
有形文化財（美術工芸品）

大津市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 S62.6.6 紙本著色近江名所図　六曲屏風 １双 滋賀県（県立近美保管） 大津市 京町４丁目1-1 室町 絵１８７２

県有 絵画 H23.3.19 紙本墨画叡山図　曾我蕭白筆 １幅 滋賀県（琵文保管） 大津市 京町４丁目1-1 江戸 絵４３

県有 絵画 H29.3.23 紙本墨画楼閣山水図　高田敬輔筆　　　　　　四 ８面 滋賀県（県立近美保管） 大津市 京町４丁目1-1 江戸 絵４９

　　　　　　　　　　八十一歳の款記がある

　　　　　　　　　　襖貼付

紙本墨画琴棋書画図　高田敬輔筆　　　　　　四

　　　　　　　　　　襖貼付

県有 工芸品 H2.3.24 信楽　　矢筈口水指 １口 滋賀県（琵文保管） 大津市 京町４丁目1-1 桃山 工３９

重文 古文書 H21.7.10 東寺文書（百七通） ７巻
３冊
９４通

滋賀県（琵琶湖博物館保管） 大津市 京町４丁目1-1 平安～江戸 文６７７

県有 書跡等 H19.6.1 東寺文書（滋賀県所有本） ７２点 滋賀県（琵琶湖博物館保管） 大津市 京町四丁目1-1 江戸 書６６

員変　H21.7.10

重文 書跡等 H23.6.27 滋賀県西河原遺跡群出土木簡 ６４点 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 飛鳥～奈良 文６８５

県有 書跡等 S42.4.24 近江国絵図 １1１５枚 滋賀県（県立図書館保管） 大津市 京町４丁目1-1 江戸～明治 書２

県有 書跡等 H17.4.20 鴨田遺跡出土巡礼札 ５４点 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 室町 書６０

県有 書跡等 H17.4.20 東光寺遺跡出土呪符木簡 ２点 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 平安 書６１

県有 書跡等 H18.3.17 近江輿地志略（寒川辰清自筆本） ９４冊 滋賀県（琵文保管） 大津市 京町４丁目1-1 江戸 書６３

　　附　付図 ５鋪

　　　　序跋抜丁包紙添 １５枚

県有 歴史資料 H16.4.16 大津事件関係資料 ９９点 滋賀県（琵文保管） 大津市 京町４丁目1-1 明治 歴７

県有 歴史資料 H25.3.19 滋賀県行政文書 ９０６８冊 滋賀県 大津市 京町４丁目1-1 明治～昭和 歴９
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 考古資料 S62.6.6 袈裟襷文銅鐸
突線袈裟襷文銅鐸
流水文銅鐸

２口
７口
１口

滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 弥生 考４２７

　滋賀県野洲郡野洲町小篠原大岩山出土

重文 考古資料 S62.6.6 近江新開古墳出土品 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 古墳 考４２８

一、銅鏡

　　五獣鏡 １面

　　盤龍鏡 １面

一、玉類

　　碧玉勾玉 ２箇

　　瑪瑙勾玉 １箇

　　碧玉管玉残欠共 ２２箇

　　ガラス小玉 １括

　　滑石小玉 １括

一、櫛残欠 １箇

一、刀剣類

　　刀身 ３口

　　剣身 ２口

一、刀子 ２口

（以上北棺内出土品）

一、滑石小玉 １括

一、滑石有孔円板 １箇

一、刀身 １口
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

（以上北棺外出土品）

一、画像鏡 １面

一、玉類

　　碧玉管玉 ５箇

　　滑石小玉 １括

一、刀剣類

　　刀身 ５口

　　剣身 ７口

一、矛身 １口

一、鉄鏃残欠共 １括

一、武具類

　　鉄衝角付冑 １頭

　　鉄眉庇付冑 ４頭

　　鉄短甲（頸甲・肩甲残欠２頭共） ４領

　　鉄胸当 １箇

　　鉄臑当 ２双分

一、工具類

　　刀子 １口

　　鑿 １本

　　やりがんな残欠 １本

（以上南棺内出土品）

一、金銅帯金具残欠共 １条分
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

一、剣身 ２口

一、矛身（石突１口共） ３口

一、鉄鏃 ６本

一、盾残欠 ３枚分

一、馬具類

　　金銅透彫鏡板付轡 １具

　　鉄鞍金具残欠 １具分

　　蛇行状鉄器残欠 １箇

　　鉄板飾輪鐙残欠共 ２双分

　　金銅鉸具 ２箇

　　鉄鉸具 ７箇

　　鉄辻金具残欠 １括

　　銅馬鐸 ３箇

　　銅環鈴 ２箇

（以上南棺外出土品）

県有 考古資料 H15.4.16 松原内湖遺跡出土箆状木製品 ２点 滋賀県（琵琶湖博物館保管） 大津市 京町４丁目1-1 縄文 考３ 滋賀県立琵琶湖博物館保管

県有 考古資料 H15.4.16 史跡大中の湖南遺跡出土木製品 ３６６点 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 弥生 考４ 滋賀県立安土城考古博物館保管

　　農具　　　　　　　　　　　　　　　　１７０点

　　容器　　　　　　　　　　　　　　　　　３３点

　　紡織具　　　　　　　　　　　　　　　　　５点

　　工具　　　　　　　　　　　　　　　　　１６点

　　漁労具　　　　　　　　　　　　　　　　　７点
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　祭祀具　　　　　　　　　　　　　　　　　５点

　　狩猟具　　　　　　　　　　　　　　　　　３点

　　その他　　　　　　　　　　　　　　　１２８点

県有 考古資料 H15.4.16 烏丸崎遺跡出土木偶 １点 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 弥生 考５ 滋賀県立安土城考古博物館保管

県有 考古資料 H15.4.16 湯ノ部遺跡出土木偶 ４点 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 弥生 考６ 滋賀県立安土城考古博物館保管

県有 考古資料 H16.4.16 供養塚古墳出土形象埴輪 １４２点 滋賀県（安土城考古博保管、
県埋文センター保管）

大津市 京町４丁目1-1 古墳 考７ 滋賀県立安土城考古博物館保管

県有 考古資料 H19.6.1 鍛冶屋敷遺跡出土遺物 滋賀県（安土城考古博保管） 大津市 京町４丁目1-1 奈良 考９

　　須恵器杯身 ３点

　　須恵器壺 １点

　　須恵器鉢 ２点

　　土師器皿 １点

　　土師器甕 １点

　　漆塗り須恵器鉢 １点

　　「二竈領」墨書須恵器杯蓋 １点

　　炉壁 １１点

　　鋳型（外型） ７点

　　鋳型（中子） １点

　　銅塊 ３点

県有 考古資料 H27.12.18 相谷熊原遺跡出土品 ５３５点 滋賀県（県埋文センター保
管）

大津市 京町４丁目1-1 縄文 考１１

　　土偶　　　　　　　　　　　　　　　　　　１点

　　土器　　　　　　　　　　　　　　　　３６４点

　　石器　　　　　　　　　　　　　　　　１７０点
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 歴史資料 H30.10.31 大津百艘船関係資料 大津市（大津歴博保管） 大津市 大門通20-6 桃山～明治 歴２１１

　一、文書・記録類 １１９８点

　一、高札 １３点

　一、器物類 ２６点

重文 考古資料 H25.6.19 鴟尾 ４箇 大津市（大津市歴博保管） 大津市 御陵町3-1 飛鳥 考６１６

重文 彫刻 H25.6.19 木造天王立像 １躯 天満神社 大津市 北比良381 平安 彫３５９９

県有 書跡等 H12.3.10 比良庄絵図 １鋪 北比良区［琵文寄託］ 大津市 北比良 室町 書５１ 修（平１３）

県有 書跡等 H12.3.10 大般若波羅蜜多経（崇永版） 600帖 樹下神社 大津市 北小松914 南北朝 書５２ 修（平１３～１４）

　附　経箱　　　　　　　　　　６合

　　　経帙　　　　　　　　　６０帙

　　　絹本著色釈迦十六善神像　１幅

重文 彫刻 M34.3.27 木造阿弥陀如来立像 １躯 西岸寺 大津市 和邇中358 鎌倉 彫５１０ 修（明４０）

収蔵庫（昭５４）

重文 彫刻 M37.2.18 木造国常立尊坐像 １躯 地主神社［琵文寄託］ 大津市 葛川坊村町116 平安 彫５０８

重文 彫刻 M37.2.18 木造　男神坐像　５ ７躯 地主神社［琵文寄託］ 大津市 葛川坊村町116 平安 彫５０９

　　　女神坐像　１

　　　僧形坐像　１

県有 工芸品 S40.8.9 金銅八角形釣燈籠 １基 地主神社［琵文寄託］ 大津市 葛川坊村町 室町 工１２

　底裏に「葛川明王院御前灯呂大永六年九月日作者安

　冶」の刻銘がある

重文 絵画 T9.4.15 紙本著色光明真言功徳絵詞 ３巻 明王院［京博寄託］ 大津市 葛川坊村町155 室町　応永５ 絵４３８ 修（昭５６・５７）

　応永五年二月ノ奥書アリ
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 H10.6.30 絹本著色不動明王二童子像 １幅 明王院［延暦寺国宝殿寄託］ 大津市 葛川坊村町155 鎌倉 絵１９６３ 修（平１１・１２）

重文 彫刻 M37.2.18 木造千手観音不動明王立像（本堂安置） ３躯 明王院（管理団体　延暦寺） 大津市 葛川坊村町155 平安 彫３２９６ 旧名称　木造不動明王立像１躯

　　　　　　毘沙門天 　　　　木造毘沙門天立像１躯

修（昭５５）

重文 工芸品 H25.6.19 葛川明王院御正体 明王院（管理団体　延暦寺） 大津市 葛川坊村町155 室町　明徳３
～文安４

工２６６９

一、不動明王及二童子像 ５面

　　　　内四面の各裏面に明徳三年、明徳四年、

　　　　応永三年、応永十三年の墨書銘、一面の

　　　　表に応永二年の刻銘がある

一、宝塔 １面

　　　　裏面に文安四年の墨書銘がある

　附　御正体　５面

　　　　内一面の裏面に明徳四年の墨書銘がある

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 明王院（管理団体　延暦寺） 大津市 葛川坊村町155 南北朝 貞治２ 工１０

　貞治二年十月十四日の刻銘がある

県有 工芸品 H18.3.17 銅鉢 １口 明王院［琵文寄託］ 大津市 葛川坊村町155 南北朝 建武２ 工５０

　建武二年乙亥三月廿三、願主覚実の刻銘がある

重文 書跡等 H3.6.21 葛川明王院文書 ４３３６通 明王院（管理団体　延暦寺） 大津市 葛川坊村町155 平安～江戸 文１３２

　附　文保二年文書櫃　３合

重文 書跡等 H3.6.21 葛川与伊香立庄相論絵図 １巻、１幅 明王院（管理団体　延暦寺） 大津市 葛川坊村町155 鎌倉 文１３３ 修（平６・７）
変更前の員数は２鋪

重文 歴史資料 H3.6.21 葛川明王院参籠札 ５０１枚 明王院（管理団体　延暦寺） 大津市 葛川坊村町155 鎌倉～江戸 歴６２

重文 彫刻 M37.2.18 木造仏像（寺伝聖観音立像） １躯 慈眼庵 大津市 伊香立北在地町 平安 彫５０５ 修（明４０）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 M30.12.28 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 １幅 新知恩院［琵文寄託］ 大津市 伊香立下在地町
1160

鎌倉 絵４３７ 修（昭３４）

重文 絵画 S39.5.26 絹本著色六道絵 ６幅 新知恩院［琵文寄託］ 大津市 伊香立下在地町
1160

南宋 絵１５７９ 修（昭３４）

県有 絵画 H27.12.18 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 １幅 光明寺［大津歴博寄託］ 大津市 伊香立南庄町
1397

鎌倉 絵４８

県有 工芸品 S57.3.31 梵鐘 １口 正源寺 大津市 真野５丁目17-36 鎌倉　正応３ 工３２

　正応三年十月の刻銘がある

重文 彫刻 H17.6.9 木造阿弥陀如来立像 １躯 西勝寺［大津歴博寄託（附の
み）］

大津市 真野谷口町9-19 鎌倉 彫３５２６

　附　像内納入品

　　　一、銘札 １枚

　　　　　　建仁三年十二月、願主為清の記がある

　　　一、紙本墨書梵字宝篋印陀羅尼 １巻

　　　　　　建仁参年十二月、願主三善為清、万阿弥
陀仏

　　　　　　等の記がある

　　　一、紙本墨書宝篋印陀羅尼 １巻

　　　　　　建仁三年十二月、執筆行遍の記がある

重文 彫刻 M34.3.27 木造聖観音坐像 １躯 満月寺 大津市 本堅田１丁目16-
18

平安 彫５０１ 修（明４０）
美工防災（平元）

重文 彫刻 M34.3.27 木造薬師如来坐像（薬師堂安置） １躯 専念寺 大津市 仰木２丁目20-8 平安 彫５０３ 修（明４０）

重文 彫刻 M34.3.27 木造千手観音立像（観音堂安置） １躯 東光寺 大津市 仰木５丁目13-52 平安 彫５０２ 修（大９）

重文 彫刻 M34.3.27 木造地蔵菩薩立像（地蔵堂安置） １躯 真迎寺 大津市 仰木２丁目7-10 鎌倉 彫５０４ 修（明４０・昭３７）

重文 彫刻 M34.3.27 木造阿弥陀如来坐像 １躯 福領寺 大津市 雄琴２丁目10-3 平安 彫４８７ 修（昭３８）

美工防災（平２８）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色天台大師像　有賛 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵４０８ 収蔵庫（昭４１・４２）
収蔵庫（昭６３・平元・２）
修（昭４０）
収蔵庫改修（平２９）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色天台大師像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵４０９ 修（昭１１・平１４）

重文 絵画 M41.4.23 絹本著色文殊菩薩像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵４１０

重文 絵画 S13.7.4 絹本著色山王霊験記 １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 室町 絵４１３ 生源寺旧蔵

重文 絵画 S39.5.26 絹本著色相応和尚像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵１５７８ 修（昭４６）

重文 絵画 S46.6.22 絹本著色不動明王三大童子五部使者像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵１６６３ 修（昭６２）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色山王本地仏像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 南北朝 絵４３９ 東京都・佐野公一旧蔵（昭５６寄進）

修（平３０・令元）

美 絵画 S12.3.9 絹本著色普賢延命像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉

県有 絵画 S56.4.24 絹本著色山王本地仏曼荼羅図 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵２２ 修（平３０）

県有 絵画 H25.3.19 絹本著色慈恵大師像 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 絵４４

　附　旧軸木　１本

　　　旧裏書　２枚

重文 彫刻 M33.4.7 木造不動明王二童子像 ３躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４５１ 所在無動寺明王堂
修（明３２・昭５５）

重文 彫刻 M33.4.7 木造千手観音立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫４５２ 所在山王院

重文 彫刻 M33.4.7 木造釈迦如来立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４５３ 所在転法輪堂（釈迦堂）
修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造光定大師立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 南北朝 彫４５４ 所在山麓大師堂
修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造不動明王立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４５５ 所在飯室不動堂
修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造大威徳明王像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４５７ 所在無動寺明王堂
修（明３２・昭５５）

重文 彫刻 M33.4.7 木造金剛夜叉明王立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４５８ 所在無動寺明王堂
修（明３２・昭５５）

重文 彫刻 M33.4.7 木造降三世明王立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４５９ 所在無動寺明王堂
修（明３２・昭５５）

重文 彫刻 M33.4.7 木造軍荼利夜叉明王立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４６０ 所在無動寺明王堂
修（明３２・昭５５）

重文 彫刻 M33.4.7 木造四天王立像 ４躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫４６１ 所在根本中堂
修（明３２・昭１７・平２４～２５）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉 彫４６９ 滋賀院旧蔵
修（明３３・昭５５）

重文 彫刻 S16.11.6 木造聖観音立像（横川中堂安置） １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫４６２ 修（明１７）
美工防災（昭４５）

重文 彫刻 S16.11.6 木造吉祥天立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫４７０ 滋賀院旧蔵
修（昭１７）

重文 彫刻 S16.11.6 木造維摩居士坐像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫４７１ 清竜寺旧蔵

重文 彫刻 S16.11.6 木造慈恵大師坐像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉　弘安９ 彫４７２ 清竜寺旧蔵

　像内ニ弘安九年七月ノ銘アリ 修（昭４１）

重文 彫刻 S16.11.6 木造慈恵大師坐像　文永二年銘 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉　文永２ 彫４８０ 本覚院旧蔵

　像内ニ文永二年十二月十八日造立供養畢僧栄盛ノ銘
アリ

修（昭１９～２１・５５）

重文 彫刻 S39.5.26 木造四天王立像（所在釈迦堂） ２躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫３１７１ 修（昭４１・平２４）

重文 彫刻 S39.5.26 木造大黒天立像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉　正安３ 彫３１７２ 律院旧蔵

　首〓内面に正安三年採色、金剛仏子寂尊の銘がある 修（昭３０・４３）

重文 彫刻 S19.9.5 木造薬師如来坐像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 彫１２１４ 大阪府・徳田耕治旧蔵

修（昭５９）

M33.4.7 宝相華蒔絵経箱 １合 延暦寺［京博勧告］ 大津市 坂本本町4220 平安 工２１０ 修（昭３０）

国宝 工芸品 S32.2.19

T15.4.19 金銅経箱　叡山横川如法堂埋納 １合 延暦寺［京博勧告］ 大津市 坂本本町4220 平安 工４９

国宝 工芸品 S27.3.29

重文 工芸品 S39.5.26 尾長鳥繍縁花文錦打敷 １枚 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉　延慶３ 工２１８１

　裏面に「延慶三年庚戌六月八日」の墨書銘がある

国宝 工芸品 S39.5.26 　七条刺納袈裟 １領 延暦寺［京博寄託］ 大津市 坂本本町4220 隋 工２４９ 修（昭４１・４２）

統合 S41.6.11 　刺納衣 １領 第二類

　　（伝教大師将来）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 工芸品 S38.8.21 木造厨子 １基 延暦寺 大津市 坂本本町4220 室町 工１１ 律院旧蔵、律院保管

県有 工芸品 H9.3.31 金銅独鈷杵 １口 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 工４６

M30.12.28 伝教大師将来目録　貞元二十一年五月十三日 １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安　延暦24 古２２ 修（昭３５）

国宝 書跡等 S26.6.9 　　　　　　　　　明州刺史鄭審則跋

M30.12.28 羯磨金剛目録 伝教大師筆 １巻 延暦寺［東博勧告］ 大津市 坂本本町4220 平安　弘仁２ 古２３ 修（昭９）

国宝 書跡等 S26.6.9 　　　　　　 弘仁二年七月十七日

M33.4.7 天台法華宗年分縁起 伝教大師筆 １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 古２４ 修（昭３５）

国宝 書跡等 S27.3.29

M33.4.7 六祖恵能伝 １巻 延暦寺［奈良博承認］ 大津市 坂本本町4220 唐　貞元19 書１５８

国宝 書跡等 S28.3.31  　貞元十九年二月十三日奥書

M33.4.7 伝教大師入唐牒 １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 唐　貞元20・
21

古２５ 修（昭９・３５）

国宝 書跡等 S29.3.20  　明州牒（貞元廿年九月十二日）

 　台州牒（貞元廿一年二月日）

国宝 書跡等
S28.11.14
S29.3.20

嵯峨天皇宸翰光定戒牒(弘仁十四年四月十四日) １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安　弘仁14 古２６ 修（昭２９）

重文 書跡等 M33.4.7 紙本墨書道邃和尚伝道文 １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 古３６７ 修（令元）

重文 書跡等 M33.4.7 紙本墨書華厳要義問答　行福筆 ２巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 書５５６

重文 書跡等 M39.4.14 紙本墨書山門再興文書  天正十三年三月十一日綸旨 １通 延暦寺 大津市 坂本本町4220 桃山 古３６８ 修（昭４５）

　　　　　　　　　　　　天正十二年五月朔日秀吉直
判

１通

　　　　　　　　　　　　九月廿三日宣旨外二通 １巻

　　　　　　　　　　　　九月十二日家康状外六通 １巻

重文 書跡等 S24.5.30 伝述一心戒文　上中下 ３帖 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 書５６２ 恵心院旧蔵  変更（昭28.1.30）

修（昭２８）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 書跡等 S24.5.30 悉曇蔵 ８帖 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安 書５６３ 恵心院旧蔵

 　応徳二年六月書写 変更（昭２８．１．３０）

修（昭２８）

重文 書跡等 S30.6.22 紺紙金銀交書法華経 ８巻 延暦寺［大阪市美承認（２巻）］ 大津市 坂本本町4220 平安 書１７２９ 修（昭３５）

　　　［琵文寄託（２巻）］

重文 書跡等 S30.6.22 紺紙銀字法華経 ８巻 延暦寺［琵文寄託（２巻）］ 大津市 坂本本町4220 平安 書１７３０ 修（昭３５・平３・４）

　　　［大阪市美寄託（２巻）］

重文 書跡等 S54.6.6 延暦寺楞厳三昧院解　天禄三年正月十五日 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 平安　天禄３ 文５３

 　応座主良源並三綱證判

重文 歴史資料 H12.12.4 宗存版木活字（付属品共） 174,261点 延暦寺 大津市 坂本本町4220 江戸 歴１１０ 修（平１３）

美 書跡等 S15.9.27 紙本墨書中御門天皇宸翰御願文 １巻 延暦寺 大津市 坂本本町4220 江戸

 　享保十八年十二月十三日

美 書跡等 S15.9.27 紙本墨書後水尾天皇宸翰御懐紙 １幅 延暦寺 大津市 坂本本町4220 江戸 東京都・守田たね子旧蔵

 　（比叡山中堂に） 昭５３．４．１変更

県有 書跡等 H9.3.31 往生要集 ６冊 延暦寺 大津市 坂本本町4220 鎌倉～南北朝 書３６

　版本　　　　　　　　　　　　４冊

　　　下末に建長五年の刊記がある

　写本　　　　　　　　　　　　２冊

重文 絵画 M41.4.23 絹本著色不動二童子像 １幅 恵光院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目24-16 鎌倉 絵４１４ 修（昭４４）

重文 彫刻 M33.4.7 木造慈眼大師坐像 １躯 恵日院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本４丁目6-33 江戸 彫４６７ 修（昭５５）

重文 彫刻 T2.4.14 木造慈恵大師坐像 １躯 求法寺（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本４丁目2-33 鎌倉 彫４６６ 修（昭８）

　胎内ニ文永四年ノ銘アリ
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M33.4.7 木造不動明王二童子立像 ３躯 玉蓮院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本４丁目10-9 鎌倉 彫４６５ 修（明３３）

県有 絵画 H5.3.31 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 １幅 弘法寺（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目 鎌倉 絵３４

重文 工芸品 S39.5.26 金銀鍍水瓶 １口 弘法寺（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目26-41 鎌倉 工２１８２

重文 書跡等 S39.5.26 法華経（装飾経） ８巻 弘法寺（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目26-41 平安 書２１３６

　天正十八年五月天台座主尊朝親王跋

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 乗実院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目24-70 鎌倉 彫４７３ 修（昭３２・５５）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色毘沙門天像 １幅 実蔵坊（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目24-9 鎌倉 絵４１５ 修（昭６）

重文 考古資料 M33.4.7 水晶舎利塔 １基 実蔵坊（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目24-9 鎌倉 考３５

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １躯 寿量院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目24-8 室町 彫４６８

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 大林院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目26-30 鎌倉 絵４２４ 修（昭４４）

重文 彫刻 M33.4.7 木造不動明王坐像 １躯 大林院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本５丁目26-30 平安 彫４７８ 修（明３３・昭５５）

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １躯 妙行院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本４丁目5-31 鎌倉 彫４６４ 修（明３３・昭５５）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色地蔵菩薩像 １幅 明徳院（管理団体　延暦寺） 大津市 坂本４丁目7-16 鎌倉 絵４２５ 修（明３６・平５）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色弥陀三尊二十五菩薩来迎図 １幅 安楽律院［京博勧告］ 大津市 坂本本町4293 鎌倉 絵４１１

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色千手観音像 １幅 安楽律院［京博寄託］ 大津市 坂本本町4293 鎌倉 絵４１２ 修（昭１４）

重文 絵画 R2.9.30 絹本著色天台三祖師像 １幅 金台院 大津市 坂本６丁目 鎌倉

美 書跡等 S17.5.30 後陽成天皇宸翰心経 １巻 金台院 大津市 坂本６丁目 桃山

　延宝辛酉林鐘廿六日後西天皇ノ御跋アリ

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 宝光寺 大津市 坂本１丁目16-29 鎌倉 彫４７９ 修（明３２）

