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参考資料２  関連文化財群リスト  

 

ストーリー１－１＜地球の営みが生んだ半島の景観と恵み＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

半島東側の火山岩がもたらす景観や人々の営みに関連する文化財 

1 立岩 
記念物【名勝地（岩石・洞穴）】、 

記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 

府指定名勝 

府指定天然記念物 
丹後 間人区 

2 大成古墳群 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 丹後 竹野区 

3 平海岸海浜植物群自生地 
記念物【動物植物及び地質鉱物（原始林

他特殊な植物相等）】 
市指定天然記念物 丹後 平区 

4 経ヶ岬灯台 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 丹後 袖志区 

5 経ヶ岬 記念物【名勝地（砂丘・海浜）】 未指定 丹後 袖志区 

6 袖志の棚田 記念物【名勝地（その他地形）】 未指定 丹後 袖志区 

7 碇高原 記念物【名勝地（その他地形）】 未指定 丹後 碇区 

8 屏風岩 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 丹後 筆石区 

9 丹後松島 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 丹後 複数区 

10 穴文殊 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 丹後 尾和区 

11 間人海岸 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 丹後 間人区 

半島西側の花崗岩がもたらす景観や遺跡に関連する文化財 

12 琴引浜 
記念物【名勝地（砂丘・海浜）】、 

記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 

国指定名勝 

国指定天然記念物 
網野 複数区 

13 遠處遺跡製鉄工房跡 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 府指定史跡 弥栄 木橋区 

14 五色浜周辺 
記念物【名勝地（砂丘・海浜）】、 

記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 

市指定名勝 

市指定天然記念物 
網野 塩江区 

15 奥山たたら製鉄 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 未指定 久美浜 奥山区 

16 小天橋 記念物【名勝地（砂丘・海浜）】 未指定 久美浜 湊宮区 

17 夕日ヶ浦海岸 記念物【名勝地（砂丘・海浜）】 未指定 網野 浜詰区 

18 丹後砂丘 記念物【名勝地（砂丘・海浜）】 未指定 
網野 

久美浜 
複数区 

19 磯砂山 記念物【名勝地（山岳・丘陵）】 未指定 峰山町 複数区 

20 離湖 記念物【名勝地（湖沼・浮島・湧水）】 未指定 網野 小浜区 

21 久美浜湾 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 久美浜 複数区 

22 砂方浜 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 丹後 間人区 

地球がもたらす恵み、温泉に関連する文化財等 

23 木津温泉 記念物【動物植物及び地質鉱物（温泉）】 未指定 網野 木津区 

24 久美浜温泉 記念物【動物植物及び地質鉱物（温泉）】 未指定 久美浜 平田区 

 神の温泉 その他の資源  久美浜 湊宮区 

 浅茂川温泉 その他の資源  網野 浅茂川区 

 丹後温泉 その他の資源  丹後 間人区 

 宇川温泉 その他の資源  丹後 久僧区 

 小野小町温泉 その他の資源  大宮 三坂区 

 弥栄あしぎぬ温泉 その他の資源  弥栄 木橋区 

 夕日ヶ浦木津温泉駅 その他の資源  網野 木津区 

 

  



