
亀岡市指定文化財 （平成31年3月26日現在）

文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地
旧亀山城内新御殿門 千代川町自治会 千代川町北ノ庄
元明院宝篋印塔 元明院 旭町谷川
金輪寺九重塔 金輪寺 宮前町宮川
穴太寺伽藍（方丈庫裏・仁王門・鐘楼・念仏堂） 穴太寺 曽我部町穴太
法常寺仏殿 法常寺 畑野町千ヶ畑
楽音寺本堂 楽音寺 東本梅町大内
犬甘野板碑 常泉寺 西別院町犬甘野
国分寺本堂・山門・鐘楼 亀岡市 千歳町国分
旧亀山城新御殿玄関 財団法人　保津五苗財団保津町訳目
出雲神社牓示図並びに関係文書 出雲大神宮 千歳町千歳
絹本著色仏涅槃図 円通寺 紺屋町
絹本著色釈迦十六善神像 徳寿院・宝泉寺・如意寺大般若経保存会 篠町山本・馬堀
絹本著色菅沼定昭寿像 天満神社 上矢田町
木造阿弥陀如来坐像 安楽寺 東別院町大野
木造阿弥陀如来坐像 金輪寺 東別院町栢原
木造阿弥陀如来坐像 浄法寺奉賛会（浄法寺区） 篠町浄法寺
木造阿弥陀如来立像 専念寺 塩屋町
木造釈迦如来坐像 念仏寺 篠町柏原
鋳鉄薬師如来坐像 大円寺 西町
木造薬師如来坐像 如意寺 篠町山本
木造薬師如来坐像 楽音寺 東本梅町大内
木造馬頭観音立像 桂林寺 本梅町平松
木造千手観音坐像 千手寺 薭田野町鹿谷
木造毘沙門天立像 聖隣寺 東竪町
木造金剛力士立像２躯 金輪寺 宮前町宮川
木造釈迦涅槃像 穴太寺 曽我部町穴太
木造日光・月光菩薩立像 神蔵寺 薭田野町佐伯
八岩権現二十一尊磨崖仏 嶺松寺 千代川町北ノ庄
木造如来坐像 金輪寺 東別院町栢原
木造如意輪観音坐像 金輪寺 東別院町栢原
旧呉服町火の見の鐘 亀岡市 千歳町国分
二代目村正脇差 天満宮社 馬路町池尻
梵鐘 金輪寺 宮前町宮川
梵鐘 桂林寺 本梅町平松

書跡・典籍 大般若経 徳寿院・宝泉寺・如意寺大般若経保存会 篠町山本・馬堀
古文書

歴史資料
考古資料 坊主塚古墳出土遺物一括 亀岡市 亀岡市文化資料館

奥条人形浄瑠璃人形首・衣装・道具一括 薭田野町奥条区 薭田野町奥条
舟筏無難銘石灯籠 桑田神社 篠町山本
金刀比羅神社奉納船 金刀比羅神社 保津町保津山
亀岡祭山鉾行事 亀岡祭山鉾連合会 亀岡地区
保津川船下り操船技術 保津川遊船企業組合 保津町下中島
狐塚古墳 亀岡市 余部町風ノ口
足利高氏旗挙げの地 篠村八幡宮 篠町篠

天満神社 京町
嶺樹院 西竪町
宗堅寺 西竪町
聖隣寺 東竪町
亀岡市（坂部公園） 東竪町
宗福寺 矢田町

国分寺境内地イチョウ 亀岡市 千歳町国分
大本天恩郷のコノハナザクラ 大本 荒塚町内丸
丹波国分寺跡のカゴノキ 亀岡市 千歳町国分
丹波国分寺跡のムクノキ 亀岡市 千歳町国分
法常寺のコウヤマキ 法常寺 畑野町千ヶ畑

亀山城惣構跡（土塁）
史　　　跡

亀 岡 市 内 の 指 定 ・ 登 録 等 文 化 財 一 覧
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京都府指定文化財

