
有形民俗文化財（県指定）

所在地1 所在地2

参籠札

　元久元年六月廿四日の記があるもの　　　　　　壱

　元弘元季八月廿日の記があるもの　　　　　　　壱

　元弘三季十月廿三日の記があるもの　　　　　　参

　康永二二年五月九日の記があるもの　　　　　　壱

　貞和三年二月卅日の記があるもの　　　　　　　壱

　貞治二二年十月十二日の記があるもの　　　　　弐

　応永弐季倭七月十八日の記があるもの　　　　　壱

　応永十季六月廿二日の記があるもの　　　　　　壱

　応永十二年六月十九日の記があるもの　　　　　壱

　応永十二年　□　の記があるもの　　　　　　　壱

　応永廿四年六月廿一日の記があるもの　　　　　壱

　応永廿六年六月の記があるもの　　　　　　　　壱

　永享二季六月廿三日の記があるもの　　　　　　壱

　享徳二年六月廿二日の記があるもの　　　　　　壱

　寛正五年申八月八日の記があるもの　　　　　　壱

　応仁二年の記があるもの　　　　　　　　　　　壱

　文明六年六月廿一日の記があるもの　　　　　　弐

　文明十三季六月廿一日の記があるもの　　　　　弐

　文明十三年十月十七日の記があるもの　　　　　壱

　文明十四稔六月廿一日の記があるもの　　　　　壱

　文明拾二二年壬寅閏七月十一日の記があるもの　壱

　文明十九年六月十八日の記があるもの　　　　　弐

　明応三年六月十九日の記があるもの　　　　　　壱

　明応四年六月廿一日の記があるもの　　　　　　壱

　明応七年六月十九日の記があるもの　　　　　　壱

　明応八年の記があるもの　　　　　　　　　　　壱

指定年月日 名   　称 員　数 所有者 時代・年代 指定記号番
号

備　　　　　考

鎌倉～桃山 有民第一
号

(２)有形民俗文化財（県指定）

所有者の住所

昭40.8.9 五十八本 明王院 大津市 葛川坊村
町
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有形民俗文化財（県指定）

所在地1 所在地2

指定年月日 名   　称 員　数 所有者 時代・年代 指定記号番
号

備　　　　　考所有者の住所

　明応九年六月廿一日の記があるもの　　　　　　壱

　文亀弐年十月十日の記があるもの　　　　　　　壱

　永正甲子五月三日の記があるもの　　　　　　　壱

　永正丁卯六月廿日の記があるもの　　　　　　　壱

　永正拾三年六月廿日の記があるもの　　　　　　壱

　永正丁丑六月廿日の記があるもの　　　　　　　壱

　永正　□　年六月廿一日の記があるもの　　　　壱

　大永五年六月十八日の記があるもの　　　　　　壱

　大永六季六月十八日の記があるもの　　　　　　壱

　大永六年六月吉日の記があるもの　　　　　　　壱

　大永七年六月十八日の記があるもの　　　　　　壱

　天文二年六月十八日の記があるもの　　　　　　壱

　天文四年卯月廿九日の記があるもの　　　　　　壱

　天文七年六月十八日の記があるもの　　　　　　壱

　天文八年六月日の記があるもの　　　　　　　　壱

　天文九年六月十八日の記があるもの　　　　　　壱

　天文十四年の記があるもの　　　　　　　　　　弐

　天文十四年の記があるもの　　　　　　　　　　壱

　永禄四年六月十九日の記があるもの　　　　　　壱

　永禄八年六月廿二日の記があるもの　　　　　　壱

　永禄九年六月吉日の記があるもの　　　　　　　参

　慶長六年三月吉日の記があるもの　　　　　　　壱

　慶長十七年九月九日の記があるもの　　　　　　壱

昭59.3.30 貫井の木地屋用具と製品 二十五点 滋賀県 大津市 京町四丁
目

江戸～昭和 有民第五
号

昭61.3.28 八日市の柄屋用具及び製品 百三十七点 滋賀県 大津市 京町四丁
目

明治～昭和 有民第八
号

長浜曳山祭の山車
　附　山蔵

　 有民第七
号

　長刀山 小舟町組 朝日町 1

　月宮殿 田町組 朝日町 2

昭60.3.29 十三基、十三
棟

長浜市 江戸 昭55.3.29長浜市指定
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有形民俗文化財（県指定）