150 

ストーリー１－２＜半島に展開する海・里・山の生業＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

海岸に展開する遺跡・暮らし生業に関連する文化財等 

1 久美浜湾カキ養殖景観 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 府選定文化的景観 久美浜  

2 
京丹後市久美浜湾沿岸の商家建

築群と街なみ景観 
文化的景観【流通・往来に関する景観地】 府選定文化的景観 久美浜  

3 大成古墳群 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 丹後 竹野区 

4 浜詰遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 市指定史跡 網野 浜詰区 

5 稲葉家住宅主屋 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

6 稲葉家住宅長屋門 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

7 稲葉家住宅南宝蔵 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

8 稲葉家住宅北宝蔵 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

9 袖志の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 袖志区 

10 尾和の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 尾和区 

11 中浜の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 中浜区 

12 久僧の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 久僧区 

13 上野の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 上野区 

14 平の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 平区 

15 竹野の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 竹野区 

16 三津の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 網野 三津区 

17 遊の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 網野 遊区 

18 磯の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 網野 磯区 

19 塩江の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 網野 塩江区 

20 浜詰の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 網野 浜詰区 

21 葛野の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 久美浜 葛野区 

22 間人海岸と漁火 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 間人区 

23 間人漁港 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 丹後 間人区 

 ぶり その他の資源  市全域 

 さざえ その他の資源  市全域 

 あじ類 その他の資源  市全域 

 さわら その他の資源  市全域 

 わかめ その他の資源  市全域 

 はたはた その他の資源  市全域 

 うに その他の資源  市全域 

 かれい その他の資源  市全域 

 いか その他の資源  市全域 

 間人のカニ その他の資源  丹後 間人区 

 浅茂川漁港 その他の資源  網野 浅茂川区 

 浜詰漁港 その他の資源  網野 浜詰区 

 磯漁港 その他の資源  網野 磯区 

 三津漁港 その他の資源  網野 三津区 

 遊漁港 その他の資源  網野 遊区 

 小間漁港 その他の資源  丹後 小間区 

 竹野漁港 その他の資源  丹後 竹野区 

 中浜漁港 その他の資源  丹後 中浜区 

 イケ その他の資源  丹後 中浜区 

 袖志漁港 その他の資源  丹後 袖志区 

 砂方漁港 その他の資源  丹後 砂方区 

農村集落の美しさと造り酒屋に関連する文化財等 

 木下酒造 その他の資源  久美浜 甲山区 

 熊野酒造 その他の資源  久美浜 土居区 

 竹野酒造 その他の資源  弥栄 溝谷区 

 吉岡酒造場 その他の資源  弥栄 溝谷区 

 白杉酒造 その他の資源  大宮 周枳 
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No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

山村の暮らしを支えた里山ブナ林に関連する文化財等 

24 内山の大ブナ 
記念物【動物植物及び地質鉱物（名

木・巨木）】 
市指定天然記念物 大宮 五十河区 

25 旧小林家住宅主屋 有形文化財【建造物（住宅等）】 
府暫定登録有形文

化財 
大宮 五十河区 

26 旧松岡家住宅主屋 有形文化財【建造物（住宅等）】 
府暫定登録有形文

化財 
大宮 五十河区 

27 旧湯浅家住宅主屋 有形文化財【建造物（住宅等）】 
府暫定登録有形文

化財 
大宮 五十河区 

28 田上弥之助邸 有形文化財【建造物（住宅等）】 未指定 大宮 五十河区 

29 内山ブナ林 
記念物【動物植物及び地質鉱物（原生

林他特殊な動物相等）】 
未指定 大宮 五十河区 

 高竜寺ヶ岳ブナ林 その他の資源  久美浜 市野々区 
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ストーリー１－３＜災害の歴史と記憶を伝える＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