美 工芸品 S18.10.1 香炉釜 １口 個人 大津市 坂本本町 室町

　伊勢山田常明寺香爐永正三年八月日大工葦屋行信ノ
銘

　アリ
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

美 書跡等 S9.12.20 十五日（花押）御消息（神輿三基云々） １幅 個人 大津市 坂本本町

重文 彫刻 M33.4.7 木造十一面観音立像 １躯 盛安寺 大津市 坂本１丁目17-1 平安 彫４７７ 修（明３２）

収蔵庫（昭５６）

重文 工芸品 M33.4.7
統合 S.41.6.11

日吉山王金銅装神輿 ７基 日吉大社 大津市 坂本５丁目1-1 桃山・江戸 工１５７ もと銅造日吉白山宮御輿など３件。追加指
定して御輿１件とする

収蔵庫（昭４２・４３）

修（昭４８～５６）

重文 絵画 M30.12.28
名変　S39.5.26

絹本著色当麻曼荼羅図 １幅 西教寺［奈良博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉 絵４１６ 旧名称　観経曼荼羅絹本著色掛幅（伝恵心
僧都筆）

保存庫（昭５３）

修（平２）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色阿弥陀如来像（迅雲弥陀如来） １幅 西教寺［奈良博勧告］ 大津市 坂本５丁目13-1 南北朝 絵４１７ 修（昭１４・平３）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色釈迦如来像（持鉢釈迦如来） １幅 西教寺［奈良博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉 絵４１８ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色阿弥陀如来像 １幅 西教寺［奈良博承認］ 大津市 坂本５丁目13-1 南宋 絵４１９ 修（昭１４・平４）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色天台大師像 １幅 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 南宋 絵４２０ 修（明３９）、張思訓筆

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色山王諸神像 １幅 西教寺［大阪市美承認］ 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉 絵４２１ 修（明３６・昭１１）

重文 絵画 M34.3.27 絹本著色扇面古写経 １幅 西教寺［奈良博勧告］ 大津市 坂本５丁目13-1 平安 絵４２２ 修（昭９・平３）

重文 絵画 S17.6.26 絹本著色豊臣秀吉像 １幅 西教寺［京博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 桃山　慶長５ 絵４２３ 修（昭４５）

　慶長五年霊三及永哲ノ賛アリ

美 絵画 S17.5.30 絹本著色慈威和尚像　延文元年恵澄ノ賛アリ １幅 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 南北朝

県有 絵画 H30.10.17 絹本著色円観像 １幅 絵５１

　延文元年恵澄の賛がある

美 絵画 S17.5.30 絹本著色前田菊姫像　天正十二年真智ノ賛アリ １幅 西教寺［京博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 桃山

県有 絵画 S47.4.1 絹本著色熊野曼荼羅 １幅 西教寺［京博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 南北朝 絵４ 修（昭５７）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 絵画 H2.3.31 絹本著色真盛上人像 １幅 西教寺［琵文寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 室町 絵３０ 修（平４）

　文亀二年の裏書がある

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １躯 西教寺 大津市 坂本５丁目13-1 平安 彫４７４

重文 彫刻 M33.4.7 木造聖観音立像 １躯 西教寺 大津市 坂本５丁目13-1 平安 彫４７５ 修（明３２）

収蔵庫改修（令元）

重文 彫刻 M33.4.7 木造薬師如来坐像 １躯 西教寺 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉 彫４７６ 修（明３２）

県有 彫刻 H25.3.19 木造阿弥陀如来及両脇侍立像 ３躯 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉 彫８２

　左脇侍像の足枘に巧匠法橋行快の銘がある

重文 工芸品 S39.1.28 石燈籠 １基 西教寺 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉 工２１７０

重文 工芸品 S43.4.25 鰐口 １口 西教寺［京博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 鎌倉　文永10 工２２３７

　浄福寺金口、文永十年十一月日の銘がある

重文 工芸品 S50.6.12 梵鐘 １口 西教寺 大津市 坂本５丁目13-1 平安 工２３７９

美 工芸品 S16.4.9 石造燈籠 １基 西教寺 大津市 坂本５丁目13-1

県有 工芸品 H26.1.17 花卉鳥獣文刺繡打敷 ２枚 西教寺［京博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 明 工５８

　元和二年、長谷川左兵衛尉藤広寄進の転写銘が

　ある

重文 書跡等 M33.4.7 後土御門天皇宸翰真盛上人号 １幅 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 室町　明応元 文３６９ 旧名称　紙本墨書後土御門院後柏原院宸翰

　明応元年十二月廿七日後柏原天皇宸翰御讃 修（昭３７）

重文 書跡等 S12.5.25 紙本墨書無量義経疏　上中下 ３巻 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 平安　寛平７ 書５６０ 修（昭１１）

　各巻ニ寛平七年憐昭ノ奥書アリ

重文 書跡等 S19.9.5 注大般涅槃経巻第八 １巻 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 奈良 書５６１ 修（昭３７）

重文 書跡等 S52.6.11 法華経（色紙金銀箔散） ８帖 西教寺［大津歴博寄託］ 大津市 坂本５丁目13-1 平安 書２３３２
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩半跏像 １躯 真光寺［大津歴博寄託］ 大津市 下阪本４丁目11-
7

鎌倉 彫４８１

重文 彫刻 H26.8.21 銅造観音菩薩立像 １軀 真光寺［大津歴博寄託］ 大津市 下阪本４丁目11-
7

奈良 彫３６１０

M30.12.28 絹本著色六道絵 １５幅 聖衆来迎寺［東博勧告(2幅)］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉 絵１３９ 修（昭３０・３１）

追加　S30.9.21 　附　旧軸木　１４本           ［京博勧告(4幅)］ 軸木琵文寄託

国宝 絵画 S38.7.1 　　　　正和二年、永享三年、文明九年、明応九年、         ［奈良博勧告(5幅)］

　　　　天文七年、永禄九年、寛永八年修理銘写各一
本

      ［大阪市美勧告(3幅)］

　　　　及び天和三年修理銘七本           ［琵文勧告(1幅)］

重文 絵画 M30.12.28 絹本著色十二天像 １２幀 聖衆来迎寺［東博勧告(2幀)］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉 絵４２７ 旧名称　十二天像絹本著色板装

名変　S39.5.26         ［奈良博勧告(2幀)］ （伝高階隆兼筆）

      ［大阪市美勧告(2幀)］

　　      ［京博承認(6幀)］

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色釈迦三尊十六善神図 １幅 聖衆来迎寺［京博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉 絵４２８

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色阿弥陀廿五菩薩来迎図 １幅 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉 絵４２９

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 ２幅 聖衆来迎寺［大阪市美勧告］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

室町 絵４３０

重文 絵画 M41.4.23 絹本著色楊柳観音像 １幅 聖衆来迎寺［奈良博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

高麗 絵４３３

県有 絵画 S32.8.26 絹本著色恵心僧都像 １幅 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉 絵１

重文 彫刻 M33.4.7 木造釈迦如来坐像 １躯 聖衆来迎寺 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉 彫４８２

重文 彫刻 M33.4.7 木造十一面観音立像 １躯 聖衆来迎寺 大津市 比叡辻２丁目4-
17

平安 彫４８３ 修（明３３・）

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １躯 聖衆来迎寺 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉　元徳２ 彫４８４ 足ほぞに銘あり
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

修（明３３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造　月光仏立像 ２躯 聖衆来迎寺 大津市 比叡辻２丁目4-
17

室町 彫４８５ 修（大１０・昭４１）

　　　日光

重文 彫刻 M41.4.23 銅造薬師如来立像 １躯 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

奈良 彫４８６

県有 彫刻 S41.7.4 木造大黒天立像 １躯 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

南北朝 彫７

　台座裏に暦応第二己卯三月五日手釿初同十一日建立
畢

　の墨書がある

重文 工芸品 M33.4.7 推朱香盆 １枚 聖衆来迎寺［奈良博勧告］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

元 工１６０

重文 工芸品 S30.6.22 犀角如意 １柄 聖衆来迎寺［京博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

平安 工６９５

重文 工芸品 S34.6.27 鋳銅三具足 １具 聖衆来迎寺［奈良博勧告］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

明 工９８７

　附　木箱　１合

　　　蓋裏及身底に天正十五年丁亥十一月寄進の墨書
銘

　　　がある

重文 工芸品 S39.5.26 銅水瓶 １口 聖衆来迎寺［京博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

鎌倉　建治２ 工２１８３ 竜首水瓶

　附底裏に「建治丙子八月一日」の刻銘がある

重文 工芸品 H23.6.27 山王曼荼羅舎利厨子 １基 聖衆来迎寺［奈良博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

室町 工２６５８

県有 工芸品 H9.3.31 銅独鈷杵 １口 聖衆来迎寺［京博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

平安 工４７

重文 書跡等 S39.5.26 法華経 ８巻 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

平安 書２１３７

重文 書跡等 S40.5.29 霊山院釈迦堂毎日作法　寛弘四年七月三日 １巻 聖衆来迎寺［京博寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

平安　寛弘４ 古３７０ 修（平８）

県有 書跡等 S62.3.30 不空羂索神変真言経巻第三 １巻 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

奈良 書１６

　天平十五年五月十一日光明皇后願経

県有 書跡等 S62.3.30 注大般涅槃経巻第十 １巻 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

奈良 書１７
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 書跡等 S62.3.30 妙法蓮華経普門品第二十五 １巻 聖衆来迎寺［琵文寄託］ 大津市 比叡辻２丁目4-
17

奈良 書１８

重文 絵画 H4.6.22 紙本墨画淡彩楼閣山水図　曽我蕭白筆 １双 近江神宮［琵文寄託］ 大津市 神宮町1-1 江戸 絵１９１４ 月夜山水図屏風

　　　　　　　　　　　　　六曲屏風

S19.9.5 崇福寺塔心礎納置品 近江神宮［京博勧告］ 大津市 神宮町1-1 奈良 考５ 修（昭２９）

国宝 考古資料 S27.11.22 一、舎利 ３粒 第二類

一、舎利容器 １具

　　イ、金蓋碧瑠璃壺　　　　　　　　　　　　１口

　　ロ、金製内箱　　　　　　　　　　　　　　１口

　　ハ、銀製中箱　　　　　　　　　　　　　　１口

　　ニ、金銅外箱　　　　　　　　　　　　　　１口

一、瑠璃玉 １括

一、硬玉丸玉 ３顆

一、金銅背鉄鏡 １面

一、水晶粒 ２顆

一、銅鈴（残闕共） ２顆

一、金箔木片其他伴出物一切

重文 考古資料 S53.6.15 白磁水注 １口 近江神宮［東博寄託］ 大津市 神宮町1-1 北宋 考３６７ 実は大津市滋賀里町観音堂付近出土か

　滋賀県大津市滋賀里町字勧学堂出土

美 考古資料 S16.4.9 滋賀県大津市崇福寺址出土品 近江神宮［大津歴博寄託］ 大津市 神宮町1-1 奈良・平安

　　陶硯破片 １個

　　銅製花蝶八花文小鏡 １面

　　和銅開珎 ２枚
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　万年通宝 １枚

　　神功開宝 ５枚

　　隆平永宝 ２枚

　　富寿神宝 ２枚

　　承和昌宝 ２枚

　　長年大宝 ２枚

　　饒益神宝 ２枚

　　貞観永宝 ２枚

　　延喜通宝 ４枚

県有 彫刻 H1.3.31 木造菩薩形坐像 １躯 寂光寺 大津市 藤尾奥町 鎌倉 彫６０

国宝 絵画
M33.4.7
S29.3.20

絹本著色不動明王像（黄不動尊） １幅 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 絵１００ 修（平８・９）
第二類

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色黄金剛童子像 １幅 園城寺［大阪市美勧告］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３７８ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色尊星王像 １幅 園城寺［大阪市美寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３７９

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色多聞天像 １幅 園城寺［大阪市美勧告］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８０ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色不動明王八大童子像 １幅 園城寺［東博勧告］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８１ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色八大仏頂曼荼羅図 １幅 園城寺［大阪市美勧告］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８２ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色天台大師像 ２幅 園城寺［大阪市美寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８３ 修（明３６・平元）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色閻魔天像 １幅 園城寺[大阪市美勧告] 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８４ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色水天像 １幅 園城寺［大阪市美寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８５ 修（明３２）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色涅槃像 １幅 園城寺［大阪市美寄託］ 大津市 園城寺町246 室町 絵３８６

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色尊勝曼荼羅図 １幅 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８７ 修（明３２）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色新羅明神像 １幅 園城寺［大阪市美勧告］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８８ 修（明３６）

重文 絵画 M33.4.7
名変　S43.2.2

絹本著色不動明王像 １幅 園城寺［大阪市美寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３８９ 修（明３６）　旧名称には「伝安然和尚将
来」が加わる

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３９０ 修（明３２）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色両界曼荼羅図 ２幅 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 南北朝 絵３９１ 修（明３２）

重文 絵画 M41.4.23 絹本著色釈迦十六善神像 １幅 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 絵３９２

重文 絵画 S4.4.6 金地著色　滝図　床間壁貼付　　　　　　　　３ １５面 園城寺 大津市 園城寺町246 桃山 絵３９３ 所在勧学院

　　　　　梅、檜及花卉図　襖貼付　　　　　４ 修（昭２５・３９・平２・平２４～２６）

　　　　　桜、杉及花卉図　襖貼付　　　　　４ 第二類

　　　　　檜及花卉図　戸襖貼付　　　　　　４ 収蔵庫（平２３～２５）

　　　　　（客殿一之間）

重文 絵画 S4.4.6 紙本著色　松ニ山鳥、鴨、鴛鴦図及竹ニ雀図 ２４面 園城寺 大津市 園城寺町246 桃山 絵３９４ 所在勧学院

　                                襖貼付 16 修（平２４～２６）

　　　　　竹ニ雀及芦ニ鷺図　戸襖貼付　　　８ 第二類

　　　　　（客殿二之間）

S13.7.4 紙本墨画五部心観（完本） １巻 園城寺 大津市 園城寺町246 唐（完本） 絵７３ 修（昭２１・４２）

国宝 絵画 S28.3.31 　円珍の大中九年の奥書がある 平安（前半欠
失本）

統合　S28.3.31 紙本墨画五部心観（巻初を欠く） １巻

重文 絵画 S51.6.5 光浄院客殿障壁画 ２５面 園城寺 大津市 園城寺町246 桃山 絵１７４１ 修（昭５３・５４）

　　　紙本金地著色松ニ滝図　床貼付
1

　　　紙本金地著色菊花図　　上段床貼付
1

　　　　　　　　　   　　 　同障子腰貼付
4
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　　紙本墨画列仙図   　　 襖貼付
4

　　　　　　　　　   　　 　帳台構貼付
3

　　　　　　　　　   　　 　　　　　　　　（広
間）

　　　紙本著色花鳥図   　　 襖貼付
12

　　　   　　　　   　　 　　　 　　　　（次の
間）

　　　　附　著色杉戸絵（唐獅子図２、松梅図２） 4
面

県有 絵画 H2.3.31 絹本著色智証大師像 １幅 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 室町 絵３１

M33.4.7 木造智証大師坐像（御廟安置） １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫４６ 美工防災（平元）

国宝 彫刻 S27.11.22

M33.4.7 木造智証大師坐像（御骨大師） １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫４７

国宝 彫刻 S27.11.22

M33.4.7 木造新羅明神坐像（新羅善神堂安置） １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫９８ 第２類

国宝 彫刻 S31.6.28

重文 彫刻 M33.4.7 木造千手観音立像 １躯 園城寺［奈良博勧告］ 大津市 園城寺町246 平安 彫４３０ 修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造護法善神立像 １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫４３１ 修（明３２・昭６２）

護法善神堂　屋（昭２９・５７）

美工防災（平成１９～２１）

重文 彫刻 M33.4.7 木造黄不動尊立像 １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 鎌倉 彫４３４

重文 彫刻 M33.4.7 木造吉祥天立像 １躯 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 彫４３６ 修（明３２・昭６３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造十一面観音立像 １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫４３７ 修（明３２）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

美工防災（平成１９～２１）

重文 彫刻 S3.8.17 木造訶梨帝母倚像（所在護法善神堂） １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 鎌倉 彫４３８

重文 彫刻 S3.8.17 木造愛染明王像（所在正法寺） １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫４３９

重文 彫刻 S13.8.26 木造不動明王坐像 １躯 園城寺［奈良博勧告］ 大津市 園城寺町246 平安 彫４４１

　像内に長和三年正月七日、仏師僧盛忠等の銘がある

県有 彫刻 H30.10.17 木造金剛力士立像 ２躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫８８

　阿形の像内に康正三年の造立木札一枚、慶長六年の
修理木札一枚、正徳五年の修理木札一枚、寛政十二年
の修理木札一枚を納める

重文 彫刻 S13.8.26 木造智証大師坐像 １躯 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 平安 彫４４２

重文 彫刻 S30.6.22 木造如意輪観音坐像（観音堂安置） １躯 園城寺 大津市 園城寺町246 平安 彫３０２６ 美工防災（平成１９～２１）

重文 工芸品 M33.4.7 銅鐘　　太平年間銘 １口 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 高麗 工１５４

重文 工芸品 S32.2.19 梵鐘 １口 園城寺 大津市 園城寺町246 奈良 工７５１ 美工防災（平成１９～２１）

重文 工芸品 S51.6.5 金銅孔雀文磬 １面 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 平安 工２４００

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 園城寺 大津市 園城寺町246 桃山 工４

　慶長七年四月廿一日、大工杉本家次の刻銘がある

県有 工芸品 S59.3.30 鰐口（所在水観寺） １口 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 工３３

重文 書跡等 S4.4.6 紙本著色園城寺境内古図 ５幅 園城寺［京博勧告］ 大津市 園城寺町246 鎌倉 古３６３

重文 書跡等 S9.1.30 紙本墨書大蔵経 ５９２帖 園城寺［奈良博寄託］ 大津市 園城寺町246 南北朝 書５３２

　文和三年正月廿三日足利尊氏願経

国宝 書跡等 S38.7.1 智証大師関係文書典籍 園城寺 大津市 園城寺町246 平安・唐 古２１ 第２類

追加　S42.6.15 一、俗姓并僧位関係　　　６種 修（明３２）

統合  　M33.4.7 　　円珍俗姓系図　円珍加筆 １巻 　　　［奈良博勧告］
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

S8.1.23 　　度縁　天長十年三月廿五日、同四月十五日 １巻 　　　［奈良博勧告］

S13.7.4 　　位記（４通） １巻 　　　［京博勧告］ 修（昭２１）

　　　　伝燈大法師位位記　嘉祥三年六月十六日

　　　　伝燈法師位位記　承和十三年十二月廿六日

　　　　伝燈満位位記　承和十年七月五日

　　　　伝燈住位位記　承和四年七月廿二日

　　伝燈大法師位位記（綾本）（中務位記） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　嘉祥三年六月廿二日

　　法眼和尚位位記并勅書案（元慶七年三月） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　真言学頭補任状　承和十三年七月廿七日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

二、入唐関係文書　　　　５種

　　祈祷巻数写（仁寿元年、同二年） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　文永四年九月十五日書写奥書

　　祈祷転経牒状写（仁寿二年四月十三日） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　建久九年三月日書写奥書

　　請台州公験請状案（四通） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　大中十二年閏二月、三月、四月円珍加筆

　　最澄台州明州公験写（貞元廿一年二月、五月） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　円珍台州公験請状案　大中十二年閏二月十四日

　　　　　　　　　　　　円珍加筆

　　越州都督府過所　大中九年三月十九日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　尚書省司門過所　大中九年十一月十五日
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

三、求法目録　　　　　　５種

　　開元寺求法目録　大中七年九月廿一日円珍加筆 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（明３６）

　　福州温州台州求法目録　円珍筆 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　巻首　大中八年九月二日円珍朱筆

　　青竜寺求法目録　大中九年十一月十五日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　巻末　法全加筆証明

　　国清寺求法目録　大中十一年十月日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　　　　　　　円珍加筆

　　国清寺外諸寺求法惣目録　大中十二年五月十五日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

四、伝法目録　　　　　　10種

　　円珍請伝法公験奏状案 ２巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　　　草本　貞観五年三月七日

　　　　　　　円珍加筆

　　　　自筆本　貞観五年十一月十三日

　　太政官給公験牒　貞観八年五月廿九日 ２巻 修（昭２１）

　　　　　　　　　　巻末円珍手記

　　　　先本 　　［奈良博勧告（先本）］

　　　　後本（時原春風筆） 　　　［京博勧告（後本）］

　　官宣旨案（貞観十一年五月一日） １巻 修（昭２１）

　　　　巻末円珍手記

　　太政官牒案（貞観十三年九月九日） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　巻末円珍手記
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　授遍照阿闍梨位奏状案并官牒案（貞観十五年正
月、

１巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　二月、四月）

　　別当和尚行状（残欠） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　貞観十六年十二月廿一日座主并三綱証判

　　延暦寺奏状案（貞観十六年十二月廿一日） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　延暦寺牒案（貞観十六年十二月廿五日） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　文書目録　円珍筆 １巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　円珍公験文書目録等 １巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

五、将来経典等　　　　　８種

　　梵夾　（１９葉） １夾 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　三弥勒経疏 ３巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　寛平二年閏九月十一日円珍追記

　　金光明経文句　中下 ２巻 　　［京博勧告（中１巻）］ 修（昭２１）

　　　　大中十一年八月十三日円珍勘過奥書 　［奈良博勧告（下１巻）］

　　縁生論 １帖 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　　　大中十二年正月六日円珍勘過奥書

　　大毘盧遮那成仏経　巻第四 １巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　　　九月廿九日円珍勘了奥書

　　華厳経随疏演義鈔　巻第二下 １巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　円珍疑問 ３巻 修（昭２１）

　　　自筆本
１

　　　［京博勧告］

　　　写本（巻末円珍手記）
２

　　　［奈良博寄託］
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　唐人送別詩并尺牘（１８通） ２巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

六、自筆本　　　　　　　３種

　　制誡文　仁和四年十月十七日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　議定文 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　病中言上書 １巻 　　　［京博勧告］ 修（昭２１）

七、付法印信仰関係其他　９種 修（明３６）

　　大唐国日本国付法血脈図記　会昌四年二月九日 １巻 　　　［奈良博勧告］

　　　　貞観十六年十一月四日円珍加筆奥書

　　三聚浄戒示（８通） １巻 　　　［奈良博勧告］

　　徳円印信之類　円珍加筆 １巻 　　　［京博勧告］ 修（昭２１）

　　徳円付嘱円珍印信　承和九年五月十五日 １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　感夢記、上智慧輪三蔵書 １帖 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　伝教大師略伝（元慶八年五月十九日） １巻 　　　［奈良博勧告］ 修（昭２１）

　　弘仁九年比叡山寺僧院等之記 １巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　慶耀状 １巻 　　　［京博勧告］ 修（昭２１）

　　弥勒上生経宗要 １巻 　　　［奈良博寄託］ 修（昭２１）

　　　　元慶二年七月十日円敏交了奥書

重文 歴史資料 S62.6.6 園城寺尺 園城寺［琵文寄託］ 大津市 園城寺町246 室町 歴３８

　一、唐院預竹計応永三十一年四月十九日 １枚

　　　　　　　　香実房領納

　附　包紙（長禄二年四月二十七日授与記）１通

　一、唐院預尺応永三十三年三月十五日写 １枚
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 考古資料 H1.6.12 京都市法住寺殿跡土壙出土品 （財）木下美術館 大津市 茶が崎3-18 平安 考４５１ 修（平３～８、１０）

名変、追加
H11.6.7

　一、鉄地雲龍文金銀鍍銅象嵌鍬形 １面

　一、鉄地鶴文金銅象嵌鏡轡 １具

　附　一、武器・武具類残欠共　　　　　　    １括

　　　一、皿・花瓶　　　　　　　   　　 　　２点

　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上土坑出
土）

  　　一、壺・瓦類残欠共　　　　　　　　  　２１点

重文 絵画 T12.3.28 絹本著色十六羅漢像 １２幅 大練寺［京博寄託］ 大津市 三井寺町9-5 鎌倉 絵４０３ 修（昭３９～４１）

重文 工芸品 S37.6.21 石燈篭 １基 関蝉丸神社 大津市 逢坂１丁目5-6 鎌倉 工２１１７ （時雨燈籠）

重文 彫刻 M38.4.4 木造阿弥陀如来坐像（所在観音堂） １躯 安養寺 大津市 逢坂１丁目8-11 平安 彫４２９ 修（大９）

美 絵画 S9.7.31 絹本著色酔李白図　与謝蕪村筆 １幅 個人 大津市 中央２丁目 江戸

　甲寅秋ノ年記アリ、皆川淇園ノ賛アリ

重文 工芸品 S24.5.30 四宮祭鯉山飾毛綴 １枚 太間町竜門会 大津市 中央２丁目3-31 １６世紀 工１５３ ベルギー製

重文 工芸品 S24.5.30 四宮祭月宮殿山飾毛綴 １枚 上京町月宮会［大津歴博寄託］ 大津市 京町１丁目2-21 １６世紀 工１５２ ベルギー製

　附　譲渡文書（文化四年九月八日）

重文 彫刻 H26.8.21 木造観音菩薩立像 １躯 九品寺［大津歴博寄託］ 大津市 京町１丁目2-1 平安 彫３６０９ 修（平１２－当時県指定）

重文 彫刻 M33.4.7 木造聖観音立像 １躯 乗念寺［琵文寄託］ 大津市 京町２丁目2-3-3 平安 彫４２７ 修（明３３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造天命開別命坐像 １躯 石坐神社 大津市 西の庄15-16 平安 彫４４３ 美工防災（昭４８）、修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造伊賀釆女宅子媛坐像 １躯 石坐神社 大津市 西の庄15-16 平安 彫４４４ 修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造弘文天皇坐像 １躯 石坐神社 大津市 西の庄15-16 平安 彫４４５ 修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造彦坐王坐像 １躯 石坐神社 大津市 西の庄15-16 鎌倉 彫４４６ 修（明３２）

