
指定・登録文化財等一覧（記念物・建造物） №1

※国の登録文化財は上段が登録原簿記載日、下段が告示日。

宝積寺

重要文化財 建造物 国 自玉手祭来酒解神社神輿庫

6 重要文化財 建造物 国 T10.4.30 宝積寺三重塔(一基) 桃山

T10.4.30

大正～昭和初期

㈱竹中工務店

登録文化財 建造物 国
H16.7.23

アサヒビール大山崎山荘美術館橡の木茶屋 アサヒビール㈱ 昭和初期

建造物

4 重要文化財

H16.7.23

国 H29.7.31 聴竹居(旧藤井厚二自邸)本屋　閑室　茶室（三棟）

H16.7.23

11 登録文化財 建造物 国
H16.7.23

大山崎山荘栖霞楼(物見塔)

名　称 所有者等 時代

3 国宝 建造物 国 S26.6.9 妙喜庵茶室〔待庵〕(一棟) 妙喜庵

№ 指定区分 分類 指定主体 指定・登録年月日※

桃山

大山崎町 平安1 史跡 記念物 国 H18.1.26 大山崎瓦窯跡

室町

自玉手祭来酒解神社 鎌倉5

建造物 国 M36.4.15 妙喜庵書院(一棟)

H16.7.23
アサヒビール大山崎山荘美術館彩月庵(茶室） アサヒビール㈱

8 登録文化財 建造物 国
H16.7.23

アサヒビール大山崎山荘美術館本館 アサヒビール㈱

昭和初期
H16.7.23

妙喜庵

昭和初期7 重要文化財

京都府 大正前期
H16.7.23

9 登録文化財 建造物 国

12 登録文化財 建造物 国
H16.7.23

大山崎山荘旧車庫(京都府休憩所) 京都府 昭和初期
H16.7.23

10

昭和初期
H16.7.23

14 登録文化財 建造物 国
H22.4.28

自玉手祭来酒解神社本殿 自玉手祭来酒解神社 江戸後期

13 登録文化財 建造物 国
H16.7.23

大山崎山荘琅玕洞(トンネル) 京都府

H22.5.20

昭和初期
H25.12.24

16 登録文化財 建造物 国
H25.12.24

離宮八幡宮拝殿 離宮八幡宮 昭和初期
H25.12.24

15 登録文化財 建造物 国
H25.12.24

離宮八幡宮本殿 離宮八幡宮

昭和初期
H25.12.24

18 登録文化財 建造物 国
H25.12.24

離宮八幡宮中門 離宮八幡宮 昭和初期

17 登録文化財 建造物 国
H25.12.24

離宮八幡宮高天宮神社 離宮八幡宮

H25.12.24

宝積寺 鎌倉

昭和初期
H25.12.24

20 登録文化財 建造物 国
H25.12.24

離宮八幡宮透塀 離宮八幡宮 昭和初期
H25.12.24

19 登録文化財 建造物 国
H25.12.24

離宮八幡宮手水所 離宮八幡宮

離宮八幡宮惣門（南門）(一棟)

大念寺 南北朝

24 指定文化財 建造物 町 S63.11.1 塔心礎（扇形石・かしき石）(一基) 離宮八幡宮 奈良

23 指定文化財 建造物 町 S63.11.1 石造宝篋印塔(一基)

江戸

26 指定文化財 建造物 町

大山崎町・民有地 古墳乙訓古墳群鳥居前古墳2 史跡 記念物 国 H28.3.1

離宮八幡宮 江戸

21 登録文化財 建造物 府 S58.4.15 宝積寺[本堂・仁王門](二棟) 宝積寺 江戸初期

22 指定文化財 建造物 町 S63.11.1 石造九重塔(一基)