文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地
穴太寺本堂・多宝塔 穴太寺 曽我部町穴太
西山神社本殿 西山神社 畑野町千ヶ畑
金輪寺本堂 金輪寺 宮前町宮川
八幡宮社本殿・鐘楼 八幡宮社 保津町宮ノ上
請田神社頓宮 請田神社 保津町宮ノ上
宮垣神社本殿 宮垣神社 千代川町川関
千手寺開基堂（旧観音堂） 千手寺 薭田野町鹿谷
木造如意輪観音坐像 宗堅寺 西竪町
木造十一面観音坐像 甘露寺 東別院町南掛
木造菩薩立像（伝聖観音像） 無量寺 曽我部町寺
絹本著色松井雲江像 龍潭寺 薭田野町太田
板絵著色繋馬図 小幡神社 曽我部町穴太
穴太寺観音縁起 穴太寺 曽我部町穴太
足利高氏願文附足利尊氏御判御教書1巻 八幡宮 篠町篠
鰐口 金輪寺 宮前町宮川
石灯籠 薭田野神社 薭田野町佐伯
法常寺一絲文守他歴代関係資料 法常寺 畑野町千ヶ畑
特芳禅傑関係資料 龍潭寺 薭田野町太田
亀山藩史料 亀岡市 亀岡市文化資料館
穴太寺庭園 穴太寺 曽我部町穴太
法常寺庭園 法常寺 畑野町千ヶ畑
龍潭寺庭園 龍潭寺 薭田野町太田

民
俗

大井神社立花行事 大井神社立花保存会 大井町・薭田野町

京都府登録文化財

文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地
鍬山神社及び境内社八幡宮本殿 鍬山神社 上矢田町
鎌倉神社本殿 鎌倉神社 東別院町鎌倉
松尾神社本殿 松尾神社 旭町今峠
與能神社本殿 與能神社 曽我部町寺
穴太寺念仏堂ほか五棟 穴太寺 曽我部町穴太
小幡神社本殿 小幡神社 曽我部町穴太
梵鐘 桂林寺 本梅町平松
石造御正体 真神寺 旭町西嶋
楽々荘庭園 光明文化芸術株式会社 北町
犬甘野の御田 犬甘野御田保存会 西別院町犬甘野
出雲風流花踊 出雲風流花踊保存会 千歳町千歳
亀岡祭山鉾行事 亀岡祭山鉾連合会 亀岡地区
奥条人形浄瑠璃用具 薭田野町奥条区 薭田野町奥条
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京都府暫定登録文化財