重文 彫刻 M38.4.4 木造猿田彦命坐像 １躯 平野神社 大津市 松本１丁目8-25 平安 彫４２８ 修（昭４３）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

美 書跡等 S17.12.16 紙本墨書後陽成天皇宸翰消息　八月八日 １幅 平野神社 大津市 松本１丁目8-25 桃山

　　　　　　　　　　　　　　民部卿宛

美 書跡等 S17.12.16 紙本墨書霊元天皇宸翰御誓状 １幅 平野神社 大津市 松本１丁目8-25 江戸

（寛文十年三月廿七日御花押難波三位、三室戸權左
宛）

美 書跡等 S17.12.16 紙本墨書霊元天皇宸翰御消息（四月二日御花押） １幅 平野神社 大津市 松本１丁目8-25 江戸

重文 歴史資料 H9.6.30 難波家蹴鞠関係資料 平野神社 大津市 松本１丁目8-25 平安～江戸 歴８９

　一、故実書類 １６４冊、６
帖、２４巻、３
鋪、４２通、８
枚、１点

　一、伝書類 ５４冊、１帖、
３８巻、２７通

　一、文書、記録類 １２冊、７巻、
１鋪、９３通、
２枚

　一、書跡類 ７幅、１枚

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １躯 清徳院 大津市 膳所２丁目8-1 平安 彫４４７ 修（明３２）

美工防災（平元～２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造釈迦如来坐像（伝安阿弥作） １躯 円福院 大津市 富士見台35-18 鎌倉 彫４４８ 修（明３２）

県有 彫刻 S41.4.7 木造聖徳太子立像 １躯 (財)国分聖徳太子会 大津市 国分１丁目 鎌倉 彫８  

　胎内に元亨元年辛酉五月七日の墨書がある

重文 絵画 M30.12.28 絹本著色仏涅槃図 １幅 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 絵４０４ 旧名称　仏涅槃図絹本著色掛幅（伝兆殿司
筆）

名変　S39.5.26 修（明３２）

重文 絵画 M30.12.28 紙本著色石山寺縁起　巻第六・七絵谷文晁補写 ７巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 巻１～３　鎌
倉

絵４０５ 旧名称　紙本著色石山寺縁起巻物絵五巻伝

名変　S43.2.2 巻４・５　室
町

隆光等筆二巻文晁筆

巻６・７　江
戸

修（昭３６～３８）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

収蔵庫（昭４４・４５）

収蔵庫改修（昭５６）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 絵４０６ 修（昭１１）

重文 絵画 M33.4.7 紙本著色源氏物語　末摘花巻（伝光起筆） １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 江戸 絵４０７

重文 絵画 H12.6.27 石山寺多宝塔柱絵 ４本 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 絵１９７７

県有 絵画 H27.3.24 絹本著色春日宮曼荼羅図 １幅 石山寺 大津市 石山寺一丁目1-1 南北朝 絵４７

県有 絵画 H29.11.24 絹本著色弘法大師像 １幅 石山寺 大津市 石山寺一丁目1-1 鎌倉 絵５０

重文 彫刻 M33.4.7 　木造如意輪観音半跏像（本堂安置） １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫９１０ 本尊像、本堂安置

追加　H15.5.29 　像内納入品

　　一、銅造如来立像 １躯

　　一、銅造観音菩薩立像 ２躯

　　一、銅造菩薩立像 １躯

　　一、水晶五輪塔 １基

　　一、木造厨子 １基

　　　　　寛元三年五月、座主実位の記がある

重文 彫刻 M33.4.7 木造毘沙門天立像 １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫９１１ 修（明３２）

重文 彫刻 M33.4.7 木造不動明王坐像 １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫９１２ 修（明３２）

重文 彫刻 M37.2.18 金銅観世音菩薩立像 １躯 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 彫９１３ 頭部を欠く

修（明４０）

重文 彫刻 M37.2.18 銅造釈迦如来坐像 １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 彫９１４

重文 彫刻 M37.2.18 木造大日如来坐像（伝元多宝塔本尊） １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫９１５ 修（明４０・昭５８）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M37.2.18 木造維摩居士坐像 １躯 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫９１６

重文 彫刻 M43.8.29 木造　持国天立像 ３躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫９１７ 修（大９・平６～８）

　　　増長天立像

　　　毘沙門天立像

重文 彫刻 S30.6.22 木造如意輪観音半跏像 １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫３０２７ 修（平８）

重文 彫刻 S30.6.22 塑造淳祐内供坐像（御影堂安置） １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 室町　応永５ 彫３０２８ 旧名称　塑造淳祐内供坐像

　像内に明徳三年地蔵摺仏、明徳四年塔婆形木札及び
願

修（昭３７・平２７）

　文経巻等を納める

　台座裏面に応永五年閏四月廿七日、普賢院御影、

　開眼供養訖、座主僧正守快の銘がある

重文 彫刻 H11.6.7 木造大日如来坐像（多宝塔安置） １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 彫３４８０ 修（平２―当時県指定）

　像内にアン（梵字）阿弥陀仏等の銘がある

重文 彫刻 H16.6.8 塑造金剛蔵王立像心木 １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 彫３５１５

　附塑像断片 １活

　　光背 １面

　　心木内納入品

　　　一、木造五輪塔形 １基

　　　一、木造舎利容器 １合

　　　一、紙本墨書般若心経 １紙

県有 彫刻 H16.4.16 木造阿弥陀如来坐像 １躯 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫７４

重文 工芸品 S32.2.19 梵鐘 １口 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 工７５２

M30.12.28 延暦交替式 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１５５ 修（大９）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

国宝 書跡等 S28.3.31 　紙背南天竺般若悉曇十八章

M30.12.28 越中国官倉納穀交替記残巻 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 古１９ 修（平１２）

国宝 書跡等 S28.3.31 　紙背　伝三昧耶戒私記

M33.4.7 玉篇巻第廿七 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 唐 書７６ 修（明３２）

国宝 書跡等 S27.3.29 　紙背　如意輪陀羅尼経

M33.4.7 周防国玖珂郡玖珂郷延喜八年戸籍残巻 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安　延喜７ 古２０ 修（明３２、平１１）

国宝 書跡等 S28.3.31 　紙背　金剛界入曼陀羅受三昧耶戒行儀

M33.4.7 漢書　高帝紀下、列伝第四残巻 ２巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 書１９１ 修（明３２）

国宝 書跡等 S29.3.30 　　　紙背　金剛界念誦私記

M33.4.7 史記巻第九十六、九十七残巻 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 書２４６ 旧名称　紙本墨書史記（残簡）

国宝 書跡等 S37.6.21 　紙背　金剛界次第 修（明３２）

重文 書跡等 M33.4.7 仏説浄業障経 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 書５４７ 旧名称　紙本墨書仏説浄業障経　吉備由利
筆

名変　S43.2.2 　天平神護二年十月八日吉備由利願経

重文 書跡等 M33.4.7 紙本墨書説一切有部倶舎論　仙釈筆 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良　天平勝
宝４

書５４８

重文 書跡等 M36.4.15 紙本墨書行歴抄　円珍記 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 古３６１ 修（明３５）

重文 書跡等 M38.4.4 紙本墨書建久年中検田帳 ２巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 古３６２

重文 書跡等 S28.3.31 叡山大師伝 １巻 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 書１５７６ 修（昭２９）

重文 書跡等 S28.3.31 法花玄賛義決 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安　弘仁10 書１５７７ 修（昭２９）

　弘仁十年六月書写奥書

重文 書跡等 S28.3.31 不空三蔵表制集巻第三 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１５７８ 修（昭２９）

重文 書跡等 S28.3.31 大般若経音義中巻 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１５７９ 修（昭２９）

国宝 書跡等 S28.11.14 春秋経伝集解巻第廿六残巻 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１７８ 修（明３２）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

分割　M33.4.7 　紙背　四分戒本

現変　S32.9.17

国宝 書跡等 S28.11.14 春秋経伝集解巻第廿九残巻 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１７９ 修（明３２）

分割　M33.4.7 　紙背　真言儀軌

S28.11.14 釈摩訶衍論 ５帖 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 唐 書２４０ 修（昭３４）

国宝 書跡等 S34.6.27

重文 書跡等 S28.11.14 十誦律巻第五十二 １巻 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良 書１６１１ 修（昭３４）

（神護景雲二年五月十三日孝謙天皇勅願経）

重文 書跡等 S28.11.14 本朝文粋零本 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 鎌倉 書１６１３ 修（昭３４）

重文 書跡等 S28.11.14 法華義疏（内四巻点本） ７巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１６１４ 修（昭３４）

重文 書跡等 S28.11.14 　倶舎論記 ２２巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書１６０９ 修（昭３１）

　倶舎論疏 ３０巻

　倶舎論頌疏 ５巻

　（以上三本東大寺覚樹点本）

重文 書跡等 S28.11.14 石山寺一切経 ４６４４帖 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 奈良・平安・
鎌倉・南北
朝・室町

書１６１２ 修（昭３２～３３）

　附　雑宝経巻第四（光明皇后五月一日願経）

　　　以下百九十九巻

S34.6.27 淳祐内供筆聖教（薫聖教） ７３巻、１帖 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 書２４４ １３巻を追加

国宝 書跡等 S36.4.27 　附　聖教目録　　１巻

追加　H14.6.26

重文 書跡等 S40.5.29 智証大師伝 １巻 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安　嘉承３ 書２１４７ 修（昭４２）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　嘉承三年四月廿一日願澄書写奥書

重文 書跡等 H5.6.10 石山寺校倉聖教 １９２５点 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 平安～桃山 文２４８０ 修（平１３～）

　附　聖教箱　　　　３０合

重文 考古資料 S34.12.18 袈裟襷文銅鐸 １口 石山寺［奈良博寄託］ 大津市 石山寺１丁目1-1 弥生 考２１０ 第２類

　滋賀県大津市石山寺辺町出土

県有 歴史資料 H3.3.30 西国三十三所順礼札 ９枚 石山寺 大津市 石山寺１丁目1-1 室町～江戸 歴３

県有 彫刻 H15.4.16 木造如意輪観音半跏像 １躯 法輪院 大津市 石山寺１丁目1-1 平安 彫７３

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １躯 正法寺 大津市 石山内畑町82 平安 彫４４９ 通称岩間寺

修（明３３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造不動明王二童子立像 ３躯 正法寺 大津市 石山内畑町82 鎌倉 彫４５０ 修（明３３）

美工防災（昭６２）

県有 書跡等 H18.3.17 近江輿地志略（寒川辰清自筆本） ６冊 浄光寺［大津歴博寄託］ 大津市 石山外畑町84-1 江戸 書６４

重文 彫刻 M38.4.4 木造地蔵菩薩坐像（所在本堂） １躯 正願寺［琵文寄託］ 大津市 大石竜門５丁目
7-7

平安 彫４８９ 修（大９）

重文 彫刻 M38.4.4 木造仏像（寺伝弥勒菩薩立像） １躯 若王寺［琵文寄託］ 大津市 大石中３丁目4-5 平安 彫４８８ 修（昭８）

　　　 　（所在本堂）

重文 彫刻 M38.4.4 木造薬師如来坐像 １躯 法楽寺 大津市 大石東１丁目7-
34

平安 彫４９０ 修（大９・昭４８）

美工防災（令元）

重文 彫刻 S51.6.5 木造釈迦如来及両脇侍坐像 ３躯 常信寺 大津市 大石富川１丁目
9-7

平安 彫３３１０ 修（昭５２・５３）

収蔵庫（昭５４）

県有 彫刻 S56.4.24 木造薬師如来坐像（行者堂安置） １躯 須賀神社 大津市 羽栗３丁目17-3 平安 彫４０ 修（昭８）

重文 彫刻 M38.4.4 木造薬師如来坐像（薬師堂安置） １躯 安楽寺 大津市 枝１丁目7-18 平安 彫４９２
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M38.4.4 木造帝釈天立像（所在本堂） １躯 正法寺［琵文寄託］ 大津市 黒津２丁目14-13 平安 彫４９１ 修（昭８）

重文 彫刻 M38.4.4 木造女神坐像 １躯 建部大社 大津市 神領１丁目16-1 平安 彫５１３ 修（大１２）

　附　小女神坐像　　　　　２躯

重文 工芸品 S37.6.21 石燈篭 １基 建部大社 大津市 神領１丁目16-1 鎌倉　文永７ 工２１１８

　文永七年庚午五月七日造立之の刻銘がある

重文 彫刻 H27.9.4 木造獅子狛犬 １対 若松神社 大津市 大江２丁目9-1 平安 彫３６１７

県有 彫刻 S57.3.31 木造阿弥陀如来立像（裸形) １躯 浄光寺 大津市 大江３丁目18-12 鎌倉 彫４４ 修（昭６１）
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有形文化財（美術工芸品）

彦根市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

S27.3.29 紙本金地著色風俗図（彦根屏風） ６曲 彦根市（彦根城博保管） 彦根市 元町 江戸 絵１１１ 所有者変更（平9.1.30）

国宝 絵画 S30.2.2 修（平１８・１９）

現変S42.4.18 第２類

現変H19.4.9

重文 工芸品 T11.4.13 太刀　銘国宗（二代） １口 彦根市（彦根城博保管） 彦根市 元町 鎌倉 工１５６３ 修（大１２）

　附　井伊直忠寄進状　　　　　１通

重文 工芸品 S34.6.27 太刀　銘国宗（伯耆） １口 彦根市（彦根城博保管） 彦根市 元町 鎌倉 工１８２２

重文 工芸品 S62.6.6 我宿蒔絵硯箱 １合 彦根市（彦根城博保管） 彦根市 元町 室町 工２５１２

県有 工芸品 H27.3.24 彦根藩井伊家伝来具足 ２５領 彦根市（彦根城博保管） 彦根市 元町 桃山～江戸 工５９

　附　附属品

重文 書跡等 H8.6.27 彦根藩井伊家文書 ２７８００通 彦根市（彦根城博保管） 彦根市 元町 桃山～明治 古１５７ 修（平１０～）

重文 彫刻 T12.8.4 木造阿弥陀如来坐像 １躯 来迎寺 彦根市 本町１丁目 鎌倉 彫４９３ 修（昭３）

　胎内ニ永正四年三月十九日修理ノ銘アリ
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 彫刻 S56.4.24 木造阿弥陀如来立像 １躯 宗安寺 彦根市 本町２丁目 鎌倉 彫４１

　附　像内納入品

　　一、阿弥陀経・法華経・諸陀羅尼　　　１巻

　　　文永七年庚午後九月一日佛子阿澄の奥書が

　　　ある

　　一、平座佛経供養作法　　　　　　　　１巻

　　一、阿弥陀如来摺仏　　　　　　　　　１巻

　　一、包紙（慶長六年銘）　　　　　　　１枚

重文 彫刻 H30.10.31 木造阿弥陀如来立像 快慶作 １躯 圓常寺 彦根市 城町２丁目 鎌倉 彫３６４０ 修（平２５－当時県指定））

　左足〓に巧匠法眼快慶の刻銘がある

県有 工芸品 H20.7.23 刺繍阿弥陀三尊来迎図 １幅 唯稱寺［彦根城博寄託］ 彦根市 大堀町799 室町 工５３

県有 彫刻 H5.3.31 木造僧形坐像 １躯 千手寺 彦根市 日夏町4528 唐 彫６６

重文 彫刻 T15.8.30 木造観世音菩薩立像 １躯 少林寺 彦根市 笹尾町270 平安 彫７３３ 保存庫（昭４４）

修（昭３）

重文 彫刻 H10.6.30 木造伝切阿坐像 １躯 高宮寺 彦根市 高宮町2335 鎌倉 彫３４７１ 修（平１１～１２）

　像内に嘉暦二年六月、仏師法橋仙賢の銘がある

県有 絵画 H10.6.19 絹本著色他阿真教像 １幅 高宮寺［彦根城博寄託］ 彦根市 高宮町2335 室町 絵３７

県有 彫刻 H21.11.25 木造僧形神坐像 １躯 本隆寺 彦根市 石寺町1249 平安 彫７９

重文 彫刻 T10.8.8 木造　日光菩薩立像　　　　１ ２躯 観道寺 彦根市 本庄町 鎌倉 彫７１２ 保存庫（昭５０）

　　　月光菩薩立像　　　　１
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有形文化財（美術工芸品）

長浜市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 工芸品 H27.12.18 金銅十一面観音不動毘沙門懸仏 １面 長浜市（高月歴民保管） 長浜市 八幡東町
632

南北朝　応安
元

工６０

　裏面に石道寺、応安元年等の墨書銘があ
る

県有 書跡等 H7.3.31 井戸村家文書 ６５点 長浜市（長浜城歴博保管） 長浜市 八幡東町
632

南北朝～江戸 書３５

県有 工芸品 H5.3.31 黒漆塗紺糸威胴丸 １領 長浜市（長浜城歴博保管） 長浜市 八幡東町
632

室町 工４５ 旧所有者　垣見助左衛門→垣見美子

H29.9.8所変 　附　頭形兜一頭および籠手一双 所有者変更（平29.9.8）

県有 工芸品 S49.3.11 梅樹双雀文鏡 １面 長浜八幡宮［長浜城歴博寄託］ 長浜市 宮前町 南北朝 工２１

県有 工芸品 S53.3.17 能装束 ２領 長浜八幡宮［琵文寄託］ 長浜市 宮前町 江戸 工２６

　紅地扇面散文様唐織能装束　　　　　　　１領

　縹淡茶段松皮菱牡丹輪宝文様唐織能装束　１領

県有 書跡等 S48.3.31 永享七年勧進猿楽奉加帳ならびに永享十一
年塔供養奉加帳

２帖 長浜八幡宮［長浜城歴博寄託］ 長浜市 宮前町 室町 書６

県有 書跡等 S56.4.24 版本倭点附刻妙法蓮華経 ８巻 長浜八幡宮［琵文寄託］ 長浜市 宮前町 室町　応永５ 書１０

重文 絵画 M43.4.20 絹本著色三月経曼荼羅図 １幅 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

鎌倉 絵４３４ 保存庫（昭４４・４５）

修（昭４０）

県有 絵画 S57.3.31 絹本著色不動明王像 １幅 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

室町 絵２３

重文 彫刻 M38.4.4 木造愛染明王坐像（本堂安置） １躯 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

鎌倉 彫４９５ 修（昭８）

重文 彫刻 M38.4.4 木造阿弥陀如来坐像（所在観音堂） １躯 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

平安 彫４９６ 修（昭８）

県有 彫刻 H20.7.23 木造薬師如来坐像 １躯 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

平安 彫７８

　像底に元亨三年、修補大勧進東岳院覚如
阿闍梨、大仏師法眼実円等の転写修理銘が
ある

県有 工芸品 S46.3.31 素文磬 １面 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

平安 工２０
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 工芸品 H29.3.23 金銅透彫幡 金銅龍頭二頭付 ２旒 舎那院 長浜市 宮前町13-
45

室町　永正14 工６１

　附　木箱　　　　　　　　　　　　１合

　　　　永正十四年丁丑卯月廿八日の
　　　　墨書銘がある

県有 工芸品 S48.3.31 梵鐘 １口 真宗大谷派本願寺別院大通寺 長浜市 元浜町32-9 南北朝 工１９

　貞治二年六月の刻銘がある

県有 書跡等 H11.3.31 称讃浄土仏摂受経 １巻 真宗大谷派本願寺別院大通寺
［長浜城歴博寄託］

長浜市 元浜町32-9 奈良 書４３ 修（平１２）

重文 彫刻 M38.4.4 木造十一面観音坐像（観音堂安置） １躯 知善院 長浜市 元浜町29-
10

鎌倉 彫４９４ 修（昭８）

重文 工芸品 S24.5.30 長浜祭鳳凰山飾毛綴 １枚 鳳凰山組［曳山博寄託］ 長浜市 元浜町24 １６世紀 工１６１ ベルギー製

　附　鍍金飾金具　　　　　　　　　　　１６個 　［長浜城歴博寄託（売上文書のみ）］

　売上文書（文化十四年三月）　　　　　　１通

　売上文書（文化十四年三月八日）　　　　１通

重文 工芸品 S24.5.30 長浜祭翁山飾毛綴　附鍍金飾金具１６個 １枚 翁山組［曳山博寄託］ 長浜市 元浜町30 １６世紀 工１６２ ベルギー製

　附　鍍金飾金具　　　　　　　　　　　１６個

美 工芸品 S15.2.23 刀 １口 個人 長浜市 元浜町

　銘肥前国忠吉

美 書跡等 S11.9.12 紙本墨書徳川家康自筆日課念仏 １幅 個人 長浜市 元浜町 桃山

　中ニ慶長十七年子八月四日トアリ

美 書跡等 S11.9.12 紙本墨書徳川家康自筆日課念仏 １幅 個人 長浜市 元浜町 桃山

　中ニ慶長十七年子九月十五日トアリ

美 書跡等 S11.9.12 紙本墨書筆者未詳詠草断簡（雲浮野水） １幅 個人 長浜市 元浜町 室町
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

美 書跡等 S12.12.24 紙本墨書後土御門天皇宸翰御懐紙 １幅 個人 長浜市 元浜町 室町

　（関路霞、梅薫風、名所河）

美 書跡等 S12.12.24 紙本墨書後柏原天皇宸翰御懐紙 １幅 個人 長浜市 元浜町 室町

　（月多遠情、海辺擣衣、松葉不失）

美 書跡等 S12.12.24 紙本墨書著到懐紙（五月雨晴） １幅 個人 長浜市 元浜町 室町

　中ニ後柏原天皇、後奈良天皇ノ宸翰アリ

美 書跡等 S12.12.24 紙本墨書後奈良天皇宸翰詠草（初鴬二首） １幅 個人 長浜市 元浜町 室町

美 書跡等 S12.12.24 紙本墨書女房奉書三通 １巻 個人 長浜市 元浜町 桃山

　中ニ正親町天皇宸翰アリ

美 書跡等 S12.12.24 紙本墨書後西天皇宸翰御懐紙（さほ姫の） １幅 個人 長浜市 元浜町 江戸

美 絵画 S14.9.6 紙本墨画山水図　祁豸佳筆 １幅 個人 長浜市 室町 永暦五年の年記あり

　　　　　　　　永暦五年

重文 彫刻 M38.4.4 木造薬師如来坐像 １躯 多田幸寺 長浜市 田村町 平安 彫４９７ 保存庫（昭５２）

修（昭８）

重文 絵画 T6.4.5 絹本著色愛染明王像 １幅 総持寺［琵文寄託］ 長浜市 宮司町708 鎌倉 絵４３６ 修（昭３４）

重文 彫刻 M38.4.4 木造聖観音立像 １躯 総持寺 長浜市 宮司町708 平安 彫４９８ 修（昭４０）

県有 工芸品 S56.4.24 草花文片面磬 １面 総持寺［琵文寄託］ 長浜市 宮司町708 平安 工２９

県有 工芸品 H2.3.31 鉄入峰斧 １口 個人［長浜城歴博寄託］ 長浜市 南小足町 室町 工４０

　大吉寺行者講中、宗延作、明応三年三月日の刻
銘がある

美 考古資料 S10.8.9 袈裟襷文銅鐸 １箇 個人 長浜市 口分田町 弥生

重文 彫刻 M38.4.4 木造半肉彫千手観音立像（所在本堂） １躯 神照寺 長浜市 新庄寺町 平安 彫４９９ 収蔵庫（昭６１）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M38.4.4 木造毘沙門天立像（所在本堂） １躯 神照寺 長浜市 新庄寺町 平安 彫５００

県有 彫刻 S48.3.31 木造不動明王立像（見返り不動） １躯 神照寺 長浜市 新庄寺町 鎌倉 彫２５ 修（平８）

県有 彫刻 S48.3.31 木造不動明王立像 １躯 神照寺 長浜市 新庄寺町 平安 彫２６ 修（平８）

S12.5.25 金銀鍍透彫華篭 １６枚 神照寺［東博勧告（２枚）］ 長浜市 新庄寺町 平安～鎌倉 工８２

国宝 工芸品 S27.11.22 　　　［京博勧告（２枚）］

　　　［奈良博勧告（２枚）］

　　　［大阪市美勧告（２枚）］

　　　［琵文勧告（２枚）］

重文 工芸品 S12.5.25 金銅透彫華鬘 １１枚 神照寺［東博勧告（２枚）］ 長浜市 新庄寺町 室町 工１６４

　附　木箱（嘉吉元年ノ墨書アリ）二合及麻袋 　　　［京博承認（２枚）］

　　（文明十三年ノ墨書アリ）十枚 　　　［奈良博寄託（１枚）］

　　　［大阪市美承認（２枚）］

　　　［琵文寄託（１枚）］

重文 彫刻 T7.4.8 木造地蔵菩薩半跏像 １躯 御影堂新善光寺 長浜市 西上坂町
799

鎌倉 彫８０６ 京都市下京区五条通町西入御影堂町善光寺より所有
者変更

修（昭６）

重文 彫刻 T15.4.19 木造薬師如来坐像 １躯 大田寺 長浜市 木尾町 平安 彫７３７ 薬師堂旧蔵

保存庫（昭４８）

保存庫改修（昭６３・平元）

修（昭８）

重文 彫刻 M34.3.27 木造薬師如来坐像 １躯 珀清寺 長浜市 瓜生町 平安 彫７３８ 保存庫（昭４６）、保存庫改修（平５）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M34.3.27 木造毘沙門天立像 １躯 醍醐寺 長浜市 醍醐町 鎌倉 彫７３６ 寂静院旧蔵（昭29.3.1）

