成19年 犬山市大字犬山

254 浄誓寺本堂 1棟 宗教法人浄誓寺
文化5年（1808）／平成7年
改修 平成19年 犬山市大字犬山

255 西蓮寺本堂 1棟 宗教法人西蓮寺
宝暦10年（1760）／平成8年
改修 平成19年 犬山市大字犬山

256 西蓮寺庫裏 1棟 宗教法人西蓮寺 江戸後期 平成19年 犬山市大字犬山

257 西蓮寺書院 1棟 宗教法人西蓮寺 昭和初期 平成19年 犬山市大字犬山

258 西蓮寺蔵 1棟 宗教法人西蓮寺 明治期／昭和12年移築 平成19年 犬山市大字犬山

259 西蓮寺山門 1棟 宗教法人西蓮寺 江戸後期 平成19年 犬山市大字犬山

260 中濱家住宅主屋 1棟 個人 明治中期／昭和初期増築 平成20年 名古屋市緑区

261 中濱家住宅土蔵 1棟 個人 明治期 平成20年 名古屋市緑区

262 中濱家住宅物置 1棟 個人 昭和初期 平成20年 名古屋市緑区

263 中濱家住宅門 1棟 個人 昭和初期 平成20年 名古屋市緑区

264 中濱家住宅石垣及び塀 1棟 個人 明治期／昭和初期改修 平成20年 名古屋市緑区

265 岡崎信用金庫資料館（旧岡崎銀行本店） 1棟 岡崎信用金庫
大正6年／昭和25・34・57年
改修 平成20年 岡崎市伝馬通

266 明治村芝川家住宅主屋 1棟 財団法人明治村 明治44年／平成19年移築 平成20年 犬山市字内山1（博物館明治村）

267 鈴木家住宅主屋 1棟 個人
明治23年／大正後期改修・
昭和前期増築改修 平成20年 愛西市須依町

268 鈴木家住宅蔵 1棟 個人 明治12年 平成20年 愛西市須依町

269 鈴木家住宅米蔵 1棟 個人
明治中期／昭和前期移築
増築 平成20年 愛西市須依町

270 鈴木家住宅門及び外塀 1棟 個人 昭和前期 平成20年 愛西市須依町

271 神谷家住宅座敷 1棟 個人 明治前期／大正期増築 平成20年 安城市和泉町

272 神谷家住宅奥座敷 1棟 個人 明治末期 平成20年 安城市和泉町

273 神谷家住宅左官部屋及び炭部屋 1棟 個人 明治38年頃 平成20年 安城市和泉町

274 神谷家住宅渡り 1棟 個人 明治38年頃 平成20年 安城市和泉町

275 神谷家住宅米蔵 1棟 個人 明治中期 平成20年 安城市和泉町



名称 員数 所有者 年代 登録年 所在地

276 神谷家住宅雑穀蔵 1棟 個人 明治中期 平成20年 安城市和泉町

277 神谷家住宅奥の蔵 1棟 個人 明治中期 平成20年 安城市和泉町

278 神谷家住宅宝蔵 1棟 個人 大正前期 平成20年 安城市和泉町

279 神谷家住宅横屋 1棟 個人 明治前期 平成20年 安城市和泉町

280 神谷家住宅井戸屋形 1棟 個人 明治後期／昭和前期増築 平成20年 安城市和泉町

281 神谷家住宅釜屋及び物置 1棟 個人 明治前期／昭和前期増築 平成20年 安城市和泉町

282 神谷家住宅味噌蔵及び書庫 1棟 個人 大正前期 平成20年 安城市和泉町

283 神谷家住宅大工部屋及び奥和室 1棟 個人 大正前期 平成20年 安城市和泉町

284 神谷家住宅正門 1棟 個人 明治38年 平成20年 安城市和泉町

285 どうだん亭（旧浅井家住宅離れ） 1棟 尾張旭市
昭和17年／昭和42年移築・
平成9年改修 平成20年 尾張旭市霞ヶ丘町

286 湊築島弁天社 1棟 神明社 寛政7年（1795） 平成20年 豊橋市湊町

287 森川家住宅主屋 1棟 個人
安政2年（1855）／明治2年
改修 平成20年 一宮市大和町

288 森川家住宅書院 1棟 個人 明治35年 平成20年 一宮市大和町

289 森川家住宅土蔵 1棟 個人 昭和初期 平成20年 一宮市大和町

290 墨会館 1棟 一宮市 昭和32年 平成20年 一宮市小信中島

