
区　　分 名　　称 員　数 制作年代 所有者･管理者 所 在 地 指定日 備考

国指定文化財
M35.4.17

S27.11.22

（重文）建造物  舞鶴旧鎮守府水道施設 1構 明治・大正時代  舞鶴市 字与保呂・北吸 H15.12.25

（重文）建造物  舞鶴旧鎮守府倉庫施設 7棟 附1棟 明治・大正時代  舞鶴市 字浜・北吸 H20.6.9
舞鶴海軍兵器廠魚形水雷庫

舞鶴海軍兵器廠予備艦兵器庫

舞鶴海軍兵器廠弾丸庫並小銃庫

舞鶴海軍兵器廠雑器庫並預兵器庫

舞鶴海軍需品庫需品庫

舞鶴海軍需品庫需品庫

舞鶴海軍需品庫需品庫

附舞鶴海軍兵器廠第三水雷庫

（重文）建造物  行永家住宅主屋　附家相図 1棟 附1枚 S50.6.23

　　道具蔵・新蔵　附味噌蔵・
　　米蔵・道具蔵

2棟 附3棟 H15.12.25

（重文）建造物  金剛院塔婆(三重塔) 1基 室町時代  金剛院 字鹿原595 T6.4.5

（重文）絵画  絹本著色薬師十二神将像 1幅 南北朝時代  金剛院 字鹿原595 M36.4.15

（重文）絵画  絹本著色孔雀明王像 1幅 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 M42.4.5

（重文）絵画  絹本著色法華曼荼羅図 1幅 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 S54.6.6

（重文）絵画  絹本著色如意輪観音像 1幅 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 H7.6.15

（重文）絵画  終南山曼荼羅図 1幅 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 H15.5.29

（重文）彫刻  木造毘沙門天立像 1躯 平安時代  興禅寺 字多門院864 T15.4.19

（重文）彫刻  木造阿弥陀如来坐像 1躯 平安時代  金剛院 字鹿原595 M36.4.15

（重文）彫刻  木造増長天立像

 木造多聞天立像

（重文）彫刻  木造阿弥陀如来坐像

 木造薬師如来坐像 3躯

 木造釈迦如来坐像

（重文）彫刻  木造不動明王立像 平安時代

 木造毘沙門天立像 鎌倉時代

（重文）彫刻  木造深沙大将立像 1躯 鎌倉時代  金剛院 字鹿原595 M43.4.20

（重文）彫刻  木造執金剛神立像 1躯 鎌倉時代  金剛院 字鹿原595 M43.4.20

（重文）彫刻  木造金剛力士立像 2躯 鎌倉時代  金剛院 字鹿原595 T14.8.25

（重文）彫刻  木造阿弥陀如来坐像 1躯 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 S46.6.2

（重文）彫刻  木造金剛力士立像 2躯 鎌倉時代  多禰寺 字多祢寺346 S55.6.6

（重文）古文書  後光厳天皇宸翰書状 2通 南北朝時代  個人 ― H8.6.27

重要無形民俗文化財  松尾寺の仏舞 ― ―  松尾寺仏舞保存会 字松尾532 H16.2.6

天然記念物  オオミズナギドリ繁殖地 126,456㎡ ―
 野原区・小橋区・
 三浜区・財務省
 (管理団体舞鶴市)

字野原・小橋・
三浜小字大嶋1
の1他 [冠島]

