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宇治市歴史的風致維持向上計画 

巻末資料-2 

○国・県・市指定文化財等一覧 

＊「番号」は、本編の「図１-11 指定文化財等分布図」の番号と対応している。 
＊考古資料等の文化財の「番号」は「出土先」を示すものであり、文化財の所有者あるいは保管

先については異なる場合がある。 
 

１．国指定・選定文化財等一覧表 

区分・種類 名称・数量 年 代 所有者 指定等年月日 番号 

国 
 

 
宝 

建造物 

平等院鳳凰堂 ４棟 平安 平等院 明治 30.12.28 ３５ 

宇治上神社本殿 １棟 平安（後期） 宇治上神社 明治 35.4.17 

３３ 宇治上神社拝殿 １棟 
 附 桟唐戸 ４枚 

   蟇股 １個 
鎌倉（前期） 宇治上神社 明治 35.7.31 

絵画 
鳳凰堂中堂壁扉画(板絵著色)14 面 
 附 九品来迎図（扉絵２面） 

平安 平等院 昭和 47.5.30 ３５ 

彫刻 

木造阿弥陀如来坐像 定朝作１躯 
 附 木造阿弥陀種子曼荼羅 １面 

   木造蓮台 １基 
平安 

平等院 

昭和 26.6.9 

３５ 

木造天蓋 １具 平安 昭和 31.6.28 

木造雲中供養菩薩像 52 躯 平安 昭和 30.6.22 

工芸品 
梵鐘 １口 平安 

平等院 
昭和 27.3.29 

３５ 
金銅鳳凰 １対 平安 昭和 48.6.6 

重 
 
 

要 
 
 

文 
 
 

化 
 
 

財 

建造物 

平等院観音堂 １棟 鎌倉（前期） 平等院 明治 35.4.17 ３５ 

浄土院養林庵書院 １棟 江戸（中期） 浄土院 昭和 2.4.25 ３７ 

宇治上神社摂社春日神社本殿１棟 鎌倉（後期） 宇治上神社 明治 45.2.8 ３３ 

宇治神社本殿 １棟 鎌倉（後期） 宇治神社 明治 35.7.31 ３１ 

浮島十三重塔 １基 鎌倉 放生院 昭和 28.3.31 ３８ 

白山神社拝殿 １棟 
 附 棟札 ２枚 

鎌倉 白山神社 明治 43.8.29 ４５ 

十八神社本殿 １棟 
 附 棟札 ３枚 

   旧軒付板 １枚 
室町 十八神社 大正 12.3.28 ２２ 

萬福寺 16 棟 江戸 
萬福寺 

大正 2.4.14 １４ 

萬福寺松隠堂 ７棟 江戸 平成元.5.19 １３ 

許波多神社本殿 １棟 
 附 厨子 ２基  棟札 ３枚 

室町 
許波多神社 

（五ケ庄） 
明治 39.4.14 ５ 

松殿山荘 12 棟 大正～昭和 松殿山荘 平成 29.11.28 ５５  

絵画 

本殿扉絵(板絵著色) ４面 平安 宇治上神社 昭和 52.6.11 ３３ 

紙本著色隠元和尚像 １幅 江戸 

萬福寺 

明治 40.5.27 

１４ 

紙本淡彩 西湖図 ４幅 
     西湖図 ４幅 
     虎渓三笑図 ８幅 
     五百羅漢図 ８幅 
     瀑布図 ４幅 
     波涛図 １幅  ６点 

江戸 昭和 3.4.4 

絖本淡彩 観音図 陳賢筆 １帖 江戸 昭和 52.6.11 
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区分・種類 名称・数量 年 代 所有者 指定等年月日 番号 

重 
 
 

要 
 
 

文 
 
 

化 
 
 

