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国特史 安土城跡 安土・桃山 昭和27年3月29日 南須田・きぬがさ

重建
押立神社本殿　附　棟札　二枚
　各応安六年（1368）卯月二廿八日の記がある

一棟 南北朝
（応安６年・１３６８） 明治35年4月17日 北菩提寺町３５６

重建 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

重建
春日神社本殿　附　棟札　一枚
　文安元年（1444）甲子五月六日棟上の記がある

一棟 室町 明治44年4月17日 小八木町７６３

重建

弘誓寺本堂
　桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、
  向拝三間、後堂附属、本瓦葺
　　附　造営文書　　　　　　　　　　四点
　　　　奉願造作之事（宝暦五年）
　　　　本堂素建平物角物木寄（宝暦六年）
　　　　御堂建立奇進木扣（宝暦七年）
　　　　御須弥壇錺御金物仕様直段帳（酉九月十五日）

一棟 江戸（宝暦１４）
〔小屋梁墨書〕 昭和62年6月3日 五個荘金堂町６１５

重建
布施神社本殿
　　　各一間社流造、こけら葺
　　　附　棟札　一枚     延宝三年丁卯三月吉日の記がある

三棟 鎌倉（後期） 昭和24年2月18日 布施町

重建 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

重建

高木神社
　本殿(一棟)三間社流造、向拝三間、桧皮葺
　　　　附　棟札　　一枚　　修文化五年の記がある
　境内社日吉神社本殿(一棟)三間社流造、向拝一間、桧皮葺
　　　　附　宮殿　　一基　一間社流見世棚造、板葺
　　　　附　棟札　　二枚
　　　　　　　　修覆葺替文化戊辰冬十一月吉祥日の記があるもの　一
　　　　　　　　上葺天保四年の記があるもの　　　　　　　　　　　　　　一

二棟 
室町　永正９頃

室町　永正９
〔宮殿扉銘〕 大正4年3月26日 蒲生岡本町７０９

重建
涌泉寺九重塔
　石造九重塔
　　永仁三季乙未正月七日の刻銘がある

一基 鎌倉　永仁３
〔軸石背面刻銘〕 昭和35年2月9日 鋳物師町１４２５

重建
赤人寺七重塔
　　石造七重塔
　　　文保弐年戊午歳九月日の刻銘がある

一基 鎌倉　文保２
〔初層塔身刻銘〕 昭和35年2月9日 下麻生町２１１

重建
石塔寺三重塔
　　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

重建
石塔寺宝塔
　石造宝塔　　正安四年壬寅十月日の刻銘がある

一基 鎌倉　正安４
〔軸石刻銘〕 昭和35年2月9日 石塔町８６０

重建

石塔寺五輪塔
　　石造五輪塔（二基）
　嘉元二甲辰九月五日の刻銘があるもの　　　　一
　貞和五年己丑八月廿九日の刻銘があるもの　一

二基 

鎌倉　
嘉元２〔台石刻銘〕
室町　
貞和２〔台石刻銘〕 昭和35年2月9日 石塔町８６０

美建
石造宝篋印塔
　｢嘉暦戊辰九月五日｣の刻銘あり

一基 鎌倉　嘉暦３〔刻銘〕 昭和8年12月14日 蒲生岡本町１８５

重彫
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年・１１３３） 大正10年8月8日 横溝町１６５９

重彫

塑像寂室和尚坐像（開山堂安置）
　附　像内納入品
　　　　　　　　　　　　包紙添
　一、大乗経咒偈等　　　　　　　　　　　　　一巻、一紙
　　　　　　　内に応安五年七月、同七年三、四月筆者
              永釈、永哲等の奥書がある
　　　　　　　料紙に尚一の消息紙背を用いるものがある
　　　 銅経筒
　一、経、陀羅尼、名号、印仏、偈頌等　　　　一括

一軀 南北朝 昭和11年5月6日 永源寺高野町

重彫 木造薬師如来坐像 一軀 平安 明治44年8月9日 平田町５０１
重彫 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
重彫 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
重彫 銅造聖観音立像 一軀 奈良 大正2年4月14日 瓜生津町１２５９
重彫 木造大日如来坐像 一軀 平安 大正10年4月30日 五智町１１２
重彫 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
重彫 木造地蔵菩薩立像 一軀 平安 大正10年4月30日 八日市清水二の一の一四