T13.12.9

京都府指定文化財
建造物  金剛院本堂 1棟 江戸時代  金剛院 字鹿原595 H6.2.18

建造物  松尾寺本堂・経蔵・仁王門 3棟 江戸時代  松尾寺 字松尾532 H2.4.17

建造物  多禰寺本堂・山門 2棟 江戸時代  多禰寺 字多祢寺346 H28.3.18

建造物  田口神社本殿 1棟 江戸時代  田口神社 字朝来中683 S62.4.15

建造物
 円隆寺本堂・多宝塔・鐘楼
 鎮守堂・総門

4棟1基 江戸時代  圓隆寺 字引土72 S59.4.14

建造物  荒木家住宅 1棟
江戸時代

明和2年(1765)
 荒木英文 字大川590 H15.3.14

建造物  旧岡田橋 1基
明治時代

明治21年(1888)
 国土交通省 字岡田由里 H10.3.13

絵　画  絹本著色阿弥陀三尊像 1幅
高麗

（13C後半～14C）
 松尾寺 字松尾532 H元.4.14

絵　画  絹本著色仏涅槃図 1幅 室町時代  桂林寺 字紺屋69 H6.2.18

絵　画  報恩時本堂障壁画　文麟筆 44面
江戸時代

天保7年(1836)
 報恩寺 字与保呂109 H25.3.19

 十一面観世音菩薩坐像 1躯

 不動明王立像 1躯

 毘沙門天立像 1躯

彫　刻  木造地蔵菩薩坐像 1 躯
平安時代

承安5年（1175）
 善福寺 字京田152 H27.2.26

彫　刻 鎌倉時代  満願寺 字万願寺307 H22.3.23

T14.8.25

平安時代  圓隆寺 字引土72 T15.4.19

2躯  圓隆寺 字引土72 T15.4.19

江戸時代  個人 字小倉831

2躯 平安時代  金剛院 字鹿原595

(国宝)絵画  絹本著色普賢延命像 1幅 平安時代  松尾寺 字松尾532



区　　分 名　　称 員　数 制作年代 所有者･管理者 所 在 地 指定日 備考

工芸品  石燈籠 1基
南北朝時代
貞治3年(1364)

 八幡神社 字河辺中354-2 H8.3.15

工芸品  鰐口 1口
南北朝時代
明徳5年(1394)

 千手院 字河辺中294-1 H3.4.19

書跡･典籍  金剛院聖教類 1,646点 室町～昭和時代  金剛院 字鹿原595 H6.2.18

古文書  制札 1枚
鎌倉時代

元弘3年(1333)
 金剛院 字鹿原595 S63.4.15

古文書  松尾寺再興啓白文

　附西国三十三所巡礼縁起

古文書  梅垣西浦文書 附粟屋軍記
128通(4巻)

附1通
鎌倉～江戸時代  個人 ― S62.4.15

名　勝  金剛院庭園 ― ―  金剛院 字鹿原595 H3.4.19

名　勝  上野家庭園 ― 江戸時代  舞鶴市 字西方寺285 H19.3.16

建造物  海臨寺宝篋印塔(元応二年銘) 1基
鎌倉時代

元応2年(1320)

 個人
 (管理責任者：
 海臨寺)

字田井253 H9.6.2

建造物  多宝小塔 1基 南北朝時代  興禅寺 字多門院864 S52.2.17

建造物  宝篋印塔 1基 南北朝時代  久田美区 字久田美1467-1 S43.5.23

建造物  安岡十三仏笠塔婆 1基
室町時代

応永元年(1394)
 個人 字安岡 H18.3.23

建造物  若宮神社本殿　附棟札等
1棟

附3枚

江戸時代
延宝4年（1676）

附 江戸・明治時代
延宝4年（1676）
宝暦2年（1752）
明治30年（1897）

 若宮神社 字小倉342 H27.2.26

建造物  下東宝篋印塔（伝安寿姫塚） 1基 室町時代  下東区 字下東1094-乙 H15.2.28

建造物  山門 1棟
江戸時代

慶長13年(1608)
 雲門寺 字余部上45 S40.5.31

建造物  朝代神社本殿 1棟
江戸時代

元文4年(1739)
 朝代神社 字朝代13 H5.1.12

建造物  大川神社本殿・拝殿・中門 3棟 江戸～明治時代  大川神社 字大川169-1 H8.3.1

絵　画  絹本著色愛染明王像 1幅 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 H21.12.25