財 

彫刻 

木造十一面観音立像 １躯 平安 平等院 明治 33.4.7 ３５ 

木造莵道稚郎子命坐像 １躯 平安 宇治神社 明治 36.4.15 ３１ 

木造地蔵菩薩立像 １躯 鎌倉 
放生院 明治 44.8.9 ２７ 

木造不動明王立像 １躯 平安 

木造伊邪那美尊坐像 １躯 平安 
白山神社 明治 42.4.5 ４５ 

木造十一面観音立像 １躯 平安 

板彫両界曼荼羅 ２面 平安 

地蔵院 
明治 42.4.5 

４４ 

銅造阿閦如来立像 １躯 平安 

銅造阿弥陀如来及脇侍像 ２躯 奈良 

銅造釈迦如来坐像 １躯 平安 

銅造大威徳明王像 １躯 平安 

木造観世音菩薩坐像 １躯 平安 

木造阿弥陀如来立像 １躯 平安 明治 45.2.8 

木造阿弥陀如来及両脇侍坐像３躯 平安 

三室戸寺 明治 42.4.5 ２３ 木造釈迦如来立像 １躯 鎌倉 

木造毘沙門天立像 １躯 平安 

木造薬師如来坐像 １躯 平安 
西導寺 

明治 42.9.22 
６ 

木造毘沙門天立像 １躯 平安 明治 43.4.20 

木造地蔵菩薩坐像 １躯 平安 能化院 明治 43.4.20 ４ 

工芸品 

鉄宝相華孔雀銅象嵌半舌鐙 １双 
 附 鉄舌長鐙 １双 

平安 
許波多神社 

（五ケ庄） 
平成 10.6.30 ５ 

梵鐘 １口 鎌倉 称名寺 昭和 51.6.5 ５０ 

古文書 宇治橋断碑 １基 飛鳥 放生院 昭和 40.5.29 ２７ 

書跡・典籍 

黄檗山木額 40 面 
   柱聯 44 対 
   榜牌 13 面 
 同 下書 14 幅 

江戸 萬福寺 昭和 34.12.18 １４ 

歴史資料 
鉄眼版一切経版木 48,275 枚 
 附 大蔵経請去総牒 １冊 

   宝蔵院縁起 １冊 
江戸 宝蔵院 昭和 32.2.19 ７ 

重要無形文化財 木工芸（木竹工） ― 村山明 平成 15.7.10 ― 

有形民俗文化財 宇治茶の生産・販売用具 397 点 江戸末～昭和 宇治市 令和 4.3.23 ― 

史跡・名勝 平等院庭園    20,232.30 ㎡ ― 平等院 大正 11.3.8 ３５ 

名勝 宇治山      257,134.90 ㎡ ― 宇治市 平成 30.10.15 ５７ 

史跡 

隼上り瓦窯跡    2,066.00 ㎡ 飛鳥（7世紀前半） 

宇治市 

昭和 61.6.9 １９ 

宇治川太閤堤跡  22,584.08 ㎡ 

     1,099.0 ㎡ 
江戸 

平成 21.7.23 

平成 28.10.3 
２６ 

宇治古墳群    25,596.00 ㎡ 

 二子山古墳 

 二子塚古墳 

古墳 宇治市 平成 30.10.15 
 

２９ 

５６ 

重要文化的景観 宇治の文化的景観   228.5ha ― 宇治市 平成 21.2.12 ５２ 
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２．京都府指定・登録文化財等一覧表 

区分・種類 名称・数量 年 代 所有者 指定等年月日 番号 

有 
 
 

形 
 
 

文 
 
 

化 
 
 

財 

建造物 

萬壽院客殿 １棟 
   開山堂 １棟   ２棟 

江戸 

萬壽院 

昭和 58.4.15 

１０ 萬壽院庫裏 １棟 
 附 棟札 １枚 

   表門 １棟    ２棟 
江戸 平成 4.4.14 

三室戸寺本堂 １棟 江戸 

三室戸寺 平成 2.4.17 ２３ 

三室戸寺三重塔 １基 
 附 旧鬼斗 １個 

   旧尾垂木 １個 
江戸 

三室戸寺旧本堂蟇股 室町 

天真院客殿 １棟 
   表門 １棟 
   経蔵 １棟    ３棟 

江戸 天真院 平成 4.4.14 １２ 

萬松院開山堂 １棟 
 附 表門 １棟 

江戸 萬松院 平成 4.4.14 ９ 

龍興院開山堂 １棟 江戸 龍興院 平成 4.4.14 １１ 

宝蔵院開山塔 １棟 江戸 宝蔵院 平成 4.4.14 ７ 

獅子林院開山塔 １棟 
 附 土塀 １棟 

江戸 獅子林院 平成 4.4.14 ８ 

恵心院本堂 １棟 江戸 恵心院 平成 25.3.19 ３９ 

宇治神社末社春日社本殿 1 棟 室町 宇治神社 平成 30.3.23 ３１ 

清滝宮本殿（東） 1 棟 江戸 清瀧宮(東) 平成 30.3.23 ４９ 

清滝宮本殿（西） 1 棟 江戸 清瀧宮(西) 平成 30.3.23 ４９ 

登録 
建造物 

下居神社本殿 １棟 
 附 棟札 ７枚 

江戸 下居神社 昭和 59.4.14 ４２ 

旦椋神社本殿 １棟 
 附 棟札 ７枚 

江戸 旦椋神社 昭和 60.5.15 ４８ 

三室戸寺阿弥陀堂 １棟 
 附 棟札 １枚 

三室戸寺鐘楼 １棟 
 附 棟札 １枚 

江戸 三室戸寺 平成 2.4.17 ２３ 

彫刻 

木造男神坐像 １躯 
木造女神坐像 １躯 

鎌倉 
許波多神社 
（五ケ庄） 

昭和 61.4.15 ５ 

木造薬師如来坐像 １躯 鎌倉 妙光寺 昭和 62.4.15 ２４ 

木造毘沙門天立像 １躯 鎌倉 正覚院 平成 14.3.26 1 

工芸品 梵鐘 １口 南北朝 地蔵院 昭和 58.4.15 ４４ 

古文書 

金色院御堂再興勧進状 １巻 室町 地蔵院 平成元.4.14 ４４ 

平等院修造勧進状 １巻 室町 

浄土院 平成元.4.14 ３７ 
平等院旧起 １巻 
 附 蒔絵黒漆塗箱 １合 

   平等院修造勧進状写 １巻 

   平等院旧起写 １巻 

江戸 
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区分・種類 名称・数量 年 代 所有者 指定等年月日 番号 

