
種別 名　　　　　　　　　　　　称 員数 時　　　代 指定年月日 所在地

建造物 石造宝篋印塔 一基 鎌倉 平成3年4月3日 池庄町１５１８

建造物 石造宝篋印塔 一基 南北朝 平成3年4月3日 小八木町７６３

建造物 石造宝篋印塔 一基 南北朝 平成3年4月3日 平柳町

建造物 石造宝篋印塔 一基 南北朝 平成3年4月3日 平柳町

建造物 春日神社拝殿および境内社平井天神社本殿 二棟
拝殿/江戸
（1860）

平成7年4月10日 小八木町７６３

建造物 鹿島神社本殿（附　棟札各一枚） 一棟 江戸（文化５） 平成10年10月15日 横溝町１４９７

建造物 豊国神社本殿 一棟 江戸（寛政２） 平成10年10月15日 池庄町１５１８

建造物 八幡神社本殿 一棟 江戸（寛永７） 平成12年2月10日 中一色町字中ノ廓

建造物 石造宝篋印塔 一基 鎌倉 昭和62年10月2日 愛東外町７６３

建造物 石造宝塔 一基 鎌倉 昭和62年10月2日 愛東外町７６３

建造物 一弧素面宝篋印塔　石造宝篋印塔 一基 鎌倉 昭和44年4月1日 青山町６１３

建造物 一弧素面宝篋印塔　石造宝篋印塔 一基 鎌倉 昭和44年4月1日 青山町６１３

建造物 笠塔婆　石造笠塔婆 一基 南北朝（文和３） 昭和44年4月1日 青山町６１３

建造物
百済寺
　総　門、　三所権現社、 鐘　楼

三棟 江戸 平成14年11月7日 百済寺町３２３

建造物 宝篋印塔　石造宝篋印塔 一基 南北朝 昭和48年3月1日 箕川町１３８

建造物 宝篋印塔 一基 鎌倉 平成4年3月30日 山上町２３０６

建造物 石造宝篋印塔 一基 鎌倉 昭和44年4月5日 柏木町

建造物 石造宝篋印塔 一基 鎌倉（永仁３） 平成1年8月22日 妙法寺町

建造物 石造宝篋印塔 一基 鎌倉（嘉暦元） 平成1年8月22日 五智町

建造物 石造五輪塔 一基 南北朝 平成6年12月1日 大森町

建造物 石造若宮神社層塔 一基 鎌倉 昭和49年3月1日 五個荘新堂町２９３

建造物 苗村神社天神宮・ニノ宮 二棟 江戸 平成4年12月1日 五個荘木流町４８９

建造物 八幡神社石造層塔 一基 鎌倉 昭和51年4月5日 五個荘石塚町８２

建造物 石造五輪塔 一基 鎌倉（正安２） 昭和46年10月26日 五個荘金堂町４８９

建造物 石造宝篋印塔 一基 鎌倉（永仁５） 昭和52年1月31日 五個荘川並町４４６

建造物 石造宝塔 一基 鎌倉 昭和50年3月10日 五個荘日吉町５１９

建造物 石造宝塔 一基 鎌倉（元徳３） 昭和52年1月31日 五個荘河曲町２５８

建造物 弘誓寺表門 一棟 江戸 平成4年12月1日 五個荘金堂町６１５

建造物 萬松園（旧市田庄兵衛家住宅） 二棟
主屋 明治11年
表蔵 明治9年

平成17年1月13日 五個荘北町屋町201

建造物 五箇神社本殿 一棟 天保10年 平成17年1月13日 宮荘町766

建造物 龍田神社拝殿 一棟 江戸中期 平成17年1月13日 五個荘竜田町307

建造物 石造宝塔 一基 鎌倉 昭和47年11月3日 長勝寺町３８６

建造物 弘誓寺表門 一棟 江戸 平成6年10月27日 躰光寺町９９０

建造物 旭野神社石造七重塔 一基 鎌倉（元徳１） 平成元年3月31日 上麻生町６１

建造物 吉善寺宝塔 一基 鎌倉（文保２） 平成元年3月31日 鈴町１９２

建造物 立善寺宝篋印塔 一基 鎌倉（文保） 平成元年3月31日 合戸町１９０

建造物 光明寺石造七重塔 一基 鎌倉 平成2年3月31日 蒲生堂町２５０

建造物 竹田神社能舞台 一棟 明治26年 平成17年12月14日 鋳物師町1020

彫刻 木造地蔵菩薩立像 一軀 鎌倉 昭和63年6月16日 平柳町１６７６

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 昭和63年6月16日 南菩提寺町６８０

彫刻 木造地蔵菩薩立像 一軀 平安 昭和63年6月16日 南菩提寺町６８０

彫刻 木造聖観音菩薩立像 一軀 平安 昭和63年6月16日 湯屋町９４９

彫刻 押立神社本地仏 二軀 平安 昭和63年6月16日 北菩提寺町３５６

彫刻 木造聖観音菩薩立像 一軀 平安 昭和63年6月16日 小田苅町３１１

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 鎌倉 昭和63年6月16日 北清水町２９６

彫刻 木造天部形立像 一軀 平安 平成2年3月15日 小八木町７６３

彫刻 木造狛犬 一対 南北朝 平成2年3月15日 小八木町７６３

彫刻 鬼面 一面 室町（天文２０） 平成10年10月15日 南菩提寺町

彫刻 鼻高面 一面 室町 平成10年10月15日 南菩提寺町

彫刻 木造薬師如来立像 一軀 鎌倉 平成10年10月15日 南菩提寺町

彫刻 木造十一面観音立像 一軀 平安 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

彫刻 木造聖観音坐像 一軀 室町（明応７） 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

彫刻 木造如意輪観音半跏像 一軀 室町（明応８） 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

彫刻 金銅弥勒半跏像 一軀 鎌倉 昭和44年4月1日 百済寺町３２３
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彫刻 木造薬師如来坐像 一軀 室町 昭和44年4月1日 青山町６１３