丹後震災からの復興の歩みに関連する文化財 

1 郷村断層 
記念物【動物植物及び地質鉱物（変動地

形・地層）】 
国指定天然記念物 網野 

高橋、郷、

生野内 

震災以降や復興建築の保存に関連する文化財 

2 丹後震災記念館 有形文化財【建造物（近代建築物）】 府指定有形文化財 峰山 第４区 

3 旧口大野村役場庁舎 有形文化財【建造物（近代建築物）】 国登録有形文化財 大宮 口大野区 

4 峰山小学校講堂 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 第１区 

5 峰山商工会館 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 第７区 

6 久美浜公会堂 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 久美浜 東本町区 

7 
ホテルゑびすや 本館（旧ゑび

す屋旅館） 
有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 網野 温泉区 

8 桜山荘 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 菅区 

9 吉村家住宅 主屋 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 第５区 

10 吉村家住宅 蔵 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 第５区 

11 峰山大橋（震災復興橋） 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 第５区 

12 樋田橋（震災復興橋） 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 第７区 

13 白銀橋（震災復興橋） 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 第７区 

14 御旅橋（震災復興橋） 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 第７区 

15 千歳橋（震災復興橋） 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 第７区 

16 田町口橋（震災復興橋） 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 第７区 

17 伊藤快彦作の震災画 有形文化財【美術工芸品（絵画）】 未指定 峰山 第４区 

18 小林善九郎関係文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 未指定 丹後古代の里資料館 

19 嗚呼大震碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 仲禅寺区 

20 大震災記念之碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 大宮 善王寺区 

21 供羪塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 大宮 口大野区 

22 震災供養塔（増長院） 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 第 11区 

23 震災記念塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 第３区 

24 震災記念碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 
網野連

合区 

25 震災記念碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 
島津連

合区 

26 記念塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 久美浜 土居区 

27 震災殉難碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 第１区 

28 震災記念供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 長岡区 

29 震災供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 弥栄 和田野区 

30 震災供羪塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 
網野連

合区 

31 震災供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 新治区 

32 震災供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 
島津連

合区 

33 震災供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 丹波区 

34 震災殉難碑（桜尾公園） 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 峰山 第１区 

35 震災記念碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 郷区 

36 震災供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 新庄区 

37 供養塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 弥栄 鳥取区 

38 震災慰霊塔 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 下岡区 

戦争の記憶を伝える遺跡や資料に関連する文化財 

39 河辺飛行場弾薬庫 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 新町区 

40 河辺飛行場火薬庫 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 新町区 

41 河辺飛行場格納庫 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 新町区 

42 河辺飛行場暗渠、マンホール 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 新町区 

43 河辺飛行場コンクリート水路 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 新町区 



153 

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

戦争の記憶を伝える遺跡や資料に関連する文化財 

44 河辺飛行場コンクリート擁壁 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 新町区 

45 
河辺飛行場マンホール（新町公

民館） 
有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 峰山 新町区 

46 河辺飛行場跡 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 大宮 河辺区 

47 河辺飛行場跡土手 有形文化財【建造物（土木構造物）】 未指定 大宮 河辺区 

48 峯空園 記念物【名勝地（公園・庭園）】 未指定 大宮 河辺区 

49 近代行政文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 未指定 市全域 

三八豪雪の影響に関連する文化財 

50 廃村（力石）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 丹後 力石区 

51 廃村（小脇）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 丹後 小脇区 

52 廃村（三山）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 丹後 久僧区 

53 廃村（竹久僧）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 丹後 久僧区 

54 廃村（住山）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 弥栄 野中区 

55 廃村（尾坂）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 網野 徳光区 

56 廃村（高原）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 弥栄 等楽寺区 

57 廃村（吉津）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 弥栄 須川区 

58 廃村（内山）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 大宮 五十河区 

59 廃村（山内）に関する碑 記念物【遺跡（災害記念碑・供養塔）】 未指定 久美浜 蒲井区 
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ストーリー２－１＜日本海の玄関口での交流・交易＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

日本海の玄関口の交流・交易の様子を伝える遺跡に関連する文化財 

1 函石浜遺物包含地 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 国指定史跡 久美浜 箱石区 

2 浜詰遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 市指定史跡 網野 浜詰区 

3 扇谷遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 市指定史跡 峰山 複数区 

4 平遺跡出土遺物 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 市指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

5 竹野遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 未指定 丹後 竹野区 

6 奈具岡遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 未指定 弥栄 溝谷区 

7 大山墳墓群 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 未指定 丹後 大山区 

8 途中ヶ丘遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 未指定 峰山 複数区 

「丹後王国」の最盛期の遺跡群とその後に関連する文化財 

9 赤坂今井墳墓 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 国指定史跡 峰山 赤坂区 

10 銚子山古墳 第一、二古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 国指定史跡 網野 
網野連

合区 

11 神明山古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 国指定史跡 丹後 宮区 

12 産土山古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 国指定史跡 丹後 竹野区 

13 方格規矩四神鏡 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 国指定重要文化財 丹後郷土資料館 

14 丹後湯舟坂二号墳出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 国指定重要文化財 丹後郷土資料館 

15 黒部銚子山古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 府指定史跡 弥栄 黒部区 

16 湯舟坂２号墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 府指定史跡 久美浜 須田区 

17 湧田山古墳群 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 府指定史跡 峰山 複数区 

18 高山 12 号墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 府指定史跡 丹後 徳光区 

19 遠處遺跡製鉄工房跡 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 府指定史跡 弥栄 木橋区 

20 大田南二号墳出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後郷土資料館 

21 離湖古墳出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後郷土資料館 

22 赤坂今井墳墓出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

23 三坂神社墳墓群出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

24 離湖古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 網野 小浜区 

25 離山古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 網野 小浜区 

26 岩ヶ鼻古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 久美浜 甲山区 

27 復元岡第一号墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 網野 小浜区 

28 新戸古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 大宮 奥大野区 

29 片山古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 丹後 竹野区 

30 大成古墳群 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 市指定史跡 丹後 竹野区 

31 オテジ谷古墳出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 市指定有形文化財 丹後郷土資料館 

32 高山 12 号墳出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 市指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

33 大谷古墳出土石棺及び出土遺物 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 市指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

34 カジヤ古墳出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府登録有形文化財 丹後郷土資料館 

35 陶塤 扇谷遺跡出土 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府暫定登録有形文化財 丹後郷土資料館 

36 碧玉製紡錘車 北谷１号墳出土 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府暫定登録有形文化財 丹後古代の里資料館 

37 ニゴレ古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 未指定 弥栄 鳥取区 

38 大谷古墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 未指定 峰山 赤坂区 

39 大田南５号墳 記念物【遺跡（古墳・墳丘墓）】 未指定 弥栄 和田野区 
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ストーリー２－２＜半島に語り継がれた豊かな伝説・伝承＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