絵　画  仏涅槃図 1幅 鎌倉時代  西徳寺 字成生643 S59.5.30

絵　画  普明国師頂相 1幅 南北朝時代  雲門寺 字余部上45 S52.2.17

絵　画  曇翁和尚像 1幅 南北朝時代  海臨寺 字田井253 S59.5.30

絵　画  松尾寺伽藍落慶式古図 1幅 室町時代  松尾寺 字松尾532 S40.5.31

絵　画  不動明王二童子像 1幅 室町時代  圓隆寺 字引土72 S52.2.17

絵　画  絹本著色釈迦三尊十六羅漢像 1幅
南北朝～
室町時代

 圓隆寺 字引土72 H25.12.24

絵　画  紙本著色十三王図　 附裏書紙 10幅 附6点
江戸時代

慶長10年(1605)
 龍興院 字泉源寺670 H21.12.25

絵　画  板絵著色檜に白鷹図・唐子遊図 各2面 江戸時代  妙法寺 字西53 H5.1.12

彫　刻  地蔵菩薩半跏像 1躯 平安時代  興禅寺 字多門院864 S59.5.30

彫　刻
 木造薬師如来立像・左脇侍像
  附右脇侍像

3躯 平安時代  長雲寺 字森1101 H15.2.28

彫　刻  木造不動明王立像 1躯 平安時代  金剛院 字鹿原595 H6.1.12

彫　刻  白屋薬師堂の仏像群 9躯 平安時代  白屋自治会 白屋町136 H5.1.12

彫　刻  普賢菩薩騎象像 1躯 平安時代  多禰寺 字多祢寺346 S40.5.31

彫　刻  男神坐像・女神坐像 附女神坐像 3躯 平安時代  八幡神社 字平140-1 S59.5.30

彫　刻  如来形立像 2躯

 菩薩形立像 2躯

 天部形立像 5躯

彫　刻  薬師如来坐像 1躯 平安時代  圓隆寺 字引土72 S40.5.31

彫　刻  木造聖観音坐像 1躯 平安時代  仁寿寺 字境谷202 H14.3.1

彫　刻  木造観音菩薩立像 1躯 平安時代  天台寺 字天台299 H12.3.1

彫　刻  木造男神坐像・女神坐像 2躯 平安時代後期  宮谷神社 字福来37 H19.12.20

彫　刻  木造薬師如来坐像 1躯
平安時代末期～
鎌倉時代初期

 宏玄寺 字志高401-1 H15.2.28

彫　刻  男神坐像・女神坐像 附男神坐像 3躯 鎌倉時代  高倉神社 字長浜474 S59.5.30

彫　刻  木造阿弥陀如来立像 1躯 鎌倉時代  至徳寺 字浜85 H6.1.12

彫　刻  阿弥陀如来および両脇侍立像 3躯 鎌倉時代  龍勝寺 字行永1888 S40.5.31

彫　刻  地蔵菩薩坐像 1躯 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 S43.5.23

彫　刻  木造金剛力士立像 2躯 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 H18.3.23

彫　刻  薬師如来坐像 1躯 鎌倉時代  多禰寺 字多祢寺346 S47.10.31

平安時代  千歳区 字千歳85 S47.10.31

1巻
附1巻

鎌倉時代
附室町時代

 松尾寺 字松尾532 H元.4.14

舞鶴市指定文化財



区　　分 名　　称 員　数 制作年代 所有者･管理者 所 在 地 指定日 備考

彫　刻  阿弥陀如来立像 1躯 鎌倉時代  瑞光寺 字寺内100 H5.1.12

彫　刻  神像群 5躯 鎌倉～室町時代  倭文神社 字今田1010 H6.1.12

彫　刻  釈迦如来立像 1躯 南北朝時代  大聖寺 字北吸970 S59.5.30

彫　刻  木造毘沙門天立像 1躯 南北朝時代  黒部区 字多門院436-1 H25.3.22

彫　刻  木造大日如来坐像 1躯 南北朝時代  観音寺 字観音寺173-1 H13.3.30

工芸品  金剛院梵鐘 1口 鎌倉時代  金剛院 字鹿原595 H15.2.28

工芸品  金剛院金銅独鈷杵 1口 鎌倉時代  金剛院 字鹿原595 H15.2.28