県有 工芸品 S47.4.1 木造彩色阿字華鬘 ４枚 醍醐寺 長浜市 醍醐町 鎌倉 工１５ 収蔵庫（昭５７）、収蔵庫改修（平７）

県有 工芸品 S47.4.1 法具類 醍醐寺 長浜市 醍醐町 室町 工１６

　輪宝羯磨文説相筥 １双

　　文亀三年の墨書がある

　羯磨 ４口

　羯磨台 ４口

　輪宝 １口

　錫杖 １口

　四〓 ４本

　孔雀文銅磬 １面

　五鈷杵 １口

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 上許曽神社 長浜市 高山町２ 南北朝 工８

　嘉慶元年十月九日の銘がある

重文 彫刻 T15.4.19 木造大日如来坐像 １躯 光信寺 長浜市 太田町 平安 彫７３５ 大日堂旧蔵

修（昭３）

収蔵庫（昭６０）

重文 彫刻 M34.3.27 木造千手観音立像 １躯 千手院 長浜市 川道町 平安 彫７４１ 修（明４０）

重文 彫刻 H23.6.27 木造千手観音立像 １躯 千手院 長浜市 川道町 平安 彫３５７７

重文 彫刻 M37.2.18 木造聖観音立像 １躯 来現寺 長浜市 弓削町 平安 彫７４０ 観音堂旧蔵
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

保存庫（昭４２）、収蔵庫改修（平１０）

修（明４０）

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 本誓寺 長浜市 香花寺町 鎌倉 工９

　弘安三年十月二十三日大工河内助安の刻銘なら
びに

　明応二年の刻銘がある

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 １６幅 宝厳寺［奈良博勧告］ 長浜市 早崎町 南北朝 絵４６２ 修（明３４）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色釈迦三尊像 １幅 宝厳寺 長浜市 早崎町 鎌倉 絵４６３ 修（昭４１）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色如意輪観音像 １幅 宝厳寺［奈良博寄託］ 長浜市 早崎町 鎌倉 絵４６４ 修（明３４）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色弥陀来迎図 １幅 宝厳寺［奈良博寄託］ 長浜市 早崎町 鎌倉 絵４６５ 修（明３４）

重文 絵画 H14.6.26 絹本著色北斗九星像 １幅 宝厳寺［奈良博寄託］ 長浜市 早崎町 南宋 絵１９９５ 修（平成１８・１９）

県有 絵画 S49.3.11 絹本著色弁才天像 １幅 宝厳寺 長浜市 早崎町 南北朝 絵１４ 修（平９）

県有 彫刻 H2.3.31 木造不動明王坐像 １躯 宝厳寺 長浜市 早崎町 平安 彫６３ 修（平６・７）

重文 工芸品 M33.4.7 刺繍普賢十羅刹女図額 １面 宝厳寺［東博勧告］ 長浜市 早崎町 南北朝 工１７３ 修（昭２６）

重文 工芸品 M33.4.7 刺繍弥陀三尊来迎図額 １面 宝厳寺［東博勧告］ 長浜市 早崎町 鎌倉 工１７４ 修（昭２６）

重文 工芸品 M45.2.8 毛抜形太刀　無銘（伝藤原秀郷奉納） １口 宝厳寺 長浜市 早崎町 平安 工１３５９ 修（昭５３）

　附　梨子地桐紋蒔絵鞘

重文 工芸品 S52.6.11 銅水瓶 １口 宝厳寺 長浜市 早崎町 鎌倉 工２４１１

　弘安十一年三月下旬の刻銘がある

美 工芸品 S15.2.23 銅製三足香炉　底裏ニ永正十八年四月下旬ノ刻
銘アリ

１口 宝厳寺 長浜市 早崎町 室町

重文 書跡等 M33.4.7 空海請来目録 １巻 宝厳寺 長浜市 早崎町 平安 書５７５ 旧名称　紙本墨書空海将来経等目録表

追加　S52.6.11 　附　観応元年卯月十日宗光寄進状　　１巻 修（昭２８）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

T12.3.28 法華経序品（竹生島経） １帖 宝厳寺［奈良博勧告］ 長浜市 早崎町 平安 書１９４

国宝 書籍等 S29.3.20 　寛永丁卯松花堂昭乗跋

重文 書跡等 T12.3.28 紙本墨書法華経分別功徳品 １帖 宝厳寺［東博勧告］ 長浜市 早崎町 鎌倉 書５７７

　建長五年ノ奥書アリ

重文 書跡等 竹生島文書（三百十二通） ５巻、１
３幅、４
９冊、２
帖、２４
３通

宝厳寺［長浜城博寄託］ 長浜市 早崎町 鎌倉～安土桃
山

文６９０ 修（平１３～２１－当時県指定）

県有 書跡等 H2.3.31 大般若波羅蜜多経 ５５０帖 宝厳寺［長浜城博寄託］ 長浜市 早崎町 鎌倉～室町 書２７

　文永二年の識語がある

県有 書跡等 H4.3.31 竹生島宝厳寺文書 ４８通 宝厳寺［長浜城博寄託］ 長浜市 早崎町 江戸 書３２

員変　H24.9.6

重文 考古資料 S29.3.20 銅印　印文「駿河倉印」 １顆 宝厳寺 長浜市 早崎町 奈良 考１３１

重文 彫刻 T2.4.14 木造慈恵大師坐像 １躯 玉泉寺 長浜市 三川町 鎌倉 彫７３４ 修（昭８）

重文 工芸品 S51.6.5 孔雀文磬 １面 小谷寺［琵文寄託］ 長浜市 湖北町伊部 鎌倉 工２４０１

　弘長三年〓亥三月十日の刻銘がある

県有 絵画 S47.4.1 絹本著色浅井長政像 １幅 小谷城址保勝会［琵文寄託］ 長浜市 湖北町速水 室町 絵７ 修（昭５３）

　画面上部に「天正二年」の賛がある

重文 工芸品 T12.8.4 〓漆神輿 １基 飯開神社 長浜市 湖北町延勝
寺

室町　応永11 工１７２ 保存庫（昭４８）

　応永十一年三月十七日造ノ銘アリ 修（昭３）

重文 彫刻 S3.8.17 木造狛犬 １対 白鬚神社［琵文寄託］ 長浜市 湖北町今西 鎌倉 彫７３９ 修（昭２）

県有 彫刻 H14.3.20 木造阿弥陀如来立像 １躯 蓮台寺 長浜市 湖北町今西
487

鎌倉 彫７２
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 工芸品 T15.4.19 銅鐘 １口 日吉神社 長浜市 高月町井口 鎌倉　寛喜３ 工１７６

　寛喜三年三月四日鋳之ノ銘アリ

県有 書跡等 H9.3.31 日吉神社文書 ４６６点 日吉神社 長浜市 高月町井口 室町～明治 書３９

重文 彫刻 T15.4.19 木造釈迦如来坐像 １躯 白山神社 長浜市 高月町尾山 平安 彫７５９ 釈迦堂旧蔵、立法寺旧蔵

所有者変　H7.3.20 修（昭８）

収蔵庫（昭５５）

重文 歴史資料 H6.6.28 雨森芳洲関係資料 芳洲会（管理団体高月町） 長浜市 高月町雨森 江戸 歴７４ 修（平８～平１２）

　一、著述稿本類 １９冊、
１巻、１
通

　　　　［高月歴民寄託］

　一、文書、記録類 ６冊、２
巻、７通

　一、書状類 ２幅、３
巻、６通

　一、詠草、詩稿類 ３５冊、
１７幅、
４巻、１
５通、１
面　一、肖像画 ３幅

　一、印章 １顆

重文 彫刻 M34.3.27 木造伝教大師坐像 １躯 高野神社 長浜市 高月町高野 鎌倉 彫７５５ 修（明４０）

薬師堂旧蔵

実は慈恵大師坐像
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

M30.12.28 木造十一面観音立像（観音堂安置） １躯 向源寺 長浜市 高月町渡岸
寺

平安 彫６５ 修（明３２・昭２８）

国宝 彫刻 S28.3.31 保存庫（昭４５・平１６～１７）

観音堂旧蔵

第２類

重文 彫刻 M30.12.28 木造大日如来坐像 １躯 向源寺 長浜市 高月町渡岸
寺

平安 彫７６１ 旧名称　木造大日如来坐像（伝教大師作）

名変　S43.2.2 観音堂旧蔵

修（明３２）

県有 彫刻 S32.8.26 木造阿弥陀如来坐像 １躯 向源寺 長浜市 高月町渡岸
寺

平安 彫３

県有 彫刻 S56.4.24 木造十一面観音立像 １躯 向源寺 長浜市 高月町渡岸
寺

平安 彫４２

県有 彫刻 S56.4.24 木造金剛力士立像 ２躯 向源寺 長浜市 高月町渡岸
寺

平安 彫４３ 修（昭５７～５９）

重美 考古資料 S15.9.27 子持勾玉 １箇 個人 長浜市 古墳 伊香郡高月町大字高月出土

　滋賀県伊香郡南富永村大字高月出土

県有 彫刻 S48.3.31 木造神像 ４躯 春日神社［高月歴民寄託］ 長浜市 高月町宇根 彫２７ 修（平８）

　女神坐像　　　１ 平安

　男神立像　　　３ 鎌倉

重文 彫刻 T15.4.19 木造伝薬師如来立像 １躯 充満寺 長浜市 高月町西野
1791

平安 彫７６２ 修（昭３）

薬師堂地蔵堂旧蔵

美工防災（平２３）

重文 彫刻 T15.4.19 木造十一面観音立像 １躯 充満寺 長浜市 高月町西野
1791

平安 彫７６３ 修（昭３）

薬師堂地蔵堂旧蔵
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 S44.6.20 木造千手観音立像（観音堂安置） １躯 日吉神社 長浜市 高月町唐川
涌出山

平安 彫３２４７ 修（昭４５）

美工防災（平１４）

重文 彫刻 S44.6.20 木造菩薩立像（観音堂安置） １躯 日吉神社 長浜市 高月町唐川
涌出山

平安 彫３２４８ 修（昭４５）

県有 書跡等 S62.3.30 仏本行集経巻第四十一 １巻 (財)布施美術館 長浜市 高月町唐川 奈良 書１９

　天平十二年五月一日光明皇后願経

県有 書跡等 S62.3.30 大般涅槃経集解巻第卅二 １巻 (財)布施美術館 長浜市 高月町唐川 奈良 書２０

県有 書跡等 S62.3.30 大般若波羅蜜多経巻第百九十一 １巻 (財)布施美術館 長浜市 高月町唐川 奈良 書２１

　「薬師寺印」の朱印ならびに「薬師寺金堂」の
黒印がある

県有 書跡等 S63.3.31 大智度論巻第六十一 １帖 (財)布施美術館 長浜市 高月町唐川 奈良 書２４

　　　　　　　針間国知識経

県有 書跡等 S63.3.31 十誦律巻第五十一 １巻 (財)布施美術館 長浜市 高月町唐川 奈良 書２５

　　神護景雲二年五月十三日

　　称徳天皇勅願経

県有 書跡等 H9.3.31 六角氏式目 １冊 (財)布施美術館 長浜市 高月町唐川 江戸 書３８

重文 彫刻 M34.3.27 木造素盞鳴命坐像 １躯 大見神社 長浜市 木之本町大
見

鎌倉 彫７５７

重文 彫刻 M34.3.27 木造女神坐像 ２躯 大見神社 長浜市 木之本町大
見

鎌倉 彫７５８

重文 彫刻 M34.3.27 木造十一面観音立像 １躯 医王寺 長浜市 木之本町大
見

平安 彫７５６ 修（明４０）

重文 彫刻 M34.3.27 木造御神像　日子坐王坐像　　　１ ８躯 佐波加刀神社 長浜市 木之本町川
合

鎌倉 彫７５２ 修（明４０）

　　　　　　大俣王坐像　　　　１

　　　　　　小俣王坐像　　　　１

　　　　　　志夫美宿称王坐像　１
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　　　　　沙本畏古王坐像　　１

　　　　　　袁邪本王坐像　　　１

　　　　　　佐波遅比売命坐像　１

　　　　　　室毘古坐像　　　　１

重文 彫刻 M34.3.27 木造十一面観音立像 １躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

平安 彫７４８ 保存庫（昭３７）

修（明４０）

重文 彫刻 M34.3.27 木造薬師如来立像 １躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

奈良 彫７４９ 修（明４０）

薬師堂旧蔵

重文 彫刻 M34.3.27 乾漆十二神将立像 １躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

奈良 彫７５０ 修（明４０）

薬師堂旧蔵

重文 彫刻 S3.8.17 乾漆十二神将立像 ２躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

奈良 彫７５１ 修（昭８）

薬師堂旧蔵

県有 彫刻 S32.8.26 木造七仏薬師如来立像 ７躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

鎌倉 彫４ 修（昭３２）

県有 彫刻 S58.3.28 木造菩薩形立像 １躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

平安 彫４９ 修（平２～３）

県有 彫刻 S58.3.28 木造十所権現像 １０躯 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

平安～鎌倉 彫５０

県有 書跡等 S58.3.28 己高山縁起 ２巻 鶏足寺 長浜市 木之本町古
橋

室町　応永14 書１３ 修（平８）

重文 彫刻 M37.2.18 木造十一面観音立像 １躯 石道寺 長浜市 木之本町石
道

平安 彫７５３ 修（明４０）

観音堂旧蔵

重文 彫刻 T15.4.19 木造　持国天立像　１ ２躯 石道寺 長浜市 木之本町石
道

平安 彫７５４ 修（昭３）

　　　多聞天立像　１ 観音堂旧蔵

県有 彫刻 S47.4.1 木造十一面観音立像 １躯 石道寺 長浜市 木之本町石
道

平安 彫２４ 修（昭５６）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 工芸品 S55.6.6 刺繍種子幡 １４旒 石道寺［京博寄託（14旒）］ 長浜市 木之本町石
道

室町 工２４６６

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色地蔵菩薩像（岩坐地蔵菩薩） １幅 浄信寺［大阪市美承認］ 長浜市 木之本町木
之本

鎌倉 絵４６６ 修（明３４）

県有 絵画 S48.3.31 紙本著色東王父西王母図（六曲屏風） １双 浄信寺［琵文寄託］ 長浜市 木之本町木
之本

桃山 絵９ 修（昭５４）

重文 彫刻 M32.8.1 木造地蔵菩薩立像　仁治三年八月ノ銘アリ １躯 浄信寺 長浜市 木之本町木
之本

鎌倉　仁治３ 彫７４２ 修（明３２）

重文 彫刻 M32.8.1 木造閻魔王立像（伝僧空海作） １躯 浄信寺 長浜市 木之本町木
之本

鎌倉 彫７４３ 修（明３２）

重文 彫刻 M32.8.1 木造倶生神立像（伝僧空海作） １躯 浄信寺 長浜市 木之本町木
之本

鎌倉 彫７４４ 修（明３２）

重文 彫刻 M32.8.1 木造阿弥陀如来立像 １躯 浄信寺 長浜市 木之本町木
之本

平安 彫７４５ 修（明３１）

重文 彫刻 T15.4.19 木造阿弥陀如来坐像 １躯 浄信寺 長浜市 木之本町木
之本

平安 彫７４６ 修（昭３）

重文 工芸品 T11.4.13 銅鏡　獅子牡丹蝶鳥文様 １面 浄信寺［大阪市美勧告］ 長浜市 木之本町木
之本

鎌倉 工１７５

　　　嘉吉二年七月六日ノ針書銘アリ

重文 彫刻 T15.4.19 木造伝千手観音立像 １躯 観音寺 長浜市 木之本町黒
田

平安 彫７４７ 修（昭２）

美工防災（平２６）

重文 工芸品 T15.4.19 銅鐘 １口 菅山寺 長浜市 余呉町坂口 鎌倉　建治3 工１７７ 修（平２６）

　建治三年五月八日所鋳ノ銘アリ

県有 絵画 S49.3.11 絹本著色日吉山王曼荼羅 １幅 正源寺［琵文寄託］ 長浜市 余呉町川並 南北朝 絵１５ 修（昭５２）

重文 彫刻 S34.12.18 木造薬師如来立像（薬師堂安置） １躯 源昌寺 長浜市 余呉町上丹
生

鎌倉　建保3 彫３０９４

　像背面に薬師如来造立、建保三年四月十七日の
銘がある

県有 彫刻 S49.3.11 木造薬師如来坐像 １躯 源昌寺 長浜市 余呉町上丹
生

平安 彫３３ 修（令元）

重文 彫刻 S34.12.18 木造観音菩薩立像（観音堂安置） １躯 洞寿院 長浜市 余呉町菅並 鎌倉　建保4 彫３０９５

　像背面に奉造立、建保四年七月日の銘がある
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 書跡等 H3.3.30 大般若波羅蜜多経 ５９５巻 八幡神社 長浜市 西浅井町大
浦

平安～江戸 書２９

（伊香大社奉納経）

書跡等 S51.6.5 　菅浦文書（千二百八十一通） ６５冊 須賀神社［滋賀大寄託］ 長浜市 西浅井町菅
浦

鎌倉～江戸 文６２

国宝 H30.10.31 　菅浦与大浦下庄堺絵図 １幅

重文 彫刻 S62.6.6 木造阿弥陀如来立像　行快作 １躯 阿弥陀寺［奈良博寄託（附の
み）］

長浜市 西浅井町菅
浦

鎌倉 彫３３９６ 修（昭６３・平元）

　　右足ほぞに巧匠法眼行快の銘がある 美工防災（平３）

　附像内納入品

　一、文暦二年五月八日入蓮願文・結縁交名等 包
紙添

　　　　　　　　　　　　　　　 　　１
通、３紙

　一、入道行蓮法眼行快等願文・結縁交名
１通

　一、僧澄空書写結縁交名等
10紙

　一、和歌等断簡
３紙

重文 彫刻 M34.3.27 木造仏頭 １箇 善隆寺 長浜市 西浅井町山
門

平安 彫７６４ 長縁寺旧蔵

保存庫（昭４１）、収蔵庫改修（平１３）

修（昭４１）

重文 彫刻 T15.4.19 木造十一面観音立像 １躯 善隆寺 長浜市 西浅井町山
門

平安 彫７６５ 和蔵堂旧蔵

修（昭２８・４１）

県有 彫刻 H17.4.20 木造馬頭観音坐像 １躯 山門区 長浜市 西浅井町山
門

平安 彫７５ 修（平２５　住友財団助成）

県有 彫刻 H17.4.20 木造馬頭観音立像 １躯 徳円寺 長浜市 西浅井町庄
1083

鎌倉 彫７６ 修（平１８）
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有形文化財（美術工芸品）

近江八幡市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 書跡等 H2.6.29 安土山下町中掟書　天正五年六月日 １巻 近江八幡市（近江八幡市立
資料館保管）

近江八幡市 桜宮町 桃山 文１２９ 修（平６）

　附 八幡山下町中掟書 天正十四年六月日 1巻

重文 絵画 M40.5.27 安南渡海船額 １面 日牟礼八幡宮 近江八幡市 宮内町 江戸 正保４ 絵４４８ 板絵著色絵馬

重文 彫刻 M42.9.21 木造　誉田別尊坐像　　　１ ３躯 日牟礼八幡宮 近江八幡市 宮内町 鎌倉 彫６３６ 修（昭４０）

　　　比売神坐像　　　　１

　　　息長足姫尊坐像　　１

重文 彫刻 M42.9.21 木造男神坐像 １躯 日牟礼八幡宮 近江八幡市 宮内町 鎌倉 彫６３７

県有 絵画 S57.3.31 絹本著色釈迦三尊十六羅漢像 １幅 瑞龍寺 近江八幡市 宮内町 南北朝 絵２４

重文 彫刻 M42.9.21 木造地蔵菩薩坐像 １躯 西光寺 近江八幡市 中村町726 平安 彫６３５ 修（大１０）

重文 彫刻 M42.9.21 木造十一面観音立像 １躯 円満寺［栗東歴博寄託］ 近江八幡市 多賀町754 平安 彫６３４ 修（昭８）

県有 彫刻 S49.3.11 木造弥勒仏坐像 １躯 興隆寺 近江八幡市 多賀町 平安 彫２８ 修（昭６０）

重文 彫刻 M42.9.21 木造毘沙門天立像 １躯 宝珠寺 近江八幡市 円山町 平安 彫６５３ 保存庫（昭５１）

修（昭８・４２）

重文 彫刻 H18.6.9 木造不動明王坐像 １躯 伊崎寺
［比叡山国宝殿寄託］

近江八幡市 白王町1391 平安 彫３５３３

  附　木造二童子立像　２躯

重文 彫刻 M42.9.21 木造阿弥陀如来立像 １躯 専称寺 近江八幡市 北津田町
468

平安 彫６５１ 修（昭８）

重文 彫刻 M42.9.21 木造大国主尊坐像 １躯 大嶋神社・奥津嶋神社 近江八幡市 北津田町
529

平安 彫６５２ 修（昭４６）

重文 工芸品 S56.6.9 菊花螺鈿鞍 １背 大嶋神社・奥津嶋神社 近江八幡市 北津田町
529

平安～鎌倉 工２４７２ 修（昭６１～６２）

黒漆鞍 １背 　　　　　　［琵文寄託］

黒漆鐙 １双
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 書跡等 S62.6.6 大島、奥津島神社文書（二百二十二通） １巻、３２冊、３枚 大嶋神社・奥津嶋神社 近江八幡市 北津田町 鎌倉～江戸 文１０８

　　　　　［滋賀大寄託］

県有 彫刻 S60.3.29 木造地蔵菩薩立像（若宮神社地蔵堂安置） １躯 大嶋神社・奥津嶋神社 近江八幡市 北津田町 平安 彫５４ 近江八幡市北津田町所在

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色紅玻瑠阿弥陀像 １幅 長命寺［奈良博寄託］ 近江八幡市 長命寺町 南北朝 絵４４９ 旧名称　絹本著色宝冠阿弥陀如来像

名変　S43.2.2

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色勢至菩薩像 １幅 長命寺［琵文承認］ 近江八幡市 長命寺町 南宋 絵４５０ 修（明３４）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色釈迦三尊像 １幅 長命寺［奈良博寄託］ 近江八幡市 長命寺町 室町 絵４５１ 修（明３４）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色涅槃像 １幅 長命寺［奈良博寄託］ 近江八幡市 長命寺町 南北朝 絵４５２ 修（明３４）

重文 彫刻 M30.12.28 木造千手観音立像 １躯 長命寺 近江八幡市 長命寺町 平安 彫６５４ 旧名称　木造千手観音立像・伝聖徳太子作

名変　S43.2.2

重文 彫刻 M34.3.27 木造地蔵菩薩立像 １躯 長命寺［奈良博勧告］ 近江八幡市 長命寺町 鎌倉　建長６ 彫６５５ 修（大１０）

栄快作

重文 彫刻 M34.3.27 木造毘沙門天立像 １躯 長命寺 近江八幡市 長命寺町 平安 彫６５６ 修（大１０）

徳治二年五世仏師法眼有慶の修理銘あり

重文 彫刻 M34.3.27 木造聖観音立像 １躯 長命寺 近江八幡市 長命寺町 鎌倉 彫６５７

重文 彫刻 T2.4.14 木造十一面観音立像 １躯 長命寺 近江八幡市 長命寺町 平安 彫６５８

重文 工芸品 S56.6.9 金銅透彫華鬘 １面 長命寺［琵文寄託］ 近江八幡市 長命寺町 鎌倉 工２４７３

　　寛元元年七月廿日の刻銘がある

　 　附　金銅透彫華鬘　５面

県有 工芸品 S56.4.24 梵鐘 １口 長命寺 近江八幡市 長命寺町 鎌倉　寛元元 工３０
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 書跡等 H30.10.31 長命寺文書（四千五百六十七通） ４０巻、９８２冊、
３０８５通、４７
鋪、６４綴、１４３
枚

