
平成31年4月25日現在

番号 枝番 種　　　別 員数 所　在　地 所有者・管理者等 指定年月日
1 絵画 薬王寺客殿障壁画 8点58枚 台金屋 薬王寺 昭和38年5月1日
2 絵画 １双 勝山 化生寺 昭和46年4月15日
3 絵画 福王寺天井絵 79面 蒜山中福田 福王寺 昭和46年8月4日
4 絵画 木山寺客殿障壁画 12点52枚 木山 木山寺 平成8年2月27日
5 彫刻 １体 栗原 遍照寺 昭和27年4月15日
6 彫刻 木造神像 ２体 仲間 牧地区 昭和32年6月13日
7 彫刻 木造獅子狛犬 １対 岩井谷　 別当寺 昭和42年4月6日
8 彫刻 木造三十番神像 30体 若代 個人 昭和42年4月6日
9 彫刻 木造薬師如来坐像及び両脇侍像 ３体 美甘　 平島地区 昭和45年2月10日
10 彫刻 木造薬師如来坐像 １体 古呂々尾中 安養寺 昭和47年2月24日
11 彫刻 善光寺山門の彫刻 ― 月田 善光寺 昭和47年2月24日
12 彫刻 木造獅子狛犬 １対 目木 米来神社 昭和50年9月10日
13 彫刻 木造千手観音立像 １体 蒜山下和 一の茅地区 昭和50年11月21日
14 彫刻 木造不動明王立像 １体 蒜山下和 本興寺 昭和50年11月21日
15 彫刻 木造薬師三尊像 ３体 蒜山別所 薬師寺 昭和50年11月21日
16 彫刻 木造獅子狛犬 １対 県立博物館寄託 天津神社 平成元年9月25日
17 彫刻 木造大師坐像 １体 美甘　 宇南寺 平成6年12月16日
18 彫刻 木造大日如来坐像 １体 美甘　 宇南寺 平成6年12月16日
19 彫刻 １体 下中津井 仏源寺 平成11年8月5日
20 彫刻 真加子の庚申像 １体 蒜山真加子 真加子地区 平成14年11月19日
21 彫刻 ３体 仲間 牧地区 平成16年11月1日
22 彫刻 木造薬師如来坐像 １体 仲間 真賀地区 平成16年11月1日
23 彫刻 木造薬師如来坐像 １体 社 牧原地区 平成16年11月1日
24 工芸品 鰐口 １口 勝山 妙円寺 昭和42年4月6日
25 工芸品 鰐口 １口 勝山郷土資料館寄託 見尾地区 昭和43年4月1日
26 工芸品 刀　銘美作住谷口勝茂作 １口 岡山市 個人 昭和46年4月15日
27 工芸品 鰐口 １口 草加部 草加部八幡神社 昭和50年9月10日
28 工芸品 下井川の荒神様 ― 蒜山下福田 下井川地区 昭和52年4月27日
29 工芸品 太鼓 １台 美甘　 宇南寺 平成6年12月16日
30 工芸品 鉄鈴 １口 美甘　 美甘神社 平成6年12月16日
31 工芸品 １口 上中津井 高岡神社 平成11年8月5日
32 書跡・典籍 寂室元光墨跡 １幅 勝山 個人 昭和50年5月21日
33 書跡・典籍 大般若経　附経櫃 467巻 美甘 宇南寺 平成元年5月25日
34 書跡・典籍 般若心経 １巻 木山 木山寺 平成8年2月27日
35 書跡・典籍 １巻 木山 木山寺 平成8年2月27日
36 書跡・典籍 １巻 木山 木山寺 平成8年2月27日

刀　銘備中国水田住人大月八郎左衛門尉源国重

紺紙金字大般若経巻第515
紺紙金字阿嚕力迦経

きつねの嫁入りの図屏風

木造阿弥陀如来立像

牧地蔵堂地蔵菩薩・不動明王・毘沙門天

真庭市指定文化財一覧表

木造十一面観音立像

名　　　　　　　称
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37 古文書 木山寺中世文書 19点 木山 木山寺 平成8年2月27日
38 考古資料 小銅鐸 １点 真庭市教育委員会 真庭市 昭和61年12月1日
39 考古資料 陶棺 ３点 真庭市教育委員会 真庭市 昭和61年12月1日
40 考古資料 骨蔵器 １点 真庭市教育委員会 真庭市 昭和61年12月1日
41 考古資料 鵄尾 １点 岡山県立博物館 岡山県立博物館 平成元年11月1日