有
形
文
化
財 

考古資料 

二子山古墳出土品 一括 
古墳 （5 世紀
中頃～後半） 宇治市 

平成 6.2.18 ２９ 

白川金色院跡経塚遺物 61 点 平安・室町 平成 21.3.24 ４６ 

浮島十三重塔納置品 一括 平安～室町 放生院 平成 15.3.14 ３８ 

無形 
民俗文化財 

宇治茶手もみ製茶技術 ― 

京都府宇治
茶製法手も
み技術保存
会連絡会議 

平成 20.3.21 ― 

史跡 
萬福寺境内 江戸 萬福寺 昭和 60.5.15 １４ 

淀藩主永井家墓所  興聖寺 令和 4.3.22 ３６ 

名勝 

興聖寺庭園及び琴坂 
     うち実測 2,121 ㎡ 

江戸（中期） 興聖寺 昭和 61.4.15 ３６ 

養林庵書院庭園 127 ㎡ 江戸（前期） 浄土院 昭和 63.4.15 ３７ 

上林春松家庭園 
     うち実測 174.8 ㎡ 

大正 上林春松 平成 29.3.17 ５３ 

中村藤吉家庭園 
     うち実測 228.7 ㎡ 

大正 中村藤吉 平成 29.3.17 ５４ 

文化財環境 
保全地区 

下居神社文化財環境保全地区 ― 下居神社 昭和 59.4.14 ４２ 

興聖寺文化財環境保全地区 ― 興聖寺 平成 7.3.14 ３６ 
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３．宇治市指定文化財一覧表 

区分・種類 名称・数量 年 代 所有者 指定等年月日 番号 

有 
 
 

形 
 
 

文 
 
 

化 
 
 

財 

建造物 

八幡宮本殿 １棟 
 附 扁額 １面 

江戸 炭山八幡宮 平成 3.3.30 １６ 

興聖寺伽藍 12 棟 江戸 興聖寺 平成 4.3.31 ３６ 

浄土院羅漢堂 １棟 
 附 棟札 １枚 

   銘札 １枚 

   扁額 １面 

   須弥壇 １基 

   十六羅漢像 一括 

江戸 浄土院 平成 5.3.31 ３７ 

厳島神社本殿 １棟 
 附 板札 ６枚 

   石燈籠 ４基 

   手水鉢 １基 

江戸 厳島神社 平成 17.3.28 ２１ 

絵画 

養林庵書院障壁画 13 面 江戸 浄土院 昭和 51.3.31 ３７ 

絹本著色如意輪観音像 １幅 鎌倉 三室戸寺 昭和 53.3.25 ２３ 

絹本著色釈迦三尊十六羅漢像 
            １幅 

南北朝 興聖寺 昭和 53.3.25 ３６ 

彫刻 

木造聖観音立像 １躯 平安 興聖寺 昭和 47.3.1 ３６ 

白色尉面（雪掻きの面） １面 桃山 
宇治神社 

昭和 47.3.1 
３１ 

木造狛犬 ２躯（１対） 鎌倉 昭和 63.3.31 

木造帝釈天立像 １躯 平安 

浄土院 

昭和 47.3.1 

３７ 
木造阿弥陀如来立像 １躯 

鎌 倉 後 期 ～
南北朝 

平成元.3.31 

石造聖観音菩薩坐像 １躯 
（東屋観音） 

鎌倉 
市を含む 
地元 

昭和 48.3.30 

３０ 

線刻阿弥陀三尊仏 １基 
（かげろう石） 

平安 ２８ 

木造地蔵菩薩立像 １躯 平安 

平等院 昭和 51.3.31 ３５ 木造不動明王立像及二童子像 
            ３躯 

平安 

木造薬師如来坐像 １躯 平安 

蔵林寺 昭和 53.3.25 １５ 
木造阿弥陀如来坐像 １躯 平安 

木造毘沙門天立像 １躯 平安 

木造地蔵菩薩立像 １躯 平安 

木造阿弥陀如来坐像 １躯 平安 

妙光寺 昭和 54.3.23 ２４ 
木造薬師如来立像 １躯 平安 

木造薬師如来坐像 １躯 平安 

木造十一面観音立像 １躯 平安 

木造菩薩形坐像 １躯 平安 宝壽寺 昭和 63.3.31 ２ 

木造毘沙門天立像 １躯 平安 西導寺 昭和 63.3.31 ６ 

木造阿弥陀如来坐像 １躯 平安 
願行寺 平成元.3.31 ３ 

木造阿弥陀如来立像 １躯 鎌倉 
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区分・種類 名称・数量 年 代 所有者 指定等年月日 番号 