重彫 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
重彫 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
重彫 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
重彫 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
重彫 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
重彫 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
重彫 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
重彫 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
重彫 木造観世音菩薩坐像 一軀 平安 明治44年8月9日 蒲生岡本町
重彫 木造帝釈天立像 一軀 平安 明治44年8月9日 上麻生町
重彫 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

● 指定文化財一覧 
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重彫
木造男神坐像　一   (社伝蒲生稲寸三麻呂像)
　　　同　　　像　一

二軀 鎌倉 明治44年8月9日 鋳物師町１０２０

重工
石燈籠
　　奉造立燈爐、正和□年乙□三月三日、大勧進盛□の刻銘がある

一基 鎌倉　正和４ 昭和37年6月21日 蒲生岡本町７０９

重絵 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
重絵 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

重絵
絹本著色役翁徳倹像
　　　　　　　　　　　　　文保三年の自賛がある

一幅 鎌倉 昭和61年6月6日 永源寺高野町

重絵 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
重絵 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

美絵
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

美絵 紙本著色仙洞焼丹図　田能村竹田　　天保二年ノ年記アリ 一幅 江戸 昭和14年9月6日 市辺町８７８
重書 寂室元光墨蹟　越計谿字号并説(蝋牋)　　貞治五年仲秋月 二幅 南北朝 平成2年6月29日 山上町４６２５
重書 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
重書 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
重書 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

重書

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

重書 寂室元光墨蹟　遺偈　　貞治六年九月一日 一幅 南北朝　貞治６ 昭和33年2月8日 永源寺高野町

重書 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

重書 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
美書 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
重工 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
重工 金銅唐草文磬 一面 平安 昭和28年3月31日 百済寺町

重工
ば　　ち
銅　　鑼
各に建長八年丙辰八月日の刻銘がある

一対
一口

鎌倉 昭和51年6月5日 百済寺町

重工
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

重工
石燈籠
　火袋に｢延慶二二年辛亥卯月十八日造立之 願主沙門僧聖円｣の刻銘がある

一基 鎌倉
（延慶４） 昭和37年2月2日 神田町３７９

重考 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 南花沢のハナノキ 大正10年3月3日
南花沢町字花の木５４
６　八幡神社内

天 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

国選無民 近江八日市の大凧揚げ習俗 平成5年11月26日

国選無民 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
東近江市蒲生岡本町
東近江市上麻生町、
下麻生町

伝建 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

県建 春日神社神門 一棟 室町 昭和57年3月31日 小八木町７６３
県建 旧松居家住宅（泰山閣） 一棟 昭和10年（１９３５年） 平成14年3月20日 下一色町３６１ー１
県建 永源寺山門　　　　　附　棟札　二枚 一棟 江戸 平成12年3月10日 永源寺高野町

県建

日吉神社本殿
　三間社流造、向拝三間、銅板葺
　附　棟札　二枚
　　　 再建氏神御社享和元歳辛酉十一月吉祥日の記があるもの
　　 　本殿檜皮家根葺替大正八年十一月吉日竣功の記があるもの

一棟 江戸
（享和元 棟札） 平成8年3月29日 建部日吉町６７８

県建 旧藤井家住宅（五個荘歴史民俗資料館） 二棟 昭和（昭和９年） 平成13年3月19日 宮荘町６８１

県建 大浜神社仁王堂 一棟 鎌倉 平成5年3月31日 伊庭町１８９０

県建 超光寺表門 一棟 桃山 平成7年3月31日 南須田町３４３

県建

雨神社本殿
　一間社流造、萱葺
　　附　身舎正面蟇股　　一個
　　　　 棟札　　　　　四枚
　　　　 大永三癸未六月廿三日の記があるもの
　　　　 寛文拾弐年子ノ五月吉日の記があるもの
　　　　 享保拾九寅六月上旬の記があるもの
　　　　 大修理自昭和拾壱年拾月弐拾六日至昭和拾壱年拾弐月参
　　　　 日の記があるもの

一棟 室町　
(大永３ 棟札) 平成5年3月31日 市子殿町２５８

県彫 木造聖観音立像 一軀 平安 昭和47年4月1日 池之脇町

県彫
木造阿弥陀如来坐像
　胎内に墨書｢正応二二年辛卯八月日仏所相模法橋快全(花押)、同国伯
耆円全(花押)」の墨書がある。

一軀 鎌倉 昭和47年4月1日 尻無町９０８

県彫 木造薬師如来坐像 一軀 平安 昭和49年3月11日 小脇町８２８－１
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県彫 木造仏頭 一箇 平安 昭和49年3月11日 種９３９

