
種別 名　　　　　　　　　　　　称 員数 時　　　代 指定年月日 所在地

特別史跡 安土城跡 安土・桃山 昭和27年3月29日 南須田・きぬがさ

重要建造物 押立神社本殿（附　棟札二枚） 一棟 南北朝（応安６） 明治35年4月17日 北菩提寺町３５６

重要建造物 押立神社大門 一棟 南北朝（延文頃） 明治44年4月17日 北菩提寺町３５６

重要建造物 春日神社本殿（附　棟札一枚） 一棟 室町 明治44年4月17日 小八木町７６３

重要建造物 弘誓寺本堂（附　造営文書四点） 一棟 江戸（宝暦１４） 昭和62年6月3日 五個荘金堂町６１５

重要建造物 布施神社本殿（附　棟札一枚） 三棟 鎌倉（後期） 昭和24年2月18日 布施町

重要建造物 百済寺本堂 一棟 江戸（慶安３） 平成16年12月10日 百済寺町３２３

重要建造物
高木神社本殿（附　棟札一枚）
境内社日吉神社本殿（附　宮殿一基、棟札二枚）

二棟 室町（永正９頃）
室町（永正９） 大正4年3月26日 岡本町７０９

重要建造物 涌泉寺石造九重塔 一基 鎌倉（永仁３） 昭和35年2月9日 鋳物師町１４２５

重要建造物 赤人寺石造七重塔 一基 鎌倉（文保２） 昭和35年2月9日 下麻生町２１１

重要建造物 石塔寺石造三重塔 一基 奈良前期
(伝寛弘３発掘)　 明治40年8月28日 石塔町８６０

重要建造物 石塔寺石造宝塔 一基 鎌倉（正安４） 昭和35年2月9日 石塔町８６０

重要建造物 石塔寺石造五輪塔（二基） 二基 鎌倉（嘉元２）
室町（貞和２） 昭和35年2月9日 石塔町８６０

美建 石造宝篋印塔 一基 鎌倉（嘉暦３） 昭和8年12月14日 岡本町１８５

重要彫刻
木造阿弥陀如来坐像
（旧名称　木造釈迦如来坐像）

一軀 平安（長承２） 大正10年8月8日 横溝町１６５９

重要彫刻
塑像寂室和尚坐像（開山堂安置）
　附　像内納入品

一軀 南北朝 昭和11年5月6日 永源寺高野町

重要彫刻 木造薬師如来坐像 一軀 平安 明治44年8月9日 平田町５０１

重要彫刻 木造薬師如来坐像 一軀 平安 明治44年8月9日 下羽田町１４１－２

重要彫刻 木造大黒天立像 一軀 江戸 明治44年8月9日 下羽田町１４１－２

重要彫刻 銅造聖観音立像 一軀 奈良 大正2年4月14日 瓜生津町１２５９

重要彫刻 木造大日如来坐像 一軀 平安 大正10年4月30日 五智町１１２

重要彫刻 木造聖観音立像（観音堂安置） 一軀 平安 大正10年4月30日 五智町１１２

重要彫刻 木造地蔵菩薩立像 一軀 平安 大正10年4月30日 八日市清水二丁目１－１４

重要彫刻 木造千手観音立像 一軀 平安 大正10年4月20日 建部瓦屋寺町４３６

重要彫刻 木造十一面観音立像 一軀 平安 明治44年8月9日 五個荘清水鼻町２７２

重要彫刻 木造十一面観音立像 二軀 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町８２３

重要彫刻 木造二天王立像 二軀 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町８２３

重要彫刻 木造二天王立像 二軀 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町８２３

重要彫刻 木造大威徳明王坐像 一軀 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町８２３

重要彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 大正5年8月17日 五個荘石馬寺町８２３

重要彫刻 木造役行者及二鬼像 三軀 鎌倉 昭和34年12月18日 五個荘石馬寺町８２３

重要彫刻 木造観世音菩薩坐像 一軀 平安 明治44年8月9日 岡本町