有 
 
 

形 
 
 

文 
 
 

化 
 
 

財 

彫刻 

石造不動明王坐像 １躯 平安 願行寺 平成 5.3.31 ３ 

銅造釈迦誕生仏像 １躯 奈良 円福寺 平成元.3.31 １７ 

木造男神坐像 １躯 平安 
清瀧宮（西） 平成 2.3.30 ４９ 

木造男神坐像（両脚部欠）１躯 鎌倉 

木造十一面観音立像 １躯 平安 恵心院 平成 3.3.30 ３９ 

木造観音菩薩立像 １躯 平安 
誓澄寺 平成 3.3.30 ２５ 

木造阿弥陀如来立像 １躯 平安 

木造阿弥陀如来立像 １躯 平安 来迎寺 平成 4.3.31 ４０ 

木造釈迦如来坐像 １躯 平安 称名寺 平成 5.3.31 ５０ 

木造地蔵菩薩立像 １躯 
平安末 

～鎌倉初 安養寺 
平成 6.3.28 

２０ 

木造阿弥陀如来坐像 １躯 平安 平成 16.3.26 

木造聖観音菩薩立像 １躯 平安 正覚院 平成 7.3.29 １ 

木造男神坐像 １躯 
木造女神坐像 ２躯 
 附 木造狛犬 １対 

鎌倉 下居神社 平成 18.9.12 ４２ 

工芸品 
宇治橋銅擬宝珠 １口 江戸 

宇治市 
歴史資料館 

平成 4.3.31 ３２ 

梵鐘 １口 江戸 興聖寺 平成 4.3.31 ３６ 

書跡・典籍 

大般若経 563 巻 平安～江戸 
地蔵院 昭和 45.10.28 ４４ 

紺紙金泥法華経 ８巻 平安 

和漢朗詠集巻下断簡 １幅 
附 極札 １通 

  古筆了伴平等院切一幅寄進由緒書 １通 

  軸箱 ２合 

平安 浄土院 平成 2.3.30 ３７ 

考古資料 

伊勢田塚陶棺 １基 
６世紀後半 

～７世紀前半 
宇治市 
歴史資料館 

昭和 48.3.30 ４１ 

隼上り瓦窯出土遺物 一括 ７世紀前半 宇治市 昭和 61.4.25 １９ 

瓦塚古墳出土遺物 一括 ５世紀後半 宇治市 平成 6.3.28 １８ 

歴史資料 
宇治郷総絵図 １鋪 江戸 

宇治市 
歴史資料館 

平成元.3.31 ４３ 

平等院境内古図 ２幅 江戸 最勝院 平成 3.3.30 ３４ 

無形文化財 
（工芸技術） 

宇治茶手もみ製法 ― 
宇治茶製法
技術保存会 

昭和 61.4.25 ― 

無形民俗文化財 大幣神事 ― 大幣座 平成 24.3.27 ― 

史跡 

庵寺山古墳 ４世紀後半 宇治市 平成 9.3.25 ４７ 

西山古墳 
６世紀後半～

７世紀前半 
宇治市 平成 24.3.27 ５８ 

天然記念物 金子邸のかや １本 ― 金子重男 平成 4.3.31 ５１ 
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４．埋蔵文化財包蔵地等一覧表 ＊「番号」は、本編の「図５-３ 宇治市遺跡地図」と対応している。 