県絵 絹本著色被帽地蔵菩薩像 一幅 鎌倉 昭和49年3月11日 五個荘木流町５２８

県絵 紙本著色絵系図附一流相承系図序 一幅 南北朝～室町 昭和48年3月31日 伊庭町２２８６

県書 紺紙金字妙法蓮華経　開結経共 十巻 平安 昭和63年3月31日 百済寺町

県書

霊仲禅英墨蹟
　弥天永釈寿位安奉語
　曹源庵門中置文
　万法帰一之法語
　霊仲禅英書状
　円応禅師号

五幅 室町 平成12年3月10日 百済寺町

県書

寂室元光墨蹟
　　　　　　　　　　　　　一行書　一幅
　　　　　　　　　　　　　山号并寺号　三幅
　　　　　　　　　　　　　出山釈迦図賛　一幅
　　　　　　　　　　　　　道俊頂和賛　一幅

六幅 南北朝 平成13年3月19日 永源寺高野町

県書 三千仏名経　　　　　　　　寂室元光筆 三巻 南北朝 平成13年3月19日 永源寺高野町
県書 山号并寺号　　　　　足利義満筆 二幅 南北朝 平成13年3月19日 永源寺高野町

県書
弥天永釈墨蹟　　　　　　永安禅寺置文　一幅
　　　　　　　　　　　　　　　龍井庵常住注文　一幅
　　　　　　　　　　　　　　　永源寺文書目録　一幅

三幅 南北朝ー室町 平成11年3月31日 永源寺高野町

県書 見性悟心禅師号　　　　　　　足利義持筆 一幅 室町 平成11年3月31日 永源寺高野町

県書 見性悟心禅師諡号勅書 一幅 室町 平成11年3月31日 永源寺高野町

県有民 蛭谷木地屋氏子狩帳　　附　木地屋関係文書
三五簿冊
六七件

江戸－明治 昭和56年4月24日 蛭谷町１７２

県有民 君ヶ畑木地屋氏子狩帳　　附　木地屋関係文書
五三簿冊
二八件

江戸－明治 昭和56年4月24日 君ヶ畑町

県有民 大岩助左衛門日記　　附　蛭谷村系図　日記逸文 二冊 江戸（元禄８） 昭和57年3月31日 蛭谷町１７２
県選無民 西市辺の宮座行事ならびに薬師堂裸おどり 昭和54年3月30日 市辺町（西）
県選無民 大森神社の宮座行事と 上踊 昭和56年4月24日 大森町・尻無町

県選無民 伊庭の坂下し 昭和57年3月31日 伊庭町１８９０

県史 勝堂古墳群　赤塚・弁天塚古墳 昭和58年3月28日
勝堂町字堂前９１２－１　７３７
㎡
勝堂町字堂前９１２－２　４９５

県史
木村古墳群
　天乞山古墳
　久保田山古墳

二基 古墳中期 平成2年3月31日 川合町１３７６番地

県史 後藤氏館跡 一件 室町～戦国 昭和58年3月28日 中羽田町
県史 八幡社古墳群 十二基 古墳 昭和58年3月28日 中羽田町

県史 法堂寺廃寺跡 一件 白鳳 平成10年6月19日 佐野町５２２ほか

県史 神郷亀塚古墳 一基 古墳 平成16年4月16日 長勝寺町315ほか
建 石造宝篋印塔 一基 鎌倉 平成3年4月3日 池庄町１５１８
建 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 石造宝篋印塔 一基 南北朝 平成3年4月3日 平柳町
建 石造宝篋印塔 一基 南北朝 平成3年4月3日 平柳町

建 春日神社拝殿および境内社平井天神社本殿 二棟

春日神社拝殿/江
戸（１８６０）
境内社平井天神社
本殿/室町

平成7年4月10日 小八木町７６３

建
鹿島神社本殿　附　棟札　各一枚
　文化五龍集戊辰仲秋穀且の記があるもの　文化五戊辰仲秋穀且　大
工棟梁中村出羽豊茂の記があるもの

一棟 江戸（文化５年・１８０８） 平成10年10月15日 横溝町１４９７

建 豊国神社本殿 一棟 江戸（寛政２年・１７９０） 平成10年10月15日 池庄町１５１８
建 八幡神社本殿 一棟 江戸（寛永７年・1625） 平成12年2月10日 中一色町字中ノ廓
建 石造宝篋印塔 一基 鎌倉 昭和62年10月2日 愛東外町７６３
建 石造宝塔 一基 鎌倉 昭和62年10月2日 愛東外町７６３
建 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 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 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
百済寺　　　総　門
　　　　　　　三所権現社
　　　　　　　鐘　楼