羽衣天女に関連する文化財 

1 多久神社文化財環境保全地区 環境保全地区 
京都府文化財環境

保全地区 
峰山 複数区 

2 多久神社本殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 府登録有形文化財 峰山 丹波区 

3 乙女神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 峰山 鱒留区 

4 奈具神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 弥栄 船木区 

5 多久神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 峰山 丹波区 

6 比治山（磯砂山）の真奈井（女池） 記念物【名勝地（湖沼・浮島・湧水）】 未指定 大宮 上常吉区 

浦島子と乙姫に関連する文化財 

7 網野神社本殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

8 網野神社拝殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

9 網野神社渡廊 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

10 網野神社神饌所 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

11 網野神社透塀 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

12 網野神社境内社蚕織神社本殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

13 網野神社手水舎 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

14 網野神社石鳥居 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

15 六神社 有形文化財【建造物（社殿等）】 未指定 網野 下岡区 

16 網野神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 網野 
網野連

合区 

17 嶋児神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 網野 浅茂川区 

18 西浦神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 網野 浅茂川区 

19 福島神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 網野 浅茂川区 

20 六神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 網野 下岡区 

21 浦島のしわえのき 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 網野 

網野連

合区 

22 しわ榎 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 網野 

網野連

合区 

23 浦島伝説 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 網野 浅茂川区 

24 浦島太郎 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 丹後 上野区 

25 釣溜 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 網野 浅茂川区 

26 嶋児屋敷跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 網野 
網野連

合区 

27 釣溜 記念物【名勝地（砂丘・海浜）】 未指定 網野 浅茂川区 

28 皺榎 
記念物【動物植物及び地質鉱物（名木・

巨樹）】 
未指定 網野 

網野連

合区 

間人皇后に関連する文化財 

29 間人皇后足洗いの井戸 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 丹後  間人区 

30 東山公園 記念物【名勝地（公園・庭園）】 未指定 丹後 間人区 

31 間人海岸 記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 未指定 丹後 間人区 

 間人皇后と聖徳太子の母子像 その他の資源  丹後 間人区 
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川上摩須郎女に関連する文化財 

32 川上麻須屋敷跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 久美浜 須田区 

小野小町に関連する文化財 

33 薬師堂 有形文化財【建造物（堂・祠等）】 未指定 大宮 五十河区 

34 小野小町使用の鏡と碗 有形文化財【美術工芸品（工芸品）】 未指定 大宮 五十河区 

35 妙勝寺縁起 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 未指定 大宮 五十河区 

36 小野小町位牌 有形文化財【美術工芸品（歴史資料）】 未指定 大宮 五十河区 

37 妙性寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 大宮 五十河区 

38 小野小町 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 大宮 周枳区 

39 小野小町墓 記念物【遺跡（墳墓及び碑）】 未指定 大宮 五十河区 

静御前に関連する文化財 

40 静神社 
記念物【遺跡（旧宅、園池その他特に由

緒のある地域）】 
市指定史跡 弥栄 味土野区 

41 静御前生誕の地の碑 記念物【遺跡（墳墓及び碑）】 未指定 網野 磯区 

42 船かくし岩 記念物【名勝地（岩石・洞穴）】 未指定 網野 磯区 

43 腰かがみ岩 記念物【名勝地（岩石・洞穴）】 未指定 網野 磯区 

44 磯の集落 文化的景観【漁ろうに関する景観地】 未指定 網野 磯区 

細川ガラシャ夫人に関連する文化財 

45 琴引浜 
記念物【名勝地（砂丘・海浜）】、 

記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 

国指定名勝 

国指定天然記念物 
網野 複数区 

46 細川ガラシャ夫人隠棲地 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 市指定史跡 網野 磯区 

47 男城跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 弥栄 味土野区 

麻呂子親王の鬼退治に関連する文化財 

48 木造薬師如来及両脇侍像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 国指定重要文化財 久美浜 円頓寺区 