Ａ 史跡等文化財指定地 
番 号 名   称 指定種別 所在地 時 代 

Ａ 平等院庭園 史跡及び名勝（国指定） 宇 治 平安後期 

Ｂ 隼上り瓦窯跡 史 跡（国指定） 菟 道 飛鳥前期 

Ｃ 宇治上神社 国宝本殿に伴う境内地 宇 治 平安後期 

Ｄ 萬福寺境内 史 跡（京都府指定） 五ケ庄 江戸時代 

Ｅ 興聖寺文化財環境保全地区 文化財環境保全地区（京都府決定） 宇 治 江戸時代 

Ｆ 下居神社文化財環境保全地区 文化財環境保全地区（京都府決定） 宇 治 江戸時代 

Ｇ 庵寺山古墳 史 跡（宇治市指定） 広野町 古墳前期 

Ｈ 宇治川太閤堤跡 史 跡（国指定） 菟道・宇治・槙島町 桃山 

 
Ｂ 埋蔵文化財包蔵地 

番 号 名  称 種  類 所 在 地 時  代 

1 浄妙寺跡 寺院跡 木幡 平安中期～室町 

2 南山窯跡 窯跡 木幡 奈良か 

3 二子塚古墳 前方後円墳 五ヶ庄 古墳後期 

4 瓦塚古墳 円墳 五ヶ庄 古墳中期 

5 大鳳寺跡 寺院 菟道 飛鳥後期～平安前期 

6 池山古墳 古墳 菟道 古墳前期か 

7 二子山古墳 古墳群 宇治 古墳中期 

7-1 二子山北墳（１号墳） 円墳 宇治 古墳中期中頃 

7-2 二子山南墳（２号墳） 方墳か 宇治 古墳中期後半 

8 山本瓦窯跡（宇治瓦窯） 瓦窯 宇治 飛鳥後期 

9 山本窯跡 須恵器窯 宇治 飛鳥前期 

10 白川金色院跡 寺院 白川 平安後期～江戸 

11 丸山古墳 前方後円墳 宇治 古墳前期～中期 

12 御廟古墓 古墓 宇治 不明 

13 神明宮東遺跡 散布地 神明 弥生・平安後期 

14 庵寺山古墳 円墳 広野町 古墳前期 

15 一里山古墳 古墳 広野町 古墳後期 

16 広野廃寺 寺院 広野町 飛鳥後期～奈良 

17 坊主山古墳群 古墳群 広野町 古墳後期 

17-1 坊主山１号墳 前方後円墳 〃 古墳後期前半 

17-2 坊主山２号墳 円墳 〃 古墳後期前半 

17-3 坊主山３号墳 古墳か 〃 古墳後期か 

18 金比羅山古墳 円墳 広野町 古墳中期前半 

19 一本松古墳 古墳 広野町 古墳前期前半 

20 八軒屋谷遺跡 集落 広野町 古墳前期 

21 槇島城跡 平城 槇島町 室町 

22 隼上り古墳群 古墳群 菟道 古墳後期後半 

22-1 隼上り１号墳 円墳 〃  〃 

22-2 隼上り２号墳 円墳 〃  〃 

22-3 隼上り３号墳 円墳 〃  〃 

23 赤塚古墳 円墳 木幡 古墳後期 

24 御蔵山古墳群 古墳群 木幡 古墳後期か 

24-1 御蔵山１号墳 円墳 〃  〃 

24-2 御蔵山２号墳 円墳 〃  〃 

24-3 御蔵山３号墳 円墳 〃  〃 

25 金草原遺跡 不明 木幡 古墳・平安～室町 

26 木幡古墳・墳墓群 古墳群 木幡 古墳後期・平安 

27 木幡古墳群 23 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 

27-1 23-1 号墳 円墳 〃  〃 
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番 号 名  称 種  類 所 在 地 時  代 

27-2 23-2 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

27-3 23-3 号墳 〃 〃  〃 

27-4 23-4 号墳 〃 〃  〃 

27-5 23-5 号墳 〃 〃  〃 

27-6 23-6 号墳 〃 〃  〃 

27-7 23-7 号墳 〃 〃  〃 

27-8 23-8 号墳 〃 〃  〃 

27-9 23-9 号墳 〃 〃  〃 

27-10 23-10 号墳 〃 〃  〃 

27-11 23-11 号墳 〃 〃  〃 

27-12 23-12 号墳 〃 〃  〃 

27-13 23-13 号墳 〃 〃  〃 

27-14 23-14 号墳 〃 〃  〃 

27-15 23-15 号墳 〃 〃  〃 

27-16 23-16 号墳 〃 〃  〃 

27-17 23-17 号墳 〃 〃  〃 

27-18 23-18 号墳 〃 〃  〃 

27-19 23-19 号墳 〃 〃  〃 

27-20 23-20 号墳 〃 〃  〃 

27-21 23-21 号墳 〃 〃  〃 

27-22 23-22 号墳 〃 〃  〃 

27-23 23-23 号墳 〃 〃  〃 

27-24 23-24 号墳 〃 〃  〃 

27-25 23-25 号墳 〃 〃  〃 

27-26 23-26 号墳 〃 〃  〃 

27-27 23-27 号墳 〃 〃  〃 

27-28 23-28 号墳 〃 〃  〃 

27-29 23-29 号墳 〃 〃  〃 

27-30 23-30 号墳 〃 〃  〃 

27-31 23-31 号墳 〃 〃  〃 

27-32 23-32 号墳 〃 〃  〃 

27-33 23-33 号墳 〃 〃  〃 

27-34 23-34 号墳 〃 〃  〃 

27-35 23-35 号墳 〃 〃  〃 

27-36 23-36 号墳 〃 〃  〃 

27-37 23-37 号墳 〃 〃  〃 

27-38 23-38 号墳 〃 〃  〃 

27-39 23-39 号墳 〃 〃  〃 

27-40 23-40 号墳 〃 〃  〃 

27-41 23-41 号墳 〃 〃  〃 

27-42 23-42 号墳 〃 〃  〃 

27-43 23-43 号墳 〃 〃  〃 

27-44 23-44 号墳 〃 〃  〃 

27-45 23-45 号墳 〃 〃  〃 

27-46 23-46 号墳 〃 〃  〃 

27-47 23-47 号墳 〃 〃  〃 

27-48 23-48 号墳 〃 〃  〃 

27-49 23-49 号墳 〃 〃  〃 

27-50 23-50 号墳 〃 〃  〃 

27-51 23-51 号墳 〃 〃  〃 

27-52 23-52 号墳 〃 〃  〃 

27-53 23-53 号墳 〃 〃  〃 

27-54 23-54 号墳 〃 〃  〃 

27-55 23-55 号墳 〃 〃  〃 
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番 号 名  称 種  類 所 在 地 時  代 