所在地1 所在地2

指定年月日 名   　称 員　数 所有者 時代・年代 指定記号番
号

備　　　　　考所有者の住所

　萬歳楼 瀬田町組 朝日町 3

　猩々丸 船山組 朝日町 4

　春日山 本町組 北船町 5

　孔雀山 神戸町組 元浜町 6

　壽山 大手町組 元浜町 7

　高砂山 宮町組 宮前町 8

　常磐山 呉服町組 南呉服町 9

　諫鼓山 御堂前組 元浜町 10

　鳳凰山 祝町組 元浜町 11

　青海山 北町組 元浜町 12

　翁山 伊部町組 三ツ矢町 13

昭和
60.3.31

下笠のサンヤレ踊り衣装
　附　衣装箱　包紙

百二点、三点 下笠町参
弥礼踊保
存会

草津市 下笠町 江戸～昭和 有民第九
号

昭59.3.30 朽木の木地屋用具と製品 百十七点 高島市 高島市 新旭町 江戸～昭和 有民第六
号

追加指定
朽木資料館保管

君ケ畑木地屋氏子狩帳
　附　木地屋関係文書

　元禄七年の記より始まるもの

　元禄七年の記より始まるもの

　享保四年の記より始まるもの

　享保五年の記より始まるもの

　享保十一年の記より始まるもの

　延享二年の記より始まるもの

　宝暦六年の記より始まるもの

　宝暦六年の記より始まるもの

　宝暦六年の記より始まるもの

　宝暦六年の記より始まるもの

　宝暦十年の記より始まるもの

　宝暦十一年の記より始まるもの

　宝暦十四年の記より始まるもの

江戸～明治 有民第三
号

昭43.3.30永源寺町指定昭56.4.24 五十三簿冊、
二十八点

金龍寺、
大皇器地
祖神社

東近江市 君ケ畑町
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有形民俗文化財（県指定）

所在地1 所在地2

指定年月日 名   　称 員　数 所有者 時代・年代 指定記号番
号

備　　　　　考所有者の住所

　宝暦十四年の記より始まるもの

　明和二年の記より始まるもの

　明和二年の記より始まるもの

　明和二年の記より始まるもの

　明和七年の記より始まるもの

　明和七年の記より始まるもの

　明和七年の記より始まるもの

　明和八年の記より始まるもの

　安永二年の記より始まるもの

　安永二年の記より始まるもの

　安永三年の記より始まるもの

　安永四年の記より始まるもの

　安永四年の記より始まるもの

　安永四年の記より始まるもの

　安永四年の記より始まるもの

　安永四年の記より始まるもの

　天明六年の記より始まるもの

　寛政九年の記より始まるもの

　寛政十二年の記より始まるもの

　寛政十二年の記より始まるもの

　文化五年の記より始まるもの

　文化五年の記より始まるもの

　文化五年の記より始まるもの

　文化九年の記より始まるもの

　文化十二年の記より始まるもの

　文政九年の記より始まるもの

　文政十年の記より始まるもの

　文政十年の記より始まるもの

　文政十年の記より始まるもの

　天保三年の記より始まるもの
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有形民俗文化財（県指定）

所在地1 所在地2

指定年月日 名   　称 員　数 所有者 時代・年代 指定記号番
号

備　　　　　考所有者の住所

　弘化二年の記より始まるもの

　弘化三年の記より始まるもの

　弘化三年の記より始まるもの

　安政四年の記より始まるもの

　明治五年の記より始まるもの

　明治五年の記より始まるもの

　明治六年の記より始まるもの

　明治六年の記より始まるもの

　宝暦二年の記より始まるもの

　天保三年の記より始まるもの

昭56.4.24 蛭谷木地屋氏子狩帳
 附　木地屋関係文書

三十五簿冊、
六十七点

筒井神社 東近江市 蛭谷町 江戸～明治 有民第二
号

昭43.3.30永源寺町指定

　正保四年の記より始まるもの

　明暦三年の記より始まるもの

　寛文五年の記より始まるもの

　寛文十年の記より始まるもの

　延宝七年の記より始まるもの

　貞享四年の記より始まるもの

　元禄七年の記より始まるもの

　宝永四年の記より始まるもの

　享保五年の記より始まるもの

　享保十二年の記より始まるもの

　享保二十年の記より始まるもの

　元文五年の記より始まるもの

　延享元年の記より始まるもの

　寛延二年の記より始まるもの

　寛延四年の記より始まるもの

　宝暦八年の記より始まるもの

　安永三年の記より始まるもの

　安永九年の記より始まるもの

追加昭
57.3.31
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有形民俗文化財（県指定）

所在地1 所在地2

指定年月日 名   　称 員　数 所有者 時代・年代 指定記号番
号

備　　　　　考所有者の住所

　寛政九年の記より始まるもの

　寛政十一年の記より始まるもの

　文政十三年の記より始まるもの

　天保十四年の記より始まるもの

　弘化三年の記より始まるもの

　安政三年の記より始まるもの

　安政四年の記より始まるもの

　慶応三年の記より始まるもの

　明治十一年の記より始まるもの

　明治十三年の記より始まるもの

　明治十三年十四年の記より始まるもの

　明治十五年の記より始まるもの

　明治十六年の記より始まるもの

　明治廿六年の記より始まるもの

　安永四年の記より始まるもの

　天保元年の記より始まるもの

　安政三年の記より始まるもの

昭57.3.31 大岩助左衛門日記
 附　蛭谷村系図　日記逸文

二冊 小椋正清 東近江市 蛭谷町 江戸
元禄八

有民第四
号

平29.11.24 馬見岡綿向神社祭礼渡御図絵馬 一点 馬見岡綿
向神社

日野町 村井 江戸
文化九

有民第十
一号

追加
昭57.3.31

6 / 6