工芸品  金剛院金銅独鈷杵・金銅三鈷杵 2口 鎌倉時代  金剛院 字鹿原595 H15.2.28

工芸品  梵鐘 1口 鎌倉時代  観音寺 字観音寺173-1 S43.5.23

工芸品  孔雀文磬 1面 鎌倉時代  多禰寺 字多祢寺346 S43.5.23

工芸品  御正体鏡 1面 南北朝時代  八幡神社 字登尾407 S40.5.31

工芸品  金剛院金銅密教法具 14口 室町時代  金剛院 字鹿原595 H15.2.28

工芸品  石燈籠 1基 室町時代  田口神社 字朝来中683 S40.5.31

工芸品  石燈籠 1基 室町時代  観音寺 字観音寺173-1 S43.5.23

工芸品  梵鐘 1口 室町時代  桂林寺 字紺屋69 S40.5.31

工芸品  狛犬 一対 江戸時代  高倉神社 字長浜474 S40.5.31

工芸品  石造狛犬 一対
江戸時代

元和7年(1621)
 熊野神社 字大丹生653 H19.12.20

典　籍  多禰寺大般若経 一括 奈良～室町時代  多禰寺 字多祢寺346 H18.3.23

典　籍  河辺八幡神社大般若経 一括 奈良～江戸時代  八幡神社 字河辺中354-2 H18.3.23

古文書  阿良須神社文書 16通(3巻)
南北朝～
江戸時代

 阿良須神社 字小倉13 S59.5.30 府登録

古文書  丹後国田辺之図 1鋪 江戸時代  個人 ― H17.8.25

古文書  津田家新田開発関係文書 116点 江戸～近代  個人 ― H25.12.24

古文書  平野屋区有文書 一括 江戸～明治時代  平野屋自治会 字平野屋4 H18.3.23

古文書  竹屋区有文書　附文書箪笥
3,866点
附3棹

江戸～現代（平成）
附:文化3年（1806）
明治6年（1873）
大正4年（1915）

 竹屋自治会 字竹屋
H27.2.26
H27.12.25
（追加指定）

考古資料  浦入遺跡出土丸木舟 1艘 縄文時代前期中頃  舞鶴市 字北吸1044 H18.3.23

考古資料  志高遺跡出土縄文時代前期土器 51点 縄文時代前期  舞鶴市 字北吸1044 H21.1.21

考古資料  桑飼下遺跡出土品 一括 縄文～奈良時代  舞鶴市 字北田辺51 S52.2.17

考古資料  切山古墳石棺 1基 古墳時代  舞鶴市 字北田辺51 H5.1.12

考古資料  引土埋蔵銭 11,943枚 南北朝時代  舞鶴市 字北田辺51 H14.3.1

歴史資料  河辺八幡神社棟札群 一括 鎌倉～江戸時代  八幡神社 字河辺中354-2 H18.3.23

歴史資料

 黒漆塗縦矧五枚胴具足
 附黒塗角鎧櫃、角団扇形軍配、
 牧野家紋染白絹背旗、金銀に日の丸
 軍扇、黒漆塗鎖肩当、麻紺染ワラジ

1領 江戸時代  舞鶴市 字南田辺15-22 H18.3.23

歴史資料  牧野家文書 一括 江戸時代  舞鶴市 字北田辺51 S43.5.23

歴史資料  田辺籠城図 1鋪 江戸時代  個人 ― H23.12.20

歴史資料  田辺籠城図 1鋪 江戸時代  大泉寺 字倉谷975 H23.12.20

歴史資料  糸井文庫 一括 江戸～昭和時代  舞鶴市 字北田辺51 S40.5.31

歴史資料  明倫小学校関係資料 一括 江戸～昭和時代  舞鶴市 字北田辺1282 H18.3.23

歴史資料  井上文庫 一括 江戸～昭和時代  舞鶴市 字溝尻5-1 H21.1.21

歴史資料  舞鶴引揚記念館収蔵資料群Ⅰ 2,869点 現代  舞鶴市 平1584 H25.12.24

有形民俗文化財  朝代神社祭礼絵巻 3巻 江戸時代  個人 ― H17.8.25

有形民俗文化財  湊十二社奉納和船 1艘 江戸時代末期
 湊十二神社
 (管理責任者：東･
 西神崎区)

字西神崎403-2 H11.3.1

有形民俗文化財
 湊十二社奉納和船
（船底に墨書銘がある）

1艘
江戸時代

嘉永5年(1852)

 湊十二神社
 (管理責任者：東･
 西神崎区)