291 名古屋陶磁器会館 1棟 財団法人名古屋陶磁器会館 昭和7年／昭和21年増築 平成20年 名古屋市東区

292 寳泉寺書院（旧服部家住宅書院） 1棟 宗教法人寳泉寺 明治期／昭和5年移築 平成20年 津島市池麩町

293 旧大野銀行（大野宿鳳来館）本館 1棟 株式会社スエヒロ産業 大正14年 平成21年 新城市大野

294 旧大野銀行（大野宿鳳来館）土蔵 1棟 株式会社スエヒロ産業 明治中期 平成21年 新城市大野

295 旧国鉄武豊港駅転車台 1棟 武豊町 昭和２年／平成14年改修 平成21年 知多郡武豊町

296 棚橋家住宅主屋 1棟 個人 明治８年 平成21年 名古屋市緑区

297 伊藤家住宅茶席水鶏庵 1棟 個人 明治元年/昭和23年移築 平成21年 津島市橘町

298 伊藤家住宅腰掛待合 1棟 個人 昭和23年 平成21年 津島市橘町

299 瀬戸永泉教会礼拝堂 1棟 日本基督教団瀬戸永泉教会 明治33年／昭和 5年改修 平成22年 瀬戸市杉塚町

300 安久美神戸神明社本殿 1棟 宗教法人安久美神戸神明社 昭和5年/昭和45年改修 平成22年 豊橋市八町通

301 安久美神戸神明社幣殿及び拝殿 1棟 宗教法人安久美神戸神明社 昭和5年/昭和45年改修 平成22年 豊橋市八町通

302 安久美神戸神明社神楽殿 1棟 宗教法人安久美神戸神明社 明治18年/昭和5年改修 平成22年 豊橋市八町通

303 安久美神戸神明社神庫 1棟 宗教法人安久美神戸神明社 昭和5年 平成22年 豊橋市八町通

304 安久美神戸神明社手水舎 1棟 宗教法人安久美神戸神明社 昭和5年 平成22年 豊橋市八町通

305 旧湊屋店舗兼主屋 1棟 個人 明治前期/昭和34年改修 平成22年 一宮市起

306 旧湊屋土蔵 1棟 個人
江戸末期･昭和前期/昭和
中期移築増築 平成22年 一宮市起

307 報光寺本堂 1棟 宗教法人報光寺 安政2年/昭和35年改修 平成23年 江南市古知野町

308 山口家住宅主屋 1棟 個人 江戸後期/明治期改修 平成23年 海部郡蟹江町

309 山口家住宅茶室 1棟 個人 明治26年 平成23年 海部郡蟹江町

310 山口家住宅表門 1棟 個人 明治41年 平成23年 海部郡蟹江町

311 名古屋大学豊田講堂 1棟 国立大学法人名古屋大学
昭和35年/平成2年・平成19
年改修 平成23年 名古屋市千種区

312 カトリック主税町教会信者会館 1棟 宗教法人ｶﾄﾘｯｸ名古屋教区 明治中期/昭和55年改修 平成23年 名古屋市東区

313 カトリック主税町教会司祭館 1棟 宗教法人ｶﾄﾘｯｸ名古屋教区 昭和5年 平成23年 名古屋市東区

314 カトリック主税町教会煉瓦塀 1棟 宗教法人ｶﾄﾘｯｸ名古屋教区 明治中期 平成23年 名古屋市東区

315 石原家住宅主屋 1棟 個人 昭和11年/平成20年改修 平成23年 名古屋市北区

316 旧石原家住宅主屋 1棟 個人
安政6年/昭和40年･昭和53
年改修 平成23年 岡崎市六供町

317 旧石原家住宅土蔵 1棟 個人 安政6年/昭和53年改修 平成23年 岡崎市六供町

318 旧石原家住宅庭門 1棟 個人 昭和前期/昭和53年改修 平成23年 岡崎市六供町

319 神谷家住宅柏露軒 1棟 個人
江戸末期/明治44年移築・
昭和4年改修 平成24年 名古屋市中区

320 神谷家住宅孤葊 1棟 個人 江戸末期/明治44年移築 平成24年 名古屋市中区

321 神谷家住宅腰掛待合 1棟 個人 大正12年/平成7年曳家 平成24年 名古屋市中区
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322 神谷家住宅中潜門 1棟 個人 昭和前/平成7年曳家 平成24年 名古屋市中区