文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地
岩城神社本殿 岩城神社 千代川町北ノ庄
昌壽院山門 昌壽院 三宅町
宗福寺本堂 宗福寺 矢田町
大圓寺本堂 大圓寺 西町
大圓寺山門 大圓寺 西町
月讀神社本殿 月讀神社 千代川町小川
法萃寺本堂 法萃寺 本町
王子神社本殿 王子神社 篠町王子
八幡宮本殿 八幡宮 篠町篠
八幡宮拝殿 八幡宮 篠町篠
八幡宮乾疫社 八幡宮 篠町篠
日吉神社本殿 日吉神社 河原林町河原尻
日吉神社拝殿 日吉神社 河原林町河原尻
村山神社本殿 村山神社 篠町森
村山神社八幡宮本殿 村山神社 篠町森
村山神社拝殿 村山神社 篠町森
加舎神社本殿 加舎神社 本梅町西加舎
絹本着色仏涅槃図 極楽寺 河原林町勝林島
絹本着色釈迦十六善神像 穴太寺 曽我部町穴太
絹本着色仏涅槃図 円通寺 紺屋町
絹本着色釈迦十六善神像 千手寺 薭田野町鹿谷
岸連山筆襖絵及び関係資料 個人
絹本著色大通令為像 瑞巌寺 薭田野町奥条
絹本着色十一面観音像 光忠寺 北古世町
木造阿弥陀如来立像 昌寿院 三宅町
木造観音菩薩立像 昌寿院 三宅町
木造勢至菩薩立像 昌寿院 三宅町
木造薬師如来坐像 願成寺 大井町並河
木造阿弥陀如来坐像 安楽寺 東別院町大野
木造伝不動明王立像 安楽寺 東別院町大野
木造伝毘沙門天立像 安楽寺 東別院町大野
木造釈迦如来坐像 春現寺 東別院町東掛
木造阿弥陀如来坐像 金輪寺 東別院町栢原
木造馬頭観音立像 桂林寺 本梅町平松
木造天部形立像 西別院町 西別院町犬甘野
木造大山咋命坐像 請田神社 保津町立岩
木造市杵島姫坐像 請田神社 保津町立岩
木造男神坐像 日慈谷神社 東本梅町赤熊
木造女神坐像 日慈谷神社 東本梅町赤熊
木造金剛力士立像　吽形 金輪寺 宮前町宮川
木造金剛力士立像　阿形 金輪寺 宮前町宮川
木造阿弥陀如来坐像 金光寺 千歳町千歳
木造阿弥陀如来立像 極楽寺 千歳町千歳
木造男神坐像 小幡神社 曽我部町穴太
木造随身坐像　その一 小幡神社 曽我部町穴太
木造随身坐像　その二 小幡神社 曽我部町穴太
木造男神坐像 御霊神社 薭田野町太田
木造地蔵菩薩立像 宗福寺 矢田町
丹波国一宮上棟棟札 出雲大神宮 千歳町出雲
丹波国一宮上葺棟札 出雲大神宮 千歳町出雲
丹波国一宮出雲社御前造営棟札 出雲大神宮 千歳町出雲
冨松家文書 個人 亀岡市文化資料館
馬路町自治会文書 馬路町自治会 馬路町流川
日慈谷神社棟札類 日慈谷神社 東本梅町赤熊
某天王棟上棟札 広峯神社 本梅町中野
遠山家文書 個人 亀岡市文化資料館
丹波国分寺跡　鏡 亀岡市教育委員会 安町野々神
丹波国分寺跡　三彩陶器 亀岡市教育委員会 安町野々神
丹波国分寺跡　創建瓦 亀岡市教育委員会 安町野々神
舟形木製品　北金岐遺跡出土 亀岡市教育委員会 安町野々神
筒型銅器　穴太古墳出土 個人
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馬路町梵鐘等埋け型原型資料 個人
亀岡の船大工用具及び部材 亀岡市教育委員会 亀岡市文化資料館
篠町の鍛冶関連用具 亀岡市教育委員会 亀岡市文化資料館
安町の鍛冶関連用具 亀岡市教育委員会 亀岡市文化資料館
旭町の鍛冶関連用具及び製品 亀岡市教育委員会 亀岡市文化資料館
宇津根浜の産着 亀岡市教育委員会 亀岡市文化資料館
紺屋町念仏講関連資料 亀岡市教育委員会 亀岡市文化資料館
保津神変教会大瀧組行者講関連資料 保津神変教会大瀧組行者講

金輪寺境内 金輪寺 宮前町宮川
穴太寺境内 穴太寺 曽我部町穴太
龍潭寺境内 龍潭寺 薭田野町太田
亀山城惣構跡（坂部家旧宅） 亀岡市 東竪町
鍬山神社境内 鍬山神社 上矢田町上垣内
亀山城惣構跡（聖隣寺境内） 聖隣寺 東竪町
亀山城惣構跡（宗堅寺境内） 宗堅寺 西竪町
亀山城惣構跡（宗福寺境内） 宗福寺 矢田町
亀山城惣構跡（嶺樹院境内） 嶺樹院 西竪町
千手寺境内 千手寺 薭田野町鹿谷
延福寺境内 延福寺 本梅町西加舎
出雲大神宮境内 出雲大神宮 千歳町千歳
浄福寺庭園 浄福寺 千代川町湯井
延福寺庭園 延福寺 本梅町西加舎