字西神崎403-2 H11.3.1

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕

1基
2幅

江戸～明治時代  新自治会 字新 H25.3.22

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕

1基
2幅

江戸～明治時代  丹波自治会 字丹波 H25.3.22

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕

1基
1幅

江戸～明治時代  西自治会 字西 H25.3.22

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕

1基
1幅

江戸～明治時代  魚屋自治会 字魚屋 H25.3.22

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕

1基
3幅

江戸～明治時代  竹屋自治会 字竹屋 H27.2.26

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕

1基
1幅

江戸～明治時代  寺内自治会 字寺内 H27.2.26



区　　分 名　　称 員　数 制作年代 所有者･管理者 所 在 地 指定日 備考

有形民俗文化財
 朝代神社祭礼芸屋台
 見送幕
 附幔幕

1基
1幅

附1幅

江戸～明治時代
附明治35年（1902）

 堀上自治会 字堀上 H27.12.25

有形民俗文化財
 田井八幡神社奉納和船
（トモに八幡丸の銘がある）

1艘
江戸末期～
明治初期

 八幡神社 字田井17-2 H11.3.1

有形民俗文化財  喜多御山神社絵馬群 12面 江戸～昭和  喜多区 字喜多家奥172 H17.8.25

有形民俗文化財
 老人嶋神社奉納和船
（トモに明神丸の銘がある）

1艘 明治5年(1872)  老人嶋神社 字成生953 H11.3.1

有形民俗文化財  朝代神社奉納和船 1艘 明治時代  朝代神社 字朝代13 H11.3.1

有形民俗文化財  湊十二社のオフネ 1艘 不　明  東・西神崎区 字西神崎403-2 H11.3.1

無形民俗文化財  河辺八幡神社の祭礼芸能 ― ―  八幡神社宮講 字河辺中354-2 S59.5.30 府登録

無形民俗文化財  吉原の太刀振 ― ― 吉原太刀振保存会 字東吉原 S43.5.23 府登録

無形民俗文化財  揚松明 ― ― 城屋雨引神社保存会 字城屋879 S40.5.31 府登録

無形民俗文化財  地頭太鼓 ― ― 地頭太鼓保存会 字地頭 S40.5.31

無形民俗文化財  大俣太鼓 ― ― 大俣太鼓保存会 字大俣 S40.5.31

史　跡  田辺（舞鶴）城趾  19,800㎡ 安土桃山時代  舞鶴市 字南田辺12-23 S40.5.31

名　勝  松尾寺庭園 500㎡ 鎌倉時代  松尾寺 字松尾532 H18.3.23

天然記念物  ムクロジ 1本 ―  若宮神社 字小倉342 H27.2.26

天然記念物  カヤ （榧） 1本 ―  金剛院 字鹿原595 S52.2.17

天然記念物  イチョウ （銀杏） 1本 ―  松尾寺 字松尾532 S52.2.17

天然記念物  青葉山のオオキンレイカ ― ―  松尾寺・今寺区
字松尾小字青葉
山439・440・442

H11.3.1

天然記念物  ビカリア等化石群包蔵地 約760㎡
1500万年

±100万年前
 ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ㈱ 字栃尾 H15.2.28

天然記念物  多祢山のイヌシデ巨木林
多祢山内
約2000㎡

―  多禰寺他個人 字多祢寺 H23.2.25

天然記念物  松原神社のウラシマソウ群落 境内地 ―  松原神社
字三浜小字丸山
685-2 他

H23.2.25

天然記念物  三浜海蔵寺のシイ林 1,651㎡ ―  海蔵寺 字三浜32・333・761 S59.7.1

天然記念物
 ウミネコ・ヒメクロウミツバメ
 の繁殖地沓島

9,702㎡ ―
 野原区・小橋区・
 三浜区

字野原・小橋・
三浜小字小嶋2

S40.5.31

天然記念物  成生岬のスダジイ巨木 1本 ―  成生区 字成生 H13.3.30

天然記念物  リンボク （橉木） 1本 ―  城屋区 字城屋198 S52.2.17

天然記念物  しだれ桜 （古木と若木） 2本 ―  吉田区 字吉田170 S52.2.17

国登録文化財

建造物  旧上野家住宅主屋 1棟
天保末年

(1830年代)
 舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅長屋 1棟
明治10年代
(1870年代）

 舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅馬屋 1棟 江戸時代後期  舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅東蔵 1棟 江戸時代後期  舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅中蔵 1棟 江戸時代後期  舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅西蔵 1棟
明治20年代
(1880年代)

 舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅塀 1棟
江戸時代後期

(大正時代増築)
 舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物  旧上野家住宅神社 1棟 江戸時代後期  舞鶴市 字西方寺285 H18.8.3

建造物
 神崎コンクリート㈱旧煉瓦窯
 (旧京都竹村丹後製窯所煉瓦窯)

1棟 大正時代末期  個人  ― H11.11.18

建造物  渡邊家住宅主屋 1棟
明治時代

明治3年(1870)頃
 個人  ― H10.9.2

建造物  渡邊家住宅什器蔵 1棟
明治時代

明治3年(1870)
 個人  ― H10.9.2

建造物  渡邊家住宅新蔵 1棟 明治時代  個人  ― H10.9.2

建造物  北吸隧道 1基
明治時代

明治37年(1904)
 舞鶴市 字北吸・浜 H14.8.21

京都府登録文化財
建造物  弥加宜神社本殿 1棟 江戸時代  弥加宜神社 字森871-7 H3.4.19

建造物  田口神社拝殿 1棟 江戸時代  田口神社 字朝来中683 S62.4.15

建造物  桂林寺本堂・山門・経蔵 3棟 江戸時代  桂林寺 字紺屋69 H24.3.23

古文書  阿良須神社文書 16通(3巻)
南北朝～
江戸時代

 阿良須神社 字小倉13 S58.4.15 市指定

有形民俗文化財  瀬崎人形浄瑠璃用具 185点 江戸～明治時代  瀬崎区 字瀬崎 H2.4.17

無形民俗文化財  田中の三番叟・姫三社・徳若万歳  ―  ―  鈴鹿神社祭礼保存会 田中町 H9.3.14

無形民俗文化財  小倉のおまつ行事  ―  ―  小倉区 字小倉 H9.3.14

無形民俗文化財  河辺八幡神社の祭礼芸能  ―  ―  八幡神社宮講 字河辺中354-2 S59.4.14 市指定



区　　分 名　　称 員　数 制作年代 所有者･管理者 所 在 地 指定日 備考

無形民俗文化財
 河辺八幡神社祭の振物･神楽･
 三番叟

 ―  ―
河辺中区・西屋区・
室牛区・河辺由里区・
河辺原区・栃尾区

字河辺中 H3.4.19

無形民俗文化財
 平八幡神社祭の振物･神楽･
 三番叟

 ―  ―  平区・中田区・赤野区 字平･中田･赤野 H2.4.17

無形民俗文化財  小橋の精霊船行事  ―  ― 精霊船行事保存会 字小橋 S62.4.15

無形民俗文化財  吉原の万灯籠  ―  ― 吉原万灯籠保存会 字西吉原 H元.4.14

無形民俗文化財  東吉原の振物  ―  ―  東吉原太刀振保存会 字東吉原 H元.4.14 市指定

無形民俗文化財  城屋の揚松明  ―  ― 揚松明保存会 字城屋879 S62.4.15 市指定

無形民俗文化財  蒲江の振物・踊り太鼓  ―  ―  蒲江区 字蒲江 H5.4.9

無形民俗文化財  神崎の扇踊  ―  ― 湊十二社祭礼行事保存会 字東神崎･西神崎 S62.4.15

京都府決定文化財環境保全地区
文化財環境保全地区  金剛院文化財環境保全地区  ―  ―  金剛院 字鹿原595 H6.2.18

文化財環境保全地区
 弥加宜神社文化財環境保全地
 区

 ―  ―  弥加宜神社 字森871-7 H3.4.19

文化財環境保全地区  田口神社 文化財環境保全地区  ―  ―  田口神社 字朝来中683 S62.4.15

国認定　重要美術品
工芸品  石燈籠 1基 鎌倉時代  桂林寺 字紺屋69 S12.8.28

古文書  制札 1枚
鎌倉時代

元弘3年(1333)
 金剛院 字鹿原595 S18.10.1 府指定