323 日本福音ルーテル復活教会 1棟
宗教法人日本福音ルーテル
教会 昭和28年/昭和35年改修 平成24年 名古屋市東区

324 徳授寺本堂 1棟 宗教法人徳授寺 明治29年/平成18年改修 平成24年 犬山市大字犬山

325 徳授寺位牌堂 1棟 宗教法人徳授寺 昭和9年/平成18年改修 平成24年 犬山市大字犬山

326 徳授寺玄関 1棟 宗教法人徳授寺 昭和9年 平成24年 犬山市大字犬山

327 徳授寺鐘楼 1棟 宗教法人徳授寺 昭和9年 平成24年 犬山市大字犬山

328 徳授寺山門 1棟 宗教法人徳授寺 江戸前期 平成24年 犬山市大字犬山

329 圓明寺本堂 1棟 宗教法人圓明寺 江戸前期/元禄2年改修 平成24年 犬山市大字犬山

330 圓明寺僧寮 1棟 宗教法人圓明寺 明治中期 平成24年 犬山市大字犬山

331 圓明寺庫裏 1棟 宗教法人圓明寺 江戸末期/明治中期移築 平成24年 犬山市大字犬山

332 圓明寺鐘楼 1棟 宗教法人圓明寺 江戸中期 平成24年 犬山市大字犬山

333 圓明寺山門 1棟 宗教法人圓明寺 昭和12年 平成24年 犬山市大字犬山

334 祥雲寺本堂 1棟 宗教法人祥雲寺 昭和9年 平成24年 犬山市大字犬山

335 祥雲寺弘法堂 1棟 宗教法人祥雲寺 明治42年 平成24年 犬山市大字犬山

336 祥雲寺鐘楼 1棟 宗教法人祥雲寺 明治後期 平成24年 犬山市大字犬山

337 旧愛知県第二尋常中学校講堂 1棟 岡崎市 明治30年/大正14年移築 平成25年 岡崎市針崎町

338 如意寺本堂 1棟 宗教法人如意寺 文政6年頃 平成25年 豊田市力石町

339 如意寺書院 1棟 宗教法人如意寺 江戸後期/明治42年増築 平成25年 豊田市力石町

340 如意寺山門 1棟 宗教法人如意寺 江戸後期 平成25年 豊田市力石町

341 如意寺鐘楼 1棟 宗教法人如意寺 宝暦5年頃 平成25年 豊田市力石町

342 如意寺太鼓楼 1棟 宗教法人如意寺 江戸末期/昭和中期改修 平成25年 豊田市力石町

343 大島家住宅茶室 1棟 個人
文政9年/明治期移築・昭和
61年曳家 平成25年 犬山市大字犬山

344 吉野家住宅主屋 1棟 小弓鶴酒造株式会社 明治44年 平成25年 犬山市大字羽黒

345 吉野家住宅離れ 1棟 小弓鶴酒造株式会社 明治17年 平成25年 犬山市大字羽黒

346 吉野家住宅新座敷 1棟 小弓鶴酒造株式会社 昭和30年頃 平成25年 犬山市大字羽黒

347 吉野家住宅庭門及び土塀 1棟 小弓鶴酒造株式会社 大正頃 平成25年 犬山市大字羽黒

348 吉野家住宅土蔵 1棟 小弓鶴酒造株式会社 江戸末期 平成25年 犬山市大字羽黒

349 旧加茂郡銀行羽黒支店 1棟 犬山市
明治40頃/昭和8年頃曳家・
平成11年移築 平成25年 犬山市大字羽黒

350 知多岡田簡易郵便局 1棟 個人 明治35年/昭和初期改修 平成25年 知多市岡田

351 名古屋市東山荘主屋 1棟 名古屋市 大正期 平成25年 名古屋市瑞穂区

352 名古屋市東山荘正門及び塀 1棟 名古屋市 昭和前期 平成25年 名古屋市瑞穂区

353 名古屋市東山荘庭門及び塀 1棟 名古屋市 昭和前期 平成25年 名古屋市瑞穂区

354 小野田家住宅主屋 1棟 個人 明治19年/大正9年増築 平成25年 豊橋市高塚町

355 小野田家住宅長屋門 1棟 個人 嘉永2年頃 平成25年 豊橋市高塚町

356 蓮慶寺本堂 1棟 宗教法人蓮慶寺 文化8年 平成25年 知多郡阿久比町

357 蓮慶寺大門 1棟 宗教法人蓮慶寺 明治29年 平成25年 知多郡阿久比町

358 蓮慶寺土塀 1棟 宗教法人蓮慶寺 昭和26年 平成25年 知多郡阿久比町

359 筧家住宅主屋 1棟 個人
江戸末期/明治初期移築・
明治24年増築 平成25年 名古屋市中村区

360 日本福音ルーテル岡崎教会教会堂 1棟
宗教法人日本福音ルーテル
教会 昭和28年 平成25年 岡崎市伝馬通

361 旧愛知県岡崎師範学校武道場 1棟 国立大学法人愛知教育大学 大正15年/昭和41年改修 平成25年 岡崎市六供町

362 喜楽亭 1棟 豊田市 昭和初期/昭和58年移築 平成25年 豊田市小坂本町

363 龍泉寺本堂 1棟 宗教法人龍泉寺 文政3年 平成25年 新城市出沢

364 龍泉寺開山堂及び位牌堂 1棟 宗教法人龍泉寺 昭和6年 平成25年 新城市出沢

365 龍泉寺観音堂及び御茶堂 1棟 宗教法人龍泉寺
観音堂　文政5年　　御茶堂
昭和10年 平成25年 新城市出沢

366 龍泉寺庫裏 1棟 宗教法人龍泉寺 天保14年/平成19年改修 平成25年 新城市出沢

367 龍泉寺鐘楼 1棟 宗教法人龍泉寺 昭和30年 平成25年 新城市出沢
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368 八平神社本殿 1棟 宗教法人八平神社 元禄13年/大正7年改修 平成25年 新城市出沢

