
重要文化財絵画（５件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 絹本著色日吉山王神像 一幅 百済寺 鎌倉 明治33年4月7日 百済寺町

2
紙本墨画鷙鳥図
　狩野山楽筆　六曲屏風

一双 個人 桃山 昭和15年5月3日 市辺町

3 絹本著色一字金輪像 一幀 個人 鎌倉 昭和15年5月3日 市辺町

4
絹本著色地蔵十王図
　陸信忠筆

十一幅 永源寺 元 昭和38年2月14日 永源寺高野町

5 絹本著色約翁徳倹像　文保三年の自賛がある 一幅 永源寺 鎌倉 昭和61年6月6日 永源寺高野町

重要美術品絵画（２件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1
紙本著色赤壁舟遊図
　池大雅筆　六曲屏風

一隻 個人 江戸 昭和14年9月6日 市辺町

2
紙本著色仙洞焼丹図
　田能村竹田筆　天保二年ノ記アリ

一幅 個人 江戸 昭和14年9月6日 市辺町

県指定有形文化財絵画（２件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 紙本著色絵系図　附、一流相承系図　一巻 一幅 妙楽寺 南北朝～室町 昭和48年3月31日 伊庭町

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

市指定絵画（１９件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 三十六歌仙屏風 一双 百済寺 桃山 昭和44年4月1日 百済寺町

2 絹本著色黄不動図 一幅 百済寺 南北朝 昭和44年4月1日 百済寺町

3 木製絵馬 二面 百済寺 桃山（天正１７） 昭和44年4月1日 百済寺町

4 光明本尊 一幅 妙楽寺 南北朝 昭和47年11月3日 伊庭町

5 涅槃図 一幅 妙楽寺 室町 昭和47年11月3日 伊庭町

6 真宗七高僧絵像 一幅 本行寺 室町 昭和48年9月23日 種町

7 涅槃図 一幅 善勝寺 室町 昭和48年9月23日 佐野町

8 親鸞聖人合掌の御影 一幅 本行寺 室町 昭和48年9月23日 種町

9 光明本尊 一幅 正厳寺 室町 昭和48年9月23日 伊庭町

10 聖徳太子絵像 一幅 本行寺 室町 昭和48年9月23日 種町

11 法蓮寺来迎図 一幅 法蓮寺 鎌倉 昭和49年2月12日 五個荘木流町

12 石馬寺釈迦如来坐像図 一幅 石馬寺 室町 昭和49年2月12日 五個荘石馬寺町

13 絹本著色十六羅漢画像 十二幅 齡仙寺 桃山 昭和50年3月10日 五個荘中町



名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

14 絹本著色釈迦十六善神画像 一幅 五個荘小幡町 室町 昭和51年4月5日 五個荘小幡町

15 石曳絵馬 一面 百済寺 安土・桃山 平成3年1月17日 百済寺町

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

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

18 渡唐天神画像 一幅 菅原神社 室町 平成8年10月1日 愛東外町

19 絹本著色不動明王三童子像 一幅 乾徳寺 室町 令和3年3月2日 五個荘川並町

重要文化財彫刻（２３件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 木造薬師如来坐像 一躯 長楽寺 平安 明治44年8月9日 平田町

