
種　　別 番号 名　　　　　　　　称 所在地 指定別 種　　別 番号 所在地 指定別 種　　別 番号 所在地 指定別 種　　別 番号 所在地 指定別

1 畑中 国指定 1 天寧寺 絹本著色十六羅漢像 大呂 44 大信寺 木造薬師如来坐像 夷 1 猪崎

2 天寧寺 絹本著色即休契了像 大呂 45 朝暉会 木造朽木稙綱坐像 内記 2 高内

3 天寧寺 絹本著色大中臣持実像 大呂 46 観興寺 木造金剛力士像 樽水 3 牧

4 天寧寺 絹本著色大中臣元実像 大呂 47 威光寺 木造金剛力士像 下佐々木 4 内記

5 清園寺 紙本著色清園寺縁起　附清園寺略縁起1冊 河守 48 太光薬師堂 木造薬師如来坐像 川北 5 上川合

6 天寧寺 絹本著色愚中周及像禅英賛 大呂 49 柿本観音堂 青面金剛像 柿本　 6 石原

7 天寧寺 絹本著色愚中周及像自賛 大呂

8 天寧寺 紙本墨画西湖図　如寄筆 大呂 種　　別 番号 所在地 指定別

9 金光寺 絹本著色愛染明王像 喜多 無 形 1 丹後二俣紙 二俣 府指定

10 観音寺 絹本著色五大明王像 観音寺 種　　別 番号 所在地 指定別

6 北有路 11 観音寺 絹本著色孔雀明王像 南山 1 内記 国指定 種　　別 番号 所在地 指定別

7 川北 12 観音寺 絹本著色弘法大師像 南山 2 今安 1 丹波の漆かき 今西中

13 観音寺 絹本著色不動明王二童子像 南山 3 土師 2 多保市の笹ばやし 多保市

14 観音寺 絹本著色釈迦十六善神像 観音寺 4 内記 3 天座の田楽 天座

15 観音寺 絹本著色薬師十二神將像 観音寺 5 内記 4 野条の紫宸殿田楽 上野条

16 観音寺 絹本著色仏涅槃図 観音寺 6 内記 5 牧の練込太鼓 牧

17 観音寺 絹本著色千手観音像 観音寺 7 内記 6 奥榎原の練込 奥榎原

18 威光寺 絹本著色釈迦十六善神像 下佐々木 8 内記 7 大身のヤンゴ踊 大身

10 日置 19 金光寺 紫絹金泥種字曼荼羅図 喜多 9 内記 8 額田のダシ行事 額田

11 土師 20 醍醐寺 絹本著色三光国師像図 猪崎 10 内記 9 福知山音頭と踊

12 高杉 21 養泉寺 絹本著色光明本尊像図 中 11 内記 10 愛宕神社三岳練込太鼓 下野条

13 長田 22 天寧寺 紙本淡彩六祖慧能像 大呂 12 菟原下 11 三嶽神社雨喜び三岳おろし 上佐々木

14 長田 23 円浄寺 紙本金地著色四季花鳥図 堀 13 平野 12 森尾神社三岳練込太鼓 常願寺

15 長田 24 長安寺 絹本著色仏涅槃図 奥野部 13 天田踊 堀

16 菟原中 25 観音寺 絹本墨画淡彩不動明王像 観音寺

17 田ノ谷 26 観音寺 絹本著色種子金剛界大日如来像 観音寺 種　　別 番号 所在地 指定別 種　　別 番号 所在地 指定別

18 菟原中 27 円満院 絹本著色仏涅槃図 畑 愚中周及関係遺品　附愚中周及賜紫衣謝偈 1 大原 府指定

19 菟原中 28 円満院 絹本著色釈迦十六善神像 畑 及和韻１幅　袈裟包布2枚 2 平野 府暫定

20 南山 29 円満院 絹本著色不動明王二童子像 畑 2 庵我神社 木造扁額 中 3 大原 市指定

21 南山 30 栗尾自治会 絹本著色方便法身尊像 直見 3 如来院 懸仏 仏性寺 4 内記 市重要

22 私市 31 観音寺 絹本著色十一仏図 南山 4 熊野神社 懸仏 北原

23 私市 32 観音寺 絹本著色桜花不動三尊像 南山 5 一宮神社 脇差 堀 種　　別 番号 名　　　　　　　　称 所在地 指定別

24 私市 33 観音寺 絹本著色虚空蔵菩薩像 南山 6 一宮神社 石燈籠 堀 1 小倉

25 私市 34 浄仙寺 紙本金地著色浜松図 河守 7 常楽寺 丹波西国三十七所道中記版木  附保存容器 岼 2 南有路

26 私市 35 常光寺 絹本仏涅槃図 天田内 8 熊野神社 石造狛犬 大油子 3

27 河守 36 個人 絹本弁財天像図 南山 9 十倉一ノ宮神社 神輿 南有路 4 池田

28 河守 37 個人 紙本大江山鬼退治ノ図 仏性寺 10 王歳神社 神輿 芦渕 5 上野

29 河守 38 荒木神社 絹本著色神馬図 堀 市重要 11 内記稲荷神社 太刀 内記 6 三俣

30 直見 12 御霊神社 槍 中ノ 7 多保市

