
平成30年3月6日

１　国指定文化財一覧
種　　　　別 名　　　　　　　称 員数 所　在　地 所有者・管理者等 指定年月日

彫　　　刻 木造不動二童子像 ３体 鹿田 勇山寺 明治34．8．2

彫　　　刻 木造薬師如来坐像 １体 鹿田 勇山寺 明治34．8．3

建 造 物 旧遷喬尋常小学校校舎 １棟 鍋屋 真庭市 平成11．5．13

史　　　跡 四ツ塚古墳群 14基 蒜山上長田 真庭市・個人
昭和4．12．17（追加指定・一
部解除：昭和63．9．8）

史　　　跡 大谷・定古墳群 ６基 上中津井 真庭市・個人 平成20．3．28

名　　　勝 神庭瀑 ― 神庭 真庭市・個人 昭和5．7．8

天然記念物 湯原カジカガエル生息地 ― 湯原温泉 真庭市 昭和19．6．26

天然記念物 オオサンショウウオ生息地 ― 湯原・蒜山の全域 真庭市 昭和2．4．8

天然記念物 トラフ竹自生地 ― 中河内・上河内・三坂 真庭市・個人 大正13．12．9

無形民俗文化財 大宮踊 ― 蒜山地域 大宮踊保存会 平成9．12．15

２　国登録文化財一覧
種　　　　別 名　　　　　　　称 員数 所　在　地 所有者・管理者 登録年月日

建 造 物 旧岡野屋旅館　客室棟、門及び塀 ２棟 勝山 （株）辻本店他 平成25．11．15

建 造 物 辻本店　店舗兼主屋 ９棟 勝山 （株）辻本店他 平成25．11．15

建 造 物 木山神社　拝殿及び渡り廊下 ２棟 木山 木山神社 平成29．10．27

建 造 物 善覚稲荷神社　本殿及び拝殿 ２棟 木山 木山神社 平成29．10．27

有形民俗文化財 郷原漆器の製作用具 557点 蒜山上福田 真庭市 平成19．3．8

真庭市内の国・県指定文化財一覧
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３　岡山県指定文化財一覧

種　　　　別 名　　　　　　　称 員数 所　在　地 所有者・管理者等 指定年月日

絵　　　画 絹本白描普賢菩薩像 １幅 県立博物館寄託 木山寺 平成10．3．24

絵　　　画 絹本著色遣迎二尊十王十仏図 １幅 　　　　〃 木山寺 平成10．3．24

絵　　　画 絹本著色阿弥陀三尊十仏来迎図 １幅 　　　　〃 木山寺 平成10．3．24

絵　　　画 絹本著色十三仏図 １幅 　　　　〃 木山寺 平成10．3．24

彫　　　刻 木造聖観音坐像 １体 勝山　郷土資料館 明徳寺 昭和35．8．23

彫　　　刻 木造獅子頭 １面 勝山　郷土資料館 別当寺 昭和44．7．4

彫　　　刻 清水寺仁王尊 ２体 関 清水寺 昭和31．4．1

彫　　　刻 獅子頭 １面 県立博物館寄託 天津神社 昭和49．5．31

彫　　　刻 鼻高面 １面 　　　　〃 天津神社 昭和49．5．31

彫　　　刻 木造獅子頭 １面 上河内 熊野神社 昭和59．4．10

彫　　　刻 木造門客人神立像 ２体 木山 木山神社 平成7．4．7

彫　　　刻 銅造聖観音立像（新羅様式） １体 美甘 竹元寺 昭和31．4．1

彫　　　刻 舞楽面 １面 県立博物館寄託 福田神社 昭和50．6．13

彫　　　刻 木造男神坐像 １体 県立博物館寄託 宇南寺 平成30．3．6

工　芸　品 鰐口 １口 関 清水寺 昭和31．4．1

工　芸　品 若代出土備前焼壷　附須恵器かめ・瀬戸瓶子 20点 勝山　郷土資料館 真庭市 昭和44．7．4

考 古 資 料 金銅装環頭大刀　附金銅製品 ２柄 下呰部 真庭市 平成3．4．5

考 古 資 料 中山遺跡出土特殊壺及び特殊器台 11個体
落合　落合総合センター
下呰部

真庭市 平成26．3．4

建　造　物 木山神社本殿 １棟 木山 木山神社 昭和32．11．5

建　造　物 宇南寺本堂 １棟 美甘 宇南寺 昭和34．1．13

建　造　物 吉森の石造五輪塔 ２基 蒜山上長田 個人 昭和59．4．10
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種　　　　別 名　　　　　　　称 員数 所　在　地 所有者・管理者等 指定年月日

史　　　　跡 川東車塚古墳 １基 田原・西原 個人 平成14．3．12

天然記念物 栗原の四本柳 ３株 栗原 真庭市 昭和30．7．19

天然記念物 塩滝の礫岩 ― 関・佐引 真庭市・個人 昭和34．9．15

天然記念物 箸立天神伊吹ひば １株 落合垂水 箸立天満宮 昭和44．7．4

天然記念物 醍醐桜 １株 別所 真庭市 昭和47．12．9

天然記念物 黒岩の山桜 １株 蒜山東茅部 個人 昭和31．4．1

天然記念物 ぎふちょう発生地 ― 川上地区一円 真庭市 昭和34．3．27

天然記念物 かわしんじゅ貝生息地 ― 天谷川・小原川 真庭市 昭和34．3．27

天然記念物 黄金杉 １株 蒜山下長田 個人 昭和31．4．1

天然記念物 阿哲台（諏訪の穴） ― 下呰部 真庭市・個人 昭和32．11．5

天然記念物 上房台（備中鍾乳穴・岩屋の穴・上野呂カルスト） ― 上水田・阿口・下呰部 真庭市・個人 昭和32．11．5

無形文化財 木工芸　技術保持者　國本敏雄 ― 草加部 國本敏雄 平成18．3．17

無形民俗文化財 吉念仏踊（法福寺） ― 吉 吉念仏踊保存会 昭和36．7．25

無形民俗文化財 郷原漆器 ― 蒜山上福田 郷原漆器生産振興会 平成18．3．17
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