四棟 江戸 平成14年11月7日 百済寺町３２３

建 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
建 宝篋印塔 一基 鎌倉 平成4年3月30日 山上町４６２５
建 石造宝篋印塔 一基 鎌倉 昭和44年4月5日 柏木町
建 石造宝篋印塔  塔身に永仁三年二月十九日の刻銘 一基 鎌倉 平成1年8月22日 妙法寺町
建 石造宝篋印塔 基礎に嘉暦元年十二月十一日の刻銘 一基 鎌倉 平成1年8月22日 五智町
建 石造五輪塔 一基 南北朝 平成6年12月1日 大森町



種別 名　　　　　　　　　　　　称 員数 時　　　代 指定年月日 所在地
建 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 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 八幡神社層塔　　　石造層塔 一基 鎌倉 昭和51年4月5日 五個荘石塚町８２
建 五輪塔　　　　　石造五輪塔 一基 鎌倉（正安２年） 昭和46年10月26日 五個荘金堂町４８９
建 石造宝篋印塔 一基 鎌倉（永仁５年） 昭和52年1月31日 五個荘川並町４４６
建 宝塔　　　　石造宝塔 一基 鎌倉 昭和50年3月10日 五個荘下日吉町５１９
建 石造宝塔 一基 鎌倉（元徳３年） 昭和52年1月31日 五個荘河曲町２５８
建 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 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 五箇神社本殿 一棟 天保10年（棟札） 平成17年1月13日 宮荘町766
建 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 石造宝塔 一基 鎌倉 昭和47年11月3日 長勝寺町３８６
建 弘誓寺表門 一棟 江戸 平成6年10月27日 躰光寺町９９０
建 旭野神社石造七重塔　　元徳元年巳己九月十六の銘あり 一基 鎌倉　元徳１〔刻銘〕 平成元年3月31日 上麻生町６１
建 吉善寺宝塔　　文保二年午戌大願主一結□の銘あり 一基 鎌倉　文保２〔刻銘〕 平成元年3月31日 鈴町１９２
建 立善寺宝篋印塔　　文保□□三月□□日願主□□建の銘あり 一基 鎌倉　文保〔刻銘〕 平成元年3月31日 合戸町１９０
建 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 竹田神社能舞台 一棟 明治（明治26年） 平成17年12月14日 鋳物師町1020
彫 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 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 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 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 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 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 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 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 木造狛犬 一対 南北朝 平成2年3月15日 小八木町７６３
彫 鬼面　　押立菩提寺南ホノ　天文二十歳辛亥三月日賢徳作　の銘がある 一面 室町
（天文２０年・１５５１） 平成10年10月15日 南菩提寺町
彫 鼻高面 一面 室町 平成10年10月15日 南菩提寺町
彫 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 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 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 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 金銅弥勒半跏像 一軀 鎌倉 昭和44年4月1日 百済寺町３２３
彫 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 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 木造聖観音坐像 一軀 平安 昭和44年4月1日 曽根町７８６
彫 深沙大将 一軀 鎌倉 昭和44年4月1日 曽根町７８６
彫 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 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 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 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 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 木造聖観音立像 一軀 平安 昭和45年5月1日 箕川町
彫 地蔵菩薩坐像 一軀 鎌倉 平成4年3月30日 箕川町
彫 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 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 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 木造薬師如来立像 一軀 平安 昭和56年1月8日 西市辺町
彫 木造鬼面 一面 桃山 平成1年8月22日 上平木町
彫 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 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 石造三尊仏 元亨元年四月の刻銘あり 一基 鎌倉 平成9年1月24日 市辺町１０１８
彫 石造三尊仏 貞和二年二月の刻銘あり 一基 南北朝 平成9年1月24日 西市辺町
彫 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 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 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 木造毘沙門天立像 一軀 平安 平成13年2月28日 上平木町
彫 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 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 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 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 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 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 木造狛犬 一対 南北朝 昭和51年4月5日 五個荘築瀬町３０９
彫 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 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 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 木造毘沙門天立像 一軀 鎌倉 平成3年1月17日 上山町
彫 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 木造天部形立像 一軀 平安 平成3年1月17日 妹町
彫 木造千手観音立像 一軀 平安 昭和47年11月3日 種町９３９
彫 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 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 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