31 直見 13 朝暉会 朽木家歴代印章 内記 8 奥野部

32 額田 14 朝暉会 太刀 内記 9 榎原

33 額田 15 朝暉会 槍 内記 10 中佐々木

34 額田 16 頼光寺 梵鐘 川北 11 上佐々木

35 金屋 17 長安寺 梵鐘 奥野部 12 上佐々木

36 直見 種　　別 番号 名　　　　　　　　称 所在地 指定別 18 醍醐寺 梵鐘 猪崎 13 雲原

37 直見 1 宮垣薬師堂 木造釈迦如来坐像 直見 国指定 19 天寧寺 梵鐘 大呂 14 天座

38 喜多 2 一宮神社 木造男神坐像 一ノ宮 府指定 20 常光寺 梵鐘 天田内 15 行積

39 樽水 3 佐々木神社 木造春日明神坐像 下佐々木 府登録 16 行積

40 三俣 4 醍醐寺 木造薬師如来坐像 猪崎 17 菟原下

41 奥野部 5 薬師堂 木造薬師如来坐像　　(市指定のみ)附像内仏１躯 中 種　　別 番号 名　　　　　　　　称 所在地 指定別 18 柿本　

42 牧 6 観音寺 木造金剛力士像 観音寺 1 大呂 19 井田　

43 中佐々木 7 薬師堂 木造薬師如来坐像 上野条 2 瘤木 20 平野　

44 堀 8 薬師堂 木造釈迦如来坐像 上野条 3 桐村家文書(８通） 瘤木 21 北有路

45 夷 9 長安寺 木造薬師如来立像 奥野部 4 天寧寺　愚中周及・大中臣実宗連署禁制 大呂 22 毛原

46 菟原中 10 長安寺 木造薬師如来坐像 奥野部 5 印内 府暫定 23 大原

47 大身 11 薬師堂 木造薬師如来坐像　附木造十二神将立像4躯 長尾 6 喜多 24 長田

48 上川合 12 公会堂 木造薬師如来坐像　附像内仏１躯、木札１枚 下野条 7 御霊神社　紙本墨書明智光秀関係文書 中ノ 25 菟原下

49 大油子 13 旧威徳寺 観音堂仏像群 宮垣 8 春日神社棟札 高杉

50 板生 14 太光薬師堂 石造大日如来坐像 川北 9 高内 種　　別 番号 所在地 指定別

51 小倉 15 公会堂 木造四天王立像 野笹 10 額田 1 川北

52 上佐々木 16 大信寺 木造十一面観音坐像 夷 11 観音寺　丹波室尾谷山観音寺略年代記 南山 2 堀

53 堀 17 公会堂 木造釈迦如来坐像 日尾 12 観音寺　丹州加佐郡河守之内南山分室谷寺御検地帖 南山 3 観音寺

54 榎原 18 円応寺 石造地蔵菩薩立像 篠尾 13 南山 4 大原

55 榎原 19 薬師堂 木造如来形坐像 上野条 14 二俣 5 辻

56 寺 20 医王寺 木造金剛力士像 坂室 15 福知山朽木家歴代口宣案・位記・宣旨 内記

57 下紺屋 21 谷村公会堂 木造如来坐像 中佐々木 16 堀村代々庄屋記録 堀 種　　別 番号 所在地 指定別

58 呉服 22 梅田神社 木造随身像、木造男神像 辻 17 辻 記念物 1 雲原 国登録

59 寺尾 木造阿弥陀如来立像、観音菩薩立像、勢至

60 板生 菩薩立像 種　　別 番号 所在地 指定別

61 小倉 木造千手観音立像、不動明王立像、毘沙門 種　　別 番号 所在地 指定別 1 毛原

62 堀 天立像 1 瘤木 2 大原

63 内記 25 桑村薬師堂 木造薬師如来坐像 畑 2 観音寺

64 下柳 26 大智寺 仏像群 今西中 3 猪崎 種　　別 番号 所在地 指定別

65 上小田 27 大智寺 木造天部立像 今西中 4 天座

66 上小田 28 大智寺 木造阿弥陀如来坐像 今西中 5 大呂

67 上小田 29 旧大日寺 木造観音菩薩立像 大油子　 6 大呂

68 下柳 30 清太院 木造釈迦如来坐像 直見

69 下柳 31 山中観音堂 木造千手観音立像 直見

70 下柳 32 羽白毘沙門堂 銅造天部立像 板生

71 下柳 33 観音寺 木造十一面観音立像 南山

72 下柳 34 観音寺 木造金剛力士像 南山

73 下柳 35 浄仙寺 木造阿弥陀如来立像 河守

36 浄仙寺 木造阿弥陀如来坐像 河守

37 常光寺 木造阿弥陀如来坐像 天田内

38 永明寺 木造地蔵菩薩立像 牧

39 永明寺 木造如意輪観音菩薩坐像 牧
40 天寧寺 木造薬師如来坐像 大呂
41 天寧寺 木造阿弥陀如来坐像 大呂
42 天寧寺 木造聖観音菩薩立像 大呂
43 観音寺 木造不動明王及二童子立像 観音寺