1 歴史資料 山中一揆関係資料 牧の徳右衛門御前 １基 仲間 個人 昭和32年6月13日
2 弥治郎嶽 ― 見尾 見尾地区 昭和33年2月5日
3 大林寺妙典塚 １基 黒杭 大林寺 昭和34年3月10日
4 湯谷義民の墓 １基 田口 真庭市 昭和36年5月16日
5 大森義民の墓 １基 蒜山東茅部 大森地区 昭和43年11月21日
6 田部義民の墓 20基 蒜山西茅部 田部、大蛇、下郷原地区 昭和43年11月21日
7 社田義民の墓 １基 蒜山西茅部 個人 昭和47年12月8日
8 七郎兵衛墓 １基 鉄山 個人 平成14年9月26日

43 歴史資料 鯢大明神 ― 豊栄 向湯原地区 昭和32年6月13日
1 歴史資料 寂室元光関係資料 円応禅師誕生井 ― 勝山 真庭市 昭和33年2月5日
2 龍玄寺跡 ― 勝山 真庭市 昭和42年4月6日
1 歴史資料 早川代官関係資料 早川代官遺愛碑 １基 台金屋 個人 昭和38年5月1日
2 早川公夫人の墓 １基 久世 重願寺 昭和38年5月1日
3 獅子頭 １面 久世 朝日神社 昭和50年9月10日

46 歴史資料 久世陣屋門 １棟 久世 重願寺 昭和38年5月1日
47 歴史資料 腹切り石 １基 美甘 河田地区 昭和38年7月8日

1 歴史資料 勝山藩関係資料 鞍 １具 勝山 郷土資料館寄託 個人 昭和42年4月6日
2 野焚 １対 勝山 郷土資料館寄託 化生寺 昭和42年4月6日
3 駕籠 １台 勝山 化生寺 昭和42年4月6日
4 毘次侯の詩碑 １基 横部 真庭市 昭和46年4月15日
5 扁額「遍照金剛」 １面 三田 観音寺 昭和47年2月24日
6 木造扁額「天満宮」 １面 勝山 安養寺 昭和47年2月24日
7 扁額「四箴」 １面 月田 真庭市 平成16年6月17日
1 歴史資料 勝山藩刀工関係資料 刀　銘作州高田住信包 １口 本郷 個人 昭和42年4月6日

2
脇差　銘作州高田住森谷
大和守橘峻則

１口 勝山 個人 昭和43年4月1日

3 短刀　銘美作国勝山臣裁則 １口 月田 個人 昭和46年4月15日
4 刀　銘美作国勝山臣裁則 １口 樫西 個人 昭和46年4月15日
5 脇差　銘勝山臣裁則 １口 樫西 個人 昭和46年4月15日
6 福田神社奉納太刀 １口 蒜山 郷土博物館寄託 福田神社 昭和57年2月19日

50 歴史資料 河童石 １基 蒜山中福田 個人 昭和43年11月21日
51 歴史資料 白菊塚 １基 勝山 明徳寺 昭和44年9月18日
52 歴史資料 文塚 １基 勝山 化生寺 昭和44年9月18日
53 歴史資料 陰山藤行の墓 １基 蒜山上徳山 真庭市 昭和51年5月4日
54 歴史資料 横山廉造関係資料 一括 美甘 真庭市 平成6年12月16日