長命寺［安土城考古博寄託
（附は長命寺）］

近江八幡市 長命寺町 平安～明治 文７２０

　附　長命寺参詣曼荼羅 １幅、３鋪

　　　観心十界曼荼羅 ２鋪

県有 書跡等 H20.7.23 長命寺文書 長命寺［安土城考古博寄
託］

近江八幡市 長命寺町 平安～明治 書６７

追加　H.23.3.24

重文 彫刻 M42.9.21 木造十一面観音立像 １躯 願成就寺 近江八幡市 小船木町71 平安 彫６４１ 修（昭４３）

重文 彫刻 M42.9.21 木造地蔵菩薩立像 １躯 願成就寺 近江八幡市 小船木町71 鎌倉 彫６４２ 修（大１０）

県有 彫刻 S49.3.11 木造地蔵菩薩立像 １躯 願成就寺 近江八幡市 小船木町71 平安 彫２９

重文 彫刻 M42.9.21 木造薬師如来坐像 １躯 願福寺 近江八幡市 加茂町 平安 彫６４４

重文 彫刻 M42.9.21 木造阿弥陀如来坐像 １躯 生蓮寺 近江八幡市 加茂町 平安 彫６４５ 美工防災（平９）

修（大１０）

重文 彫刻 M42.9.21 木造薬師如来坐像 １躯 善性寺 近江八幡市 田中江町 平安 彫６４３ 修（大１０）

薬師堂旧蔵

県有 彫刻 H27.3.24 木造阿弥陀如来坐像 １躯 西願寺 近江八幡市 船木町
1246

鎌倉 彫８４

　像内に文治四年二月、願主僧文信池田
　氏等の銘がある

重文 彫刻 M44.8.9 木造薬師如来立像 １躯 東光寺 近江八幡市 浅小井町
305

平安 彫６５９ 修（大１０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造　素盞男尊坐像　　　１ ３躯 上野神社 近江八幡市 安養寺町
382

平安 彫６５０

　　　大己貴命立像　　　１

　　　菅原道真坐像　　　１

重文 彫刻 M44.8.9 木造釈迦如来立像（釈迦堂安置） １躯 荘厳寺［琵文寄託］ 近江八幡市 安養寺町 鎌倉 彫６４７ 修（昭４０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造聖観音像（寺伝山越観音像） １躯 荘厳寺［琵文寄託］ 近江八幡市 安養寺町 平安 彫６４８ 修（大１０・昭４０）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 T2.4.14 木造空也上人立像 １躯 荘厳寺［琵文寄託］ 近江八幡市 安養寺町 鎌倉 彫６４９ 修（大１０）

重文 彫刻 M45.2.8 木造薬師如来坐像 １躯 光照寺 近江八幡市 森尻町 平安 彫６４６ 修（昭８）

美工防災（平２９）

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 覚永寺 近江八幡市 赤尾町 鎌倉　弘安４ 工５

　弘安四年八月十七日の刻銘ならびに明徳二年

　、明治三年の追銘がある

重文 彫刻 M44.8.9 木造　天津日子根命坐像　１ ２躯 馬見岡神社 近江八幡市 馬淵町1812 鎌倉 彫６７３

　　　戸間見命坐像　　　１

重文 彫刻 M44.8.9 木造　女神坐像　　　４ ６躯 馬見岡神社 近江八幡市 馬淵町1812 鎌倉 彫６７４

　　　僧形神坐像　　２

重文 彫刻 M44.8.9 木造聖観音立像 １躯 真光寺 近江八幡市 馬淵町1813 鎌倉 彫６７２ 修（昭３９）

観音堂旧蔵

収蔵庫（昭６０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造千手観音立像 １躯 福寿寺 近江八幡市 馬淵町469 平安　嘉応２ 彫６７１ 修（大９）

　像内に嘉応二年、仏師僧長順の造立銘及び千
手千眼陀羅尼等の記がある

旧名称　木造千手観音立像

　附　像内納入品

　　一、松枝双鳥鏡　　　　１面

　　　　鏡面に千手観音種字がある

　　一、紙本千手観音摺仏　２６枚
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来立像 １躯 西来寺 近江八幡市 千僧供町
399

平安 彫６７９ 修（大１０）

台座内に大正十二年四月の修理銅札

玉眼嵌入

重文 彫刻 M44.8.9 木造千手観音立像 １躯 冷泉寺 近江八幡市 千僧供町
252

平安 彫６７５ 修（大１０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造薬師如来坐像 １躯 冷泉寺［琵文寄託］ 近江八幡市 千僧供町
252

平安 彫６７７

重文 彫刻 M44.8.9 木造地蔵菩薩立像 １躯 冷泉寺［琵文寄託］ 近江八幡市 千僧供町
252

平安 彫６７８

重文 彫刻 M42.9.21 木造大日如来坐像 １躯 小田神社 近江八幡市 小田町54 平安 彫５６１ 大日堂旧蔵　所在大日堂（十王町）

保存庫（昭４６・平元・平２６）

修（昭３８）

美 工芸品 S23.4.27 木造厨子 １基 個人 近江八幡市 小田町 鎌倉

重文 彫刻 M42.9.21 木造阿弥陀如来立像 １躯 西願寺 近江八幡市 野村町 平安 彫５６２ 修（大１０）

重文 工芸品 S50.6.12 梵鐘 １口 善徳寺 近江八幡市 安土町常楽
寺

平安 工２３８０

重文 絵画 T14.4.24 絹本著色山王権現像 １幅 浄厳院［琵文寄託］ 近江八幡市 安土町常楽
寺

鎌倉 絵４５３ 修（昭３２）

重文 絵画 H9.6.30 絹本著色阿弥陀聖衆来迎図 １幅 浄厳院［大阪市美寄託］ 近江八幡市 安土町常楽
寺

平安 絵１９５３ 修（平１０～１１）

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １躯 浄厳院 近江八幡市 安土町常楽
寺

平安 彫６６０

重文 彫刻 M44.8.9 厨子入銀造阿弥陀如来立像 １躯 浄厳院［琵文寄託］ 近江八幡市 安土町常楽
寺

鎌倉 彫６６１

重文 工芸品 M44.8.9 厨子入銅製舎利塔 １基 浄厳院［琵文承認］ 近江八幡市 安土町常楽
寺

室町 工１６７

県有 書跡等 H5.3.31 織田信長朱印状 １幅 浄厳院［大阪市美寄託］ 近江八幡市 安土町慈恩
寺

桃山 書３３

　十月十日

　長谷川秀一・野々村正成充

県有 書跡等 H11.3.31 称讃浄土仏摂受経 １巻 浄厳院［安土城考古博寄
託］

近江八幡市 安土町慈恩
寺

奈良 書４５
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M44.8.9 厨子入木造薬師如来坐像 １躯 石部神社［京博勧告］ 近江八幡市 安土町下豊
浦

平安 彫６６５ 修（昭２５）

　厨子ニ明徳二年十月ノ銘アリ

重文 彫刻 M44.8.9 木造金剛二力士像 ２躯 摠見寺 近江八幡市 安土町下豊
浦

室町　応仁元 彫６６２ 修（大６・昭３０）

重文 工芸品 T9.4.15 鉄鐔　永楽銭据紋銀象眼（伝織田信長所
用）

１箇 摠見寺［安土城考古博寄
託］

近江八幡市 安土町下豊
浦

室町 工１３５８

　　　織田能登守信門寄附

重文 彫刻 M44.8.9 木造千手観音立像 １躯 会勝寺 近江八幡市 安土町下豊
浦

平安 彫６６４ 修（大１０・昭４７）

重文 彫刻 M44.8.9 木造地蔵菩薩立像 １躯 東南寺［琵文寄託］ 近江八幡市 安土町下豊
浦

平安 彫６６３ 修（昭２５）

県有 書跡等 H12.3.10 大般若波羅蜜多経（崇永版） 605帖 正禅寺［安土城考古博寄
託］

近江八幡市 安土町下豊
浦

南北朝・江戸 書５３

県有 絵画 H16.4.16 絹本著色薬師十二神将像 １幅 新宮神社［琵文寄託］ 近江八幡市 安土町下豊
浦

南北朝 絵３８ 修（平１９・２０）

重文 絵画 M43.4.20 紙本著色桑実寺縁起　絵光茂筆 ２巻 桑実寺［京博寄託］ 近江八幡市 安土町桑実
寺

室町　天文元 絵４５４ 各巻に天文元年八月の奥書がある

　附　後奈良院宸翰題籤二枚及消息一巻 修（昭３７・３８）
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有形文化財（美術工芸品）

草津市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 考古資料 H17.4.20 安国寺遺跡経塚出土品 １括 草津市 草津市 草津３丁目13-
30

江戸 考８

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １躯 光伝寺 草津市 矢倉１丁目5-43 平安 彫５１２ 修（明３３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来両脇士像 ３躯 常善寺 草津市 草津３丁目9-1 鎌倉　康元元 彫５１１ 修（明３３・昭２４）

県有 絵画 H20.7.23 板絵著色二十五菩薩来迎図 １面 常善寺 草津市 草津３丁目9-1 南北朝 絵４０ 修（平２１）

美 考古資料 S10.8.3 袈裟襷文銅鐸 １箇 個人 草津市 大路１丁目15-
21

弥生

（伝滋賀県栗太郡常盤村出土）

重文 彫刻 M38.4.4 木造薬師如来坐像 １躯 西遊寺 草津市 木川町513 鎌倉 彫５３３ 薬師堂旧蔵

修（大９）

重文 彫刻 M38.4.4 木造毘沙門天立像 １躯 西遊寺［栗東歴博寄託］ 草津市 木川町513 平安 彫５３４ 修（大９）

重文 彫刻 M33.4.7 木造聖観音立像 １躯 常教寺 草津市 下寺町82 平安 彫５２７ 観音堂旧蔵

修（明３３）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色黄不動尊像 １幅 観音寺［大阪市美勧告］ 草津市 芦浦町445 鎌倉 絵４４０

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色薬師三尊像 １幀 観音寺［奈良博寄託］ 草津市 芦浦町445 鎌倉 絵４４１ 修（明３４）

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 ２幅 観音寺［大阪市美承認］ 草津市 芦浦町445 室町 絵４４２

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色五大尊像（不動尊を欠く） ４幅 観音寺［奈良博勧告］ 草津市 芦浦町445 鎌倉 絵４４３ 修（明３４・昭５８～６０）

名変　S.37.6.21 旧名称　絹本著色四大尊

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色聖徳太子像 １幅 観音寺［奈良博寄託］ 草津市 芦浦町445 鎌倉 絵４４４ 修（明３４）

県有 絵画 S53.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 観音寺［琵文寄託］ 草津市 芦浦町445 南北朝 絵１７

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 観音寺［琵文寄託］ 草津市 芦浦町445 鎌倉 彫５２８ 修（明３３、平２８）

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １躯 観音寺［琵文寄託］ 草津市 芦浦町445 鎌倉 彫５２９ 修（平２８）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

（重文） （彫刻） （M42.4.5） （木造薬師如来坐像） （１躯） 観音寺 （平安） （彫５３０） 所在地　野洲郡野洲町大字永原

県有 彫刻 S59.3.30 木造聖観音立像 １躯 観音寺［琵文寄託］ 草津市 芦浦町445 鎌倉　建暦３ 彫５１ 修（平２３）

　背面に建暦三年大歳〓酉十月十一日の墨書がある

県有 書跡等 S32.8.26 豊臣秀吉自筆北野湯茶道具目録 １幅 観音寺［琵文寄託］ 草津市 芦浦町445 桃山 書１

県有 書跡等 S57.3.31 芦浦観音寺文書 ２３３点 観音寺［琵文寄託］ 草津市 芦浦町445 室町～江戸 書１２

県有 書跡等 H19.6.1 教行信証 ７帖 西蓮寺 草津市 上寺町353 南北朝～室町 書６５

重文 彫刻 M33.4.7 木造薬師如来立像 １躯 宝光寺 草津市 北大萱町594 平安 彫５３２ 修（明３２）

美工防災（令元）

県有 彫刻 S41.7.4 木造普賢菩薩坐像 １躯 志那神社［琵文寄託］ 草津市 志那町 南北朝　建武
元

彫９

　底板に建武元戊戌十二月日の朱書がある

重文 工芸品 S37.2.2 石燈籠 １基 三大神社 草津市 志那町 鎌倉　正応４ 工２０８９ 修（平１１）

　「正応四年辛卯三月日、僧永□敬白」の刻銘がある

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １躯 蓮海寺 草津市 志那町 鎌倉 彫５３１ 修（明３３・平５）
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有形文化財（美術工芸品）

守山市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M42.4.5 木造不動明王及二童子像 ３躯 東門院 守山市 守山２丁目2-46 平安 彫５３５ 修（昭８）

追加　H28.8.17 旧名称　木造不動明王坐像（護摩堂安置）

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来坐像 １躯 東福寺 守山市 立入町110 平安 彫５３８ 修（昭８）

美工防災（平２９）

県有 彫刻 S57.3.31 木造　如来形坐像 ２躯 東福寺 守山市 立入町110 平安 彫４５ 修（平成２２．２３）

　　　菩薩形立像

県有 彫刻 S57.3.31 木造菩薩形立像 １躯 東福寺 守山市 立入町110 平安 彫４６

重文 彫刻 T15.8.30 木造千手観音立像 １躯 安楽寺［栗東歴博寄託］ 守山市 勝部１丁目14-10 平安 彫５３９ 修（昭４）

美工防災（昭６２・６３）

県有 書跡等 H10.6.19 織田信長朱印状 １巻 善立寺 守山市 金森町753 桃山 書４０ 修（平１１）

　元亀三年九月日

　金森充

重文 彫刻 M42.4.5 木造仏頭（寺伝薬師如来ノ頭） １箇 蓮生寺 守山市 三宅町1029 平安 彫５５０ 薬師堂旧蔵

県有 書跡等 H11.3.31 称讃浄土仏摂受経 １巻 蓮生寺 守山市 三宅町1029 奈良 書４４

重文 彫刻 M42.4.5 木造宇迦乃御魂命坐像 １躯 小津神社 守山市 杉江町 平安 彫５５１ 修（昭２４）

重文 歴史資
料

R2.9.30 河内屋河正関係資料 ９点 個人 守山市 欲賀町 江戸

県有 絵画 S62.3.30 絹本著色仏涅槃図 １幅 少林寺［琵文寄託］ 守山市 矢島町1227 鎌倉 絵２９

県有 絵画 H26.1.17 絹本著色一休宗純像（朱太刀像）墨渓筆 １幅 少林寺［京博寄託］ 守山市 矢島町1227 室町　享徳
元

絵４４

　享徳元年厳寒日の自賛がある 　附は琵文寄託

　附　一休宗純像版木　１枚
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 絵画 H26.1.17 絹本著色一休宗純像　墨渓筆 １幅 少林寺［琵文寄託］ 守山市 矢島町1227 室町　享徳
元

絵４５

　享徳元年臈月日の自賛がある

重文 彫刻 M42.4.5 木造聖観音坐像 １躯 真光寺（管理団体　守山
市）

守山市 矢島町1347 平安　長元
２

彫５５２ 所在観音堂　胎内に長元二年造立の銘がある

保存庫（昭３９）

収蔵庫改修（平２９）

県有 工芸品 S56.4.24 鰐口 １口 蜊江神社［琵文寄託］ 守山市 笠原町 鎌倉　永仁
７

工３１

　永仁七年己亥二月廿日の刻銘がある

県有 工芸品 H20.7.23 銅水瓶 １口 己爾乃神社［琵文寄託］ 守山市 洲本町2322 室町　寛正
６

工５２

　寛正六年の刻銘がある

重文 彫刻 M42.4.5 木造十一面観音立像 １躯 福林寺 守山市 木浜町2011 平安 彫５５３ 保存庫（昭４３）

修（大９）

県有 彫刻 H24.3.19 木造地蔵菩薩坐像 １躯 幸津川町自治会 守山市 幸津川町 平安 彫８１

県有 工芸品 H21.11.25 銅鐘 １口 下新川神社［琵文寄託］ 守山市 幸津川町1356 室町　応永
２６

工５４

　奉寄進東般若院、応永二十六年霜月等の刻銘が

　ある

県有 彫刻 S55.4.18 木造大日如来坐像 １躯 小浜大日堂 守山市 小浜町 鎌倉 彫３８

59 / 103



有形文化財（美術工芸品）

栗東市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 歴史資料 H21.11.25 里内文庫資料 16,056
点

栗東市（栗東歴史民俗博
物館保管）

栗東市 安養寺 室町～昭和 歴８

県有 彫刻 H27.12.18 木造男神坐像 １躯 五百井神社［栗東歴博寄
託］

栗東市 下戸山20 平安 彫８５

県有 工芸品 R1.12.24 黒漆金銅装蔓柏文鞍 １背 五百井神社［栗東歴博寄
託］

栗東市 下戸山2０ 鎌倉 工６２

重文 彫刻 H9.6.30 　木造男神坐像（伝落別命） １躯 小槻大社［栗東歴博寄
託］

栗東市 下戸山
1200

平安 彫３４６５ 修（平１０）

　木造男神坐像（伝大己貴命） １躯

重文 彫刻 M33.4.7 木造薬師如来坐像 １躯 東方山安養寺 栗東市 安養寺88 鎌倉 彫５２３ 修（昭９）

美工防災（平２８）

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 淨光寺 栗東市 下鈎740 鎌倉 彫５２４ 修（明３３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造薬師如来両脇士像 ３躯 蓮台寺 栗東市 下鈎 平安（中尊） 彫５２５ 修（明３２・昭５５）

南北朝（脇
侍）

県有 彫刻 S53.3.17 木造薬師如来坐像 １躯 東方寺 栗東市 小柿 平安 彫３４ 修（平１０～１１）

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像（伝僧円仁作） １躯 新善光寺 栗東市 林256 南北朝 彫５２１

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １躯 福正寺 栗東市 六地蔵 平安 彫５２２ 所在法界寺地蔵堂

修（昭２８）

美 工芸品 S23.4.27 石造燈籠 １基 高野神社 栗東市 高野 鎌倉

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 敬恩寺 栗東市 荒張 鎌倉 彫５１８ 修（明３３）

美工防災（昭６０・６１）

重文 彫刻 M33.4.7 木造毘沙門天立像 １躯 金勝寺 栗東市 荒張670 平安 彫５１６ 美工防災（昭６１・６２）

修（昭６２・６３）

重文 彫刻 M33.4.7 木造虚空蔵菩薩半跏像 １躯 金勝寺 栗東市 荒張670 平安 彫５１５ 修（明３２）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M33.4.7 木造地蔵菩薩坐像 １躯 金勝寺 栗東市 荒張670 平安 彫５２０ 旧所有者　山口寺

所変　H9.6.9 修（明３２・昭６０）

重文 彫刻 S34.12.18 木造釈迦如来坐像（本堂安置） １躯 金勝寺 栗東市 荒張670 平安 彫３０９０ 修（明３６）

重文 彫刻 S34.12.18 木造軍荼利明王立像 １躯 金勝寺 栗東市 荒張670 平安 彫３０９１

県有 彫刻 S32.8.26 木造　僧形八幡神坐像　　１ ２躯 金勝寺［琵文寄託］ 栗東市 荒張670 平安 彫１

　　　女神坐像　　　　　１

県有 彫刻 H10.6.19 木造四天王立像 ２躯 金勝寺［栗東歴博寄託］ 栗東市 荒張670 平安 彫７０

県有 彫刻 H10.6.19 木造天部形立像 １躯 金勝寺［栗東歴博寄託］ 栗東市 荒張670 平安 彫７１

県有 書跡等 H6.3.31 紺紙金字金光明経巻第一 １巻 金勝寺［琵文寄託］ 栗東市 荒張670 平安 書３４ 修（平７）

県有 歴史資料 H6.3.31 金勝寺制札 ２枚 金勝寺［栗東歴博寄託］ 栗東市 荒張670 室町 歴５

　一、長享元年九月三日室町幕府奉行人連署禁制   1枚

　一、延徳三年八月廿七日室町幕府奉行人連署禁制 1枚

重文 彫刻 T15.4.19 木造阿弥陀如来及両脇侍像 ３躯 金胎寺 栗東市 荒張398 平安　永治２ 彫５１７ 修（昭３）

　中尊ノ胎内ニ永治二年五月奉造立ノ銘アリ

重文 彫刻 S30.6.22 木造四天王立像 ２躯 金胎寺 栗東市 荒張398 平安　康治
元、

彫３０３０ 修（昭３２）

　持国天像内に康治元年六月廿四日、増長天像内に 　　　永治２

　永治二年五月十七日の造立供養の銘がある

重文 彫刻 M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １躯 正徳寺 栗東市 荒張305-2 鎌倉 彫５１９ 修（明３３）

県有 彫刻 S47.4.1 木造広目天立像 １躯 大通寺保存会［栗東歴博
寄託］

栗東市 荒張670 平安 彫１６ 所有者名称変更（平元）

修（平４・５）

県有 彫刻 S59.3.30 木造如意輪観音坐像 １躯 井上区［栗東歴博寄託］ 栗東市 井上 鎌倉　正応４ 彫５２
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　台坐反花に正応四年、仏子定圓の墨書がある

　附　木造吉祥天立像　　　１躯

重文 彫刻 M33.4.7 木造薬師如来坐像 １躯 阿弥陀寺［栗東歴博寄
託］

栗東市 東坂506 平安 彫５１４ 修（明３２）

所変　H25.7.18 旧所有者　善勝寺

重文 彫刻 S57.6.5 木造千手観音立像 １躯 阿弥陀寺［栗東歴博寄
託］

栗東市 東坂506 平安 彫３３６７ 三面千手　修（平６）

所変　H25.7.18 修（明３２・昭６０）

旧所有者　善勝寺

県有 歴史資料 H29.11.24 算額 １面 阿弥陀寺［栗東歴博寄
託］

栗東市 東坂506 江戸 歴１１

　明和四歳亥十一月日井上太左衛門宗益等奉納

算額 １面

　文政二己卯秋下旬井上太左衛門宗朝奉納

重文 彫刻 M33.4.7 木造狛犬 １対 大宝神社［京博勧告］ 栗東市 綣 鎌倉 彫５２６ 修（明３２）

県有 彫刻 S41.7.4 木造狛犬 １対 大宝神社［栗東歴博寄
託］

栗東市 綣 鎌倉 彫１０ 修（平元）

　胎内に南□牛頭天王の墨書がある
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有形文化財（美術工芸品）

甲賀市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 書跡等 H24.3.19 水口藩加藤家文書 13,983点 甲賀市（甲賀市甲南図書交
流館保管）

甲賀市 水口町水口6053 桃山～近代 書７１

重文 彫刻 M44.8.9 木造女神像 １躯 水口神社 甲賀市 水口町宮ノ前3-
14

鎌倉 彫５７３

重文 彫刻 M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １躯 願隆寺 甲賀市 水口町松尾1290 平安 彫５７６ 修（昭８）

重文 彫刻 M41.4.23 木造日光月光菩薩立像 ２躯 願隆寺 甲賀市 水口町松尾1290 平安 彫５７７ 修（明４２）

重文 彫刻 M45.2.8 木造十一面千手観音立像 １躯 千光寺 甲賀市 水口町嶬峨1613 平安 彫６１６ 修（大３・平１３）

収蔵庫（昭５６～５７）

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １躯 西栄寺 甲賀市 水口町八田358 平安 彫６０８ 修（明４５）

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来坐像 １躯 西栄寺 甲賀市 水口町八田358 平安 彫６０９ 修（明４５）

重文 彫刻 M44.8.9 木造地蔵菩薩半跏像 １躯 智禅院 甲賀市 水口町伴中山
2644

鎌倉 彫６０７ 修（明４５）

重文 彫刻 M41.4.23 木造地蔵菩薩坐像 １躯 泉福寺 甲賀市 水口町泉480 鎌倉 彫６１１ 修（明４５）

重文 彫刻 M45.2.8 木造如意輪観音坐像 １躯 持宝寺 甲賀市 水口町酒人573 鎌倉 彫６１０ 修（大元）

県有 絵画 S57.3.31 絹本著色不動明王二童子像 １幅 柏木神社［琵文寄託］ 甲賀市 水口町北脇 鎌倉 絵２５ 修（昭５８）

重文 彫刻 M42.4.5 木造大日如来坐像 １躯 福照寺 甲賀市 水口町貴生川 平安 彫５７９ 修（明４３）

収蔵庫（平４）

重文 彫刻 M42.4.5 木造地蔵菩薩立像 １躯 永昌寺 甲賀市 水口町宇川1050 平安 彫５８０ 保存庫（昭４４）

保存庫改修（昭６２）

修（明４２・平７）

重文 彫刻 M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １躯 飯道寺 甲賀市 水口町三大寺
1019

平安 彫５８１ 保存庫（昭４４・平成２４～２５）

修（明４３）

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音立像 １躯 飯道寺 甲賀市 水口町三大寺
1019

平安 彫５８２ 修（明４３）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M41.4.23 木造地蔵菩薩立像 １躯 飯道寺 甲賀市 水口町三大寺
1019

