
平成 20 年版木津川市統計書 
【 正 誤 表 】 

 

 平成 21 年 3 月 13 日に、平成 20 年版木津川市統計書の下記の表を修正しました。 

既に、打ち出されている場合は差替えの上、ご利用ください。 

 現在掲載中の統計書は、修正後の内容になっております。 

 

記 

 
【修正した表】 
 第 10 章 (2) ３ 文化財の状況 
  

※修正箇所は、次のページ以降で赤字に下線で表示しています。 
以上 

 
 



3 文化財の状況

平成20年3月31日時点

分類 概要
国宝
海住山寺五重塔 建造物 一基、三間五重塔婆、本瓦葺、初重もこし付
浄瑠璃寺三重塔（九体寺三重塔） 建造物 一基、三間三重塔婆、檜皮葺

浄瑠璃寺本堂（九体寺本堂） 建造物
一棟、桁行十一間、梁行四間、一重、寄棟造、向拝四
間、本瓦葺。

木造阿弥陀如来坐像 美術工芸品（彫刻） 九躯、中尊：像高224cm・他：像高138～145cm

木造四天王立像 美術工芸品（彫刻） 四躯、像高169～167cm

銅造釈迦如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高240cm
特別名勝・史跡
浄瑠璃寺庭園 特別名勝・史跡 11,505.04平方ｍ

重要有形文化財
相楽神社本殿 建造物 一棟、三間社流造、檜皮葺
五輪塔 建造物 一基、石造、総高3.47ｍ
海住山寺文殊堂 建造物 一棟、一重、寄棟造、銅板葺
岩船寺三重塔 建造物 一基、三間三重塔婆、本瓦葺
岩船寺十三重塔 建造物 一基、石造
岩船寺石室 建造物 一棟、石造仏龕
岩船寺五輪塔 建造物 一基、石造
五輪塔 建造物 二基、石造
御霊神社本殿 建造物 一棟、三間社流造、檜皮葺
十三重塔 建造物 一基、石造
白山神社本殿 建造物 一基、一間社春日造、檜皮葺
泉橋寺五輪塔 建造物 一基、石造、高さ2.36ｍ

神童寺本堂 建造物
一棟、桁行三間、梁間四間、一重、寄棟造、正面一間通
りすがる破風付葺きおろし、本瓦葺

天神社十三重塔 建造物 一基、石造
松尾神社本殿 建造物 一棟、一間社春日造、檜皮葺
小林家住宅主屋 建造物 一棟切妻造、茅葺
木造文殊菩薩坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高65.2cm
木造十一面観音立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高109.1cm
木造十一面観音立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高86.0cm
木造十一面観音菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高167.7cm、一木造
木造十一面観音菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高45.5cm、檀像、一木像
木造四天王立像 美術工芸品（彫刻） 四躯、像高35.8～38.3cm

厨子入木造吉祥天立像 美術工芸品（彫刻）
一躯、像高90.0cm、附指定　吉祥天摺仏五十九枚・革製
厨子金具形残欠八片

木造馬頭観音立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高160.3cm
木造地蔵菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高157.6cm
木造薬師如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高85.7cm
木造地蔵菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高96cm

木造不動明王及二童子立像 美術工芸品（彫刻）
三躯、明王：像高99.5cm、衿羯羅童子：50.7cm、制多迦
童子：52.3cm

木造阿弥陀如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高284.0cm
厨子入木造普賢菩薩像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高39.0cm、象高25.0cm
木造十一面観音菩薩坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高73cm
木造薬師如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高86cm
木造薬師如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高86.2cm
木造愛染明王坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高64cm
木造不動明王立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高162cm
木造阿弥陀如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高136cm
木造毘沙門天立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高124cm
木造日光月光菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 二躯、日光：像高162cm、月光：像高171cm
木造伎楽面 美術工芸品（彫刻） 一面、縦32.4cm
絹本著色法華経曼荼羅図 美術工芸品（絵画） 一幅、縦147.5×横133.4cm
三重塔初重壁画十六羅漢像 美術工芸品（絵画） 十六面、板絵著色
絹本著色仏涅槃図 美術工芸品（絵画） 一幅
海住山寺文書 美術工芸品（書） 24通・16巻
浄瑠璃寺流記 美術工芸品（書） 一冊、縦29.3×横21.5cm、附　浄瑠璃寺縁起一巻