44

48

49

42

45
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55 歴史資料 梵鐘 １口 関 清水寺 平成15年3月25日
56 建造物 勇山寺本堂 １棟 鹿田 勇山寺 昭和31年3月15日
57 建造物 大御堂 １棟 社 形部神社、佐波良神社 昭和32年6月13日
58 建造物 高田神社本殿 １棟 勝山 高田神社 昭和33年2月5日
59 建造物 妙円寺本堂 １棟 勝山 妙円寺 昭和33年2月5日
60 建造物 郡神社本殿 １棟 上水田 郡神社 昭和34年8月1日
61 建造物 高岡神社本殿 １棟 上中津井 高岡神社 昭和34年8月1日
62 建造物 遍照寺仁王門 １棟 宮地 遍照寺 昭和34年8月1日
63 建造物 五輪塔 13基 仲間 個人 昭和37年3月10日
64 建造物 薬王寺楼門 １棟 台金屋 薬王寺 昭和38年5月1日
65 建造物 妙円寺番神堂 １棟 勝山 妙円寺 昭和42年4月6日
66 建造物 墓碑　附厨子 １基 勝山 妙円寺 昭和42年4月6日
67 建造物 清水寺本堂 １棟 関 清水寺 昭和42年12月27日
68 建造物 雲雀塚 １基 蒜山西茅部 真庭市 昭和43年11月21日
69 建造物 五輪塔 １基 勝山　 真庭市 昭和46年4月15日
70 建造物 石鳥居 １基 蒜山西茅部 茅部神社 昭和46年8月4日
71 建造物 曽根松の古碑 １基 蒜山上福田 上福田地区 昭和46年8月4日
72 建造物 宝篋印塔 ４基 後谷　 桜本寺 昭和47年2月24日
73 建造物 名号塔 １基 月田本 大福寺 昭和47年2月24日
74 建造物 道標 １基 上河内 真庭市 昭和47年6月16日
75 建造物 道標 １基 上河内 真庭市 昭和47年6月16日
76 建造物 六地蔵 ６基 蒜山下福田 中井川地区 昭和49年6月19日
77 建造物 宝篋印塔 ２基 樫西 個人 昭和50年9月10日
78 建造物 徳山の守谷塚 18基 蒜山下徳山 個人 昭和52年4月27日
79 建造物 辛端権現 ３基 蒜山下長田 真庭市 昭和54年2月7日
80 建造物 道標 １基 蒜山下和 真庭市 昭和54年12月21日
81 建造物 ラン塔 ７基 大庭 妙蓮寺 昭和57年4月1日
82 建造物 渡辺家住宅 ２棟 勝山 真庭市 昭和58年6月19日
83 建造物 宝篋印塔 １基 杉山 杉山地区 昭和61年12月1日
84 建造物 石灯籠 １基 木山 木山神社 昭和61年12月1日
85 建造物 石鳥居 １基 高屋 天津神社 昭和61年12月1日
86 建造物 五輪塔 １基 美甘　 宇南寺 平成元年5月25日
87 建造物 久平地蔵 １基 美甘　 下町地区 平成元年5月25日
88 建造物 宝篋印塔 １基 田口　 個人 平成元年5月25日
89 建造物 普門寺仁王門 １棟 田原山上 普門寺 平成元年9月25日
90 建造物 木山神社随身門 １棟 木山 木山神社 平成9年3月24日
91 建造物 廻国供養塚 １基 蒜山初和 初和地区 平成14年11月19日
92 建造物 六面地蔵 １基 蒜山吉田 個人 平成14年11月19日
93 建造物 六面地蔵 １基 蒜山下和 一の茅地区 平成14年11月19日
94 建造物 五輪塔 ８基 蒜山別所 国 平成14年11月19日
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95 史跡 式内社神座 ― 社
横見神社、形部神社、佐
波良神社、二宮神社