種別 名　　　　　　　　　　　　称 員数 時　　　代 指定年月日 所在地
彫 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 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 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 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
絵 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 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 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 渡唐天神画像 一幅 室町 平成8年10月1日 愛東外町
絵 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 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 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 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 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 石曳絵馬 一面 安土・桃山 平成3年1月17日 百済寺町３２３
絵 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 真宗七高僧絵像 一幅 室町 昭和48年9月23日 種町９０８
絵 涅槃図 一幅 室町 昭和48年9月23日 佐野町９０９
絵 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 光明本尊 一幅 室町 昭和48年9月23日 伊庭町１９９９
絵 聖徳太子絵像 一幅 室町 昭和48年9月23日 種町９０８
絵 光明本尊 一幅 南北朝 昭和47年11月3日 伊庭町２２８６
絵 涅槃図 一幅 室町 昭和47年11月3日 伊庭町２２８６
書 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 版本妙法蓮華経　　永和三年丁巳六月日　の刊記がある　　附　台付経箱 八巻 南北朝
（永和３年・１３３７） 平成2年3月15日 大沢町
書 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 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 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 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 光明寺文書 八点 鎌倉－室町 昭和52年4月26日 和南町
書 端家文書 三十点 室町－江戸 昭和52年4月26日 山上町
書 熊原権現由来録 他五点 室町 昭和59年5月1日 相谷町
書 大般若経 六百巻 鎌倉～江戸 平成3年1月17日 青山町
書 大燈国師墨蹟 一幅 鎌倉 昭和47年11月3日 能登川町３７８
書 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 大般若波羅蜜多経 七四巻 鎌倉 平成4年11月19日 伊庭町
書 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 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 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 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 鰐口　　大永四年甲申三月廿六日　の刻銘がある 一口 室町
（大永４年・１５２４） 平成2年3月15日 北菩提寺町３５６
工 十三仏種字自然石塔婆　　　永禄十一年願主浄英　の刻銘がある 一基 室町
（永禄１１年・１５６８） 平成3年4月3日 小八木町
工 梵　鐘 一口 江戸 昭和62年10月2日 平尾町７１８
工 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 石燈篭 一基 鎌倉 昭和52年4月26日 高木町
工 掛仏 六面 室町 昭和45年5月1日 山上町
工 掛仏 一面 鎌倉 昭和48年3月1日 高野町
工 能面 四面 桃山 昭和43年3月30日 政所町
工 能面 十六面 室町－江戸 平成4年3月30日 政所町
工 駕篭 二丁 江戸 平成4年3月30日 山上町
工 銅鉦 一口 室町 昭和52年8月10日 御園町
工 銅造孔雀文磬 一面 鎌倉 平成1年8月22日 妙法寺町６５７
工 懸仏　　　裏板に応永廿八年二月廿七日の墨書銘あり 一面 室町 平成1年8月22日 八日市金屋１－５
工 石造燈籠 一基 鎌倉 平成4年2月26日 柴原南町
工 石造燈籠 一基 南北朝 平成12年2月25日 市辺町（東）
工 石造燈籠 一基 平安 平成15年2月25日 小脇町
工 石造燈籠 一基 鎌倉 平成16年12月22日 蛇溝町229
工 石造燈籠 正応元年戊子八月八日の刻銘がある 一基 鎌倉（正応元年） 平成16年12月22日 上羽田町2257番地
工 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 石燈籠 一基 南北朝 昭和47年11月3日 伊庭町３４
工 梵鐘 一口 室町 昭和55年11月3日 佐野町２３７
工 菩薩形懸仏 一面 平安～鎌倉 昭和55年11月3日 山路町５２４
工 法森寺石燈篭 一基 鎌倉 平成元年3月31日 平林町６０８
工 八幡神社懸仏 一面 南北朝　永徳１〔墨書〕 平成2年3月31日 外原町１４８
工 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 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 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 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 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 埋蔵文化財センター
考 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 埋蔵文化財センター
歴 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
無文 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
無民 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

無民 江州音頭 昭和46年5月20日
無民 裸まつり 昭和51年7月22日 市辺町（西）
無民 上おどり 昭和53年2月23日 大森町・尻無町



種別 名　　　　　　　　　　　　称 員数 時　　　代 指定年月日 所在地
天 ぶな並木 昭和52年4月26日 甲津畑町
名 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 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 下一色井（神ノ池） 大正
（大正１４年・１９２５） 平成5年6月14日
下一色町３３２番地のうち
４３.７㎡