369 八平神社玉垣 1棟 宗教法人八平神社 大正7年 平成25年 新城市出沢

370 瀧神社本殿 1棟 宗教法人瀧神社 寛文12年 平成25年 新城市大海

371 旧市川家住宅主屋 1棟 日進市 明和6年 平成25年 日進市野方町

372 木綿蔵ちた 1棟 個人 大正前期 平成26年 知多市岡田

373 知立神社本殿 1棟 宗教法人知立神社 天保2年 平成26年 知立市西町

374 知立神社幣殿 1棟 宗教法人知立神社 大正期 平成26年 知立市西町

375 知立神社拝殿 1棟 宗教法人知立神社 昭和29年 平成26年 知立市西町

376 知立神社祭文殿及び廻廊 1棟 宗教法人知立神社 明治20年/昭和29年改修 平成26年 知立市西町

377 知立神社摂社親母神社 1棟 宗教法人知立神社 明治期 平成26年 知立市西町

378 知立神社茶室 1棟 宗教法人知立神社 明治期/昭和43年移築 平成26年 知立市西町

379 設楽町立田峯小学校普通教室棟 1棟 設楽町 昭和2年/平成23年改修 平成26年 北設楽郡設楽町

380 設楽町立田峯小学校特別教室棟 1棟 設楽町 昭和2年/平成23年改修 平成26年 北設楽郡設楽町

381 徳川園黒門 1棟 名古屋市 明治32年 平成26年 名古屋市東区

382 徳川園脇長屋 1棟 名古屋市
明治33年頃/昭和7年・平成
16年改修 平成26年 名古屋市東区

383 徳川園塀 1棟 名古屋市 明治33年頃/平成16年改修 平成26年 名古屋市東区

384 徳川園釣瓶井戸 1棟 名古屋市 明治33年頃 平成26年 名古屋市東区

385 蓬左文庫旧書庫 1棟 名古屋市
昭和10年/平成16年移築改
修 平成26年 名古屋市東区

386 蘇山荘 1棟 名古屋市
昭和12年/昭和12年移築・
平成16年改修 平成26年 名古屋市東区

387 徳川美術館山の茶屋 1棟 公益財団法人徳川黎明会
明治16年/明治27年移築・
昭和23年・昭和34年改修 平成26年 名古屋市東区

388 徳川美術館心空庵及び餘芳軒 1棟 公益財団法人徳川黎明会

心空庵：大正3年/大正3年・
昭和6年・昭和37年移築
餘芳軒：昭和中期/昭和48 平成26年 名古屋市東区

389 徳川美術館餘芳軒東屋 1棟 公益財団法人徳川黎明会
昭和中期/昭和48年・昭和
62年移築 平成26年 名古屋市東区

390 西駒屋田村家住宅主屋 1棟 個人 明治後期 平成26年 豊橋市二川町

391 西駒屋田村家住宅土蔵 1棟 個人 明治後期 平成26年 豊橋市二川町

392 旧本多家住宅主屋 1棟 岡崎市 昭和6年/平成24年移築 平成26年 岡崎市欠町