彫刻 地蔵石仏 一軀 南北朝（建武３） 昭和44年4月1日 青山町６１３

彫刻 木造聖観音坐像 一軀 平安 昭和44年4月1日 曽根町７８６

彫刻 深沙大将 一軀 鎌倉 昭和44年4月1日 曽根町７８６

彫刻 二天立像（多聞天、持国天） 二軀 鎌倉 昭和44年4月1日 曽根町７８６

彫刻 木造十一面観音立像 一軀 平安 昭和44年4月1日 中戸町４１９

彫刻 木造十一面観音立像 一軀 平安 平成8年5月1日 大覚寺町７０９

彫刻 銅造釈迦如来立像 一軀 白鳳 平成8年5月1日 鯰江町１２９３

彫刻 木造不動明王二童子像 三軀 鎌倉 平成10年5月1日 百済寺町３２３

彫刻 木造聖観音立像 一軀 平安 昭和45年5月1日 箕川町１３８

彫刻 地蔵菩薩坐像 一軀 鎌倉 平成4年3月30日 箕川町１３８

彫刻 木造薬師、宝生、弥陀、釈迦如来坐像 四軀 平安 昭和44年4月5日 五智町１１２

彫刻 木造四天王立像 四軀 平安 昭和44年4月5日 建部瓦屋寺町４３６

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 昭和46年5月20日 野村町１２９

彫刻 木造薬師如来立像 一軀 平安 昭和56年1月8日 市辺町1909

彫刻 木造鬼面 一面 桃山 平成1年8月22日 上平木町

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 平成1年8月22日 妙法寺町６５７

彫刻 木造狛犬 一対 鎌倉 平成4年2月26日 八日市金屋１ー５

彫刻 石造三尊仏 一基 鎌倉（元亨元） 平成9年1月24日 市辺町１０１８

彫刻 石造三尊仏 一基 南北朝（貞和２） 平成9年1月24日 市辺町１９０９

彫刻 木造地蔵菩薩立像 一軀 平安 平成11年3月25日 今崎町２９３

彫刻 木造聖観音菩薩立像 一軀 平安 平成11年3月25日 柴原南町

彫刻 木造薬師如来坐像 一軀 平安 平成11年3月25日 八日市清水１丁目

彫刻 木造毘沙門天立像 一軀 平安 平成13年2月28日 上平木町公民館

彫刻 木造阿弥陀如来立像 一軀 平安 昭和50年3月10日 五個荘木流町５２８

彫刻 木造狛犬　　阿吽 一対 鎌倉 昭和57年3月3日 五個荘木流町４８９

彫刻 磨崖地蔵菩薩立像 一軀 南北朝 昭和50年3月10日 五個荘伊野部町８６２の２

彫刻 木造地蔵菩薩立像 一軀 平安 昭和50年3月10日 五個荘清水鼻町２８３

彫刻 木造釈迦如来坐像 一軀 鎌倉～室町 昭和57年3月3日 五個荘川並町４４６

彫刻 石造阿弥陀如来立像 一軀 鎌倉 昭和52年1月31日 五個荘小幡町６５３

彫刻 木造狛犬 一対 南北朝 昭和51年4月5日 五個荘簗瀬町３０９

彫刻 木造聖観音菩薩立像 一軀 平安 平成4年12月1日 五個荘小幡町６９８

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 平成4年12月1日 五個荘北町屋町１９３

彫刻 木造地蔵菩薩半跏像 一軀 鎌倉 平成3年1月17日 池之尻町

彫刻 木造毘沙門天立像 一軀 鎌倉 平成3年1月17日 上山町３１２

彫刻 木造不動明王立像 一軀 鎌倉 平成3年1月17日 池之尻町

彫刻 木造天部形立像 一軀 平安 平成3年1月17日 妹町６４４

彫刻 木造千手観音立像 一軀 平安 昭和47年11月3日 種町９３９

彫刻 木造聖観音立像 一軀 平安 昭和47年11月3日 能登川町３７８

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 昭和48年9月23日 伊庭町１８８７

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 鎌倉以前 昭和48年9月23日 阿弥陀堂町２４４