2 木造薬師如来坐像 一躯 光明寺 平安 明治44年8月9日 下羽田町

3 木造大黒天立像 一躯 光明寺 江戸 明治44年8月9日 下羽田町

4 木造十一面観音立像 一躯 慈恩寺 平安 明治44年8月9日 五個荘清水鼻町

5 木造観世音菩薩坐像 一躯 梵釈寺 平安 明治44年8月9日 蒲生岡本町

6 木造帝釈天立像 一躯 法雲寺 平安 明治44年8月9日 上麻生町

7 木造阿弥陀如来坐像 一躯 誓安寺 平安 明治44年8月9日 合戸町

8
木造男神坐像　一
　　　　　　　　　　　　(社伝蒲生稲寸三麻呂像)
　　　同　　　像　一

二躯 竹田神社 平安 明治44年8月9日 鋳物師町

9 木造十一面観音立像 二躯 石馬寺 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町

10 木造二天王立像 二躯 石馬寺 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町

11 木造二天王立像 二躯 石馬寺 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町

12 木造大威徳明王像 一躯 石馬寺 平安 明治45年2月8日 五個荘石馬寺町

13 銅造聖観音立像 一躯 慈眼寺 奈良 大正2年4月14日 瓜生津町

14 木造阿弥陀如来坐像（大仏堂安置） 一躯 石馬寺 平安 大正5年8月17日 五個荘石馬寺町

15 木造千手観音立像 一躯 瓦屋寺 平安 大正10年4月20日 建部瓦屋寺町

16 木造大日如来坐像 一躯 興福寺 平安 大正10年4月30日 五智町

17 木造聖観音立像（観音堂安置） 一躯 興福寺 平安 大正10年4月30日 五智町

18 木造地蔵菩薩立像 一躯 生蓮寺 平安 大正10年4月30日 八日市清水

19 木造阿弥陀如来坐像　阿弥陀堂安置 一躯 善明寺 平安 大正10年8月8日 横溝町

20
木造阿弥陀如来坐像
　　像内に長承二年、仏師河内講師僧快俊の銘がある

一躯 善明寺 平安 大正10年8月8日
名変　昭和47年5月30日

横溝町



名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

21

塑像寂室和尚坐像（開山堂安置）
　附　像内納入品
　　　  大乗経咒偈頌等包紙添　　　　　一巻、一紙
　　　　　    内に応安五年七月、同七年三、
  一、　　   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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一合
　一、 経、陀羅尼、名号、印仏、偈頌等　　　  一括

一躯 永源寺 南北朝 昭和11年5月6日
追加　昭和59年6月6日

永源寺高野町

22 木造役行者及二鬼像 三躯 石馬寺 鎌倉 昭和34年12月18日 五個荘石馬寺町

23 木造十一面観音立像 一躯 百済寺 平安 令和4年3月22日 百済寺町

県指定有形文化財彫刻（４件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 木造聖観音立像 一躯 長寿寺 平安 昭和47年4月1日 池之脇町

2
木造阿弥陀如来坐像
　　胎内に「正応亖年辛卯八月日、仏所相模法橋快全
　　(花押)、同国伯耆円全(花押)」の墨書がある

一躯 妙応寺 鎌倉 昭和47年4月1日 尻無町

3 木造薬師如来坐像 一躯 成願寺 平安 昭和49年3月11日 小脇町

4 木造仏頭 一箇 善教寺 平安 昭和49年3月11日 種町

市指定彫刻（６９件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 木造聖観音坐像 一躯 百済寺 室町（明応７） 昭和44年4月1日 百済寺町