石燈籠 美術工芸品（工芸） 二基

史跡名勝天然記念物
歌姫瓦窯跡 史跡 4,147.45平方ｍ
石のカラト古墳 史跡 4,925平方ｍ、上円下方墳
浄瑠璃寺庭園 史跡 11,505.04平方ｍ
恭仁宮跡（山城国分寺跡） 史跡 193,276.88平方ｍ
高麗寺跡 史跡 4,210.80平方ｍ
椿井大塚山古墳 史跡 15,715.89平方ｍ,前方後円墳

指定区分及び名称
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時代 指定等年月日 所在地

建保２(1214)年 明治31年12月28日 木津川市加茂町例幣海住山20　
平安時代後期 昭和30年12月28日 木津川市加茂町西小札場40

嘉祥２(1107)年 昭和30年12月28日 木津川市加茂町西小札場40

平安時代 明治34年8月2日 木津川市加茂町西小札場40

平安時代 明治34年3月27日
増長天・持国天：寺
広目天：東京国立博物館勧告
多聞天：京都国立博物館勧告

奈良時代 明治30年12月28日 木津川市山城町綺田浜36

昭和60年1月18日 木津川市加茂町西小札場40

室町時代前期 明治44年4月17日 木津川市相楽清水１
正応５(1292)年 昭和32年2月19日 木津川市木津清水
鎌倉時代前期 明治34年3月27日 木津川市加茂町例幣海住山20　
嘉吉２(1442)年 明治32年4月5日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
鎌倉時代後期 昭和27年11月22日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
応長２(1312)年 昭和27年11月22日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
鎌倉時代後期 昭和27年11月22日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
鎌倉時代後期 昭和31年6月28日 木津川市加茂町西小長尾  西小墓地
室町時代前期 大正10年4月30日 木津川市加茂町兎並寺山41
永仁６(1298)年 昭和12年7月29日 木津川市加茂町辻三田第25番地の１ 辻墓地(千日墓地)

嘉吉２(1442)年頃 昭和28年3月31日 木津川市加茂町岩船上ノ門94
室町時代 昭和32年2月19日 木津川市山城町上狛西下55

応永13(1406)年 大正12年3月28日 木津川市山城町神童子不晴谷112

建治３(1277)年 昭和32年2月19日 木津川市山城町神童子不晴谷177
文化５(1808)年移転 大正2年4月14日 木津川市山城町椿井松尾41
寛文５(1665)年 平成15年12月25日 木津川市山城町上狛東林１
鎌倉時代 大正2年4月14日 木津川市木津雲村42-1
平安時代 明治42年4月5日 木津川市木津雲村42-1
平安時代 明治42年4月5日 京都国立博物館寄託
平安時代（10世紀） 明治42年4月5日 木津川市加茂町例幣海住山20　
９世紀末葉～10世紀初頭 明治42年4月5日 奈良国立博物館勧告
鎌倉時代 平成9年6月30日 奈良国立博物館寄託

建暦２(1212)年 明治30年12月18日 木津川市加茂町西小札場40

仁治２(1241)年 明治34年8月2日 奈良国立博物館勧告
平安時代 明治34年8月2日 木津川市加茂町西小札場40
平安時代 明治37年2月18日 木津川市加茂町西小札場40
平安時代 明治37年2月18日 東京国立博物館勧告

応長１(1311)年 明治43年4月20日 木津川市加茂町西小札場40

天慶９(946)年 明治43年8月29日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
平安時代 明治43年8月29日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
鎌倉時代 大正2年4月14日 木津川市加茂町北山ノ上９
永承２(1047)年 明治34年8月2日 木津川市加茂町大野大野27
平安時代 昭和49年6月8日 木津川市加茂町高田奥畑54
平安時代 大正2年4月14日 木津川市山城町神童子不晴谷112
平安時代 大正2年4月14日 木津川市山城町神童子不晴谷112
平安時代 大正2年4月14日 木津川市山城町神童子不晴谷112
平安時代 大正2年4月14日 木津川市山城町神童子不晴谷112
平安時代 大正2年4月14日 木津川市山城町神童子不晴谷112
建久７(1196)年 大正2年4月14日 奈良国立博物館寄託
鎌倉時代初期 明治42年4月5日 京都国立博物館承認
平安時代 昭和52年6月11日 木津川市加茂町西小札場40
鎌倉時代 昭和52年6月11日 木津川市加茂町里小田22
鎌倉～室町時代 昭和47年5月30日 京都国立博物館寄託
南北朝時代 平成4年6月22日 木津川市加茂町西小札場40
一基：貞治５(1366)年
一基：南北朝時代