49 立岩 
記念物【名勝地（岩石・洞穴）】 

記念物【動物植物及び地質鉱物（海岸地形）】 

府指定名勝 

府指定天然記念物 
丹後 間人区 

50 竹野神社文化財環境保全地区 環境保全地区 
京都府文化財環境

保全地区 
丹後 宮区 

51 紙本著色等楽寺縁起 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 
市指定有形文化財 

府暫定登録有形文化財 
峰山 橋木区 

52 円頓寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 市指定有形文化財 久美浜 円頓寺区 

53 円頓寺仁王門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 市指定有形文化財 久美浜 円頓寺区 

54 
竹野神社本殿、末社斎宮神社本

殿、中門 
有形文化財【建造物（社殿等）】 府登録有形文化財 丹後 宮区 

55 木造薬師如来坐像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 未指定 丹後 宮区 

56 木造薬師如来両脇侍像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 未指定 丹後 宮区 

57 竹野神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 丹後 宮区 

58 円頓寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 円頓寺区 

59 鬼祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 丹後 宮区 

その他の伝承に関連する文化財 

60 駒返しの滝地蔵 記念物【遺跡（城館跡他）】 市指定史跡 大宮 延利区 

61 駒返しの滝と地蔵さん 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 大宮 周枳区 

62 八百比丘尼 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 丹後 袖志区 

63 田道守命伝承 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 網野 木津区 
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ストーリー２－３＜「一色領国」から「海の代官所」へ＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

「一色領国」と山代の築城に関連する文化財 

1 丹哥府志の原本 有形文化財【美術工芸品（書跡・典籍）】 市指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

2 下岡城址 記念物【遺跡（城館跡他）】 市指定史跡 網野 下岡区 

3 久美浜（松倉）城跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 久美浜 西本町区 

4 奥吉原城跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 峰山 小西区 

5 堤 (篭屋) 城跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 弥栄 堤区 

6 吉沢城跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 弥栄 吉澤区 

7 長尾城跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 峰山 長岡区 

北前船の寄港による繁栄に関連する文化財 

8 溝谷神社奉納和船 民俗文化財【有形の民俗文化財（生産・交通）】 

市指定有形民俗文化財 

府暫定登録有形民

俗文化財 

丹後郷土資料館 

9 蛭児神社奉納和船 民俗文化財【有形の民俗文化財（生産・交通）】 
府暫定登録有形民

俗文化財 
久美浜 湊宮区 

10 神谷神社文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 未指定 久美浜 新町区 

11 旭のもやい岩 民俗文化財【有形の民俗文化財（生産・交通）】 未指定 久美浜 旭区 

「海の代官所」から県庁につながる統治の中心地・久美浜に関連する文化財 

12 本願寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 国指定重要文化財 久美浜 十楽区 

13 参考館（旧久美浜県庁舎御玄関棟） 有形文化財【建造物（近代建築物）】 府指定有形文化財 久美浜 新町区 

14 木造阿弥陀如来立像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 府指定有形文化財 久美浜 十楽区 

15 
京丹後市久美浜湾沿岸の商家

建築群と街なみ景観 
文化的景観【流通・往来に関する景観地】 府選定文化的景観 久美浜 複数区 

16 本願寺勅使門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 市指定有形文化財 久美浜 十楽区 

17 稲葉家住宅主屋 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

18 稲葉家住宅長屋門 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

19 稲葉家住宅南宝蔵 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

20 稲葉家住宅北宝蔵 有形文化財【建造物（住宅等）】 国登録有形文化財 久美浜 土居区 

21 小西伯熙大石塔 有形文化財【建造物（石造物）】 未指定 久美浜 湊宮区 

22 稲葉家文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 未指定 久美浜 土居区 

23 本願寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 十楽区 

24 久美浜代官所跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 久美浜 西本町区 

25 群霊曝骨墓 記念物【遺跡（墳墓及び碑）】 未指定 久美浜 湊宮区 

京極氏による峰山（峯山）藩の統治と繁栄に関連する文化財 

26 峯山藩主京極家墓所 記念物【遺跡（墳墓及び碑）】 府指定史跡 峰山 第２区 

27 峰山陣屋跡エノキ 記念物【動物植物及び地質鉱物（名木・巨樹）】 市指定天然記念物 峰山 第１区 

28 峰山陣屋跡 記念物【遺跡（城館跡他）】 未指定 峰山 第１区 

29 常隆寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 峰山 第２区 
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ストーリー３＜「丹後ちりめん」をめぐる人と技＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

織物業にまつわる遺跡や遺物に関連する文化財 

1 カジヤ古墳出土遺物 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府登録有形文化財 丹後郷土資料館 