鎌倉 彫５８３ 修（明４３）

M43.4.20 大般若経 １４２帖 太平寺［東博勧告(20帖)］ 甲賀市 土山町鮎河 奈良 書２４８

国宝 書籍等 M37.6.21 　（和銅五年十一月十五日長屋王願経） 　　　［京博勧告(122帖)］

重文 書跡等 M43.4.20 大般若経 ４３帖 見性庵［奈良博勧告］ 甲賀市 土山町鮎河 奈良 書５６９ 旧名称　紙本墨書大般若経、和銅五年の奥
書あり

名変　S43.2.2 　和銅五年十一月十五日長屋王願経

重文 彫刻 M45.2.8 木造大日如来坐像 １躯 長松寺 甲賀市 土山町黒川 平安 彫６１７ 保存庫（昭４７）

保存庫改修（平１３）

修（大２）

県有 書跡等 H2.3.31 大般若波羅蜜多経 ５６２帖 地福寺［琵文寄託(10帖)］ 甲賀市 土山町山女原
143

平安～室町 書２６

　［栗東歴博寄託（１帖）］

  ［土山歴民寄託(551帖)］

M43.4.20 大般若経 ２７帖 常明寺 甲賀市 土山町南土山 奈良 書２４７ 修（昭２７）

国宝 書籍等 M37.6.21 　（和銅五年十一月十五日長屋王願経） 美工防災（令元）

県有 彫刻 S47.4.1 木造聖観音立像 １躯 永雲寺 甲賀市 北土山 平安 彫１８ 修（平１１）

重文 彫刻 T2.4.14 木造釈迦如来坐像 １躯 清凉寺 甲賀市 土山町青土854 鎌倉 彫５７８ 修（大２）

県有 彫刻 S60.3.29 木造十一面観音立像 １躯 白毫寺 甲賀市 土山町野上野 平安 彫５６ 修（平元）

重文 彫刻 M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １躯 阿弥陀寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２６ 修（昭８）

重文 彫刻 M41.4.23 木造聖観音立像 １躯 阿弥陀寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２７ 修（明４３・昭３８）

県有 彫刻 S53.3.17 木造薬師如来立像 １躯 阿弥陀寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫３５

県有 彫刻 R1.12.24 銅造誕生釈迦仏立像 １躯 阿弥陀寺 甲賀市 甲賀町櫟野 奈良 彫８９

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音坐像 １躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２０ 収蔵庫（昭３８・３９・４０、平２８）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

修（明４４・昭４５・４６・平１３・１
４）

重文 彫刻 M41.4.23 木造聖観音立像 １躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２１ 修（明４３・平１３・１４）

重文 彫刻 M41.4.23 木造薬師如来坐像 １躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２２ 修（明４３）

重文 彫刻 M41.4.23 木造毘沙門天立像 １躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２３

重文 彫刻 M41.4.23 木造　十一面観音立像　　１ ６躯 櫟野寺［東博勧告（十一面１）］ 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２４ 修（明４３）

　　　聖観音立像　　　　２

　　　吉祥天立像　　　　２ 　 　［東博承認（吉祥天１）］

　　　地蔵菩薩立像　　　１

重文 彫刻 M41.4.23 木造　地蔵菩薩立像　　　１ ９躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 平安 彫６２５ 修（明４３）

　　　聖観音立像　　　　５ ［大阪市美勧告（聖観音１）］ 修（昭５９－十一面観音その２）

　　　十一面観音立像　　２ 修（昭６２－５躯）

　　　吉祥天立像　　　　１

重文 彫刻 S34.12.18 木造地蔵菩薩坐像 １躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 鎌倉　文治３ 彫３０９２ 修（昭３６）

　像内に文治三年十月十五日、造立供養の銘がある

県有 彫刻 S41.7.4 木造弥勒仏坐像 １躯 櫟野寺 甲賀市 甲賀町櫟野 南北朝 彫１４ （弥勒仏）

　膝裏に暦応参年庚辰八月廿七日の墨書がある 修（平９）

県有 書跡等 S57.3.31 版本妙法蓮華経（百済寺版） ８巻 櫟野寺［琵文寄託］ 甲賀市 甲賀町櫟野 南北朝　明徳2 書１１ 修（昭５８・５９）

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音立像 １躯 常光寺 甲賀市 甲賀町大原上田 平安 彫６２９ 修（昭８）

重文 彫刻 M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １躯 長福寺 甲賀市 甲賀町大原中 平安 彫６１８ 修（明４３）

重文 彫刻 M41.4.23 木造仏頭 １箇 長福寺 甲賀市 甲賀町大原中 平安 彫６１９ 修（明４３）

重文 彫刻 M41.4.23 木造神像（社伝素盞嗚尊坐像） １躯 大鳥神社 甲賀市 甲賀町鳥居野 平安 彫６２８ 修（明４３）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 彫刻 S47.4.1 福太夫面 １面 油日神社［甲賀歴民寄託］ 甲賀市 甲賀町油日 室町 彫１９

　内側に「永正五年戊辰六月十八日、桜宮聖出雲（花
押）」の墨書がある

　　附、ずずい子　　　１躯

　　　　背面に「出雲明秀（花押）」の墨書がある

重文 彫刻 M41.4.23 木造聖観音坐像（弥田堂安置） １躯 長福寺 甲賀市 甲賀町田堵野 平安 彫６３１ 修（明４３）

重文 彫刻 M41.4.23 木造薬師如来坐像 １躯 竜福寺 甲賀市 甲賀町滝 平安 彫６３２ 修（明４３）

県有 彫刻 S41.7.4 木造地蔵菩薩坐像 １躯 福明寺 甲賀市 甲賀町高嶺 鎌倉 彫１３ 修（昭６２）

　胎内に建仁元年辛酉□八月始之の墨書がある

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音立像 １躯 光明寺 甲賀市 甲賀町五反田 平安 彫６３０ 修（明４３）

重文 彫刻 M42.4.5 木造地蔵菩薩立像 １躯 安楽寺(管理団体　妙音寺） 甲賀市 甲賀町小佐治 平安 彫６１２ 修（大２）

重文 彫刻 M42.4.5 木造聖観音立像 １躯 妙音寺 甲賀市 甲賀町小佐治 平安 彫６１３ 修（明４２）

収蔵庫（昭６０・６１）

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来坐像 １躯 大岡寺 甲賀市 甲賀町隠岐 平安 彫６１４ 薬師堂旧蔵

修（明４２）

収蔵庫（昭５９）

県有 彫刻 S58.3.28 木造十一面観音立像 １躯 大岡寺 甲賀市 甲賀町隠岐 平安 彫４８ 本堂安置

修（平１０）

県有 彫刻 S58.3.28 木造阿弥陀如来坐像 １躯 香蓮寺 甲賀市 甲賀町隠岐 平安 彫４７ 宝冠阿弥陀如来

修（平１２）

重文 彫刻 M45.2.8 木造聖観音立像 １躯 大福寺 甲賀市 甲賀町岩室1171 平安 彫６１５ 修（大元）

美工防災（令元）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面千手観音坐像 １躯 浄福寺 甲賀市 甲南町深川 鎌倉 彫５９０ 修（明４３）

県有 絵画 S47.4.1 紙本淡彩 棋書仙人図　襖貼付　　４ １６面 矢川神社［県立近美寄託］ 甲賀市 甲南町森尻 江戸 絵５ 修（昭６３・平元）

　　　　 山水図　　　襖貼付　１２

　十六面のうち四面に金谷の落款印章等がある

重文 彫刻 S51.6.5 木造千手観音立像 １躯 桧尾寺 甲賀市 甲南町池田 鎌倉 彫３３１１ 修（昭５２）

収蔵庫（昭５９）

県有 彫刻 H2.3.31 木造大日如来坐像 １躯 八田組大日堂 甲賀市 甲南町池田 南北朝 彫６１ 修（平３・４）

重文 彫刻 M41.4.23 木造地蔵菩薩坐像 １躯 嶺南寺 甲賀市 甲南町竜法師
1289

鎌倉 彫５８９ 修（明４３）

重文 彫刻 M45.2.8 木造十一面観音立像 １躯 正福寺 甲賀市 甲南町杉谷 平安 彫５８４ 修（大元）

美工防災（平２９）

重文 彫刻 M45.2.8 木造釈迦如来坐像 １躯 正福寺 甲賀市 甲南町杉谷 平安 彫５８５ 修（大元）

重文 彫刻 M45.2.8 木造十一面観音及両脇侍立像 ３躯 伊勢廻寺 甲賀市 甲南町野川708 南北朝 彫５８６ 保存庫（昭４０・４１）

修（大元）

修（平成２３-毘沙門天）

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音立像（観音堂安置） １躯 福竜寺 甲賀市 甲南町下馬杉 平安 彫５８８ 修（昭８）

重文 彫刻 M45.2.8 木造薬師如来坐像 １躯 誓蓮寺 甲賀市 甲南町上馬杉 平安 彫５８７ 収蔵庫（平５）

修（大元）

重文 彫刻 S47.2.28 木造地蔵菩薩立像 １躯 公益財団法人秀明文化財団 甲賀市 信楽町田代 鎌倉 彫3267 旧所有者　神慈秀明会

所変H 　附　像内納入品 修（平２６）

追加　H28.8.17 　　　一、舎利容器　錦袋・包紙添 １箇 旧名称　木造地蔵菩薩立像

　　　一、紙本墨画地蔵菩薩像 ２枚
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　　一、地蔵菩薩印仏 １枚

　　　一、地蔵菩薩印仏 １枚

　　　一、地蔵菩薩印仏 ８枚

　　　一、万杯供養札 １枚

重文 工芸品 S28.11.14 曜変天目茶碗 １口 公益財団法人秀明文化財団 甲賀市 信楽町田代 南宋 工611 旧所有者　神慈秀明会

所変H

県有 工芸品 S54.3.30 飯道神社懸仏 １０３８点 飯道神社［琵文寄託］ 甲賀市 信楽町宮町 平安～江戸 工２７

　附　関係遺品　　７０点

県有 彫刻 S53.3.17 木造薬師如来坐像 １躯 大日寺［琵文寄託］ 甲賀市 信楽町宮町 平安 彫３６

県有 彫刻 H26.1.17 木造阿弥陀如来及両脇侍立像 ３躯 来迎寺 甲賀市 信楽町中野25 鎌倉　文永６ 彫８３

　中尊の像内に文永六年六月、法眼院快、法眼

　院静、法橋院禅等の銘がある

重文 彫刻 H19.6.8 木造十一面観音立像 １躯 誓光寺 甲賀市 信楽町上朝宮
1505

平安 彫３５４４ 修（平５－当時県指定）

像内納入品

　一、御衣木断片 １枚

　一、墨書紙片 １枚

県有 絵画 S53.3.17 絹本著色阿弥陀如来三尊像（善光寺式） １幅 本覚寺［琵文寄託］ 甲賀市 信楽町宮尻 南北朝 絵２１ 修（昭５３）

重文 彫刻 M42.4.5 木造聖観音立像 １躯 浄顕寺 甲賀市 信楽町多羅尾 平安 彫６３３ 修（昭８）
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有形文化財（美術工芸品）

野洲市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 古文書 H23.6.27 滋賀県西河原遺跡群出土木簡 ３１点 野洲市（野洲市歴史民俗博
物館保管）

野洲市 小篠原2100-1 飛鳥～平安 文６８６

重文 彫刻 M42.9.21 木造毘沙門天立像 １躯 蓮乗寺 野洲市 比江1191 平安 彫５５７ 修（昭８）

重文 彫刻 M42.9.21 木造阿弥陀如来坐像 １躯 仏性寺 野洲市 乙窪191 平安 彫５５８ 収蔵庫（昭５４）

修（昭５５）

重文 彫刻 M42.9.21 木造薬師如来坐像 １躯 西得寺 野洲市 比留田852 平安 彫５６０ 修（大１０）

薬師堂旧蔵

重文 彫刻 M42.9.21 木造十一面観音立像 １躯 蓮長寺 野洲市 比留田643 平安 彫５５９ 修（昭８）

観音堂旧蔵

収蔵庫（昭５８）

県有 絵画 H21.11.25 絹本著色熊野曼荼羅図 １幅 錦織寺［奈良博寄託］ 野洲市 木部826 鎌倉 絵４１

重文 工芸品 S31.6.28 白絹包腹巻 １具 兵主神社［京博寄託］ 野洲市 五条566 南北朝　観応2 工７３０ 収蔵庫（昭５７）

　附　鍍銀篭手金具　　　　　　　　　　１隻 修（昭３７・３８）

　　　鍍銀臑当　　　　　　　　　　　　１双

　　　茜威喉輪　　　　　　　　　　　　１掛

　　　白生絹袷小袖　　　　　　　　　　１領

　　　萌黄地白茶格子生絹袷小袖　　　１隻

　　　〓帯　　    　　　　　　　　　　１条

　　　唐櫃　　　　　　　　　　　　　　１合

　　　　蓋裏に観応二年九月四日の墨書がある

美 工芸品 S9.5.18 革箙 １口 兵主神社 野洲市 五条566 鎌倉
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　附　黒漆矢　　　　　６隻

美 工芸品 S9.5.18 錦包箙 １口 兵主神社 野洲市 五条566 室町

　底裏ニ大永四年卯月廿七日作之ノ墨書アリ

　　附　黒漆矢　　　　６隻

美 工芸品 S17.5.30 梓弓　中央ニテ折損本弭金具欠 １張 兵主神社 野洲市 五条566 室町

美 工芸品 S17.5.30 伏竹弓 １張 兵主神社 野洲市 五条566 室町

美 工芸品 S17.5.30 黒漆弓 １張 兵主神社 野洲市 五条566 室町

美 工芸品 S17.5.30 木造唐鞍神馬　口取添 １頭 兵主神社 野洲市 五条566 鎌倉

美 工芸品 S17.5.30 木造神馬 １頭 兵主神社［琵文寄託］ 野洲市 五条566 鎌倉

県有 工芸品 H23.3.24 鰐口 １口 兵主神社 野洲市 五条566 桃山　天正18 工５５

　天正十八年、洛陽三条与二郎等の刻銘がある

県有 書跡等 S63.3.31 大般若波羅蜜多経（矢放神社保管） ５２４帖 兵主神社［野洲歴民寄託］ 野洲市 五条566 平安・鎌倉 書２２

　附　識語等断簡

重文 彫刻 M42.9.21 木造薬師如来坐像 １躯 西徳院 野洲市 須原887 平安 彫５５５ 修（大１０）

薬師堂旧蔵

重文 彫刻 M42.9.21 木造聖観音立像 １躯 仏法寺 野洲市 井口524 平安 彫５５６ 修（昭８）

重文 絵画 H3.6.21 絹本著色如意輪観音像 １幅 法蔵寺［琵文寄託］ 野洲市 六条524 鎌倉 絵１９０９ 修（平４～６）

重文 彫刻 M42.9.21 木造毘沙門天立像 １躯 法蔵寺 野洲市 六条524 平安 彫５５４

重文 彫刻 M42.4.5 木造地蔵菩薩立像 １躯 真福寺［野洲歴民寄託］ 野洲市 小篠原427 平安 彫５４２
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １躯 安楽寺 野洲市 市三宅1835 鎌倉 彫５４０ 修（大９）

重文 彫刻 M42.4.5 木造聖観音立像(不動堂安置) １躯 安楽寺 野洲市 市三宅1835 平安 彫５４１ 修（昭８）

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １躯 円光寺 野洲市 久野部266 平安 彫５４３ 修（昭３４・平８）

H8.5.1盗難、H8.9発見

県有 彫刻 S41.7.4 木造地蔵菩薩坐像 １躯 円光寺［琵文寄託］ 野洲市 久野部266 南北朝 彫１１

　膝裏に願主沙門行真同彦五郎貞和六年庚寅三月廿四
日の墨書がある

県有 彫刻 S41.7.4 木造地蔵菩薩坐像 １躯 円光寺 野洲市 久野部266 南北朝 彫１２

　膝裏に大願主沙弥道妙貞和六年三月廿四日の墨書が
ある

県有 絵画 H4.3.31 絹本著色両界曼荼羅図 ２幅 御上神社［野洲歴民寄託］ 野洲市 三上838 南北朝 絵３３

重文 彫刻 M42.4.5 木造狛犬 １対 御上神社［京博勧告］ 野洲市 三上838 平安 彫５４４ 修（平２５）

県有 工芸品 S32.8.26 木造相撲人形　力士　２ １組 御上神社［琵文寄託］ 野洲市 三上838 鎌倉 工１

　　　　　　　行司　１

県有 書跡等 H13.3.19 御上神社文書 ２６５点 御上神社［野洲歴民寄託］ 野洲市 三上838 室町～明治 書５５ 野洲市歴史民俗博物館所在

県有 書跡等 H9.3.31 六角氏式目 １冊 個人 野洲市 三上 江戸 書３７ 旧所有者　大谷雅彦

所変　H11.8.19

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来坐像（薬師堂安置） １躯 宗泉寺 野洲市 妙光寺234 平安 彫５４５ 修（昭８）

重文 彫刻 M42.4.5 木造毘沙門天立像（所在薬師堂） １躯 宗泉寺 野洲市 妙光寺234 平安 彫５４６ 修（昭８）

重文 彫刻 M42.4.5 木造不動明王及両童子立像（所在薬師堂） ３躯 宗泉寺 野洲市 妙光寺234 鎌倉 彫５４７ 修（昭８）

美 工芸品 S23.4.29 石造燈籠 １基 宗泉寺 野洲市 妙光寺234 鎌倉

県有 書跡等 S47.4.1 大般若経（宋版） ６００帖 野蔵神社 野洲市 南桜 宋 書５

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １躯 聖応寺［琵文寄託］ 野洲市 南桜2227 平安 彫５４８ 修（大１０）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M42.4.5 銅造観世音菩薩立像 １躯 報恩寺［京博承認］ 野洲市 南桜 奈良 彫５４９

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来坐像 １躯 観音寺 野洲市 永原 平安 彫５３０ 修（大１０）

薬師堂旧蔵

所有者住所は草津市芦浦町

県有 彫刻 H6.3.31 木造阿弥陀如来坐像 １躯 福泉寺 野洲市 永原674 鎌倉 彫６７ 修（平７）

　像内に貞應元年および嘉禄三年の朱書がある

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来立像 １躯 常念寺 野洲市 永原 鎌倉 彫５６５

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来立像 １躯 岩蔵寺 野洲市 大篠原 鎌倉 彫５６３ 修（大１０）

重文 彫刻 M42.4.5 木造聖観音立像 １躯 来迎寺 野洲市 小南1912 平安 彫５６４ 修（昭５７）
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有形文化財（美術工芸品）

湖南市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M42.4.5 木造十一面観音立像 １躯 永照院 湖南市 三雲1201-1 平安 彫５９２ 修（明４４）

重文 彫刻 M42.4.5 木造十一面観音立像 １躯 上乗寺 湖南市 三雲1013 平安 彫５９１ 修（明４４）

重文 彫刻 M42.4.5 木造吉彦命坐像 １躯 吉御子神社 湖南市 石部西1丁目15-
1

平安 彫５７２ 修（明４４）

　附　木造随身坐像　　　２躯

重文 絵画 M30.12.28 絹本著色十六羅漢像 １６幀 長寿寺［奈良博寄託］ 湖南市 東寺5丁目2-27 鎌倉 絵４４５ 旧名称　十六羅漢図絹本著色掛幅

名変　S39.5.26 修（明３２）

県有 絵画 R23.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 鎌倉 絵１８ 保存庫（昭５１～５２）

修（平３）

県有 絵画 R23.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 室町 絵１９ 修（平４）

県有 絵画 H9.3.31 絹本著色聖観音曼荼羅図 １幅 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 鎌倉 絵３６

重文 彫刻 M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １躯 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 平安 彫５６６ 修（明４４）

重文 彫刻 M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １躯 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 平安 彫５６７ 修（明４４）

重文 彫刻 M41.4.23 木造釈迦如来坐像 １躯 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 平安 彫５６８ 修（明４４）

県有 彫刻 S60.3.29 木造菩薩形立像 １躯 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 平安 彫５５ 修（昭６１）

県有 工芸品 H25.3.19 黒漆磬架 １基 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 室町　文正２ 工５７

　横木に栗本楽音寺、文正二天丁亥二月日等の

　刻銘がある

県有 歴史資料 H5.3.31 長寿寺制札 ２枚 長寿寺 湖南市 東寺5丁目2-27 南北朝～室町 歴４

　元弘三年五月廿五日足利高氏禁制　　　　　　 1枚

　延徳三年九月十七日室町幕府奉行人連署禁制案 1枚
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 絵画 S36.7.19 板絵著色三十六歌仙扁額 ８面 白山神社 湖南市 東寺5丁目 室町 絵３

　額裏に永享八年丙辰十一月朔日の墨書がある

重文 絵画 M32.8.1 絹本著色浄土曼荼羅図（伝僧源信筆） １幅 常楽寺［京博寄託］ 湖南市 西寺6丁目5-1 鎌倉 絵４４６ 修（明３２）

重文 絵画 T1.9.3 絹本著色仏涅槃図 １幅 常楽寺［京博寄託］ 湖南市 西寺6丁目5-1 鎌倉 絵４４７ 修（昭６・６１）

美 絵画 S15.9.27 絹本著色釈迦如来及四天王像 １幅 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 鎌倉

重文 彫刻 M41.4.23 木造釈迦如来坐像 １躯 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 平安 彫５６９ 修（明４４）

重文 彫刻 M45.2.8 木造二十八部衆立像 ２８躯 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 鎌倉　徳治３
～正和３

彫５７０ 修（明４５）

重文 彫刻 T2.4.14 木造千手観音坐像 １躯 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 南北朝 彫５７１ 修（大２）

重文 工芸品 M44.4.17 錫杖 １柄 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 平安 工１６６ 修（明４５）

重文 工芸品 S39.1.28 石燈籠 １基 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 室町　応永13 工２１７１

　応永十三年丙戌六月日刻銘がある

重文 工芸品 H7.6.15 　金銅飯食器 １口 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 平安 工２５６２

　銅飲食器 １口
　　　（脚欠）
　金銅火舎 １口

重文 書跡等 T1.9.3 　紙本墨書常楽寺勧進状　延慶元年六月　１ ３巻 常楽寺 湖南市 西寺6丁目5-1 鎌倉・南北
朝・室町

古３７１ 修（昭６）

　　　　　　　　　　　　延文五年七月　１

　　　　　　　　　　　　応永五年二月　１

　　附　銅仏餉器　元応二年常楽院ノ銘アリ　１箇

重文 彫刻 M37.2.18 木造兜跋毘沙門天立像 １躯 善水寺 湖南市 岩根 平安 彫５９４ 修（明３９）

重文 彫刻 M37.2.18 木造 持国天 立像 ２躯 善水寺 湖南市 岩根 鎌倉 彫５９５ 修（明３９）

分割　S39.1.28      増長天

重文 彫刻 M37.2.18 木造四天王立像 ４躯 善水寺 湖南市 岩根 平安 彫５９６ 修（明３９）

重文 彫刻 M37.2.18 木造不動明王坐像 １躯 善水寺 湖南市 岩根 平安 彫５９７ 修（明３９・昭６０）

重文 彫刻 M37.2.18 木造僧形文殊坐像 １躯 善水寺 湖南市 岩根 平安 彫５９８ 修（明３９・昭６０）

重文 彫刻 M37.2.18 金銅誕生釈迦仏立像 １躯 善水寺 湖南市 岩根 奈良 彫５９９ 修（明３９）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M41.4.23 木造金剛二力士立像 ２躯 善水寺 湖南市 岩根 平安 彫６００ 修（明４１）

重文 彫刻 M37.2.18 木造薬師如来坐像 １躯 善水寺 湖南市 岩根 平安　正暦４ 彫３１６８ 修（明３９・昭６１）

分割　S39.1.28 　像内に正暦四年造像結縁交名一紙及び籾を納め

　る

重文 彫刻 M37.2.18 木造　梵天　 立像 ２躯 善水寺 湖南市 岩根 平安 彫３１６９

　　　帝釈天

県有 彫刻 S32.8.26 銅造阿弥陀如来立像 １躯 善水寺 湖南市 岩根 鎌倉 彫２

　元久三年十月三日の刻銘がある

県有 彫刻 S47.4.1 木造神像　男神像　　１ ４躯 川田神社 湖南市 正福寺 鎌倉 彫１７ 修（平６）

　　　　　女神像　　３

重文 彫刻 M41.4.23 木造大日如来坐像 １躯 正福寺 湖南市 正福寺409 平安 彫６０４ 修（昭３６）

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音立像　（観音堂安置） １躯 正福寺 湖南市 正福寺409 平安 彫６０２ 永厳寺旧蔵

修（明４１・平３）

美工防災（平８）

重文 彫刻 M41.4.23 木造十一面観音立像（所在観音堂） ３躯 正福寺 湖南市 正福寺409 平安 彫６０３ 修（明４１・平４）

重文 彫刻 M41.4.23 木造薬師如来坐像（所在観音堂） １躯 正福寺 湖南市 正福寺409 平安 彫６０５ 修（明４１・平３）

重文 彫刻 M43.8.29 木造地蔵菩薩半跏像 １躯 正福寺 湖南市 正福寺409 平安 彫６０６ 永厳寺旧蔵

修（明４５・平４）

県有 工芸品 S59.3.30 鰐口 １口 正福寺［琵文寄託］ 湖南市 正福寺409 鎌倉　元亨２ 工３４

　元亨二年壬戌十一月一日の刻銘がある
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

美 工芸品 S16.4.9 石造燈篭 １基 八王子神社 湖南市 菩提寺 南北朝　貞治4

　貞治四年乙巳十二月八日ノ刻銘アリ

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来立像 １躯 菩提禅寺 湖南市 菩提寺1821 平安 彫６０１ 修（昭９・平９）
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有形文化財（美術工芸品）

高島市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 書跡等 H27.3.24 大溝藩分部家文書 ３８４点 高島市（高島歴民保管） 高島市 新旭町北畑
565