27-56 23-56 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

27-57 23-57 号墳 〃 〃  〃 

27-58 23-58 号墳 〃 〃  〃 

27-59 23-59 号墳 〃 〃  〃 

27-60 23-60 号墳 〃 〃  〃 

27-61 23-61 号墳 〃 〃  〃 

27-62 23-62 号墳 〃 〃  〃 

27-63 23-63 号墳 〃 〃  〃 

27-64 23-64 号墳 〃 〃  〃 

27-65 23-65 号墳 〃 〃  〃 

27-66 23-66 号墳 〃 〃  〃 

27-67 23-67 号墳 〃 〃  〃 

27-68 23-68 号墳 〃 〃  〃 

27-69 23-69 号墳 〃 〃  〃 

27-70 23-70 号墳 〃 〃  〃 

27-71 23-71 号墳 〃 〃  〃 

27-72 23-72 号墳 〃 〃  〃 

27-73 23-73 号墳 〃 〃  〃 

28 木幡古墳群南山 117 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

29 木幡墳墓群１号墓 墳墓 木幡 平安か 

30 木幡墳墓群２号墓 墳墓 木幡 平安か 

31 木幡墳墓群３号墓 墳墓 木幡 平安か 

32 木幡古墳群４号墳 円墳 木幡 古墳後期 

33 木幡古墳群５号墳 円墳 木幡 古墳後期 

34 木幡古墳群６号墳 前方後円墳か 木幡 古墳後期 

35 木幡墳墓群７号墓 墳墓 木幡 平安か 

36 木幡墳墓群８号墓 墳墓 木幡 平安か 

37 木幡墳墓群９号墓 墳墓 木幡 平安か 

38 木幡墳墓群 10 号墓 墳墓 木幡 平安か 

39 木幡墳墓群 11 号墓 墳墓 木幡 平安か 

40 木幡墳墓群 12 号支群 墳墓群 木幡 平安か 

40-1 12-1 号墓  〃 〃  〃 

40-2 12-2 号墓  〃 〃  〃 

41 木幡古墳・墳墓群 13 号支群 古墳・墳墓群 木幡  

41-1 13-1 号墳 円墳 〃 古墳後期 

41-2 13-2 号墳 〃 〃  〃 

41-3 13-3 号墳 〃 〃  〃 

41-4 13-4 号墳 〃 〃  〃 

41-5 13-5 号墳 〃 〃  〃 

41-6 13-6 号墳 〃 〃  〃 

41-7 13-7 号墳 〃 〃  〃 

41-8 13-8 号墳 〃 〃  〃 

41-9 13-9 号墳 〃 〃  〃 

42 木幡古墳群 14 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

43 木幡古墳群 15 号墳 前方後円墳か 木幡 古墳後期 

44 木幡古墳群 16 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 

44-1 16-1 号墳 円墳 〃  〃 

44-2 16-2 号墳 〃 〃  〃 

44-3 16-3 号墳 〃 〃  〃 

44-4 16-4 号墳 〃 〃  〃 

44-5 16-5 号墳 〃 〃  〃 

44-6 16-6 号墳 〃 〃  〃 

44-7 16-7 号墳 〃 〃  〃 

45 木幡古墳群 17 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 
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番 号 名  称 種  類 所 在 地 時  代 