2 
今市墳墓群・古墳群・経塚出土

遺物 
有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 未指定 丹後古代の里資料館 

3 絁の碑 
民俗文化財【有形の民俗文化財（信仰

（奉納物等））】 
未指定 弥栄 鳥取区 

4 遠下の風穴 記念物【名勝地（岩石・洞穴）】 未指定 丹後 遠下区 

5 正倉院宝物の絁 その他の資源  正倉院 

絹屋佐平治による丹後ちりめんのはじまりに関連する文化財 

6 石造狛猫 有形文化財【美術工芸品（工芸品）】 市指定有形文化財 峰山 第７区 

7 絹屋佐平治関係資料 有形文化財【美術工芸品（歴史資料）】 市指定有形文化財 峰山 小西区 

8 禅定寺奉納物「縮み布」 
民俗文化財【有形の民俗文化財（信仰

（奉納物等））】 
未指定 峰山 小西区 

9 禅定寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 峰山 小西区 

10 常隆寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 峰山 第２区 

11 金刀比羅神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 峰山 第７区 

12 常立寺森田治郎兵衛墓 記念物【遺跡（墳墓及び碑）】 未指定 峰山 第２区 

13 
「丹後ちりめん始祖森田治郎

兵衛発祥地」石碑 
記念物【遺跡（記念碑）】 未指定 峰山 第２区 

近代以降のちりめん精錬「国練」と新たな展開に関連する文化財等 

14 網野神社本殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

15 網野神社拝殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

16 網野神社渡廊 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

17 網野神社神饌所 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

18 網野神社透塀 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

19 網野神社境内社蚕織神社本殿 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

20 網野神社手水舎 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

21 網野神社石鳥居 有形文化財【建造物（社殿等）】 国登録有形文化財 網野 
網野連

合区 

22 桜山荘 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 菅区 

23 吉村家住宅 主屋 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 第５区 

24 吉村家住宅 蔵 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 峰山 第５区 

25 丹後織物工業組合中央加工場 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 大宮 河辺区 

26 足米機業場 有形文化財【建造物（近代建築物）】 未指定 網野 
島津連

合区 

27 丹後ちりめん 無形文化財【工芸技術】 未指定 市全域 

28 網野神社 民俗文化財【有形の民俗文化財（神社等）】 未指定 網野 
網野連

合区 

29 京丹後ちりめん祭 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 網野 浅茂川区 

30 金刀比羅神社秋祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 峰山 第７区 

31 丹後ちりめん小唄 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 市全域 

32 縮緬始祖蒲田翁碑 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 未指定 大宮 口大野区 

33 丹後縮緬大会所跡碑 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 未指定 大宮 口大野区 
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No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

近代以降のちりめん精錬「国練」と新たな展開に関連する文化財等 

34 八丁撚糸機 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 未指定 市全域 

35 丹後縮緬国練検査記念碑 記念物【遺跡（街道・生産施設他）】 未指定 峰山 第７区 

36 網野・弥栄の機屋の町並み 文化的景観【採掘・製造に関する景観地】 未指定 網野・弥栄 

 紡錘車 その他の資源  市全域 

 糸枠 その他の資源  市全域 

 かせ その他の資源  市全域 

 峰山新地 その他の資源 峰山 第７区 

 
京都府織物・機械金属振興セン

ター試織品見本帳 
その他の資源 峰山 菅区 
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ストーリー４－１＜花開いた仏教文化＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

平安時代に開かれた寺院群に関連する文化財 

1 本願寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 国指定重要文化財 久美浜 十楽区 

2 縁城寺宝篋印塔 有形文化財【建造物（石造物）】 国指定重要文化財 峰山 橋木区 

3 木造千手観音立像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 国指定重要文化財 峰山 橋木区 

4 木造薬師如来及両脇侍像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 国指定重要文化財 久美浜 円頓寺区 

5 絹本著色当麻曼荼羅図 有形文化財【美術工芸品（絵画）】 府指定有形文化財 久美浜 十楽区 

6 木造阿弥陀如来立像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 府指定有形文化財 久美浜 十楽区 

7 木造薬師如来及両脇侍像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 府指定有形文化財 丹後 成願寺区 