桃山～江戸 書７３

　附　典籍類　　　　　　　　　　　　　５点

　　　器物類（土器・檜扇・朱印状箱）　６点

県有 絵画 S32.8.26 板絵著色絵馬　狩野山楽筆 ２面 天神社［京博寄託］ 高島市 マキノ町海津 江戸 絵２

重文 書跡等 T12.3.28 紙本墨書法華経　開結共 １０巻 天神社［大阪市美勧告］ 高島市 マキノ町海津 平安 書５７８

　各巻ニ正中二年三月奉施入ノ奥書アリ

重文 彫刻 M34.3.27 木造十一面観音坐像 １躯 宗正寺 高島市 マキノ町海津 南北朝 彫７６７ 修（昭元）

美工防災（平２６）

重文 彫刻 M42.4.5 木造千手観音立像 １躯 地福庵 高島市 マキノ町浦 平安 彫７６８ 観音堂旧蔵

修（昭８・５４）

重文 彫刻 M42.4.5 木造薬師如来立像 １躯 称念寺 高島市 マキノ町上開田 平安 彫７６９ 薬師堂旧蔵

　像内に延久六年八月廿五日、仏師僧源増の銘がある 旧名称　木造薬師如来立像　延久六年八月
ノ銘アリ

修（昭元・６１）

県有 彫刻 S55.4.18 木造阿弥陀如来坐像 １躯 称念寺 高島市 マキノ町上開田 平安 彫３９

重文 彫刻 M37.2.18 木造大日如来坐像 １躯 大善寺 高島市 新旭町新庄 平安 彫７７２

重文 彫刻 M34.3.27 木造釈迦如来坐像 １躯 保福寺 高島市 新旭町安井川 平安 彫７７３ 修（昭元）

県有 彫刻 S61.3.28 木造薬師如来坐像 １躯 正伝寺 高島市 新旭町旭 平安 彫５７ 修（昭６３・平元）

　　承安貳年七月、大佛師有圓、僧寛應の墨書がある

　附　木造不動明王立像　　　　　　　　　　　２躯

　　　　　毘沙門天
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 T12.3.28 絹本著色仏涅槃図 １幅 正法寺［琵文寄託］ 高島市 安曇川町常磐木 鎌倉 絵４６７ 修（昭３３）

県有 書跡等 S58.3.28 大般若経 ６００帖 若宮神社［琵文寄託］ 高島市 安曇川町北船木 平安 書１４

重文 彫刻 M34.3.27 木造薬師如来坐像 １躯 長谷寺［琵文寄託］ 高島市 音羽 平安 彫７６６ 修（昭元）

薬師堂旧蔵

美 書跡等 S15.9.27 紙本墨書後深草天皇宸翰御消息（みくらの事） １幅 個人 高島市 野田 鎌倉 所有者変更（平６）

　 旧所有者　高島睦友

美 書跡等 S15.9.27 紙本墨書崇光院宸翰秘曲御伝授記 １幅 個人 高島町 野田 南北朝 所有者変更（平６）

　　　　　　　　（応安三年八月廿九日御花押） 旧所有者　高島睦友

重文 絵画 S51.6.5 絹本著色千手観音二十八部衆像 １幅 大清寺［琵文寄託］ 高島市 武曽横山 鎌倉 絵１７４２ 修（昭５３）

県有 書跡等 H4.3.31 大般若波羅蜜多経 ５８４巻 長寿寺［朽木資料館寄託］ 高島市 朽木地子原568 平安～室町 書３０

重文 彫刻 M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １躯 洞照寺［琵文寄託］ 高島市 朽木雲洞谷 平安 彫７７１ 修（昭元・５７）

県有 書跡等 H4.3.31 大般若波羅蜜多経 ４７９巻 大宮神社[琵文寄託] 高島市 朽木中牧473 奈良～鎌倉 書３１

重文 彫刻 M42.4.5 木造釈迦如来坐像 １躯 興聖寺 高島市 朽木岩瀬 平安 彫７７０ 修（昭２・４４）
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有形文化財（美術工芸品）

東近江市

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 考古資料 H13.6.22 滋賀県雪野山古墳出土品 東近江市（安土城考古博保
管）

東近江市 八日市緑町 古墳 考５４２ 八日市市旧蔵

所有者変　H17.2.11 　一、漆製品 ３４点

　一、銅鏡 ５面

　一、銅鏃 ９６本

　一、石製品 ５点

　一、ガラス小玉 ２箇

　一、鉄製品 ７５点

　一、土器 １点

　附　棺材　　　　　　　　　　　　　　　１括

重文 彫刻 M44.8.9 木造薬師如来坐像 １躯 長楽寺 東近江市 平田町501 平安 彫６７０ 修（昭８）

昭和八年十二月の修理銅札

収蔵庫（平６・７）

重文 彫刻 M44.8.9 木造薬師如来坐像 １躯 光明寺 東近江市 下羽田町141-2 平安 彫６６８ 修（昭８）

重文 彫刻 M44.8.9 木造大黒天立像 １躯 光明寺 東近江市 下羽田町141-2 平安 彫６６９

重文 絵画 S15.5.3 紙本墨画鷙鳥図　狩野山楽筆 １双 個人 東近江市 市辺町 桃山 絵４５５

　　　　　　　　六曲屏風

重文 絵画 S15.5.3 絹本著色一字金輪像 １幀 個人 東近江市 市辺町 鎌倉 絵４５６

美 絵画 S14.9.6 紙本著色赤壁舟遊図　池大雅筆 １隻 個人 東近江市 市辺町 江戸

　　　　　　　　　　六曲屏風

美 絵画 S14.9.6 紙本著色仙洞焼丹図　田能村竹田筆 １幅 個人 東近江市 市辺町 江戸
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　　　　　　　　　天保二年ノ記アリ

重文 彫刻 T2.4.14 銅造聖観音立像 １躯 慈眼寺 東近江市 瓜生津町1259 奈良 彫７００ 保存庫（昭４４）

美工防災（平２７）

県有 彫刻 S47.4.1 木造阿弥陀如来坐像 １躯 妙応寺 東近江市 尻無町908 鎌倉 彫１５ 修（昭６０・６１）

　胎内に「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

重文 彫刻 T10.4.30 木造大日如来坐像 １躯 興福寺 東近江市 五智町112 平安 彫７０２ 修（大１２）

重文 彫刻 T10.4.30 木造聖観音立像(観音堂安置) １躯 興福寺 東近江市 五智町112 平安 彫７０３ 修（大１２）

重文 工芸品 S37.2.2 石燈籠 １基 河桁御河辺神社 東近江市 神田町379 鎌倉　延慶４ 工２０９０

　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

重文 彫刻 T10.4.30 木造地蔵菩薩立像 １躯 生蓮寺 東近江市 八日市清水二丁
目1-14

平安 彫７０１ 美工防災（平３０）

県有 書籍等 H29.3.23 法華経　開結共(厳暹筆こけら経) 4975枚 松尾神社[能登川博寄託] 東近江市 八日市松尾町3-
13

南北朝 書７４

　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

重文 彫刻 T10.4.30 木造千手観音立像 １躯 瓦屋寺 東近江市 建部瓦屋寺町
436

平安 彫７０４

重文 書跡等 S62.6.6 今堀日吉神社文書（９４７通） ６６冊 日吉神社［滋賀大寄託］ 東近江市 今堀町450 鎌倉～江戸 文１０９

県有 彫刻 S49.3.11 木造薬師如来坐像 １躯 成願寺 東近江市 小脇町828-1 平安 彫３０

県有 彫刻 S47.4.1 木造聖観音立像 １躯 長寿寺 東近江市 池之脇町 平安 彫２０ 修（平８～９）

重文 書跡等 H2.6.29 寂室元光墨蹟 越谿字号并説（〓牋） ２幅 退蔵寺［琵文寄託］ 東近江市 山上町4625 南北朝 書２４５７ 修（平４・５）

　　　　　　 貞治五年仲秋月

重文 絵画 S38.2.14 絹本著色地蔵十王図　陸信忠筆 １１幅 永源寺［奈良博寄託（6幅）］ 東近江市 永源寺高野町41 元 絵１５４８ 収蔵庫（昭５４）

　［栗東歴博寄託（5幅）］ 修（平５～７）

重文 絵画 S61.6.6 絹本著色約翁徳倹像 １幅 永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 鎌倉 絵１８６２
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　　　　　　　　文保三年の自賛がある

重文 彫刻 S11.5.6 塑造寂室和尚坐像（開山堂安置） １躯 永源寺［栗東歴博寄託（附の
み）］

東近江市 永源寺高野町41 南北朝 彫７１１ 修（昭５８）

追加　S59.6.6 　附　像内納入品 修（昭５９・納入品）

　　　　　　　　包紙添

　一、　大乗経咒偈頌等　　　　　　　１巻、１
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　　　１
括

重文 書跡等 M39.4.14 紙本墨書寂室和尚遺誡 １幅 永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 南北朝 文３７２ 修（昭４７）

重文 書跡等 S11.5.6 紙本墨書寂室元光消息　二月九日 １幅 永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 南北朝 文３７３ 修（昭４７）

　　　　　　　　　　　華蔵寺宛

重文 書跡等 S11.5.6 紙本墨書寂室元光墨蹟（風攪飛泉詩） １幅 永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 南北朝 書５７３ 修（昭４７）

重文 書跡等 S11.5.6 紙本墨書　永源寺開山祭文（貞治六年九月二
日）

１幅 永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 南北朝・室町 文３７４ 修（昭４６）

　　　　　永源寺開山初七日香語 １幅

　　　　　　　　　（貞治六年九月八日）

　　　　　永源寺開山十三回忌法語 ２幅

　　　　　　　　　（康暦元年九月一日）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　　　　永源寺開山三十三回忌陞座語竝ﾆ
香語

３幅

　　　　　　　　　（応永六年九月一日）

　　　　　永源寺開山西来庵入祖堂法語 １幅

　　　　　　　　　（永和三年季春）

重文 書跡等 S33.2.8 紙本墨書寂室元光墨蹟　遺偈 １幅 永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 南北朝　貞治
6

書１８６９ 修（昭４７）

　　　　　　　　　　　貞治六年九月一日

重文 書跡等 H14.6.26 永源寺文書（八千七百四十七通） ６１
巻、１
４帖、
１６０
４冊、
８８
幅、６
７４８
通、１
３鋪、
３枚

永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 鎌倉～大正 文１８３

県有 書跡等 H11.3.31 永源寺文書 ２６９
点

永源寺［栗東歴博寄託］ 東近江市 永源寺高野町41 江戸～明治 書４７

員数変　H14.6.26

県有 書跡等 H13.3.19 寂室元光墨蹟 １幅 永源寺 東近江市 永源寺高野町41 南北朝 書５６

員数変　H14.6.26 　出山釈迦図賛

県有 書跡等 H13.3.19 三千仏名経　寂室元光筆 ３巻 永源寺 東近江市 永源寺高野町41 南北朝 書５７

県有 書跡等 H11.3.31 弥天永釈墨蹟 ３幅 永安寺［安土城考古博寄託］ 東近江市 永源寺高野町 南北朝～室町 書４８ 修（平１３～１４　住友財団助成）

　永安禅寺置文　　　　１幅

　龍井庵常住注文　　　１幅

　永源寺文書目録　　　１幅

県有 書跡等 H11.3.31 見性悟心禅師号　足利義持筆 １幅 永安寺［安土城考古博寄託］ 東近江市 永源寺高野町 室町 書４９ 修（平１３～１４　住友財団助成）

県有 書跡等 H11.3.31 見性悟心禅師諡号勅書 １幅 永安寺［安土城考古博寄託］ 東近江市 永源寺高野町 室町 書５０ 修（平１３～１４　住友財団助成）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 工芸品 S59.6.6 能装束　紅地花唐草入菱繋文唐織 １領 八幡神社 東近江市 政所町川東950 桃山 工２４９７ 修（昭６０）

　附　白地草花色紙散文繍箔肩裾　　　１領 美工防災（平３０）

県有 絵画 S49.3.11 絹本著色被帽地蔵菩薩像 １幅 法蓮寺［琵文寄託］ 東近江市 五個荘木流町 鎌倉 絵１２

重文 彫刻 M44.8.9 木造十一面観音立像 １躯 慈恩寺 東近江市 五個荘清水鼻町 平安 彫６６７

重文 彫刻 M45.2.8 木造十一面観音立像 ２躯 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安 彫７０５ 修（大５）

美工防災（昭４３・６２）

収蔵庫（平７～９）

重文 彫刻 M45.2.8 木造二天王立像 ２躯 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安 彫７０６ 修（大５）

重文 彫刻 M45.2.8 木造二天王立像 ２躯 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安 彫７０７ 修（大５）

重文 彫刻 M45.2.8 木造大威徳明王像 １躯 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安 彫７０８ 修（大５）

重文 彫刻 T5.8.17 木造阿弥陀如来坐像（大仏堂安置） １躯 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安 彫７０９

重文 彫刻 S34.12.18 木造役行者及二鬼像 ３躯 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 鎌倉 彫３０９３ 修（昭３６）

美 書跡等 S9.4.10 紙本墨書安南国書（永祚陸年陸月初五月） １幅 正眼寺 東近江市 小幡

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色日吉山王神像 １幅 百済寺［琵文寄託］ 東近江市 百済寺町 鎌倉 絵４５７ 修（大元・平９）

重文 工芸品 M33.4.7 紺紙金泥妙法蓮華経入黒漆蒔絵函 １合 百済寺［琵文承認］ 東近江市 百済寺町 室町 工１６８

重文 工芸品 S28.3.31 金銅唐草文磬 １面 百済寺［琵文寄託］ 東近江市 百済寺町 平安 工５３７

重文 工芸品 S51.6.5 ばっ子 １対 百済寺 東近江市 百済寺町 鎌倉 工２４０２

 銅鑼 １口

　各に建長八年丙辰八月日の刻銘がある

県有 書跡等 S63.3.31 紺紙金字妙法蓮華経 １０巻 百済寺［琵文寄託］ 東近江市 百済寺町 平安 書２３

　　　　　　　　　開結経共
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 書跡等 H12.3.10 霊仲禅英墨蹟 ５幅 曹源寺［安土城考古博寄託］ 東近江市 愛東外町763 室町 書５４

　弥天永釈寿位安奉語　　１幅

　曹源庵門中置文　　　　１幅

　萬法皈一之法語　　　　１幅

　霊仲禅英書状   　  　１幅

　円応禅師号　　　　　　１幅

県有 考古資料 H25.3.19 家形石棺部材（伝勝堂古墳群出土） ２点 正眼寺 東近江市 勝堂町 古墳 考１０

重文 彫刻 T10.8.8 木造阿弥陀如来坐像（阿弥陀堂安置） １躯 善明寺 東近江市 横溝町 平安 彫７１３ 保存庫（昭４９）

収蔵庫改修（平６・７）

重文 彫刻 T10.8.8 木造阿弥陀如来坐像 １躯 善明寺 東近江市 横溝町 平安 彫７１４ 修（昭４５）

名変　S47.5.30 　像内に長承二年、仏師河内講師僧快俊の銘があ
る

旧名称　木造釈迦如来坐像　胎内ニ長承二
年十月仏師快俊ノ銘アリ

県有 彫刻 S49.3.11 木造仏頭 １箇 善教寺 東近江市 種町 平安 彫３１

県有 絵画 S48.3.31 紙本著色絵系図 １幅 妙楽寺 東近江市 伊庭町 南北朝～室町 絵１０ 修（昭４９）

　附、一流相承系図　　１巻

重文 彫刻 M44.8.9 木造 男神坐像　　１（社伝蒲生稲寸三麻呂
像）

２躯 竹田神社［琵文寄託］ 東近江市 鋳物師町876 平安 彫６９１ H15.8盗難、H15.9.1発見

　　 同　　像　　１

重文 工芸品 S37.6.21 石燈籠 １基 高木神社 東近江市 蒲生岡本町 鎌倉　正和４ 工２１１９

　奉造立燈爐、正和□年乙□三月三日、大勧進盛
□の刻銘がある

重文 彫刻 M44.8.9 木造観世音菩薩坐像 １躯 梵釈寺 東近江市 蒲生岡本町 平安 彫６９０ 修（昭３７）

重文 彫刻 M44.8.9 木造帝釈天立像 １躯 法雲寺 東近江市 上麻生町 平安 彫６８９ 修（昭３７・平９）

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １躯 誓安寺 東近江市 合戸町 平安 彫６８８

84 / 103



有形文化財（美術工芸品）

米原市
  

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色浄土曼荼羅図 １幅 成菩提院［琵文寄託］ 米原市 柏原 鎌倉 絵４５９

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色聖徳太子像 １幅 成菩提院［琵文寄託］ 米原市 柏原 室町 絵４６０

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色不動明王二童子像 １幅 成菩提院［琵文寄託］ 米原市 柏原 鎌倉 絵４６１ 旧名称　絹本著色不動明王二童子像（国宝
不動尊）

県有 絵画 S49.11.13 絹本著色普賢十羅刹女像 １幅 成菩提院［琵文寄託］ 米原市 柏原 南北朝 絵１６ 修（平２）

県有 絵画 H18.3.17 絹本著色兜率天曼荼羅図 １幅 成菩提院［琵文寄託］ 米原市 柏原 南北朝 絵３９

県有 絵画 R1.12.24 絹本著色釈迦諸尊集会図 １幅 成菩提院［琵文寄託］ 米原市 柏原 南宋 絵５２

重文 工芸品 S34.12.18 金銅雲形孔雀文磬 １面 成菩提院［大阪市美承認］ 米原市 柏原 鎌倉 工２０４１

　「民安寺」の針書がある

県有 書跡等 S49.11.13 大般若経 ６００帖 成菩提院 米原市 柏原 平安 書８ 修（昭６２）

県有 歴史資料 H27.12.18 章斎文庫資料 ４６６９５
点

個人［米原市役所山東庁舎
寄託］

米原市 大野木 縄文～昭和 歴１０

重文 彫刻 M34.3.27 木造伝教大師坐像 １躯 観音寺 米原市 朝日 鎌倉　貞応３ 彫７３２

県有 書跡等 S53.3.17 大原観音寺文書 ６２５点 観音寺［長浜城歴博寄託］ 米原市 朝日 鎌倉～江戸 書９

県有 彫刻 S47.4.1 木造毘沙門天立像 １躯 惣持寺 米原市 大久保 平安 彫２２ 修（昭６３）

県有 彫刻 S47.4.1 木造天部形立像（寺伝毘沙門天像） １躯 惣持寺 米原市 大久保 平安 彫２３ 修（昭６２）

県有 彫刻 S47.4.1 木造獅子頭 １箇 伊夫岐神社 米原市 伊吹 桃山　慶長10 彫２１ 保存箱（昭５３）

　頭内はりつけ銅板に「井関治郎左衛門尉入道八林作
および慶長十乙巳正月吉日」の刻銘がある

県有 書跡等 S49.3.11 伊吹社及び三宮修造勧進状・奉加帳 ９巻 個人［琵文寄託］ 米原市 伊吹 室町 書７

所有者変　S.59

所有者変　H.30

県有 工芸品 H24.3.19 梵鐘 １口 願乗寺 米原市 下多良 南北朝 応安元 工５６

　　応安元年戊申八月一日の刻銘がある
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M34.3.27 木造薬師如来坐像 １躯 真広寺 米原市 上多良 平安 彫７３１ 保存庫（昭４２）

薬師堂旧蔵

県有 彫刻 H19.6.1 木造聖観音坐像 １躯 青岸寺 米原市 米原６６９ 南北朝 永和２ 彫７７

　像内に永和二年丙辰八月十八日、三条門弟讃
岐宝眼堯尊の墨書がある

県有 絵画 S48.3.31 絹本著色一向上人像 １幅 蓮華寺 米原市 番場 鎌倉 絵８ 修（昭５６）

重文 工芸品 T6.4.5 銅鐘 １口 蓮華寺 米原市 番場 鎌倉　弘安７ 工１７１

　　弘安七年十月十七日ノ銘アリ

重文 書跡等 T6.4.5 紙本墨書陸波羅南北過去帳 １巻 蓮華寺 米原市 番場 南北朝 書５７４ 修（昭３７）

県有 絵画 S53.3.17 絹本著色観経変相図 １幅 松尾寺 米原市 上丹生 南北朝 絵２０

重文 工芸品 S56.6.9 鰐口 １口 松尾寺［大阪市美承認］ 米原市 上丹生 鎌倉 工２４７４

　弘安六年十月十八日大工西善の刻銘がある

県有 考古資料 S32.8.26 山津照神社古墳出土品 山津照神社［安土城考古博
寄託］

米原市 能登瀬390 古墳 考１

追加　H18.3.17 　獣紋鏡 １面

　内行花紋鏡 １面

　五鈴鏡 １面

　三輪玉 ５個

　直刀 ３口

　刀子 ３口

　（内１口に鹿角装がある）

　雲珠破片 １個分

　辻金具破片 ２個

　杏葉 ２個
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　轡 １組

　鐙 半足

　鞍橋覆輪破片 若干

　壺 １口

　提瓶 １口

　埴輪破片 若干

　金銅製冠　　破片 １括

　鉄刀・鉄剣　残欠 １括

　壺鐙

　　吊金具（鉸具・兵庫鎖・柄先金具） ２組

　　鳩胸金具　残欠 １点

　須恵器蓋杯 ３組

　須恵器台付広口壺 １点

　須恵器広口壺 １点

　須恵器大型器台 １点

　赤色顔料 １括

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 日撫神社 米原市 顔戸 鎌倉 工７

　弘安六年十月の刻銘がある

美 書跡等 S16.4.9 紙本墨書後陽成天皇宸翰 １幅 坂田神明宮 米原市 宇賀野 桃山

　天照皇大神神号
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有形文化財（美術工芸品）

日野町

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

美 工芸品 S17.12.16 石造燈籠 １基 馬見岡綿向神社 日野町 村井 鎌倉

県有 絵画 S49.3.11 絹本著色仏涅槃図 １幅 信楽院 日野町 村井 南北朝 絵１１

県有 絵画 H21.11.25 紙本著色八相涅槃図　高田敬輔筆 １幅 浄光寺 日野町 河原 江戸 絵４２

重文 彫刻 M44.8.9 木造千手観音及脇侍不動明王立像 ３躯 正明寺 日野町 松尾 室町 彫６３９

                 毘沙門天

県有 彫刻 S49.3.11 木造大日如来坐像 １躯 正明寺 日野町 松尾 鎌倉 彫３１ 禅堂安置

修（昭５１）

県有 書跡等 H17.4.20 鉄眼版一切経（初刷禁裏献上本） ２１５７冊 正明寺 日野町 松尾 江戸 書５９

重文 彫刻 M44.8.9 木造十一面観音立像（観音堂安置） １躯 長福寺［琵文寄託］ 日野町 松尾 平安 彫６３８ 修（昭３２）

毘沙門堂旧蔵

重文 彫刻 M44.8.9 木造聖観音立像 １躯 金剛寺 日野町 大谷 平安 彫６４０ 修（昭５１）

美 工芸品 S17.12.16 石造燈籠 １基 妙楽寺 日野町 川原 南北朝　応安
２

　火袋に「応安二己酉十月願主□□」の刻銘がある

県有 工芸品 H19.6.1 鰐口 １口 安部居区［琵文寄託］ 日野町 安部居 鎌倉　元亨元 工５１

　元亨元年辛酉九月七日の刻銘がある

美 工芸品 S17.12.16 石造燈籠 １基 諸木神社 日野町 北脇 鎌倉

重文 彫刻 M44.8.9 木造薬師如来立像 １躯 法光寺 日野町 北脇 平安 彫６９９ 修（昭８・平１９）

県有 絵画 S60.3.29 絹本著色寂室元光像 １幅 清源寺［琵文寄託］ 日野町 西大路 室町　文明２ 絵２８ 修（昭６１）

　横川景三の賛がある

県有 書跡等 H10.6.19 興敬寺文書 １２６点 興敬寺［栗東歴博寄託］ 日野町 西大路 室町～明治 書４１
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M44.8.9 木造十一面観音立像 １躯 西明寺 日野町 西明寺 平安 彫６９８ 修（昭９・平１１）

県有 書跡等 H3.3.30 大般若波羅蜜多経 ６０１帖 西明寺 日野町 西明寺 鎌倉～江戸 書２８

　僧十地、宋人普勲などの書写銘がある

美 工芸品 S14.9.6 太刀 １口 個人 日野町 鎌掛 鎌倉

　銘　一助則

重文 彫刻 M44.8.9 木造　薬師如来坐像　　　１ ２躯 安楽寺 日野町 下駒月 平安 彫６９６ 修（大元）

　　　阿弥陀如来坐像　　１

重文 彫刻 M44.8.9 木造増長天立像 １躯 安楽寺 日野町 下駒月 平安 彫６９７ 修（大元）

重文 彫刻 M44.8.9 木造聖観音立像 １躯 金剛定寺 日野町 中山 平安 彫６９３ 修（昭８）

美工防災（平２８、３０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造不動明王及二童子立像 ３躯 金剛定寺 日野町 中山 平安 彫６９４ 修（昭８）