45-1 17-1 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

45-2 17-2 号墳 〃 〃  〃 

45-3 17-3 号墳 〃 〃  〃 

45-4 17-4 号墳 〃 〃  〃 

45-5 17-5 号墳 〃 〃  〃 

45-6 17-6 号墳 〃 〃  〃 

46 木幡古墳群 18 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

47 木幡墳墓群 19 号墓 墳墓 木幡 平安か 

48 木幡古墳群 20 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 

48-1 20-1 号墳 円墳 〃  〃 

48-2 20-2 号墳 〃 〃  〃 

49 木幡古墳群 21 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 

49-1 21-1 号墳 円墳 〃  〃 

49-2 21-2 号墳 〃 〃  〃 

49-3 21-3 号墳 〃 〃  〃 

50 木幡古墳群 22 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

51 木幡墳墓群 24 号墓 墳墓 木幡 平安か 

52 木幡古墳群 25 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

53 木幡古墳群 26 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 

53-1 26-1 号墳 円墳 〃  〃 

53-2 26-2 号墳 〃 〃  〃 

53-3 26-3 号墳 〃 〃  〃 

54 木幡墳墓群 27 号墓 墳墓 木幡 平安か 

55 木幡古墳群 28 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

56 木幡古墳群 29 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

57 木幡古墳群 30 号支群 古墳群 木幡 古墳後期 

57-1 30-1 号墳 円墳 〃  〃 

57-2 30-2 号墳 〃 〃  〃 

57-3 30-3 号墳 〃 〃  〃 

58 木幡墳墓群 31 号墓 墳墓 木幡 平安か 

59 木幡墳墓群 32 号墓 墳墓 木幡 平安か 

60 木幡古墳群 33 号墳 円墳 木幡 古墳後期 

61 木幡墳墓群 36 号墓 墳墓 木幡 平安か 

62 木幡墳墓群 37 号墓 墳墓 木幡 平安か 

63 芝ノ東窯跡 須恵器窯 五ヶ庄 奈良か 

64 広岡谷遺跡 散布地 五ヶ庄 縄文 

65 池山瓦窯跡 瓦窯 菟道 飛鳥前期 

66 西隼上り遺跡 集落 菟道 古墳前期～室町 

67 恵心院山門前遺跡 散布地 宇治 古墳 

68 一本松南古墳 古墳か 広野町 古墳 

69 石塚遺跡 散布地 神明 縄文・弥生 

70 蛇塚遺跡 不明 神明 古墳・江戸 

71 神楽田遺跡 集落 小倉町 弥生後期・平安～室町 

72 宇治代官所跡 代官所 宇治 江戸 

73 岡本瓦窯跡 瓦窯 五ヶ庄 奈良 

74 八軒屋谷古墓 古墓 広野町 奈良 

75 伊勢田塚古墳 古墳 開 町 古墳後期 

76 旦椋神社旧跡 神社 大久保町 鎌倉～江戸 

77 七ツ塚１号塚 古塚 大久保町 鎌倉～江戸 

78 七ツ塚２号塚 古塚 大久保町 鎌倉～江戸 

79 北山古墳 古墳 大久保町 古墳後期 

80 大竹古墳 方墳 大久保町 古墳中期 

81 太閤堤 堤防 槇島町・小倉町・宇治 桃山 

81-1 太閤堤（槇島堤） 堤防 槇島町・宇治 桃山 
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番 号 名  称 種  類 所 在 地 時  代 