彫刻 木造阿弥陀如来立像 一軀 平安後期 昭和55年11月3日 川南町８４３

彫刻 慶岸寺木造阿弥陀如来坐像 一軀 鎌倉 平成2年3月31日 宮井町３４１

彫刻 川合東出石棺仏 一軀 鎌倉 平成2年3月31日 川合町６５４－８

彫刻 石塔寺木造聖観音立像 一軀 平安 平成8年5月 1日 石塔町８６０

彫刻 木造毘沙門天立像　附　永正九年造立願文　一紙 一軀 室町 平成20年3月28日 百済寺町

絵画 三十六歌仙屏風 一双 桃山 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

絵画 絹本著色黄不動図 一幅 南北朝 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

絵画 木製絵馬 二面 桃山（天正１７） 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

絵画 渡唐天神画像 一幅 室町 平成8年10月1日 愛東外町

絵画 絹本著色阿弥陀如来像 一幅 南北朝 平成4年2月26日 市辺町１０１８

絵画 絹本著色来迎図 一幅 鎌倉 昭和49年3月1日 五個荘木流町５２８

絵画 絹本著色釈迦如来坐像図 一幅 室町 昭和49年3月1日 五個荘石馬寺町５２８

絵画 絹本著色釈迦十六善神像 一幅 室町 昭和51年4月5日 五個荘小幡町７０７

絵画 絹本著色十六羅漢図 十二幅 桃山 昭和50年3月10日 五個荘中町２９６

絵画 石曳絵馬 一面 安土・桃山 平成3年1月17日 百済寺町３２３

絵画 絹本著色如意輪観音図 一幅 南北朝～室町 平成3年1月17日 百済寺町３２３

絵画 真宗七高僧絵像 一幅 室町 昭和48年9月23日 種町９０８



絵画 涅槃図 一幅 室町 昭和48年9月23日 佐野町９０９

絵画 親鸞聖人合掌の御影 一幅 室町 昭和48年9月23日 種町９０８

絵画 光明本尊 一幅 室町 昭和48年9月23日 伊庭町１９９９

絵画 聖徳太子絵像 一幅 室町 昭和48年9月23日 種町９０８

絵画 光明本尊 一幅 南北朝 昭和47年11月3日 伊庭町２２８６

絵画 涅槃図 一幅 室町 昭和47年11月3日 伊庭町２２８６

書籍等 版本大般若波羅蜜多経 六百巻 鎌倉 昭和63年6月16日 小八木町７６３

書籍等 版本妙法蓮華経（附　台付経箱） 八巻 南北朝（永和３） 平成2年3月15日 大沢町

書籍等 押立神社文書(1019 点) 一件 平成10年10月15日 北菩提寺町３５６

書籍等 中西　馬瓢作　筆の塵 二巻 江戸 昭和62年10月2日 平尾町５６０

書籍等 中西　馬瓢作　月の話 一巻 江戸 昭和62年10月2日 平尾町５６０

書籍等 中西　馬瓢作　俳画集 一巻 江戸 昭和62年10月2日 平尾町５６０

書籍等 光明寺文書 八点 鎌倉－室町 昭和52年4月26日 和南町８５９

書籍等 端家文書 三十点 室町－江戸 昭和52年4月26日 山上町４４８－３

書籍等 熊原権現由来録 他五点 室町 昭和59年5月1日 相谷町

書籍等 大般若経 六百巻 鎌倉～江戸 平成3年1月17日 青山町６１５

書籍等 大燈国師墨蹟 一幅 鎌倉 昭和47年11月3日 能登川町３７８

書籍等 大般若波羅蜜多経 四四九巻平安～鎌倉 昭和60年11月3日 山路町524

書籍等 大般若波羅蜜多経 七四巻 鎌倉 平成4年11月19日 伊庭町2334

書籍等 八王子法橋伝来文書 九〇点 鎌倉末～近代 平成6年10月27日 能登川町

書籍等 三枝家文書 一〇八点江戸～明治 平成11年11月1日 北須田町

書籍等 八王子稚児宿伝来文書 四八〇点室町～昭和 平成17年3月10日 能登川町

書籍等 山部神社中世文書 六三通 平安～室町 平成2年3月31日 下麻生町１６５

