
■文化財保護法に基づき国が指定するもの（令和4年2月17日現在）

種　別 名　　称 所在地 面積（㎡） 指定年月日 所有者 管理団体
（史）昭和10．12．24
（特史）昭和27．3．29
（史））昭和47．6．17
（特史）昭和48．4．23
（史）平成12．7．31
（特史）平成12．11．24
大正10．3．3
昭和41．6．21追加
昭和63．3．14追加

国史跡 大官大寺跡 小山 46,642 大正10．3．3
国・明日香村
民有地

明日香村（T11.5.23)

国史跡
牽牛子塚古墳
越塚御門古墳

越 12,381

大正12．3．7
平成26.3．18追加
平成26.3．18名称変更
平成27.10．7追加

奈良県・明日香村
民有地

明日香村（T14.6.3)

国史跡 中尾山古墳 平田 987 昭和2．4．8 明日香村 明日香村（S2.11.30)

昭和2．4．8
平成16.9．30追加
平成16.9．30名称変更
昭和41．2．25
平成5．3．4追加

国史跡 飛鳥寺跡 飛鳥 46,184 昭和41．4．21
奈良県・社寺有地
民有地

明日香村（S59.2.9)

国史跡 橘寺境内 橘 95,245 昭和41．4．21
奈良県・社寺有地
民有地

国史跡 岩屋山古墳 越 1,125 昭和43．5．11 明日香村

昭和47．4．10
昭和58．1．12追加
昭和58．5．19追加
平成4．4．21追加
平成28.3．1追加
平成28.10．3追加・名称変更
令和元年10．16　追加

昭和51．2．20
昭和57．3．23追加
昭和54．3．20
昭和56．5．16追加
平成16．2．27追加

国史跡 マルコ山古墳 真弓 3,029
昭和57．1．16
平成20年7月28日追加

明日香村・民有地

国史跡 飛鳥池工房遺跡 飛鳥 19,981 平成13．8．13 奈良県

国史跡 檜隈寺跡 桧前 7,611 平成15．3．25 社寺有地

国史跡・名勝 飛鳥京跡苑池 岡 27,413 平成15．8．27 奈良県・民有地

国史跡 岡寺跡 岡 82,865 平成17．8．29 社寺有地

国史跡 都塚古墳 阪田・祝戸 3,528 平成29．10．13 奈良県・明日香村・民有地 明日香村（H30.2.19)

国重要
文化的景観

奥飛鳥の文化的景観
稲渕・栢森
入谷と祝戸
阪田の一部

※　面積(㏊）
　565.8

平成23．9．21
大字稲渕・栢森・入谷と
祝戸・阪田の一部

明日香村

種　別 指定年月日 所有者 備　　考
国　彫 昭和32．2．19 岡寺 奈良国立博物館
国　絵 昭和49．4．17 国（文化庁） 高松塚古墳
国　絵 令和1．7．23 国（文化庁） 四神の館
重　考 明治30．12．28 岡寺 京都国立博物館
重　彫 明治34．8．2 岡寺 岡寺
重　彫 明治42．9．21 岡寺 岡寺
重　建 昭和30．6．22 岡寺 岡寺
重　彫 明治32．8．1 岡寺 京都国立博物館
重　建 昭和61．1．22 岡寺 岡寺
重　彫 明治34．8．2 橘寺 奈良国立博物館
重　彫 明治42．9．2 橘寺 橘寺
重　彫 明治42．9．21 橘寺 橘寺
重　彫 明治42．9．21 橘寺 橘寺
重　工 明治42．9．21 橘寺 橘寺
重　絵 昭和33．4．7 橘寺 橘寺
重　建 昭和37．2．2 橘寺 橘寺
重　彫 明治34．8．2 弘福寺（川原寺） 弘福寺（川原寺）
重　彫 昭和15．10．14 安居院（飛鳥寺） 安居院（飛鳥寺）
重　建 明治42．4．5 於美阿志神社 於美阿志神社
重　考 昭和49．4．17 国（文化庁） （独）奈良文化財研究所飛鳥資料館
重　彫 昭和55．6．6 国（文化庁） （独）奈良文化財研究所飛鳥資料館
重　考 昭和12．3．3 奈良県 橿原考古学研究所付属博物館
重　考 平成30.10．31 国（文化庁） 四神の館
登　建 令和4.2.17 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション

■奈良県文化財保護条例に基づき県が指定するもの（令和4年2月17日現在）

種　別 名　　称 所在地 面積（㎡） 指定年月日 所有者 備　　考
建造物 岡寺楼門 岡 昭和47．3．8 岡寺 岡寺
県史跡 豊浦寺跡 豊浦 ※2,443 昭和52.3．22 向原寺
絵画 絹本著色仏涅槃図 橘 昭和54．3．23 橘寺 橘寺

建造物 岡寺本堂 岡 昭和62．3．10 岡寺 岡寺
県史跡 紀寺跡 小山 ※21,884 平成5.3．5 奈良県・民有地

■明日香村文化財保護条例に基づき村が指定するもの（令和4年2月17日現在）

種　別 所在地 指定年月日 所有者 備　　考
天然記念物 昭和43．9．25 明日香村 飛鳥川

建造物 稲渕 昭和53．4．1 竜福寺
村史跡 稲渕 昭和52．4．1 明日香村
村史跡 稲渕 昭和52．4．1 大字稲渕
彫刻 上 昭和53．4．4 大字上 薬師堂
彫刻 上 昭和53．4．4 大字上 薬師堂

無形文化財音楽 平成21．2．10 明日香の響保存会 明日香村伝承芸能保存会

飛鳥川の飛び石
南淵請安先生の墓
薬師如来像
四天王
明日香の響保存会の八雲琴

旧大鳥家住宅主屋・離れ
キトラ古墳出土品

国：国宝　　　重：重要文化財　　　建：建造物　　　絵：絵画　　　彫：彫刻　　　工：工芸品　　　考：考古資料　　　登：登録文化財

　※面積はGISによる図測

名　　称
飛鳥ホタル
竜福寺層塔

木造持国天・多聞天立像
銅造釈迦如来坐像
於美阿志神社石塔婆
高松塚古墳出土品
石造男女像・石造須弥山石
牽牛子塚古墳出土棺飾金具

木造如意輪観音坐像
木造聖徳太子坐像
木造地蔵菩薩立像
木造だ太鼓縁
絹本著色太子絵伝
石燈籠

塑像如意輪観音坐像
木造仏涅槃像
岡寺仁王門
銅造如意輪観音半跏像
岡寺書院
木造日羅立像

名　　称
木心乾漆義淵僧正坐像
高松塚古墳壁画
キトラ古墳壁画
天人文甎

国史跡 飛鳥稲淵宮殿跡 稲渕・祝戸 12,750 国・民有地 明日香村（H25.3.22)

国史跡 飛鳥水落遺跡 飛鳥 1,219 明日香村

国史跡 飛鳥宮跡 岡 36,537.28
奈良県・明日香村・民有地

国史跡 定林寺跡 立部 17,163 国・社寺有地・民有地 明日香村（H15.5.7)

国史跡 酒船石遺跡 岡 31,464
国・奈良県・明日香村
民有地

明日香村（S2.11.30)

国史跡 川原寺跡 川原 73,839
国・奈良県・明日香村
民有地

明日香村（T11.5.23)

特別史跡 キトラ古墳 阿部山 4,301 国・明日香村 明日香村（H13.11.29)

特別史跡 高松塚古墳 平田 913 国 明日香村（S47.9.25) 

《　歴　史　遺　産　》

特別史跡 石舞台古墳 島庄・祝戸 12,317 国・奈良県・明日香村 奈良県（S11.8.25) 
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