393 財賀寺本堂 1棟 宗教法人財賀寺
文政6年（1823）/昭和3年・
昭和後期改修 平成26年 豊川市財賀町

394 財賀寺三十三観音堂 1棟 宗教法人財賀寺 寛政12年（1800） 平成26年 豊川市財賀町

395 財賀寺文殊堂 1棟 宗教法人財賀寺 安政6年(1859） 平成26年 豊川市財賀町

396 八所神社本殿 1棟 宗教法人八所神社 享保9年（1724） 平成26年 豊川市財賀町

397 八所神社拝殿 1棟 宗教法人八所神社 文政9年（1826） 平成26年 豊川市財賀町

398 明眼院旧多宝塔 1棟 宗教法人明眼院
慶安2年(1649)/明治中期・
昭和45年改修 平成26年 海部郡大治町

399 日本陶磁器センター旧館 1棟 一般財団法人日本陶業連盟 昭和9年/昭和32年移築 平成27年 名古屋市東区

400 日本陶磁器センター新館 1棟 一般財団法人日本陶業連盟 昭和33年 平成27年 名古屋市東区

401 名古屋カテドラル聖ペトロ聖パウロ大聖堂 1棟 宗教法人カトリック名古屋教区 昭和36年 平成27年 名古屋市東区

402 旧小守家住宅主屋 1棟 個人
大正12年/昭和34年頃・平
成22年改修 平成27年 犬山市大字犬山

403 旧料亭菊水 1棟 株式会社スエヒロ産業 大正後期 平成27年 新城市大野

404 大倉公園休憩棟（旧大倉和親別荘離れ） 1棟 大府市 大正11年頃/平成20年改修 平成27年 大府市桃山町

405 大倉公園茅葺門（旧大倉和親別荘表門） 1棟 大府市 大正11年頃/昭和54年移築 平成27年 大府市桃山町

406 崇覚寺本堂 1棟 宗教法人崇覚寺 慶応2年（1866） 平成27年 名古屋市中区

407 鈴木家住宅主屋 1棟 個人 昭和前期/昭和28年頃改修 平成27年 名古屋市昭和区

408 善立寺本堂 1棟 宗教法人善立寺
享保19年（1734）/昭和5年・
昭和中中期改修 平成27年 岡崎市祐金町

409 善立寺七面堂 1棟 宗教法人善立寺
江戸後期/明治後期、昭和
44年改修 平成27年 岡崎市祐金町

410 善立寺玄関 1棟 宗教法人善立寺 明治31年 平成27年 岡崎市祐金町

411 善立寺山門 1棟 宗教法人善立寺 明治前期 平成27年 岡崎市祐金町

412 旧山繁商店離れ 1棟 瀬戸市 明治22年 平成27年 瀬戸市仲切町

413 旧山繁商店事務所 1棟 瀬戸市 昭和22年 平成27年 瀬戸市仲切町
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414 旧山繁商店旧事務所 1棟 瀬戸市 大正3年/平成7年改修 平成27年 瀬戸市仲切町