8 本願寺勅使門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 市指定有形文化財 久美浜 十楽区 

9 円頓寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 市指定有形文化財 久美浜 円頓寺区 

10 円頓寺仁王門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 市指定有形文化財 久美浜 円頓寺区 

11 十一面観音菩薩立像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 丹後 上山区 

12 木造阿弥陀如来坐像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 久美浜 大向区 

13 木造阿弥陀如来坐像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 久美浜 西本町区 

14 木造金剛力士像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 久美浜 西本町区 

15 木造阿弥陀如来立像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 大宮 谷内区 

16 石造宝篋印塔 有形文化財【美術工芸品（工芸品）】 市指定有形文化財 丹後 上山区 

17 石造五輪塔 有形文化財【美術工芸品（工芸品）】 市指定有形文化財 丹後 上山区 

18 縁城寺縁起 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 
市指定有形文化財 

府暫定登録有形文化財 
峰山 橋木区 

19 縁城寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 峰山 橋木区 

20 縁城寺多宝塔 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 峰山 橋木区 

21 縁城寺鐘楼 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 峰山 橋木区 

22 縁城寺庫裏門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 峰山 橋木区 

23 縁城寺総門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 峰山 橋木区 

24 海隣寺 木造薬師如来坐像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 未指定 丹後 久僧区 

25 本願寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 十楽区 

26 縁城寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 峰山 橋木区 

27 上山寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 丹後 上山区 

28 遍照寺（迎接寺） 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 大向区 

29 如意寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 西本町区 

30 円頓寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 円頓寺区 

31 岩屋寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 大宮 谷内区 

32 成願寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 丹後 成願寺区 

一遍上人の布教に関連する文化財 

33 宗雲寺庭園 記念物【名勝地（公園・庭園）】 府指定名勝 久美浜 新町区 

34 宗雲寺宝篋印塔 有形文化財【建造物（石造物）】 市指定有形文化財 久美浜 新町区 

35 仁王尊像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 網野 仲禅寺区 

36 観音菩薩立像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 丹後 徳光区 

37 薬師如来坐像 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 久美浜 浦明区 

38 宗雲寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 新町区 

39 宝勝寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 浦明区 

40 徳運寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 丹後 徳光区 

41 遍照寺権現堂 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 久美浜 浦明区 

末法思想と経塚に関連する文化財 

42 左坂経塚出土品 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

43 神明山経塚出土 銅鏡 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

44 神明山経塚出土 経筒 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 府指定有形文化財 丹後古代の里資料館 

45 宝篋印塔 有形文化財【美術工芸品（工芸品）】 市指定有形文化財 弥栄 野中区 

46 八幡神社鰐口 有形文化財【美術工芸品（工芸品）】 未指定 丹後 平区 

47 水戸谷遺跡出土遺物 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 未指定 丹後古代の里資料館 

48 山の神経塚出土遺物 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 未指定 久美浜 円頓寺区 
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No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

自然石板碑と「お地蔵さん」に関連する文化財 

49 石造地蔵菩薩立像（平地地蔵） 有形文化財【美術工芸品（彫刻）】 市指定有形文化財 大宮 上常吉区 

50 十三仏石塔（逆修塔） 有形文化財【美術工芸品（考古資料）】 市指定有形文化財 弥栄 黒部区 

51 立石大逆修塔 記念物【遺跡（社寺跡他）】 市指定史跡 大宮 森本区 

52 福昌寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 弥栄 黒部区 

53 福昌寺山門 有形文化財【建造物（伽藍等）】 府暫定登録有形文化財 弥栄 黒部区 

54 安楽寺本堂 有形文化財【建造物（伽藍等）】 未指定 丹後 此代区 

55 安楽寺鐘楼 有形文化財【建造物（伽藍等）】 未指定 丹後 此代区 

56 安楽寺八角石塔 有形文化財【建造物（石造物）】 未指定 丹後 此代区 

57 福昌寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 弥栄 黒部区 

58 安楽寺 民俗文化財【有形の民俗文化財（寺院等）】 未指定 丹後 此代区 

59 平地の地蔵さん 
民俗文化財【無形の民俗文化財（口承文

芸・民間伝承・民謡）】 
未指定 大宮 上常吉区 

 

※その他、市内各地に堂、お地蔵さんが分布する。 
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ストーリー４－２＜暮らしを彩る祭礼・芸能＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

生業と結びついた村々の祭礼に関連する文化財 

1 溝谷神社奉納和船 民俗文化財【有形の民俗文化財（生産・交通）】 

市指定有形民俗文化財 

府暫定登録有形民

俗文化財 

丹後郷土資料館 

2 吉沢区有文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 府暫定登録有形文化財 弥栄 吉澤区 

3 堤区有文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 府暫定登録有形文化財 弥栄 堤区 

4 神谷神社文書 有形文化財【美術工芸品（古文書）】 未指定 久美浜 新町区 

5 月の輪田 記念物【遺跡（社寺跡他）】 未指定 峰山 二箇区 

春の祭りに関連する文化財 

6 布袋野の三番叟 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 久美浜 布袋野区 

7 市野々の菖蒲田植 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 久美浜 市野々区 

夏の祭りに関連する文化財 

8 河梨の十二灯 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
府登録無形民俗文化財 久美浜 河梨区 