昭和32年6月13日

96 史跡 小山古墳 １基 組、横部 個人 昭和33年2月5日
97 史跡 塔ヶフロ古墳 １基 種 個人 昭和34年3月10日
98 史跡 飯山城 ― 藤森 個人 昭和34年3月10日
99 史跡 佐井田城 ― 下中津井 個人 昭和34年8月1日
100 史跡 荒木山西塚・東塚古墳 ２基 上水田 個人 昭和34年8月1日
101 史跡 下村１号墳 １基 下中津井 個人 昭和34年8月1日
102 史跡 五反廃寺 ― 五反 真庭市 昭和38年5月1日
103 史跡 大旦遺跡 ― 台金屋 真庭市 昭和38年5月1日
104 史跡 神林寺 ― 神 神林寺 昭和38年5月1日
105 史跡 久世陣屋跡 ― 久世 真庭市 昭和38年5月1日
106 史跡 桜ヶ旦古墳 １基 鉄山　 個人 昭和40年7月10日
107 史跡 高田城 ― 勝山 真庭市 昭和42年4月6日
108 史跡 岩井谷の住居跡 ― 岩井谷 井原神社 昭和42年4月6日
109 史跡 伝先三浦氏墓地 ― 横部 個人 昭和43年4月1日
110 史跡 久世教諭所跡 ― 久世 個人 昭和43年5月1日
111 史跡 明親館跡 ― 台金屋 真庭市 昭和43年5月1日
112 史跡 稲荷山古墳 １基 日名 個人 昭和45年10月27日
113 史跡 ムスビ山古墳 １基 日名 個人 昭和45年10月27日
114 史跡 呰部教諭所跡 ― 下呰部 個人 昭和46年5月7日
115 史跡 菊池家墓所 ― 下呰部 個人 昭和46年5月7日
116 史跡 一色八幡古墳 １基 一色 一色八幡神社 昭和47年6月16日
117 史跡 英賀廃寺 ― 上水田 真庭市、国 昭和49年9月5日
118 史跡 赤茂瓦窯跡 ― 上水田 個人 昭和49年9月5日
119 史跡 宮山古墳 ２基 蒜山下和 真庭市 昭和50年11月21日
120 史跡 粟住城 ― 蒜山東茅部 真庭市 昭和54年2月7日
121 史跡 堂の前遺跡 ― 美甘　 真庭市 昭和62年10月10日
122 史跡 宇南寺八幡神社跡 ― 美甘　 宇南寺 平成元年5月25日
123 史跡 日爪堡 ― 蒜山中福田 個人 平成元年11月24日
124 史跡 波作利城 ― 蒜山西茅部 真庭市 平成元年11月24日
125 史跡 塚ヶ成古墳 １基 美甘 真庭市 平成6年12月16日
126 史跡 羽仁ヶ旦古墳 １基 美甘　 個人 平成6年12月16日
127 史跡 投石場古墳 １基 美甘　 個人 平成6年12月16日
128 史跡 奥塚古墳 １基 美甘　 個人 平成6年12月16日
129 史跡 森谷古墳 １基 美甘　 個人 平成6年12月16日
130 史跡 中村陣屋跡 ― 中 真庭市 平成7年8月29日
131 史跡 徳山屋敷跡 ― 蒜山上徳山 個人 平成11年7月19日
132 史跡 別所小丸山住居跡 ― 蒜山別所 個人 平成14年11月19日
133 史跡 後南朝史跡 ― 蒜山下和 個人 平成14年11月19日
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134 史跡 香杏館 ― 美甘　 真庭市 平成15年2月28日
135 名勝 鬼の穴・龍宮岩 ― 神代 真庭市 昭和33年2月5日
136 名勝 お滝様 ― 久世 興善寺 昭和38年5月1日
137 名勝 足尾滝 ― 樫西 真庭市 昭和38年5月1日
138 名勝 薬王寺庭園 ― 台金屋 薬王寺 昭和38年5月1日
139 名勝 天の岩戸 ― 蒜山西茅部 真庭市 平成元年11月24日
140 天然記念物 観音堂のイチョウ １株 後谷 桜本寺 昭和27年10月3日
141 天然記念物 大谷のツクバネガシ １株 日野上 荒神社 昭和29年3月5日
142 天然記念物 上山のサザンカ １株 上山 万福寺 昭和31年3月15日
143 天然記念物 鹿地子のヒノキ １株 佐引 個人 昭和31年3月15日
144 天然記念物 真賀のカゴノキ １株 仲間 真賀地区 昭和32年6月13日
145 天然記念物 足ヶ瀬の甌穴群 ― 仲間、都喜足 国 昭和32年6月13日
146 天然記念物 インガの甌穴群 ― 横部 国 昭和33年2月5日
147 天然記念物 佐波良のスギ １株 社 形部神社、佐波良神社 昭和34年3月10日
148 天然記念物 高岡神社のスギ １株 上中津井 高岡神社 昭和34年8月1日
149 天然記念物 屏風岩 ― 上中津井 金刀比羅神社 昭和34年8月1日