重要彫刻 木造帝釈天立像 一軀 平安 明治44年8月9日 上麻生町６５

重要彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一軀 平安 明治44年8月9日 合戸町１０７

重要彫刻 木造男神坐像 二軀 鎌倉 明治44年8月9日 鋳物師町１０２０

重要絵画 絹本著色日吉山王神像 一幅 鎌倉 明治33年4月7日 百済寺町３２３

重要絵画 絹本著色地蔵十王図　陸信忠筆 十一幅 元 昭和38年2月14日 永源寺高野町

重要絵画 絹本著色役翁徳倹像 一幅 鎌倉（文保３） 昭和61年6月6日 永源寺高野町

重要絵画 紙本墨書鷙鳥図　狩野山楽筆六曲屏風 一双 桃山 昭和15年5月3日 市辺町８７８

重要絵画 絹本著色一字金輪像 一幀 鎌倉 昭和15年5月3日 市辺町８７８

美術絵画 紙本著色赤壁舟遊図　池大雅筆六曲屏風 一隻 江戸 昭和14年9月6日 市辺町８７８

美術絵画 紙本著色仙洞焼丹図　田能村竹田 一幅 江戸（天保２） 昭和14年9月6日 市辺町８７８

重要書籍 寂室元光墨蹟　越計谿字号并説(蝋牋) 二幅 南北朝（貞治５） 平成2年6月29日 山上町４６２５

重要書籍 紙本墨書寂室和尚遺誡 一幅 南北朝 明治39年4月14日 永源寺高野町

重要書籍 紙本墨書寂室元光消息（二月九日華蔵寺宛） 一幅 南北朝 昭和11年5月6日 永源寺高野町

重要書籍 紙本墨書寂室元光墨蹟（風攪飛泉詩） 一幅 南北朝 昭和11年5月6日 永源寺高野町

重要書籍

紙本墨蹟永源寺開山祭文（貞治六年九月二日）
紙本墨蹟開山初七日香語（貞治六年九月八日）
紙本墨蹟永源寺開山十三回忌法語（康暦元年九月一日）
紙本墨蹟永源寺三十三回忌陞座語並ニ香語（応永六年九月一
日）
紙本墨蹟永源寺開山西来庵入祖堂法語（永和三年季春）

一幅
一幅
二幅
三幅
一幅

南北朝・室町 昭和11年5月6日 永源寺高野町

重要書籍 寂室元光墨蹟　遺偈 一幅 南北朝　貞治６ 昭和33年2月8日 永源寺高野町

重要書籍 永源寺文書
八七四
七通

平成14年6月26日 栗東歴史民俗博物館
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重要書籍 今堀日吉神社文書（九百四十七通） 六六冊 鎌倉－江戸 昭和62年6月6日 今堀町

美術書籍 紙本墨書安南国書（永祚陸年陸月初五日） 一幅 江戸 昭和9年4月10日 五個荘小幡町６６９

重要工芸品 石燈籠 一基 鎌倉　正和４ 昭和37年6月21日 岡本町７０９

重要工芸品 紺紙金泥妙法蓮華経入黒漆蒔絵函 一合 室町 明治33年4月7日 百済寺町

重要工芸品 金銅唐草文磬 一面 平安 昭和28年3月31日 百済寺町

重要工芸品
ばち
銅鑼

一対
一口

鎌倉（建長８） 昭和51年6月5日 百済寺町

重要工芸品
能装束紅地花唐草入菱繋文唐織
　　附　白地草花色紙散文繍箔肩裾　一領

一領 桃山 昭和59年6月6日 政所町

重要工芸品 石燈籠 一基 鎌倉（延慶４） 昭和37年2月2日 神田町３７９

重要考古資料 滋賀県雪野山古墳出土品(218点)附 棺材一括 一括 古墳 平成13年6月22日

天然記念物 南花沢のハナノキ 大正10年3月3日 南花沢町字花の木５４６
八幡神社内

天然記念物 北花沢のハナノキ 大正10年3月3日 北花沢町字花の木３９８

選択無形民俗文化財 近江八日市の大凧揚げ習俗 平成5年11月26日

選択無形民俗文化財 近江のケンケト祭り・長刀振り
三／七
団体

昭和59年12月20日 東近江市宮川町
東近江市岡本町
東近江市上麻生町、下麻生町

伝統的建造物群保存地区 五個荘町金堂伝統的建造物群保存地区
３２．２
ha

江戸～昭和 平成10年11月25日 五個荘金堂町の一部