9 水無月まつり 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 網野 浅茂川区 

10 カワシモサン 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 久美浜 佐野区 

11 マンドリ 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 網野  

網野連

合区 

12 夏越の祓 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 網野 

網野連

合区 

13 浜施餓鬼 
民俗文化財【無形の民俗文化財（年中行

事・祭礼・法会等）】 
未指定 網野 浜詰区 

秋の祭りに関連する文化財 

14 野中の田楽 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 

府指定無形民俗文化財 

記録作成等の措置を講ず

べき無形の民俗文化財 

弥栄 野中区 

15 黒部の踊子 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府指定無形民俗文化財 弥栄 黒部区 

16 舟木の踊子 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府指定無形民俗文化財 弥栄 船木区 

17 丹波の芝むくり 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 

市指定無形民俗文化財 

府登録無形民俗文化財 
峰山 丹波区 

18 五箇の三番叟 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 

市指定無形民俗文化財 

府登録無形民俗文化財 
峰山 五箇区 

19 周枳の三番叟・笹ばやし・神楽 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 

市指定無形民俗文化財 

府登録無形民俗文化財 
大宮 周枳区 

20 甲坂の三番叟 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 久美浜 甲坂区 

21 栃谷の三番叟 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 久美浜 栃谷区 

22 竹野のテンキテンキ 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 丹後 竹野区 

23 遠下のちいらい踊 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 丹後 遠下区 

24 大山の刀踊 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
府登録無形民俗文化財 丹後 大山区 

25 皇大神社の太刀振 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 大宮 河辺区 
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26 高畠稲荷神社の獅子神楽 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 峰山 新町区 

27 若宮神社の笹囃子 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 大宮 奥大野区 

28 神谷神社の秋祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 久美浜 新町区 

29 志布比神社の秋祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 網野 浜詰区 

30 白瀧神社の秋祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 網野 掛津区 

31 三柱神社の秋祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 丹後 間人区 

32 溝谷神社の秋祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 弥栄 溝谷区 

33 間人のケンカ祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 丹後 間人区 

34 三重の幟立て行事 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 大宮 三重区 

秋の祭りに関連する文化財 

35 鬼祭り 
民俗文化財【無形の民俗文化財（民俗芸

能（三番叟等））】 
未指定 丹後 竹野区 

 

※その他、市内各地に祠が分布する。 
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ストーリー４－３＜半島と共に生きる食の知恵＞の関連文化財群 

  

No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

古代から継承されてきた豊かな食文化に関連する文化財 

１ 浜詰遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 市指定史跡 網野 浜詰区 

2 平遺跡 記念物【遺跡（貝塚・集落跡・散布地）】 未指定 丹後 平区 

米づくりと酒づくりに関連する文化財 

3 献米記念碑 記念物【遺跡（記念碑）】 未指定 弥栄 芋野区 

4 古代米（赤米、黒米） 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 弥栄 芋野区 

保存食の豊かさに関連する文化財 

5 醤油 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 弥栄 和田野区 

6 醤油 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 峰山 第 18区 

7 焼き豆腐のたいたん 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

8 干し煮魚（はたはた） 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

9 かれいの煮つけ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

10 けんちゃん煮 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

11 なすのあほう煮 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

12 酒粕和え 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

13 酢ずいき 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

14 ところてん 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

15 もずくの酢の物 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

16 ぐら汁 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

17 あごの団子汁 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

18 いか干し大根の煮物 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

19 わかめのパー 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

20 さいみそ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

21 へしこ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

22 茶がゆ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

23 ぼたもち 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

24 はばご飯 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

25 いりごきご飯 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

26 にんにゃあ（ガンガラ） 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

27 野菜・果物 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

28 きゃあもち 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

29 はったい粉 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

30 ちくわ・てんぷら 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

31 こっぺ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

32 あんころもち 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

33 花草豆 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

34 さともち 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

35 若竹煮 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

36 たくあんのぜいたく煮 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

37 とうがらしの甘辛煮 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

38 くもじ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

39 ずいき芋の煮転がし 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

40 新米のおにぎり 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

41 ぜんざい 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

42 漬けもん 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

43 わらびの卵とじ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

44 たけのこご飯 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

45 きゅうりもみ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

46 ろくと汁（すいとん） 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

47 福煮 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 
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No. 名称 種別 指定等区分 所在地 

祭礼と食文化に関連する文化財 

48 うどん皿 民俗文化財【有形の民俗文化財（生活・衣食住）】 未指定 市全域 

49 焼きさばと葉玉ねぎの煮物 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

50 白和え 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

51 羅漢和え 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

52 茶わん蒸し 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

53 おだまき 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

54 丹後のばら寿司 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

55 地のりの巻きずし 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

56 栗おこわ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

57 もち花のあられ 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 

58 うどん 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 大宮 複数区 

59 盆の団子 民俗文化財【無形の民俗文化財（食習俗・技術）】 未指定 市全域 
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