昭和38年2月14日 木津川市加茂町西小札場40

奈良時代 昭和51年4月15日 木津川市市坂・奈良市歌姫町
奈良時代 平成8年7月16日 木津川市兜台２・奈良市神功１

昭和40年11月12日 木津川市加茂町西小札場40
奈良時代 平成19年2月6日 木津川市加茂町例幣・河原他
飛鳥時代 昭和15年8月30日 木津川市山城町上狛
古墳時代 平成12年9月6日 木津川市山城町椿井三階



分類 概要指定区分及び名称
重要無形民俗文化財
涌出宮の宮座行事

有形文化財
小林家住宅長屋門・土蔵 建造物 二棟
不動川砂防施設 建造物 一構、石積堰堤８基
木造薬師如来坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯、像高50.7cm
当尾磨崖仏　 美術工芸品（彫刻） 不動明王立像

当尾磨崖仏　 美術工芸品（彫刻）
五躯、阿弥陀如来及両脇侍坐像・弥勒如来立像・不動明
王立像

当尾磨崖仏　 美術工芸品（彫刻） 二躯、不動明王立像・毘沙門天立像

木造四天王立像 美術工芸品（彫刻） 四躯
絹本著色釈迦三尊十六羅漢図 美術工芸品（絵画） 三幅、附 三千仏図

木造扁額「海住山寺」 美術工芸品（工芸） 二面

梵鐘 美術工芸品（工芸） 一口
絹本著色春日宮曼荼羅十六善神図 美術工芸品（絵画） 一幅
曳覆曼荼羅版木 歴史資料 二枚

無形民俗文化財
相楽の御田と正月行事 御田・粥占・豆焼・水試・餅花

史跡名勝天然記念物
音如ヶ谷瓦窯跡 史跡 475平方ｍ、平窯四基
銭司遺跡 史跡 418平方ｍ
当尾の豊岡柿 天然記念物 楠原家のカキ

有形文化財
相楽神社末社若宮神社本殿 建造物 一間社春日造、檜皮葺

岡田国神社 建造物 五棟、本殿・拝殿・舞台・南北氏子詰所

大智寺 建造物 本堂・庫裏・鐘楼堂・山門

白山神社摂社春日神社本殿 建造物 一間社春日造、檜皮葺
春日神社本殿 建造物 一間社春日造、檜皮葺（銅板仮葺）
天神神社本殿 建造物 一重、切妻造、銅板葺
松尾神社 建造物 拝殿・御霊神社本殿・表門
和伎座天乃夫岐売神社本殿 建造物
木造日光・月光菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 二躯
当尾磨崖仏　 美術工芸品（彫刻） 不動明王立像一躯
木造十王坐像・木造倶生神半跏像・木造奪
衣婆坐像

美術工芸品（彫刻） 十：十躯、倶：二躯、奪：一躯

紙本著色狛秀綱像 美術工芸品（絵画） 一幅
絵仏供 美術工芸品（工芸） 十一個

有形民俗文化財
泉川座人形浄瑠璃用具 百十八点
おかげ踊絵馬 一点
おかげ踊絵馬 一点

無形民俗文化財
西教寺六斎念仏
上狛の精霊踊
岩船のおかげ踊
仏生寺六斎念仏
銭司の獅子舞・田楽・相撲

相楽神社文化財環境保全地区

岡田国神社文化財環境保全地区

白山神社文化財環境保全地区

当尾磨崖仏文化財環境保全地区

八幡宮文化財環境保全地区

天神神社文化財環境保全地区

松尾神社文化財環境保全地区

和伎座天乃夫岐売神社文化財環境保全地区

有形文化財
涌出宮石灯籠 建造物 二基
神童寺護摩堂 建造物 一棟
泉橋寺表門 建造物 一棟
神童寺表門 建造物 一棟
和伎座天乃夫岐売神社表門 建造物 一棟
和伎座天乃夫岐売神社拝殿 建造物 一棟
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時代 指定等年月日 所在地