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １躯 光明院 日野町 中山 室町 彫６９５ 美工防災（平３０）
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有形文化財（美術工芸品）

竜王町

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １躯 吉祥寺 竜王町 岡屋 平安 彫６８０ 修（大１０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造天部形立像 １躯 正念寺 竜王町 薬師 平安 彫６８１ 修（大１０）

阿弥陀堂旧蔵

県有 書跡等 H11.3.31 左右神社文書 ３７８点 左右神社［安土城考古博寄
託］

竜王町 橋本 鎌倉～江戸 書４６

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来立像 １躯 正光寺 竜王町 西川 鎌倉 彫６８２ 修（平２）

重文 工芸品 S37.6.21 石燈籠 １基 鏡神社 竜王町 鏡 室町　応永28 工２１２０ 修（平１２）

　応永廿八辛丑八月八日願主敬白の刻銘がある

重文 彫刻 M44.8.9 木造十二神将立像 １２躯 竜王寺 竜王町 川守 鎌倉 彫６８３ 修（大１０）

美工防災（平２９）

重文 工芸品 S50.6.12 梵鐘 １口 竜王寺 竜王町 川守 奈良 工２３８１

重文 彫刻 M44.8.9 木造不動明王立像 １躯 苗村神社 竜王町 綾戸 鎌倉 彫６８６ 修（昭８）

収蔵庫（平１９・２０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １躯 正覚院 竜王町 綾戸 平安 彫６８４ 修（大１０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造地蔵菩薩立像(地蔵堂安置) １躯 正覚院 竜王町 綾戸 平安 彫６８５ 修（大１０）

重文 彫刻 M44.8.9 木造薬師如来坐像 １躯 浄満寺 竜王町 田中 平安 彫６８７ 毘沙門堂旧蔵

修（平１９）

美工防災（平２２・２３）
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有形文化財（美術工芸品）

愛荘町

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 T10.4.30 木造阿弥陀如来坐像 １躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 鎌倉　貞応元 彫７１５ 修（大１２・昭４５）

　胎内ニ貞応元年十月日始之ノ銘アリ ～嘉禄２

重文 彫刻 T10.4.30 木造阿弥陀如来坐像 １躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 平安 彫７１６ 修（大１２・昭４５）

重文 彫刻 T10.4.30 木造十一面観音立像 １躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 平安 彫７１７ 修（大１２・昭４５）

重文 彫刻 T10.4.30 木造　不動明王立像　１ ２躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 鎌倉　建暦元 彫７１８ 修（大１２・昭４５）

　　　毘沙門天立像　１

　両躯共足ほぞニ建暦元年十一月日造立ノ銘アリ

重文 彫刻 T10.4.30 木造四天王立像 ４躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 鎌倉　建暦２ 彫７１９ 修（大１２）

　持国天及多聞天ノ足ほぞニ建暦二年八月六日造立ノ
銘アリ

重文 彫刻 T10.4.30 木造慈恵大師坐像　蓮妙作 １躯 金剛輪寺［東博勧告］ 愛荘町 松尾寺 鎌倉　弘安９ 彫７２０ 修（大１２）

　胎内ニ弘安元年卯月十八日造立ノ銘アリ 名称には元年とあるが、「弘安九年」が正
しい

重文 彫刻 T10.4.30 木造慈恵大師坐像　蓮妙作 １躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 鎌倉　正応元 彫７２１ 修（大１２）

　胎内ニ正応元年九月三日造立ノ銘アリ

県有 彫刻 H2.3.31 木造聖観音立像 １躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 平安 彫６２ 本堂本尊、修（平９～１０）

県有 彫刻 H29.3.23 木造十二神将立像 １２躯 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 鎌倉 彫８６

重文 工芸品 T14.4.24 銅磬　孔雀文様 １面 金剛輪寺［琵文寄託］ 愛荘町 松尾寺 鎌倉 工１６９

重文 工芸品 H20.7.10 金銅蓮華唐草文透彫華鬘 ３面 金剛輪寺［東博寄託（１
面）］

愛荘町 松尾寺 鎌倉 工２６４４

［琵文寄託（１面）］

［愛荘歴文博物館寄託（1
面）］
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県有 工芸品 S34.2.10 梵鐘 １口 金剛輪寺［愛荘歴文博物館
寄託］

愛荘町 松尾寺 鎌倉 工３

　乾元二年四月十五日大工河内助安の刻銘がある

県有 書跡等 H18.3.17 大般若波羅蜜多経（源敦経発願経） １２９巻、
９帖

金剛輪寺［琵文寄託］ 愛荘町 松尾寺 平安 書６２

県有 書跡等 H20.7.23 観音玄義科 1巻 金剛輪寺［琵文寄託］ 愛荘町 松尾寺 鎌倉　嘉禎３ 書６８ 修（平２１～）

県有 書跡等 H26.1.17 金剛輪寺下倉米銭下用帳 １０３枚 金剛輪寺［愛荘歴文博物館
寄託］

愛荘町 松尾寺 室町 書７２

重文 彫刻 T10.4.30 木造不動明王二童子像（不動堂安置） ３躯 常照庵 愛荘町 松尾寺 鎌倉 彫７２２ 修（大１２）

金剛輪寺旧蔵

重文 彫刻 T10.8.8 木造阿弥陀如来坐像 １躯 常照庵 愛荘町 松尾寺 平安 彫７２３ 収蔵庫（昭６２・６３）

重文 彫刻 T10.4.30 木造大黒天半跏像 １躯 明壽院 愛荘町 松尾寺 平安 彫７２４

重文 彫刻 T10.8.8 木造聖観音立像 １躯 仏心寺［愛荘歴文博物館寄
託（聖観音・附）］

愛荘町 岩倉663 鎌倉　貞応元
　　　貞応３

彫７１０ 矢取地蔵堂旧蔵、永源寺旧蔵

追加　H17.6.9
　光背裏に貞応元年九月、勧進僧良真、仏師近
江講師経円等の銘がある

修（大１３-地蔵菩薩）

追加　H23.6.27 修（平２１-聖観音）

木造地蔵菩薩立像 １躯 収蔵庫（昭５８）

　像底に貞応三年十一月、願主藤原吉景等の銘
がある

　附　銅造菩薩立像（聖観音像々内納入） １躯
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有形文化財（美術工芸品）

甲良町

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 S27.3.29 絹本著色佐々木高氏像 １幅 勝楽寺［京博承認］ 甲良町 正楽寺4 南北朝　貞治
５

絵１２１０ 保存庫（昭４１）

　貞治五年六月の自賛がある

重文 彫刻 T15.8.30 木造大日如来坐像（大日堂安置） １躯 勝楽寺 甲良町 正楽寺4 平安 彫７３０

重文 絵画 M33.4.7 絹本著色十二天像 １２幅 西明寺［東博勧告（６幅）］ 甲良町 池寺 鎌倉 絵４５８ 修（明３２）

　　　［琵文寄託（６幅）］ 美工防災防盗（平元）

重文 絵画 H14.6.26 三重塔初層荘厳画（板絵著色） ４本８面 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 絵１９９４ 修（平１５～１６）

　金剛界三十二尊像（四天柱）　　　　　４本

　法華経曼荼羅図（脇間壁）　　　　　　８面

県有 絵画 S49.3.11 絹本著色文殊菩薩像 １幅 西明寺［琵文寄託］ 甲良町 池寺 鎌倉 絵１３ 修（昭５５）

重文 彫刻 T15.8.30 木造薬師如来立像 １躯 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 彫７２６ 修（昭３・４０）

重文 彫刻 T15.8.30 木造二天王立像 ２躯 西明寺 甲良町 池寺 平安 彫７２７ 修（昭３・４０）

重文 彫刻 T15.8.30 木造釈迦如来立像 １躯 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 彫７２８ 修（昭３・４０）

重文 彫刻 T15.8.30 木造不動明王及二童子像 ３躯 西明寺 甲良町 池寺 平安 彫７２９ 修（昭３・４０）

県有 彫刻 H9.3.31 木造十二神将立像 １２躯 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 彫６９ 修（平１３～１６）

県有 彫刻 H29.11.24 木造大日如来坐像 １躯 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 彫８７

重文 工芸品 S43.4.25 錦幡　赤地蓮花蝶文 ５旒 西明寺［奈良博勧告］ 甲良町 池寺 室町　永享７ 工２２３８ 修（昭４７）

　附　芯紙　　　　　３枚

　　　　永享七年十月十七日の墨書がある

県有 工芸品 S32.8.26 鍍金孔雀文説相筥 １口 西明寺［京博寄託］ 甲良町 池寺 平安 工２

県有 工芸品 S59.3.30 金銅密教法具 西明寺［琵文寄託］ 甲良町 池寺 鎌倉 工３５
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

　　火舎 １口

　　六器（台皿６口） ７口

　　羯磨 ３口

　　独鈷鈴 １口

　　宝珠鈴 １口

　　塔鈴 １口

　　独鈷杵 １口

　　三鈷杵 １口

　　宝珠杵 １口

県有 工芸品 S59.3.30 唐櫃 ２合 西明寺［琵文寄託］ 甲良町 池寺 南北朝 工３６

　観応元年庚寅十月八日の刻銘がある

県有 工芸品 S59.3.30 金銅錫杖頭 １柄 西明寺［琵文寄託］ 甲良町 池寺 平安 工３７

県有 書跡等 H10.6.19 紺紙金地蘇悉地羯羅供養法巻上 １巻 西明寺［琵文寄託］ 甲良町 池寺 高麗 書４２ 修（平１１）

県有 歴史資料 S62.3.30 法華経板木（西明寺版） ４８枚 西明寺［琵文寄託（３枚）］ 甲良町 池寺 南北朝～室町 歴１

　至徳三年ならびに応永廿年の銘がある

県有 歴史資料 S62.3.30 仁王経板木（西明寺版） １０枚 西明寺［琵文寄託（２枚）］ 甲良町 池寺 南北朝 歴２

　嘉慶二年の銘がある
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有形文化財（美術工芸品）

多賀町

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 絵画 S39.1.28 紙本金地著色調馬・厩馬図 １双 多賀大社 多賀町 多賀 桃山 絵１５６９ 美工防災（昭４３・４４）

                       六曲屏風

県有 絵画 S47.4.1 紙本著色三十六歌仙絵（六曲屏風） １双 多賀大社 多賀町 多賀 室町 絵６

　中務の画面に「奉掛之遠藤喜右衛門尉直経敬白、

　永禄十二年十一月吉日」の墨書がある

県有 工芸品 S61.3.28 梵鐘 １口 多賀大社 多賀町 多賀 室町 工３８

　天文廿四年九月廿日の刻銘がある

県有 工芸品 H3.3.30 大太刀 １口 多賀大社 多賀町 多賀 江戸 工４１

　　銘　多賀大社御剱　濃州大野郡清水住人壽命作

　　　　寛永十二年乙亥二月吉日

 附 金梨子地葵巴紋衛府太刀拵および葵紋蒔絵太刀箱

県有 工芸品 H3.3.30 大太刀 １口 多賀大社 多賀町 多賀 江戸 工４２

　　銘　山田宮御剱　濃州大野郡清水住岩捲氏信

　　　　寛永十二年乙亥二月吉日

　附　金梨子地葵巴紋衛府太刀拵

県有 工芸品 H10.6.19 鉄黒漆塗二十八間筋兜 １頭 多賀大社 多賀町 多賀 南北朝～室町 工４８

県有 書跡等 S61.3.28 多賀大社文書 １３６通 多賀大社 多賀町 多賀 鎌倉～江戸 書１５

　附　紙本著色多賀大社境内古図１幅
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

重文 彫刻 T15.8.30 木造阿弥陀如来坐像 １躯 真如寺 多賀町 多賀 平安 彫７２５ 修（昭５０）

重文 工芸品 T11.4.13 銅製五輪塔　内ニ水晶舎利塔アリ １基 胡宮神社［京博承認］ 多賀町 敏満寺 鎌倉　建久９ 工１７０

　　　　　　底ニ建久九年十二月重源施入ノ銘アリ

　附　紙本墨書寄進状　１巻

　　　建久九年十二月十九日大和尚花押（重源）トアリ
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有形文化財（美術工芸品）

県外移動

種別1 種別2 移動年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 移動先
(管理者)［出品先・状況］ 氏名・名称 住所

重文 考古資料 S37.4.15 S34.12.18 平安京大内裏古瓦 １活 個人 大津市 坂本本町 平安 個人 京都市東山区神宮通三条上ル

考２１１ 　鴟尾破片　２ ↓

　鬼瓦 個人

　緑釉巴瓦（小破あり）

　緑釉唐草瓦

重文 彫刻 S38.12.9 S3.8.17 木造獅子 １頭 園城寺 大津市 園城寺町 鎌倉 国・文化財保護委員会

刻４４０ 　（文殊菩薩台座） （奈良国立博物館保管）

　（所在新羅善神堂）

重文 絵画 S42.7.17 M41.4.23 絹本著色浄土曼茶羅図 １幅 円満院 大津市 園城寺町 鎌倉 個人 東京都港区元麻布

絵４００

重文 絵画 S46.8.2 M33.4.7 絹本著色虚空蔵菩薩像 １幅 円満院 大津市 園城寺町 鎌倉 個人 奈良県吉野郡川上村井光

絵３９９ ↓

個人 大阪府

重文 絵画 S51.1.12 S4.4.6 金地著色住吉社頭図 ６画 円満院 大津市 園城寺町 江戸 国・文化庁

絵４０１ 　床間及違棚壁貼付 （京都国立博物館保管）

　（宸殿一之間）

重文 絵画 S50.2.12 S4.4.6 金地著色風俗図 ４面 円満院 大津市 園城寺町 江戸 国・文化庁

絵４０２ 　襖貼付 （京都国立博物館保管）

　（宸殿五之間）

重文 絵画 S58.7.19 S39.4.14 紙本著色園城寺境内古図 １２幅 円満院 大津市 園城寺町 桃山 国・文化庁

書５３７ （京都国立博物館保管）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 移動年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 移動先
(管理者)［出品先・状況］ 氏名・名称 住所

重文 絵画 S63.11.25 M33.4.7 絹本著色孔雀牡丹画　応挙筆 １幅 円満院 大津市 園城寺町 江戸 財団法人萬野美術館 大阪市中央区西心斎橋２－２－２

絵３９７ ↓

相国寺 京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前
町７０１

重文 絵画 S63.11.25 M33.4.7 紙本著色七難七福図 ３巻 円満院 大津市 園城寺町 江戸 財団法人萬野美術館 大阪市中央区西心斎橋２－２－２

絵１２５１ 　円山応挙筆 ↓

　附　七難図画稿　２巻 相国寺 京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前
町７０１

　　　七難七福図注文画稿　１巻

重文 書跡 S63.11.25 S14.5.27 紙本墨書後深草天皇宸翰御消息断簡（２通） １幅 円満院 大津市 園城寺町 鎌倉 財団法人萬野美術館 大阪市中央区西心斎橋２－２－２

書５３８ ↓

相国寺 京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前
町７０１

重文 書跡 S63.11.25 S14.5.27 紙本墨書後光厳院宸翰御消息（何条事候哉云々） １幅 円満院 大津市 園城寺町 南北朝 財団法人萬野美術館 大阪市中央区西心斎橋２－２－２

書５３９ ↓

相国寺 京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前
町７０１

重文 書跡 S42.8.5 S30.2.2 癡絶道沖墨蹟 １幅 個人 大津市 坂本本町 南宋 個人 神戸市東灘区御影町

書３６０ 　無準忌上堂語源祐広

　・戌二月二十五日

重文 絵画 S25.3.31 M33.4.7 絹本著色十六羅漢図 １６幅 聖衆来迎寺 大津市 下阪本比叡辻町 平安 国（東京国立博物館保管）

S28.11.14

国宝　絵８２

重文 絵画 S47.8.18 M33.4.7 絹本著色釈迦三尊像 ３幅 聖衆来迎寺 大津市 下阪本比叡辻町 鎌倉 国・文化庁

絵４３１ （奈良国立博物館保管）

重文 絵画 S47.8.18 M33.4.7 絹本著色両界曼茶羅図（厨子入） ２面 聖衆来迎寺 大津市 下阪本比叡辻町 鎌倉 国・文化庁

絵４３２ （奈良国立博物館保管）
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 移動年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 移動先
(管理者)［出品先・状況］ 氏名・名称 住所

重文 工芸品 S24.12 S16.7.3 短刀 １口 個人 長浜市 北呉服町 南北朝 個人 大阪市阿倍野区

工１３８８ 　銘信国

　貞治五年十月

重文 絵画 S41.1.31 T12.3.28 絹本著色明空法師像 １幅 仏心寺 長浜市 中沢町 鎌倉 国・文化財保護委員会

絵４３５ （奈良国立博物館保管）

重文 書跡 S38.10.26 S9.1.30 紙本墨書大御記 ６巻 個人 近江八幡市 白王町伊崎寺内 平安 国（京都大学保管）

書５６４ 　自筆本（永保元年具注歴）　１巻

　古写本　　　　　　　　　　５巻

重文 書跡 S38.10.26 S9.1.30 紙本墨書永昌記 ６巻 個人 近江八幡市 白王町伊崎寺内 平安 国（京都大学保管）

書５６５

重文 絵画 S38.12.20 M33.4.7 絹本著色山王本地仏像 １幅 観音寺 草津市 芦浦町 南北朝 個人 姫路市恵美酒

絵４３９ ↓

個人 東京都世田谷区

↓

延暦寺 大津市坂本本町

重文 彫刻 S38.4.5 M44.8.9 木造薬師如来坐像 １躯 潮音寺 日野町 石原 平安 個人 東京都文京区湯島天神町

彫６９２ 　（薬師堂安置） ↓

個人 東京都新宿区市ヶ谷砂土原町

↓

個人

重文 工芸品 H7.10.12 M42.9.21 金銅種子華鬘 ６枚 兵主神社 中主町 五条 鎌倉 国・文化庁
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 移動年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 時代・年代 移動先
(管理者)［出品先・状況］ 氏名・名称 住所

工１６５

重文 工芸品 H7.10.12 S27.10.12 刺繍三昧耶幡 １７旒 兵主神社 中主町 五条 鎌倉 国・文化庁

工５３１ 　附　幡残片　　６枚

　　　幡頭金具　８箇

　　　木箱　　　１合

　　　錦幡　　　２旒

重文 彫刻 H15.2.24 M44.8.9 木造四天王立像 ４躯 冷泉寺 近江八幡市 千僧供町252 平安 国・文化庁

彫６７６ （京都国立博物館保管）

重文 彫刻 H21.2.1 S56.6.9 木造阿弥陀如来立像 １躯 玉桂寺 甲賀市 信楽町勅旨891 鎌倉 浄土宗 京都市東山区林下町

彫３３５８ 　附　像内納入品　　

　　一、建暦二年十二月源智造像願文　　　　　１通

　　一、結縁交名　　　　　　　　　　　８巻、２冊

        結縁交名の一巻に建暦二年十二月の記がある

　　一、結縁交名・名号札・包紙等　　　　　８４枚
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有形文化財（美術工芸品）

指定解除

種別1 種別2 解除年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

国宝 建造物 S22.10.16 T6.8.13 日吉大社東照宮橋 １基 日吉大社 大津市 坂本本町 S10.6.29水害流失

　石造六脚勾欄附

国宝 建造物 S18.1.14 M34.3.27 延暦寺横川中堂 １基 延暦寺 大津市 坂本本町 S17.7.30雷火焼失

　桁行七間、梁間九間、単層、屋根入母屋造、こけら葺

国宝 工芸品 S18.1.14 T15.4.19 銅筒（現国宝金銅経箱の付属品） １口 延暦寺 大津市 坂本本町 S17.7.30横川中堂焼失時堂内で焼失

重文 彫刻 S32.6.18 S30.6.22 木造阿弥陀如来坐像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町 S31.10.11大講堂焼失時堂内で焼失

重文 彫刻 S32.6.18 M33.4.7 銅造釈迦如来坐像 １躯 延暦寺 大津市 坂本本町 S31.10.11大講堂焼失時堂内で焼失

重文 彫刻 S32.6.18 S16.11.6 木造　持国天立像 ２躯 延暦寺 大津市 坂本本町 S31.10.11大講堂焼失時堂内で焼失

　　　多聞天立像

重文 建造物 S32.6.18 M31.12.28 延暦寺大講堂 １棟 延暦寺 大津市 坂本本町 S31.10.11焼失

　桁行九間、梁間六間、単層、入母屋造、屋根銅板葺

重文 建造物 S32.6.18 M45.4.17 延暦寺大講堂鐘台（鐘楼） １棟 延暦寺 大津市 坂本本町 S31.10.11焼失

　鐘楼一間一面、単層、屋根入母屋造、こけら葺

重文 彫刻 S62.6.6 M42.4.5 木造十一面観音立像 １躯 東門院 守山市 守山 S61.12.23焼損

重文 彫刻 S62.6.6 M42.4.5 木造毘沙門天立像 １躯 東門院 守山市 守山 S61.12.23焼失

重文 彫刻 H6.6.28 M44.8.9 木造千手観音立像 １躯 観音正寺 安土町 石寺 H5.5.22焼失

史 S23.6.29 S8.11.2 明治天皇土山行在所

史 S23.6.29 S8.11.2 明治天皇六地蔵御小休所

史 S23.6.29 S9.11.1 明治天皇別所行幸所

史 S23.6.29 S9.11.1 明治天皇草津行在所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇木之本行在所
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 解除年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇柳ヶ瀬行在所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇高宮行在所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇長浜行在所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇武佐行在所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇鳥居川御小休所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇長沢御小休所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇愛知川御小休所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇北町屋御小休所

史 S23.6.29 S10.11.2 明治天皇中之郷御小休所

史 S23.6.29 S11.11.2 明治天皇鳥居本御小休所

史 S23.6.29 S11.11.2 明治天皇磨針峠御小休所

史 S23.6.29 S12.7.3 明治天皇番場御小休所

史 S23.6.29 S13.8.8 明治天皇大津別院行在所

史 S23.6.29 S18.9.8 明治天皇守山御小休所

名 S31.1.23 S6.3.30 海津大崎 第二類

名 S31.1.23 S8.2.28 雄松崎湖岸 第二類

天 S35.6.10 T13.12.9 ゲンジボタル発生地 衰亡による

天 S48.4.6 S5.2.28 醒井の不断ザクラ 加茂神社 米原町 醒井 枯死

県無 S47.5.25 S33.1.24 古川しげ 大津市 上田上桐生町 無文第２号 死亡（雁皮紙保持者）

県無 S48.4.23 S33.1.24 成子佐一郎 大津市 上田上桐生町 無文第１号 死亡（雁皮紙保持者）

県無 工芸 S48.4.23 S33.1.24 雁皮紙 保持者死亡
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有形文化財（美術工芸品）

種別1 種別2 解除年月日 指定年月日 名　称 員　数 所有者 所在地1 所在地2 指定記号番号 備　　　　　考
(管理者)［出品先・状況］

県無 S49.2.8 S41.7.4 今越清次郎 甲西町 下田 無文第７号 死亡（金箔保持者）

県無 工芸 S49.2.8 S41.7.4 金箔 保持者死亡

県無 S50.10.6 S39.8.19 上田勝次 信楽町 長野 無文第５号 死亡（信楽焼技術保持者）

（雅号直方）

県無 S51.1.17 S39.8.19 高橋光之助 信楽町 長野 無文第６号 死亡（信楽焼技術保持者）

（雅号楽斎）

県無 工芸 S51.1.17 S39.8.19 信楽焼 保持者死亡

県無 工芸 S56.10.2 S56.4.24 梵鐘（鋳金） 西澤吉太郎 五個荘町 三俣２７４番地 無文第１０号 死亡（梵鐘鋳金技術保持者）

県無 S62.11.21 S33.1.24 森卯一 野洲町 小篠原三坂 無文第３号 死亡（本藍染保持者）

県無 工芸 S62.11.21 S33.1.24 本藍染 保持者死亡

選 S63.2.13 S54.4.21 森卯一 野洲町 小篠原三坂 死亡（本藍染保持者）

選 美工 S63.2.13 S54.4.21 本藍染 保持者死亡

県無 H2.6.16 S56.4.24 黄地佐平 湖東町 長２７３番地 無文第１１号 死亡（梵鐘鋳金技術保持者）

県無 工芸 H2.6.16 S56.4.24 梵鐘（鋳金） 保持者死亡

選 H4.8.15 S54.4.21 橋本太雄 木之本町 木之本１０４９ 死亡（邦楽器糸製作保持者）

県無 H7.1.26 S39.8.19 松田喜代次 草津市 草津３丁目１３－５６ 無文第４号 死亡（もみ紙保持者）

県無 工芸 H7.1.26 S39.8.19 もみ紙 保持者死亡

県無 H11.7.30 S41.7.4 藤野雲平 安曇川町 小川２１３－２ 無文第８号 死亡（毛筆保持者）

県無 工芸 H11.7.30 S41.7.4 毛筆 保持者死亡

県選 H12.12.23 H4.3.31 廣田陶三 長浜市 中山町２－２４ 死亡（曳山金工品修理保持者）

県選 H13.1.8 H4.3.31 疋田幹雄 長浜市 宮司町９３８ 死亡（曳山漆工品修理保持者）

103 / 103