工芸品 鰐口 一口 室町（大永４） 平成2年3月15日 北菩提寺町３５６

工芸品 十三仏種字自然石塔婆 一基 室町（永禄１１） 平成3年4月3日 小八木町９９３

工芸品 梵　鐘 一口 江戸 昭和62年10月2日 平尾町７１８

工芸品 孔雀文銅磬 一面 室町（応永２５） 昭和44年4月1日 百済寺町３２３

工芸品 石燈篭 一基 鎌倉 昭和52年4月26日 高木町　

工芸品 掛仏 六面 室町 昭和45年5月1日 山上町

工芸品 掛仏 一面 鎌倉 昭和48年3月1日 高野町

工芸品 能面 四面 桃山 昭和43年3月30日 政所町

工芸品 能面 十六面 室町－江戸 平成4年3月30日 政所町

工芸品 駕篭 二丁 江戸 平成4年3月30日 山上町１９８３

工芸品 銅鉦 一口 室町 昭和52年8月10日 御園町

工芸品 銅造孔雀文磬 一面 鎌倉 平成1年8月22日 妙法寺町６５７

工芸品 懸仏 一面 室町（応永２８） 平成1年8月22日 八日市金屋１－５

工芸品 石造燈籠 一基 鎌倉 平成4年2月26日 柴原南町

工芸品 石造燈籠 一基 南北朝 平成12年2月25日 市辺町（東）

工芸品 石造燈籠 一基 平安 平成15年2月25日 小脇町

工芸品 石造燈籠 一基 鎌倉 平成16年12月22日 蛇溝町229

工芸品 石造燈籠 一基 鎌倉（正応元年） 平成16年12月22日 上羽田町2257番地

工芸品 信楽焼壺（舎利容器） 一個 鎌倉～室町 平成3年1月17日 百済寺町

工芸品 石燈籠 一基 南北朝 昭和47年11月3日 伊庭町３４

工芸品 梵鐘 一口 室町 昭和55年11月3日 佐野町２３７

工芸品 菩薩形懸仏 一面 平安～鎌倉 昭和55年11月3日 山路町５２４

工芸品 法森寺石燈篭 一基 鎌倉 平成元年3月31日 平林町６０８

工芸品 八幡神社懸仏 一面 南北朝（永徳１） 平成2年3月31日 外原町１４８

工芸品 百済寺懸佛七面　附一面　（1,001） 八面 室町 平成17年12月22日 百済寺町３２３

工芸品 熊野三所権現御正躰（1,002） 一 江戸 平成17年12月22日 百済寺町３２３

工芸品 翁面一面　附女面一面（1,003） 二面 室町 平成17年12月22日 大森町

考古資料 丸山古墳出土品 七一点 古墳・平安 昭和48年6月1日 五個荘竜田町５８３

考古資料 特別史跡安土城跡出土金箔瓦 二点 安土・桃山 平成14年7月1日
山路２２２５
埋蔵文化財セン
ター

考古資料 正楽寺遺跡出土祭祀関連遺物 十六点 縄文 平成14年7月1日
山路２２２５
埋蔵文化財セン
ター

歴史資料 時習斎文書 一括 江戸～明治 平成4年12月1日 五個荘竜田町５８３

無形文化財 梵鐘（鋳金）技術保持者 西澤吉太郎 平成17年1月13日 五個荘三俣町274



無形文化財 梵鐘（鋳金）技術保持者 黄地耕造 平成20年3月28日 長町

無形民俗文化財 押立神社古式祭（ドケ祭） 平成10年10月15日
北菩提寺町３５６
押立神社内

無形民俗文化財 江州音頭 昭和46年5月20日

無形民俗文化財 裸まつり 昭和51年7月22日 市辺町（西）

無形民俗文化財 最上おどり 昭和53年2月23日 大森町・尻無町

天然記念物 ぶな並木 昭和52年4月26日 甲津畑町　

名勝 松尾神社庭園 一件 桃山 昭和46年5月20日 八日市松尾町

名勝 五個荘歴史民俗資料館庭園 一 大正 平成4年12月1日 宮荘町

史跡 下一色井（神ノ池） 大正１４年 平成5年6月14日
下一色町３３２番
地のうち４３.７㎡

史跡 船岡山 一件 白鳳 昭和46年5月20日 糠塚・野口町他

史跡 近江商人屋敷（旧外村字兵衛家） 一件 江戸～明治 平成4年12月1日 五個荘金堂町６４５

史跡 法堂寺遺跡 一件 奈良（白鳳） 昭和47年11月3日 佐野５２２ほか

史跡 行者塚古墳 古墳 平成20年3月28日 勝堂町