昭和61年1月14日 木津川市山城町平尾・綺田

享保６(1721) 平成4年4月14日 木津川市山城町上狛東林１
明治時代 平成9年3月14日 木津川市山城町平尾
平安時代 昭和58年4月15日 木津川市鹿背山鹿曲田65
永仁４(1296)年 昭和60年5月15日 木津川市加茂町西小長尾
阿：永仁７(1299)年、弥：文
永11(1274)年、地：弘安
10(1287)年

昭和60年5月15日 木津川市加茂町岩船

不：正中３(1326)年、毘：鎌
倉時代

昭和63年4月15日 木津川市加茂町森陀羅尼田１

正応６(1293)年 昭和60年5月15日 木津川市加茂町岩船上ノ門43
建武４～５（1337～1338)年 昭和61年4月15日 奈良国立博物館寄託
一面：承元２(1208)年
一面：鎌倉時代

平成4年4月14日 奈良国立博物館寄託

正嘉元(1257)年 昭和58年4月15日 奈良国立博物館寄託
鎌倉時代 平成14年3月26日 京都国立博物館寄託
永和元(1375)年 平成17年3月18日 木津川市加茂町大野大野27

昭和59年4月14日 木津川市相楽清水１

奈良時代 平成7年3月14日 木津川市相楽台７
奈良時代 昭和59年4月14日 木津川市加茂町銭司金鋳山23-1

平成2年4月17日 木津川市加茂町大畑柘榴谷

室町時代後期 昭和60年5月15日 木津川市相楽清水１
本：安永３(1774)
拝：元和６(1620)
舞：江戸時代
氏：明治時代

昭和63年4月15日 木津川市木津大谷１

本：寛文９(1669)
他：江戸時代

平成10年3月13日 木津川市木津雲村42-1

江戸時代中期 昭和62年4月15日 木津川市加茂町岩船上ノ門94
弘化２(1845)年 平成18年3月17日 木津川市加茂町銭司宮小谷３６の４
室町時代 昭和58年4月15日 木津川市山城町神童子不晴谷177

昭和58年4月15日 木津川市山城町椿井松尾41
元禄５(1692)年 昭和58年4月15日 木津川市山城町平尾里屋敷54
室町時代（永正11年） 昭和62年4月15日 木津川市鹿背山鹿曲田65
永仁４(1296)年 昭和60年5月15日 木津川市加茂町西小札場40

文明６～８(1474～1476)年 昭和59年4月14日 木津川市加茂町里小田22

桃山時代 昭和62年4月15日 木津川市山城町上狛艮町３
室町時代～近代 昭和63年4月15日 木津川市加茂町西小札場40

明治時代 平成3年4月19日 木津川市
慶応４(1868)年 平成12年4月17日 木津川市加茂町里口薬井17
明治元(1868)年 平成12年4月17日 木津川市加茂町岩船上ノ門94

昭和60年5月15日 木津川市木津雲村３
昭和60年5月15日 木津川市山城町上狛
昭和59年4月14日 木津川市加茂町岩船
昭和60年5月15日 木津川市加茂町仏生寺
昭和62年4月15日 木津川市加茂町銭司

昭和60年5月15日 木津川市相楽清水42番１

昭和63年4月15日 木津川市木津大谷105番

昭和62年4月15日 木津川市加茂町岩船上ノ門94

昭和60年5月15日 木津川市加茂町岩船

昭和63年4月15日 木津川市加茂町森・高去

昭和58年4月15日 木津川市山城町神童子不晴谷177

昭和58年4月15日 木津川市山城町椿井松尾41

昭和58年4月15日 木津川市山城町平尾里屋敷54

南北朝時代 昭和49年6月1日 木津川市山城町平尾里屋敷54
江戸時代 昭和58年4月1日 木津川市山城町神童子不晴谷112
元禄２(1689)年 平成6年5月6日 木津川市山城町上狛西下55
江戸時代 平成13年4月9日 木津川市山城町神童子不晴谷112
室町時代 平成13年4月9日 木津川市山城町平尾里屋敷54
江戸時代 平成17年3月22日 木津川市山城町平尾里屋敷54