81-2 太閤堤（薗場堤） 堤防 宇治・槇島町 桃山 

81-3 太閤堤（小倉堤） 堤防 槇島町・小倉町 桃山 

82 赤塚遺跡 集落 木幡 平安後期～室町 

83 木幡遺跡 集落 木幡 古墳～室町 

84 木幡東中遺跡 集落 木幡 奈良～室町 

85 松殿跡 邸宅 木幡 平安後期 

86 西浦遺跡 集落 木幡 古墳後期～室町 

87 木幡古墳群南山 116 号墳 古墳 木幡 古墳後期 

88 寺界道遺跡 集落 五ヶ庄 旧石器・縄文後期～奈良 

89 北山畑瓦窯 瓦窯 木幡 奈良か 

90 広岡谷古墓 古墓か 五ヶ庄 奈良 

91 萬福寺裏山古墳 古墳 五ヶ庄 古墳後期 

92 一番割遺跡 古墳か 五ヶ庄  

93 岡本遺跡 集落 五ヶ庄 古墳～室町 

94 隼上り瓦窯跡 瓦窯 菟道 飛鳥前期 

95 隼上り遺跡 集落 菟道 縄文早期・飛鳥～奈良 

96 羽戸山遺跡 集落 菟道 弥生後期・古墳後期 

97 東中遺跡 集落 菟道 奈良・室町 

98 旦椋遺跡 集落 大久保町 古墳～室町 

99 三室戸寺瓦窯跡 瓦窯 菟道 鎌倉か 

100 三室戸寺子院跡 寺院 菟道 平安後期～室町 

101 妙見古墓 古墓 菟道 奈良 

102 菟道丸山古墳 古墳 菟道 古墳 

103 乙方遺跡 集落 宇治・菟道 弥生中期～古墳後期 

104 狐塚古墳 古墳か 菟道  

105 山本古墓 古墓 宇治 鎌倉 

106 妙見古墳 古墳か 菟道 古墳か 

107 山本古墳 古墳か 宇治 古墳か 

108-1 宇治市街遺跡（川西地区） 集落 宇治 古墳～室町 

108-2 宇治市街遺跡（川東地区） 集落 宇治 古墳後期～室町 

109 宇治上神社遺跡 散布地 宇治 平安後期 

110 宇治神社遺跡 散布地 宇治 古墳後期～鎌倉 

111 春日森遺跡 神社 小倉町 平安～鎌倉 

112 東山遺跡 散布地 小倉町 古墳・室町 

113 矢落遺跡 集落 宇治 平安～室町 

114 平等院旧境内遺跡 寺院 宇治 平安～室町 

115 塔ノ川遺跡 集落 宇治 縄文後期～奈良 

116 下居遺跡 墓地 宇治 平安後期～室町 

117 西山古墳 円墳 小倉町 古墳後期 

118 安田環濠集落 防禦集落 安田町 室町 

119 若林遺跡 集落 伊勢田町 弥生中期～奈良 

120 若林古墳群 古墳群 伊勢田町 古墳後期 

120-1 １号墳 方墳 〃  〃 

120-2 ２号墳 方墳 〃  〃 

121 大谷古墳群 古墳群 伊勢田町 古墳初期～前期 

121-1 １号墳 古墳 〃 古墳前期 

121-2 ２号墳 方墳 〃 古墳初期 

121-3 ３号墳 方墳 〃 古墳初期 

122 井尻遺跡 散布地 伊勢田町 弥生後期 

123 中山遺跡 古墳か 伊勢田町 古墳後期 

124 野神遺跡 散布地 宇治 弥生・鎌倉～室町 

125 一里山東古墳 古墳か 広野町 古墳前期・後期 

126 広野遺跡 集落 広野町 古墳後期～鎌倉 

127 一里山遺跡 散布地 広野町 弥生～奈良 
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番 号 名  称 種  類 所 在 地 時  代 

128 マメ塚古墳 古墳か 広野町 古墳後期 

129 山本遺跡 散布地 白川 室町 

130 善法古墓 古墓 宇治 平安後期 

131 池森天神遺跡 散布地 宇治 古墳～室町 

132 小倉遺跡 集落 小倉町 弥生後期～室町 

133 大久保環濠集落跡 集落 大久保町 古墳後期～室町 

134 三室戸寺境内遺跡 寺院 莵道 平安～室町 

135 京極殿跡 邸宅 木幡 平安後期 

136 西隼上り埴輪窯跡 埴輪窯 莵道 古墳後期 

137 岡本廃寺 寺院 五ヶ庄 飛鳥後期～奈良 

138 滋賀谷窯跡 須恵器窯 莵道 奈良 

139 観音寺跡 寺院 木幡 不詳 

140 観音院本願寺跡 寺院 木幡 奈良～室町 

141 尊勝寺跡 寺院 木幡 平安後期～室町 

142 日皆田古墳群 古墳群 五ヶ庄  

142-1 1 号墳 方墳 〃 古墳中期 

142-2 2 号墳 方墳 〃 古墳中期か 

143 旦椋古墳群 古墳群 大久保町  

143-1 1 号墳 円墳 〃 古墳後期 

143-2 2 号墳 方墳か 〃 古墳後期か 

144 莵道遺跡 集落 莵道 古墳～室町 

145 門ノ前古墳 前方後円墳 莵道 古墳後期 

146 谷下り古墳群 古墳群 莵道 古墳後期 

146-1 1 号墳 円墳 〃  〃 

146-2 2 号墳 古墳 〃  〃 

146-3 3 号墳 円墳 〃  〃 

147 観音山古墳 円墳 莵道 古墳前期 

148 院御所山遺跡 山荘か 宇治 平安か 

149 尼ヶ塚遺跡 出土地 五ヶ庄 平安 

150 南ノ口遺跡 散布地 大久保町 古墳～奈良か 

151 宇治東山遺跡 散布地 宇治 平安～室町 

152 鷺尻古墓 古墓 志津川 奈良か 

153 新別所山遺跡 散布地 宇治 平安～室町 

154 西笠取遺跡 集落 西笠取 室町 

155 カネツキ原廃寺 寺院 莵道・志津川 平安～室町 

156 上炭山古墓 古墓 炭山 室町 

157 白土遺跡 集石 西笠取 不明 

158 オカサカテラ遺跡 寺跡か 西笠取 奈良 

159 池尾北組遺跡 散布地 池尾 室町 

160 西多田遺跡 集落 池尾 室町 

161 東多田遺跡 集落 池尾 室町 

162 妙見遺跡 散布地 莵道 飛鳥後期 

163 茶壺蔵跡（創建） 蔵跡 宇治 江戸 

164 茶壺蔵跡（再建） 蔵跡 宇治 江戸 

165 萬福寺塔頭跡 寺院 五ケ庄 江戸 

166 炭山女人堂跡 寺院 炭山 室町 

167 朝日山遺跡 散布地 宇治 不明 

168 宇治東山山上遺跡 山城か 宇治 室町 

169 志津川東組遺跡 散布地 志津川 室町 

170 志津川南組遺跡 散布地 志津川 室町 

171 上明遺跡 散布地 白川 奈良・室町 

172 一里塚古墳 古墳 五ケ庄 古墳後期 

173 宇治川太閤堤跡 護岸 莵道・宇治 桃山 
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