415 旧山繁商店土蔵 1棟 瀬戸市 明治36年 平成27年 瀬戸市仲切町

416 旧山繁商店新小屋 1棟 瀬戸市 大正3年 平成27年 瀬戸市仲切町

417 旧山繁商店前倉庫 1棟 瀬戸市 昭和前期 平成27年 瀬戸市仲切町

418 旧山繁商店中倉庫 1棟 瀬戸市 昭和22年 平成27年 瀬戸市仲切町

419 旧山繁商店奥倉庫 1棟 瀬戸市 昭和25年 平成27年 瀬戸市仲切町

420 旧山繁商店塀 1棟 瀬戸市 明治中期 平成27年 瀬戸市仲切町

421 旧岡田医院主屋 1棟 個人 昭和4年頃 平成27年 知多市岡田

422 旧岡田医院診療所棟 1棟 個人 昭和4年頃 平成27年 知多市岡田

423 旧岡田医院蔵 1棟 個人 昭和4年頃 平成27年 知多市岡田

424 旧岡田医院道具蔵 1棟 個人 昭和4年頃 平成27年 知多市岡田

425 旧岡田医院給水塔 1棟 個人 昭和4年頃 平成27年 知多市岡田

426 旧岡田医院塀 1棟 個人 昭和4年頃 平成27年 知多市岡田

427 萬福寺本堂 1棟 宗教法人萬福寺 明治32年/平成26年改修 平成27年 知立市上重原町

428 萬福寺鐘楼 1棟 宗教法人萬福寺 文久2年（1862） 平成27年 知立市上重原町

429 萬福寺山門 1棟 宗教法人萬福寺 天保15（1844） 平成27年 知立市上重原町

430 野間郵便局旧局舎 1棟 個人 昭和6年 平成27年 知多郡美浜町

431 三井家住宅主屋 1棟 個人 江戸後期/江戸末改修 平成27年 知多郡武豊町

432 三井家住宅奥座敷 1棟 個人 明治前期 平成27年 知多郡武豊町

433 三井家住宅南土蔵 1棟 個人 寛延3（1750） 平成27年 知多郡武豊町

434 三井家住宅北土蔵 1棟 個人 明治8年 平成27年 知多郡武豊町

435 三井家住宅表門 1棟 個人 明治後期 平成27年 知多郡武豊町

436 豊橋市民俗資料収蔵室本棟（旧多米小学校本校舎） 1棟 豊橋市 昭和19年 平成28年 豊橋市今橋町

437 豊橋市民俗資料収蔵室西棟（旧多米小学校西校舎） 1棟 豊橋市 昭和29年 平成28年 豊橋市今橋町

438 旧中央線玉野第三隧道 1基

特定非営利活動法人
愛岐トンネル群保存再生委員
会 明治33年 平成28年 春日井市玉野町

439 旧中央線玉野第四隧道 1基

特定非営利活動法人
愛岐トンネル群保存再生委員
会 明治33年 平成28年 春日井市玉野町

440 旧中央線笠石洞暗渠 1基

特定非営利活動法人
愛岐トンネル群保存再生委員
会 明治33年/昭和32年改修 平成28年 春日井市玉野町

441 旧堀田廣之家住宅主屋 1棟 個人 明治45年 平成28年 津島市祢宜町

442 旧堀田廣之家住宅蔵 1棟 個人 明治45年 平成28年 津島市祢宜町

443 旧堀田廣之家住宅門 1棟 個人 明治45年 平成28年 津島市祢宜町

444 旧堀田廣之家住宅煉瓦塀 1棟 個人 明治45年 平成28年 津島市祢宜町

445 旧堀田廣之家住宅板塀 1棟 個人 明治45年 平成28年 津島市祢宜町

446 中定商店大五蔵 1棟 合名会社中定商店
大正5年/昭和41年・昭和48
年・昭和62年改修 平成28年 知多郡武豊町

447 中定商店昭二蔵 1棟 合名会社中定商店
昭和2年頃/昭和中期・昭和
60年改修 平成28年 知多郡武豊町

448 中定商店昭三蔵 1棟 合名会社中定商店
昭和3年頃/昭和20年頃・昭
和63年・平成12年改修 平成28年 知多郡武豊町

449 蓮教寺本堂 1棟 宗教法人蓮教寺
宝暦14年/文化9年増築・平
成16年改修 平成29年 名古屋市名東区

450 蓮教寺書院 1棟 宗教法人蓮教寺
文化9年/昭和30年頃・平成
27年改修 平成29年 名古屋市名東区

451 蓮教寺庫裏 1棟 宗教法人蓮教寺 宝暦13年/昭和後期改修 平成29年 名古屋市名東区

452 蓮教寺鐘楼 1棟 宗教法人蓮教寺 明治15年 平成29年 名古屋市名東区

453 蓮教寺山門及び脇塀 1棟 宗教法人蓮教寺 文化9年/平成12年改修 平成29年 名古屋市名東区

454 梵音寺本堂 1棟 宗教法人蓮教寺 寛政10年/昭和後期改修 平成29年 名古屋市名東区

455 豊田市藤岡民俗資料館（旧藤岡中学校特別教室棟） 1棟 豊田市
昭和29年/昭和56年増築、
平成26年改修 平成29年 豊田市藤岡飯野町

456 颯田家住宅主屋 1棟 個人 明治5年 平成29年 西尾市吉良町

457
愛知県立旭丘高等学校正門門柱（旧愛知県立第一中学校
正門） 1基 愛知県 昭和13年/昭和34年改修 平成29年 名古屋市東区

458 中村公園記念館 1棟 名古屋市

明治43年/大正期、昭和25
年頃、昭和33年、昭和45
年、昭和50年改造、平成28 平成29年 名古屋市中村区

459 中村公園豊頌軒 1棟 名古屋市 昭和32年年移築 平成29年 名古屋市中村区
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460 愛知県立瑞陵高等学校正門門柱（旧愛知商業学校正門） 1基 愛知県 大正13年頃 平成29年 名古屋市瑞穂区