史 船岡山 一件 白鳳 昭和46年5月20日 糠塚・野口町他
史 近江商人屋敷（旧外村字兵衛家） 一 江戸～明治 平成4年12月1日 五個荘金堂町６４５
史 法堂寺遺跡 一件 奈良（白鳳） 昭和47年11月3日 佐野５２２ほか
国登録 泰山閣（旧松居家住宅）表門 一棟 昭和（昭和１０年頃） 平成10年1月16日 下一色町３６１－１
国登録 湖東歴史民俗資料館　　（旧西押立国民学校校舎） 一棟 昭和
（昭１８年・１９４３） 平成10年1月16日 北菩提寺町１２６
国登録 錬成館　　（旧西押立国民学校講堂） 一棟 昭和
（昭和１８年・１９４３） 平成10年1月16日 北菩提寺町１２６
国登録 東方寺本堂 一棟 明治
（明治１７年・１８８４） 平成14年2月14日 平松町４８
国登録 地蔵院本堂 一棟 江戸
（天保１３年・１８４２） 平成14年2月14日 大沢町３４５
国登録 昌善寺本堂 一棟 明治
（明治１５年・１８８２） 平成14年2月14日 南菩提寺町６８０
国登録 西福寺本堂 一棟 江戸
（文久２年・１８６２） 平成15年1月31日 平柳町１６７６
国登録 宗林寺本堂 一棟 江戸 平成15年1月31日 南花沢町５８８
国登録 浄華寺本堂 一棟 江戸 平成15年1月31日 下里町２９６
国登録 玉宝院本堂 一棟 江戸
（天保４年・１８３３） 平成15年7月1日 北清水町２９６
国登録 円寿院本堂 一棟 江戸
（正徳元年・１７１１） 平成15年7月1日 南清水町１５０
国登録 弘誓寺本堂 一棟 江戸
（安政５年・１８５８） 平成15年7月1日 中一色町３８０
国登録 野村家住宅主屋 一棟 大正
（大正８年・１８５８） 平成15年7月1日 大沢町６５６
国登録 野村家住宅土蔵 一棟 大正
（大正８年・１８５８） 平成15年7月1日 大沢町６５６
国登録 野村家住宅米倉 一棟 大正
（大正８年・１８５８） 平成15年7月1日 大沢町６５７
国登録 珠玖家住宅 主屋 一棟 江戸
（文政１２（以前）） 平成12年4月28日 西中野町
国登録 珠玖家住宅　蔵 一棟 江戸 平成12年4月28日 西中野町
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　主屋 一棟 明治 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　化粧棟 一棟 明治 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　北土蔵 一棟 明治 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　南土蔵 一棟 昭和 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　石橋 一基 昭和 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　外塀 一基 昭和 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 五個荘歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）　　内塀 一基 昭和 平成9年11月5日 宮荘町６８１
国登録 松本家住宅主屋 一棟 昭和８年頃 平成10年9月25日 上岸本町９３２
国登録 松本家住宅土蔵 一棟 昭和８年頃 平成10年9月25日 上岸本町９３２
国登録 百済寺本坊喜見院書院 一棟 昭和１５年頃 平成10年9月25日 百済寺町３２３
国登録 深田家住宅土蔵 一棟 大正８年頃 平成10年7月23日 能登川町６０６
国登録 深田家住宅離れ 一棟 昭和４年 平成10年7月23日 能登川町６０６
国登録 深田家住宅主屋 一棟 昭和４年 平成10年7月23日 能登川町６０６
国登録 乎加神社本殿 一棟 明治初期 平成15年3月18日 神郷町９
国登録 乎加神社幣殿 一棟 明治初期 平成15年3月18日 神郷町９
国登録 乎加神社祝詞殿 一棟 明治初期 平成15年3月18日 神郷町９
国登録 乎加神社玉垣 一棟 明治初期 平成15年3月18日 神郷町９
国登録 乎加神社拝殿 一棟 明治初期 平成15年3月18日 神郷町９
国登録 乎加神社手水舎 一棟 明治初期 平成15年3月18日 神郷町９
国登録 ガリ版伝承館（旧堀井家住宅洋館）　木造二階建、瓦葺、建築面積４９㎡ 一棟 明治
（明治42〔棟札〕） 平成10年12月11日 岡本町６６３

資料：市教育部文化財課（平成18年1月1日現在）