S63.11.1 離宮八幡宮東門(一棟) 離宮八幡宮 江戸

25 指定文化財 建造物 町 S63.11.1

27 暫定登録文化財 建造物 府 H29.9.29 小倉神社本殿(一棟) 小倉神社



指定・登録文化財等一覧（美術工芸品） №2

鎌倉

50 暫定登録文化財 美術工芸品 府 H29.9.29 木造不動明王立像(一軀) 宝積寺 鎌倉

府 H29.9.29 木造毘沙門天立像(一軀) 宝積寺

宝積寺 鎌倉

暫定登録文化財 美術工芸品 府 H29.9.29 紙本著色仏涅槃図(一幅) 大念寺 江戸

天王山古墓出土品

　　　　　一、壺形土器（一個）

　　　　　一、蓋形土器（一個）

　　　　　一、水晶玉（一括）

指定文化財 美術工芸品 町 H31.3.20 小泉家文書（百八十点） 大山崎町 江戸中後期

指定文化財 美術工芸品 町 H31.3.20

　　　　　一、塼仏（四点）

　　　　　一、塑像残欠（三十三点）

　　　　　一、彩色壁材残欠（一三点）

　　　　　一、軒丸瓦（十点）

　　　　　一、軒平瓦（六点）

（以上山城国府跡第54次調査出土）

41 指定文化財 美術工芸品 町 S63.11.1 木造毘沙門天立像(一軀)

40 指定文化財 美術工芸品 府 R4.3.22 井尻家文書(一一三七点)　附　文書箱(三合)

38 指定文化財 美術工芸品 府 H16.3.19 木造慈恵大師坐像(一軀) 宝積寺 鎌倉

39 指定文化財 美術工芸品 府 H30.3.23

山崎廃寺出土品

　　大山崎町 　　奈良～平安

　　　　　一、緑釉陶器火舎（一個）

　　　　　一、緑釉陶器釜（一個）

　　　　　一、緑釉陶器椀（一個）

　　　　　一、銅地金（六個）

　　　　　一、文字瓦（二十一点）

　　　　　一、軒丸瓦（一点）

（以上山城国府跡第20次調査出土）

　　　　　一、文字瓦（八十七点）

36 重要文化財 美術工芸品 国 S56.6.9 大山崎離宮八幡宮文書 離宮八幡宮 鎌倉～江戸

37 指定文化財 美術工芸品 府 S62.4.15 紺紙銀字法華経(四帖） 宝積寺 高麗

34 重要文化財 美術工芸品 国 S17.12.22 木造金剛力士立像(二軀) 宝積寺 鎌倉

35 重要文化財 美術工芸品 国 S17.12.22 木造阿弥陀如来立像(一軀) 大念寺 鎌倉

32 重要文化財 美術工芸品 国 S14.9.8 木造閻魔王坐像(一軀) 宝積寺 鎌倉

33 重要文化財 美術工芸品 国 S14.9.8 木造司録・司命坐像(二軀) 宝積寺 鎌倉

木造闇黒童子坐像(一軀) 宝積寺 鎌倉

31 重要文化財 美術工芸品 国 S14.9.8 木造十一面観音立像(一軀) 宝積寺 鎌倉

30 重要文化財 美術工芸品 国 M34.8.2

鎌倉

29 重要文化財 美術工芸品 国 M34.8.2 木造倶生神坐像(一軀) 宝積寺 鎌倉

時代

個人 鎌倉～近代

所有者等

28 重要文化財 美術工芸品 国 T10.8.8 板絵著色神像(四面) 宝積寺

№ 指定区分 分類 指定主体 指定・登録年月日※ 名　称

大山崎町 昭和

43

44

47

51 暫定登録文化財 美術工芸品 府 H31.2.1 木造行基菩薩坐像（一軀） 宝積寺 鎌倉

48 暫定登録文化財 美術工芸品 府 H29.9.29 板絵著色老梅に尾長鳥図・松に鶴図(四面） 妙喜庵 江戸

49 暫定登録文化財 美術工芸品

「天王山」銘　常夜燈　(二基） 大山崎町 江戸後期

45

46

42 大山崎町 平安美術工芸品

美術工芸品

美術工芸品

H31.3.20

R3.3.22

R3.3.22

町

町

町

指定文化財

指定文化財

指定文化財

久保川遺跡出土墨書石（一個） 大山崎町 奈良後期

島本町大山崎村史蹟景勝鳥瞰図（一幅）