分類 概要指定区分及び名称
木造地蔵菩薩坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯
木造阿弥陀如来立像 美術工芸品（彫刻） 一躯
木造地蔵菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 一躯
木造如来形坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯
泉橋寺石造地蔵菩薩坐像 美術工芸品（彫刻） 一躯
木造牛頭天王半跏像 美術工芸品（彫刻） 二躯
木造女神坐像 美術工芸品（彫刻） 二躯
木造弁才天十五童子像 美術工芸品（彫刻） 一基
木造地蔵菩薩立像 美術工芸品（彫刻） 一躯、附 像内納入品（貝葉経三枚）
袋中上人絵詞伝 美術工芸品（絵画） 二巻
狂言福の神図並びに能猩々図絵馬 美術工芸品（絵画） 一面
絹本著色方便法身尊像 美術工芸品（絵画） 一幅
袈裟襷文銅鐸 考古資料 一口、京都府立山城郷土資料館出展中

山城町の考古遺物 考古資料

椿井大塚山古墳竪穴式石室天井石２枚、涌出宮遺跡出土
石包丁１点、平尾城山古墳出土円筒埴輪１点、松尾古墳
群出土提瓶１点、宮城谷古墳群出土杯身及び提瓶壺２
点、北谷横穴群出土杯身１点、天敷堂古墳出土台付長頸
壺１点、野田尾古墳群出土短頸壺１点

高井手瓦窯出土鬼瓦 考古資料 四点、１点は京都府立山城郷土資料館出展中
道標（伊賀街道） 歴史資料 四基
狛文書 古文書 二十三点
山城国相楽郡綺田村検地帳 古文書
城州相楽郡平尾村入組片桐主膳正領分絵図 古文書
大般若経 古文書 六百二巻、附 経櫃12個・絹本著色釈迦十六善神像一福

無形民俗文化財
木津御輿太鼓祭

史跡名勝天然記念物
上狛環濠集落（環濠・大井戸・郷井戸） 史跡
泉橋寺境内 史跡 976平方ｍ
稲荷山 史跡
鳶ヶ城跡 史跡
弁天山 名勝

指定区分別件数

国宝（建造物） ３件

国宝（美工） ３件

特別名勝・史跡 １件

重要文化財（建造物） 16件

重要文化財（美工） 29件

史跡 ６件

重要無形民俗文化財 １件

府指定有形文化財（建造物） ２件

府指定有形文化財（美工） ９件

府指定有形文化財(歴史資料) １件

府指定無形民俗文化財 １件

府指定史跡 ２件

府指定天然記念物 １件

府登録有形文化財（建造物） ８件

府登録有形文化財（美工） ５件

府登録有形民俗文化財 ３件

府登録無形民俗文化財 ５件

府文化財環境保全地区 ８件

資料：社会教育課文化財保護室

市
指
定
文
化
財



時代 指定等年月日 所在地
平安時代前期 昭和63年4月1日 木津川市木津雲村３
鎌倉時代前期 昭和63年4月1日 木津川市梅谷南中ノ谷69
平安時代 昭和63年3月31日 木津川市加茂町観音寺中貝戸37
奈良時代 平成6年5月6日 木津川市山城町綺田浜36
鎌倉時代 平成11年5月11日 木津川市山城町上狛西下55
平安時代 平成13年4月9日 京都府立山城郷土資料館寄託
平安時代 平成13年4月9日 京都府立山城郷土資料館寄託
天正６(1579)年 平成17年3月22日 木津川市山城町椿井天敷堂３７
鎌倉時代 平成18年3月31日 木津川市山城町上狛西下55
寛延２(1749)年 昭和63年3月31日 京都府立山城郷土資料館寄託

平成13年4月9日 京都府立山城郷土資料館寄託
平成13年4月9日 木津川市山城町上狛西下52

弥生時代中期 昭和61年11月6日 木津川市

平成19年2月26日 木津川市

平成13年4月9日 木津川市
昭和49年6月1日 木津川市山城町平尾・神童子
平成13年4月9日 木津川市山城町上狛東林１
平成13年4月9日 京都府立山城郷土資料館寄託
平成13年4月9日 京都府立山城郷土資料館寄託
平成13年4月9日 京都府立山城郷土資料館寄託

平成14年10月18日 木津川市木津・木津町

昭和49年6月1日 木津川市山城町上狛艮町・巽町・坤町・乾町
平成11年5月11日 木津川市山城町上狛西下54・55-1・55-2
昭和49年6月1日 木津川市山城町北河原北谷
昭和49年6月1日 木津川市山城町神童子小字横峰
昭和49年6月1日 木津川市山城町椿井天敷堂