京都府環境保全地区
文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地

鍬山神社文化財環境保全地区 鍬山神社 上矢田町上垣内
鎌倉神社文化財環境保全地区 鎌倉神社 東別院町鎌倉
松尾神社文化財環境保全地区 松尾神社 旭町今峠
與能神社文化財環境保全地区 與能神社 曽我部町寺
薭田野神社文化財環境保全地区 薭田野神社 薭田野町佐伯
小幡神社文化財環境保全地区 小幡神社 曽我部町穴太
法常寺文化財環境保全地区 法常寺 畑野町千ヶ畑

京都府自然２００選
文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地

與能神社社叢林 與能神社 曽我部町寺
平の沢公園のオニバス 馬路町
国分寺の乳イチョウ 亀岡市 千歳町国分
ホトケドジョウの生息する小溝 薭田野町鹿谷
アユモドキの生息する灌漑用水路 追分町下中島
オオサンショウウオの生息する犬飼川流域 曽我部町犬飼
ムササビの生息する愛宕神社の森 愛宕神社 千歳町国分
保津峡 保津町・篠町
薭田野の菫青石仮晶（桜石） 薭田野町柿花
老ノ坂 篠町
出雲大神宮 千歳町千歳

史　　　跡

動　物　部　門

地形地質部門

民
俗

種　　　別

名　　　勝

有 形 民 俗

植  物  部  門

歴史的自然環境部門

環境保全地区

種　　　別



国指定重要文化財
文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地

出雲大神宮本殿 出雲大神宮 千歳町千歳
梅田神社本殿 梅田神社 旭町宮ノ元
愛宕神社本殿 愛宕神社 千歳町国分
金輪寺五重塔 金輪寺 宮前町宮川
宝林寺九重塔 宝林寺 宮前町神前

延福寺十三重塔 延福寺 本梅町西加舎

遠山家住宅 個人 河原林町河原尻
紙本淡彩波涛図 金剛寺 曽我部町穴太
紙本淡彩群仙図 金剛寺 曽我部町穴太

紙本墨画山水図 金剛寺 曽我部町穴太

絹本著色仏涅槃図 金輪寺 宮前町宮川
木造聖観音立像 穴太寺 曽我部町穴太
木造薬師如来坐像 神蔵寺 薭田野町佐伯
木造薬師如来坐像 宝林寺 宮前町神前

木造阿弥陀如来坐像 宝林寺 宮前町神前

木造釈迦如来坐像 宝林寺 宮前町神前
木造薬師如来坐像 国分寺 千歳町国分
木造十一面観音立像 極楽寺 千歳町千歳
木造男神坐像２躯附木造男神坐像 出雲大神宮 千歳町千歳
紙本墨書後水尾天皇宸翰一絲和尚山居詩並御次韻和歌 法常寺 畑野町千ヶ畑
法華経（藍紙） 千手寺 薭田野町鹿谷
佐伯灯籠 佐伯灯籠保存会 薭田野町・吉川町
丹波国分寺跡附八幡神社跡 亀岡市・国分寺 千歳町国分
千歳車塚古墳 千歳・小口・出雲財産区、亀岡市 千歳町千歳
薭田野の菫青石仮晶（桜石） 薭田野町柿花
オオサンショウウオ （地域を定めない種の指定）

アユモドキ （地域を定めない種の指定）

国選択　記録作成等の措置を講ずるべき無形の民俗文化財
文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地

佐伯灯籠 佐伯灯籠保存会 薭田野町・吉川町

国登録文化財
文　化　財　名　称 所有者・管理者 所　　在　　地

亀岡の寒天製造用具 亀岡市 安町野々神

国内希少野生動植物種（環境省指定）
名　　　　　称 所有者・管理者 所　　在　　地
アユモドキ （地域を定めない種の指定） 曽我谷川・上桂川ほか

 

絵　画

種　　　別

種　　　別

美
術
工
芸
品

建　造　物

魚　　　類

種　　　別

史　　　跡

天然記念物

彫　刻

有 形 民 俗

種　　　別

書籍・典籍

北町44光明文化芸術株式会社

無 形 民 俗

有
形
文
化
財

無形民俗文化財

有
　
形

建　造　物

楽々荘洋館

楽々荘日本館

楽々荘玄関