150 天然記念物 ホタル生息地 ―
北房地区内の備中川及び
その支流

真庭市 昭和34年8月1日

151 天然記念物 井弥の穴 ― 下呰部 個人 昭和34年8月1日
152 天然記念物 吉祥寺のコウヤマキ １株 阿口 吉祥寺 昭和34年8月1日
153 天然記念物 紅葉橋のケグワ １株 竹原 個人 昭和36年10月24日
154 天然記念物 熊野神社五本杉　 ５株 上河内 熊野神社 昭和38年4月8日
155 天然記念物 華蔵庵のクロマツ １株 久世 真庭市 昭和38年5月1日
156 天然記念物 目木構のムクノキ １株 目木 個人 昭和38年5月1日
157 天然記念物 大津神社社叢 ― 余野下 大津神社 昭和38年5月1日
158 天然記念物 正宗のツバキ １株 若代 個人 昭和42年4月6日
159 天然記念物 神代の四季桜 １株 神代 個人 昭和42年4月6日
160 天然記念物 見尾のカツラ １株 見尾 見尾地区 昭和42年4月6日
161 天然記念物 桜本寺のサクラ １株 後谷 桜本寺 昭和42年4月6日
162 天然記念物 宮川のヒイラギ １株 上河内 個人 昭和42年5月2日
163 天然記念物 真光寺のモッコク １株 久世 真光寺 昭和43年5月1日
164 天然記念物 田部のヤナギ １株 蒜山西茅部 個人 昭和43年11月21日
165 天然記念物 黒岩の三度栗 １株 蒜山東茅部 個人 昭和43年11月21日
166 天然記念物 笠木のカツラ ２株 蒜山西茅部 個人 昭和43年11月21日
167 天然記念物 湯船のカシワ １株 蒜山湯船 個人 昭和43年11月21日
168 天然記念物 石楠花の自生地 ― 上河内 個人 昭和46年6月16日
169 天然記念物 清水寺のツガ １株 関 清水寺 昭和46年6月16日
170 天然記念物 ２株 蒜山中福田 福田神社 昭和46年8月4日
171 天然記念物 大瀧神社のイチョウ １株 田原山上 大瀧神社 昭和47年6月16日
172 天然記念物 太平寺のモッコク ２株 鹿田 太平寺 昭和47年6月16日
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173 天然記念物 竜頭のソヨゴ １株 蒜山下見 個人 昭和47年12月8日
174 天然記念物 宮地天神のアカガシ １株 宮地 天神社 昭和49年9月5日
175 天然記念物 杉浦のシキミ １株 阿口 個人 昭和49年9月5日
176 天然記念物 石城寺のラカンマキ １株 上水田 石城寺 昭和49年9月5日
177 天然記念物 石城寺のタラヨウ １株 上水田 石城寺 昭和49年9月5日
178 天然記念物 岩井畝のサクラ １株 岩井畝 岩井畝地区 昭和50年5月21日
179 天然記念物 山乗渓谷 ― 蒜山下和 真庭市 昭和50年11月21日
180 天然記念物 中和神社のスギ ５株 蒜山下和 中和神社 昭和50年11月21日
181 天然記念物 初和のイチョウ １株 蒜山初和 初和地区 昭和50年11月21日
182 天然記念物 御旅所のスギ １株 蒜山下和 中和神社 昭和50年11月21日
183 天然記念物 岩ザクラ １株 蒜山上福田 個人 昭和51年5月4日
184 天然記念物 ハコネウツギ １株 蒜山下福田 個人 昭和51年5月4日
185 天然記念物 天神社のコガノキ １株 上水田 天神社 昭和52年12月19日
186 天然記念物 井戸鐘乳穴神社のサクラ １株 上水田 井戸鐘乳穴神社 昭和52年12月19日
187 天然記念物 蛇ケ乢の湿原 ― 蒜山湯船 真庭市、国 昭和54年2月7日
188 天然記念物 加茂神社のスギ ２株 蒜山下見 加茂神社 平成3年12月13日
189 天然記念物 鷹の巣のアベマキ １株 高田山上　 個人 平成6年2月1日
190 天然記念物 半田のケヤキ １株 鉄山　 個人 平成6年12月16日
191 天然記念物 半田のツバキ １株 鉄山　 個人 平成6年12月16日
192 天然記念物 篠ヶ乢の二本杉 ２株 黒田　 真庭市 平成6年12月16日
193 天然記念物 熊谷のコブシ １株 蒜山上徳山 岡山県 平成11年7月19日
194 天然記念物 明賀のウラジロガシ ２株 上 個人 平成12年4月20日
195 天然記念物 徳山神社のスギ １株 蒜山上徳山 徳山神社 平成12年12月22日
196 無形民俗文化財 東谷の獅子ねり ― 上河内 東谷獅子ねり保存会 昭和33年3月15日
197 無形民俗文化財 ― 蒜山下長田 長田神社 昭和47年12月8日
198 無形民俗文化財 田根警固行列演技 ― 種 田根警固行列演技保存会 昭和48年4月1日
199 無形民俗文化財 見明戸八幡神社警固行列演技 ― 見明戸 見明戸八幡神社 昭和48年4月1日
200 無形民俗文化財 早川踊 ― 久世 早川踊保存会 昭和58年10月20日
201 無形民俗文化財 勝山千代萬歳豊稔踊 ― 勝山 勝山千代萬歳豊稔踊保存会 昭和61年3月20日
202 無形民俗文化財 鹿田踊 ― 鹿田 鹿田踊保存会 平成元年9月25日
203 無形民俗文化財 鬼打ち神事 ― 佐引 上諏訪神社 平成17年3月23日
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