ふるさと文
化財の森

1

天然記念物

市指定

名　　　　　　　　称

寺ノ段２号墳出土品

備蓄銭、壺　　（6,215枚、１口）

妙龍寺　赤井忠家徳政令免状

観音寺文書（寺領寄進状・安堵状等）

丹後国加佐郡河守之内二又村御検地帳写

大内城跡墳墓出土品

史 跡

大呂

環境保
全地区

文化的
景観

府指定

名　　　　　　　　称

国指定

名　　　　　　　　称

京都府広峯15号墳出土品

大道寺経塚出土品

名　　　　　　　　称

長者森古墳

池の奥５号墳

府指定

福知山城跡

牧正一古墳

経ヶ端城跡

考古資料

彫刻 市重要

福知山市大原の産屋の里景観

福知山市毛原の棚田景観

雲原砂防関連施設群

名　　　　　　　　称

府登録

市指定

名　　　　　　　　称

府指定
才ノ神のフジ

キマダラルリツバメ

市指定

三岳山のウラゲトチノキ

夜久野町内採取化石

多保市大池のマルバヤナギ

長安寺のイチョウ

大歳神社のスギ

三嶽神社のケヤキ

府選定

大原神社のスギ

大岩神社のアカガシ群

井田共同墓地のシラカシ

柿本観音堂のタブノキ

轟水満宮のモミ

一宮神社文化財環境保全地区

丹波生活衣及び関連品

府指定

宗憲入道肖像画　附夜久家系譜

矢谷経塚出土遺物

府指定

三岳山のイタヤカエデ

市指定

府決定

梅田神社文化財環境保全地区

大原神社文化財環境保全地区

観音寺文化財環境保全地区

名　　　　　　　　称

名　　　　　　　　称

府暫定

市指定

稲粒神社文化財環境保全地区

天寧寺

夜久野玄武岩柱状節理

六柱神社のスダジイ

かごの木・むくの木

稲荷神社のコウヨウザン

生野神社のケヤキ

六柱神社のカゴノキ

八幡神社のウラジロガシ

三和町菟原下のP／T境界

下六人部小学校のクスノキ

有徳神社のカツラ

石原城跡

ヌクモ２号墳出土品

分銅形土製品　興遺跡出土

丹波焼甕　山田古墓出土

府登録

市指定

市重要

府指定

無形民俗

阿良須神社のスギ

古瀬戸菊花文瓶子　山田古墓出土

奉安塚古墳出土品

草創期縄文土器深鉢

高田山経塚出土品

名　　　　　　　　称

有形民俗

大原の産屋

丹波夜久野の漆掻き用具

大原神社絵馬

本光寺本堂

本光寺楼門

浄仙寺本堂

浄仙寺観音堂

浄仙寺山門

大信寺山門

観瀧寺山門

三嶽神社　石造鳥居

一宮神社　石造鳥居

長安寺　石造五輪塔

福知山市内指定文化財等一覧表
令和４年７月１日現在　　

府指定

府登録

5

4

3

2
天寧寺　薬師堂 附棟札3枚　祈祷札1枚、開山堂　

9

8

稲粒神社本殿　附棟札4枚

旧平野家住宅主屋　附棟札1枚、祈祷札1枚、家相図5枚

神神社本殿　附覆屋、末社水門神社本殿、絵馬殿

観音寺　本堂　附旧本堂棟札2枚　鐘楼　

附棟札2枚

辻

大呂

観音寺

内記

大原

堀

名　　　　　　　　称

府指定

一宮神社　能舞台