2 木造如意輪観音半跏像 一躯 百済寺 室町（明応８） 昭和44年4月1日 百済寺町

3 金銅弥勒半跏像 一躯 百済寺 鎌倉 昭和44年4月1日 百済寺町

4 木造薬師如来坐像 一躯 善勝寺 室町 昭和44年4月1日 青山町

5 地蔵石仏 一躯 善勝寺 南北朝（建武３） 昭和44年4月1日 青山町

6 木造聖観音坐像 一躯 福性寺 平安 昭和44年4月1日 曽根町

7 深沙大将 一躯 福性寺 鎌倉 昭和44年4月1日 曽根町

8 二天立像　多聞天、持国天 二躯 福性寺 鎌倉 昭和44年4月1日 曽根町

9 木造十一面観音立像 一躯 豊永寺 平安 昭和44年4月1日 中戸町

10 木造薬師、宝生、弥陀、釈迦如来坐像 四躯 興福寺 平安 昭和44年4月5日 五智町

11 木造四天王立像 四躯 瓦屋寺 平安 昭和44年4月5日 建部瓦屋寺町

12 木造聖観音立像 一躯 永昌寺 平安 昭和45年5月1日 箕川町

13 木造阿弥陀如来坐像 一躯 陽泉院 平安 昭和46年5月20日 野村町

14 木造千手観音立像 一躯 善教寺 平安 昭和47年11月3日 種町

15 木造聖観音立像 一躯 大徳寺 平安 昭和47年11月3日 能登川町



名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

16 木造阿弥陀如来坐像 一躯 妙金剛寺 平安 昭和48年9月23日 伊庭町

17 木造阿弥陀如来坐像 一躯 光照寺 鎌倉以前 昭和48年9月23日 阿弥陀堂町

18 木造阿弥陀如来立像 一躯 法蓮寺 平安 昭和50年3月10日 五個荘木流町

19 磨崖地蔵菩薩立像 一躯
五個荘
　　　伊野部町

南北朝 昭和50年3月10日 五個荘伊野部町

20 木造地蔵菩薩立像 一躯 東光寺地蔵講 平安 昭和50年3月10日 五個荘清水鼻町

21 木造狛犬 一対 五個荘簗瀬町 南北朝 昭和51年4月5日 五個荘簗瀬町

22 石造阿弥陀如来立像 一躯 五個荘小幡町 鎌倉 昭和52年1月31日 五個荘小幡町

23 木造阿弥陀如来立像 一躯 浄土寺 平安後期 昭和55年11月3日 川南町

24 木造薬師如来立像 一躯 法徳寺 平安 昭和56年1月8日 市辺町

25 木造狛犬　　阿吽 一対 苗村神社 鎌倉 昭和57年3月3日 五個荘木流町

26 木造釈迦如来坐像 一躯 乾徳寺 鎌倉～室町 昭和57年3月3日 五個荘川並町

27 木造地蔵菩薩立像 一躯 西福寺 鎌倉 昭和63年6月16日 平柳町

28 木造阿弥陀如来坐像 一躯 昌善寺 平安 昭和63年6月16日 南菩提寺町

29 木造地蔵菩薩立像 一躯 昌善寺 平安 昭和63年6月16日 南菩提寺町

30 木造聖観音菩薩立像 一躯 最福寺 平安 昭和63年6月16日 湯屋町

31 押立神社本地仏 二躯 押立神社 平安 昭和63年6月16日 北菩提寺町

32 木造聖観音菩薩立像 一躯 慈眼寺 平安 昭和63年6月16日 小田苅町

33 木造阿弥陀如来立像 一躯 玉宝院 鎌倉 昭和63年6月16日 北清水町

34 木造鬼面 一面 日吉神社 桃山 平成1年8月22日 上平木町

35 木造阿弥陀如来坐像 一躯 光林寺 平安 平成1年8月22日 妙法寺町

36 木造天部形立像 一躯 春日神社 平安 平成2年3月15日 小八木町

37 木造狛犬 一対 春日神社 南北朝 平成2年3月15日 小八木町

38 慶岸寺木造阿弥陀如来坐像 一躯 慶岸寺 鎌倉 平成2年3月31日 宮井町

39 川合東出石棺仏 一躯 川合東出区 鎌倉 平成2年3月31日 川合町

40 木造地蔵菩薩半跏像 一躯 八之塚地蔵院 平安～鎌倉 平成3年1月17日 池之尻町

41 木造毘沙門天立像 一躯 引接寺 鎌倉 平成3年1月17日 上山町

42 木造不動明王立像 一躯 八之塚地蔵院 鎌倉 平成3年1月17日 池之尻町



名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

43 木造天部形立像 一躯 松雲寺 平安 平成3年1月17日 妹町

44 木造狛犬 一対 野々宮神社 鎌倉 平成4年2月26日 八日市金屋

45 地蔵菩薩坐像 一躯 永昌寺 鎌倉 平成4年3月30日 箕川町

46 木造聖観音菩薩立像 一躯 長宝寺 平安 平成4年12月1日 五個荘小幡町

47 木造阿弥陀如来坐像 一躯 蓮光寺 平安 平成4年12月1日 五個荘北町屋町

48 木造十一面観音立像 一躯 大覚寺 平安 平成8年5月1日 大覚寺町

49 銅造釈迦如来立像 一躯 専修院 白鳳 平成8年5月1日 鯰江町

50 木造聖観音菩薩立像 一躯 石塔寺 平安 平成8年5月1日 石塔町

51 石造三尊仏 元亨元年四月の刻銘あり 一基 大蓮寺 鎌倉 平成9年1月24日 市辺町

52 石造三尊仏 貞和二年二月の刻銘あり 一基 法徳寺 南北朝 平成9年1月24日 市辺町

53 木造不動明王二童子像 三躯 百済寺 鎌倉 平成10年5月1日 百済寺町

54
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 南菩提寺
室町
（天文２０年・１５５
１）

平成10年10月15日 南菩提寺町

55 鼻高面 一面 南菩提寺 室町 平成10年10月15日 南菩提寺町

56 木造薬師如来立像 一躯 南菩提寺 鎌倉 平成10年10月15日 南菩提寺町

57 木造地蔵菩薩立像 一躯 引接寺 平安 平成11年3月25日 今崎町

58 木造聖観音菩薩立像 一躯 柴原南町 平安 平成11年3月25日 柴原南町

59 木造薬師如来坐像 一躯 薬師寺 平安 平成11年3月25日 八日市清水

60 木造毘沙門天立像 一躯 上平木町 平安 平成13年2月28日 上平木町

61 木造毘沙門天立像　附　永正九年造立願文　一紙 一躯 百済寺 室町 平成20年3月28日 百済寺町

62 木造阿弥陀如来立像 一躯 弘誓寺
平安末期～鎌倉初
期

平成21年3月25日 五個荘金堂町

63
木造聖観音菩薩立像
 　背面に「近江州愛知郡高野村大雲山興源禅寺函之
　 本尊」 「興源寺」の墨書あり

一躯 興源寺 平安 平成21年3月25日 永源寺高野町

64 木造不動明王立像 一躯 大善寺 平安 平成23年3月30日 黄和田町

65 木造毘沙門天立像 一躯 大善寺 平安 平成23年3月30日 黄和田町

66 木造阿弥陀如来立像 一躯 妙楽寺 平安後期 平成28年3月31日 伊庭町

67 木造千手観音立像 一躯 石馬寺 鎌倉 令和4年9月1日 五個荘石馬寺町

68 木造地蔵菩薩立像 一躯 石馬寺 平安後期 令和4年9月1日 五個荘石馬寺町

69 木造毘沙門天立像 一躯 石馬寺 鎌倉 令和4年9月1日 五個荘石馬寺町