461 愛知県立惟信高等学校正門門柱（旧愛知県惟信学校正門） 1基 愛知県 昭和4年頃 平成29年 名古屋市港区

462
愛知県立岡崎高等学校正門門柱（旧愛知県立第二中学校
正門） 1基 愛知県 大正13年・昭和47年移設 平成29年 岡崎市明大寺町

463
愛知県立岩津高等学校正門旧門柱（旧岩津町立愛知県岩
津農商学校正門） 1基 愛知県 昭和12年/昭和60年移設 平成29年 岡崎市東蔵前町

464
愛知県立半田商業高等学校正門門柱（旧愛知県知多郡立
高等女学校正門） 1基 愛知県

大正10年・平成7年改修、平
成20年移設 平成29年 半田市白山町

465
愛知県立津島高等学校正門門柱（旧愛知県津島中学校正
門） 1基 愛知県 大正12年頃 平成29年 津島市宮川町

466
愛知県立碧南高等学校正門門柱（旧愛知県碧南国民学校
正門） 1基 愛知県 昭和4年頃/昭和37年改修 平成29年 碧南市向陽町

467
愛知県立刈谷高等学校正門門柱（旧愛知県刈谷中学校正
門） 1基 愛知県 大正12年 平成29年 刈谷市寿町

468
愛知県立安城農林高等学校正門門柱（旧愛知県安城農林
学校正門） 1基 愛知県

明治36年年頃/昭和5年改
修、昭和35年移設 平成29年 安城市池浦町

469
愛知県立鶴城丘高等学校正門門柱（旧愛知県蚕糸学校正
門） 1基 愛知県 大正14年頃 平成29年 西尾市亀沢町

470
愛知県立西尾高等学校通用門門柱（旧愛知県西尾中学校
正門） 1基 愛知県 昭和5年頃 平成29年 西尾市桜町

471 滝学園図書館 1棟 学校法人滝学園 昭和8年/昭和40年増築 平成29年 江南市東野町

472
愛知県立小牧高等学校正門門柱（旧愛知県小牧中学校正
門） 1基 愛知県 昭和4年頃 平成29年 小牧市小牧

473 旧中七木綿本店主屋(旧事務所） 1棟 個人
大正３年（1914）／昭和20年
（1945）頃移築 平成29年 知多市岡田

474 旧中七木綿本店南蔵 1棟 個人 大正3年頃 平成29年 知多市岡田

475 旧中七木綿本店長屋門 1棟 個人 大正3年頃 平成29年 知多市岡田

476 旧中七木綿本店塀 1棟 個人 大正3年頃 平成29年 知多市岡田

477 旧中七木綿本店作業所・寄宿舎 1棟 個人 大正3年頃/増築年不明 平成29年 知多市岡田

478 旧中七木綿本店北蔵 1棟 個人 大正3年頃 平成29年 知多市岡田

479 大谷家住宅主屋 1棟 個人
大正5年/平成6年・平成18
年改修 平成29年 豊川市足山田町

480 大谷家住宅土蔵 1棟 個人 大正5年頃 平成29年 豊川市足山田町

481 大谷家住宅米蔵 1棟 個人 昭和3年頃 平成29年 豊川市足山田町

482 大谷家住宅渡廊下 1棟 個人 大正5年頃/平成6年改修 平成29年 豊川市足山田町

483 安長寺山門 1棟
宗教法人
安長寺 天保3年 平成29年 豊田市梅坪町

484 宝珠院本堂 1棟 宗教法人　宝珠院
延宝3年/安永9年・昭和後
期改修 平成29年 西尾市吉良町

485 宝珠院書院 1棟 宗教法人　宝珠院 昭和4年/昭和後期改修 平成29年 西尾市吉良町

486 宝珠院忠魂堂 1棟 宗教法人　宝珠院 明治36年 平成29年 西尾市吉良町

487 善行寺本堂 1棟 宗教法人　善行寺
宝永3年/文化元年・昭和51
年改修、大正4年増築 平成30年 名古屋市中川区

488 善行寺玄関座敷 1棟 宗教法人　善行寺 江戸後期 平成30年 名古屋市中川区

489 善行寺鐘楼 1棟 宗教法人　善行寺 明治29年頃/昭和53年改修 平成30年 名古屋市中川区

490 善行寺太鼓楼 1棟 宗教法人　善行寺 江戸後期/昭和前期改修 平成30年 名古屋市中川区