芦田家住宅（旧片岡家別荘）主屋

福知山市立惇明小学校本館

照仙寺山門

梵字塔

瑞林寺山門

市重要

桐村家住宅別座敷

桐村家住宅土蔵

名　　　　　　　　称

夜久野 丹波漆林

名　　　　　　　　称

徳本和尚利剣名号碑

明覚寺山門

法鷲寺山門

正眼寺山門

福知山市文化財指定件数
　　国指定　　　5件
　　国登録　　　12件
　　国設定　　　1件
　　府指定　　　35件
　　府登録　　　13件（13件市指定重複）
　　府決定　　　5件
　　府選定　　　2件
　　府暫定　　　45件（8件市指定重複）
　　市指定　　　145件
　　市重要　　　32件

　　　　　　　　　　合計　　274件

国設定夜久野町

一宮神社　石造鳥居

観瀧寺南門

市指定

府暫定

市指定

彫 刻
23

観興寺　宝篋印塔

金光寺　宝篋印塔

府指定
観音寺聖教文書類

桐村家伝書

府暫定

古文書

工芸品

1

絵 画

市指定

府暫定

24

市重要

典 籍
書 籍

天寧寺　紙本墨書地蔵本願経

天寧寺　紙本墨摺首楞嚴神咒・大悲咒・消災咒三陀羅尼経

紙本墨書大般若経

醍醐寺　紙本墨書醍醐寺額下書

大中臣氏略系図　附幡1幅

天寧寺文書　附天寧寺年中行事次第并総校割帳1冊

名　　　　　　　　称

田邊家文書（十一通）

金光寺古文書

本殿  附棟札2枚

梅田神社　本殿、摂社春日神社本殿、摂社西宮神社

市指定

辻区有文書

大原神社　本殿、幣殿、拝殿　附棟札1枚、摂社火

附離れ　土蔵

1枚、撞球場、主屋　附茶室　棟札1枚　幣串1本、

松村家住宅　洋館　附附属屋、御殿　附中門　棟札

鐘楼棟札1枚　表門

八幡神社本殿

願来寺観音堂

八幡神社本殿

佐須賀神社摂社清所神社本殿

専福寺本堂

専福寺楼門

東光寺本堂

東光寺楼門

東光寺鐘楼

兵庫神社本殿

若宮八幡　宝篋印塔

喜代見神社　宝篋印塔・六地蔵石幢

宝篋印塔

長福寺　宝篋印塔

龍源寺　宝篋印塔

旧片岡家住宅高塀

国登録
有形

建造物

野際共同墓地　宝篋印塔

宝篋印塔

瑞林寺　宝篋印塔

社天満神社本殿　附棟札1枚、境内社武大神社本殿

附棟札１枚、境内社八幡神社本殿　附棟札1枚、境内

一宮神社本殿　附棟札2枚、境内社大原神社本殿

附棟札1枚　祈祷札2枚、附鎮守堂

観音寺本堂

観音寺仁王門

佐須賀神社本殿

佐須賀神社拝所

佐須賀神社摂社愛宕神社本殿

佐須賀神社摂社新宮神社本殿

高倉神社本殿　附棟札1枚

龍源寺阿弥陀堂(旧惣堂)

龍源寺本堂

圓覚寺本堂

春日神社本殿

願来寺本堂

願来寺地蔵堂

島田神社本殿　附宮殿2基

瑞光寺

柿本観音堂

千原

畑

旧片岡家住宅主屋

旧片岡家住宅二階建離座敷

旧片岡家住宅平屋離座敷

旧片岡家住宅南土蔵

旧片岡家住宅西土蔵

桐村家住宅主屋
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