491 善行寺手水舎 1棟 宗教法人　善行寺 昭和前期 平成30年 名古屋市中川区

492 善行寺手山門 1棟 宗教法人　善行寺
宝暦5年/江戸後期・昭和53
年改修 平成30年 名古屋市中川区

493
愛知製鋼刈谷工場旧試作工場東棟（旧豊田自動織機製作
所自動車部試作工場） 1棟 愛知製鋼株式会社 昭和9年/昭和20年代改修 平成30年 刈谷市豊田町

494
愛知製鋼刈谷工場旧試作工場西棟（旧豊田自動織機製作
所自動車部試作工場） 1棟 愛知製鋼株式会社 昭和9年/昭和20年代改修 平成30年 刈谷市豊田町

495 爲三郎記念館爲春亭 1棟 公益財団法人古川知足会 昭和9年/平成7年改修 平成30年 名古屋市千種区

496 爲三郎記念館知足庵 1棟 公益財団法人古川知足会 昭和11年頃/平成7年移築 平成30年 名古屋市千種区

497 爲三郎記念館待合 1棟 公益財団法人古川知足会 昭和前期/平成7年改修 平成30年 名古屋市千種区

498 爲三郎記念館雪隠 1棟 公益財団法人古川知足会 昭和前期/平成7年改修 平成30年 名古屋市千種区

499 爲三郎記念館正門 1棟 公益財団法人古川知足会 昭和前期/平成7年改修 平成30年 名古屋市千種区

500 爲三郎記念館東門 1棟 公益財団法人古川知足会 昭和前期/平成7年改修 平成30年 名古屋市千種区

501 真宗大谷派名古屋別院東門及び土塀 1基 真宗大谷派名古屋別院 江戸後期/平成28年改修 平成30年 名古屋市中区

502 七所神社本殿 1棟 宗教法人七所神社 大正前期 平成30年 名古屋市南区

503 豊橋市上水道施設下条取水場旧ポンプ室 1棟 豊橋市上下水道局、豊橋市 昭和4年/昭和51年改修 平成30年 豊橋市下条西町

504 豊橋市上水道施設大江川水道橋 1基 豊橋市上下水道局、豊橋市 昭和3年 平成30年 豊橋市下条西町

505 豊橋市上水道施設小鷹野浄水場緩速ろ過池 1基 豊橋市上下水道局、豊橋市 昭和4年/昭和6年増設 平成30年 豊橋市東小鷹野



名称 員数 所有者 年代 登録年 所在地

506 豊橋市上水道施設小鷹野浄水場旧ポンプ室 1棟 豊橋市上下水道局、豊橋市 昭和4年/昭和56年改修 平成30年 豊橋市東小鷹野

507 豊橋市上水道施設多米浄水場旧配水池 1基 豊橋市上下水道局、豊橋市 昭和4年 平成30年 豊橋市多米町

508 川田家住宅主屋 1棟 個人 明治24年頃/大正6年移築 平成30年 丹羽郡扶桑町

509 旧内田佐平二家住宅主屋 1棟 南知多町 明治5年頃/平成26年改修 平成30年 知多郡南知多町

510 旧内田佐平二家住宅土蔵 1棟 南知多町 明治5年頃/平成25年改修 平成30年 知多郡南知多町

511 旧内田佐平二家住宅隠居屋 1棟 南知多町 明治前期/平成25年改修 平成30年 知多郡南知多町

512 旧内田佐平二家住宅表門及び納屋 1棟 南知多町 明治5年頃/平成23年改修 平成30年 知多郡南知多町

513 旧内田佐平二家住宅透塀 1基 南知多町 明治前期/平成25年改修 平成30年 知多郡南知多町

514 永住寺本堂 1棟 永住寺 元禄10年/享保2年改修 令和元年 新城市字裏野

515 永住寺開山堂及び位牌堂 1棟 永住寺 明治26年 令和元年 新城市字裏野

516 永住寺庫裡及び書院 1棟 永住寺 文化7年 令和元年 新城市字裏野

517 永住寺禅堂 1棟 永住寺 享保7年 令和元年 新城市字裏野

518 永住寺衆寮 1棟 永住寺 享保7年 令和元年 新城市字裏野

519 永住寺経蔵 1棟 永住寺 江戸末期 令和元年 新城市字裏野


