
 
 

 

１ 収録内容と収録順序 

 

（1） この目録は、文化財保護法にもとづいて国が指定（または選択、選定、  

  認定、登録）した文化財および滋賀県文化財保護条例にもとづいて滋賀県が  

  指定（または選択、選定、認定）した文化財で、本県内に所在するものを令

和４年４月１日現在で収録したものである。 

 

（2） この目録は、次の順序によって掲載した。 

 ア 国または県が指定した有形文化財（建造物） 

 イ 国が選定した重要伝統的建造物群保存地区 

 ウ 国が登録した登録有形文化財 

 

２ 国または県指定有形文化財および登録有形文化財の掲載要領 

 

（1） 有形文化財は、指定物件の所在市町村別に配列した。ただし、美術工芸 

  品において所有者の住所が指定物件の所在市町村と異なるものについては、  

  所有者の居住市町村の方にも括弧をつけて記載し、備考欄に指定物件の所

在地を示した。 

 

（2） 同一市町村内での配列の順序は、有形文化財については、滋賀県企画県 

  民部ＩＴ推進課が作成した「市町村・町丁大字・統計区コード」によった。 

 

（3） 「種別１」欄は、次のように略記した。 

    国宝･･････････････････国宝 

    重要文化財････････････重文 

    重要美術品････････････美 

    県指定有形文化財･･････県有 

 

 

 

 

 

（4）「指定年月日」の欄の記入は次によった。 

  ア 旧法（国宝保存法）によって国宝に指定されていた物件は、新法（文化財 

   保護法）によって昭和２５年８月 25日付で重要文化財に指定したものとみ  

   なされたが、指定年月日は旧法による日付を用いた。 

  イ 重要文化財について指定されている物件のうち、新法によって国宝に指定 

   されたものについては、国宝の指定年月日を併記し、その左の「種別」欄に 

   国宝・建造物のように記載した。 

  ウ 名称変更、追加指定等が行われたものについては、それぞれ次の略号を付 

   してその日付を小文字で示した。 

 名称変更･････････････････名変 

 物件追加指定･････････････追加 

 分割指定･････････････････分割 

 員数変更･････････････････員変 

 現状変更･････････････････現変 

 地域追加指定･････････････地追 

 統合指定･････････････････統合 

 記載事項の変更･･･････････記変 

 

（5）「所有者（管理者）［出品先・状況］」欄の記載について 

 ア 管理団体が指定されているときは、管理団体名を括弧内に付記した。 

 イ 保管者がある場合は、保管者名を括弧内に付記した。 

 

（6）「所 在 地」欄の記載について 

 ア 所在地は、指定物件の所在地である。 

 イ 所有者の住所が指定物件の所在地と異なるときは、美術工芸品については所 

  有者の住所を所有者名の左側に小文字で記載した。 

 

（7）「時代または年代」欄には、時代を次の名称によって記載し、年代の明らかな  

  ものについてはこれを併記した。 

  縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、                                 

凡    例 



 
  南北朝時代、室町時代、桃山時代、江戸時代、明治時代、大正時代、昭和時  

  代、六朝時代、隋時代、唐時代、北宋時代、南宋時代、元時代、明時代、遼 

  時代、○○世紀（いずれも「時代」の文字を略して記入） 

 

（8）「備考」欄には、次の事項を記載した。 

ア 修理工事等を実施したものについてはその種類と年度を略記したが、種類

の略号は次のとおりである。 

解体修理工事･････････････解 

半解体修理工事･･･････････半 

屋根葺替工事･････････････屋 

屋根部分葺替工事･････････屋（部） 

塗装工事･････････････････塗 

部分修理工事･････････････部 

災害復旧工事･････････････災 

移築工事･････････････････移 

修理報告書の刊行･････････報告書 

イ その他、次にかかげる事項等を記載した。 

 ・名称変更の場合、その旧名称 

 ・指定物件の所蔵場所を特記する場合 

 ・その他参考となる事項 

 

３ 伝統的建造物群保存地区の掲載要領 

 

(1)「区分」欄は、重伝と略記した。 

(2)「備考」欄には、次の事項を記載した。 

ア 伝統的建造物群保存地区の種別。 

イ 伝統的建造物群保存地区内で指定された伝統的建造物及び環境物

件の件数。 

 

 

 

 

 



有形文化財（建造物）
大津市

所有者
(管理者)

重文 建造物 M40.08.28
記変S16.04.24
追加S57.02.16

天皇神社本殿
　桁行三間､梁間二間､一重､切妻造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　10枚
　　　　上葺延寶六年歳次戊午暦林鐘大吉祥威徳良辰の
        記があるもの　１
　　　　上葺貞享元甲子年林鐘大吉祥日の記があるも
        の  １
　　　　葺上寶暦十三年癸未七月廿三日外遷宮の記があ
        るもの　１
　　　　葺上明和五戊子年六月廿七日外遷宮の記がある
        もの  １
　　　　葺上安永九年庚子外遷宮三月三日の記があるも
　　　　の　１
　　　　葺上天明二壬寅年三月十九日外遷宮の記がある
　　　　もの　１
　　　　葺上寛政三亥年外遷宮六月七日の記があるも
　　　　の　１
　　　　上葺文化六己巳年外遷宮三月五日の記があるも
　　　　の　１
        棟札文政八乙酉年三月十七日の記があるもの  １
　　　　上葺安政六未年外遷宮二月廿四日の記があるも
　　　　の　１

１棟 天皇神社 大津市 和邇中 鎌倉 正中01
〔小野神社職務
歴代記､隅柱墨
書〕

建467 解(T09)､屋(S26)報告書､屋(S55)､屋(H24)

重文 建造物 M40.08.28
記変S16.04.24
記変S57.02.16

小野神社境内社篁神社本殿
　桁行三間､梁間二間､一重､切妻造､向拝一間､檜皮葺

１棟 小野神社 大津市 小野 室町 前期 建465 解(T08)､屋(S26)報告書､屋(S47)､
屋(H10)

重文 建造物 M40.08.28
記変S16.04.24
記変S57.02.16

小野神社飛地境内社道風神社本殿
　桁行三間､梁間二間､一重､切妻造､向拝一間､檜皮葺

１棟 小野神社 大津市 小野 室町 暦応04
〔棟札写〕

建466 解(T09)､屋(S26)報告書､屋(S47)､
屋(H11)

重文 建造物 M36.04.15
記変S58.01.07
追加H05.12.09

地主神社本殿
  三間社隅木入春日造､向拝一間､檜皮葺
  地主神社境内地
    境内地・山林及び宅地  2043平方メートル
      字川東115番１､同２､116番､117番､118番
        敷地内の石垣を含む

１棟 地主神社 大津市 カツラ川
坊村町

室町 文亀02
〔棟札写〕

建260 解(T10)､屋(S24)､屋(S54)､屋(H24)

重文 建造物 M36.04.15
記変S58.01.07

地主神社幣殿
  桁行一間､梁間一間､一重､向唐破風造､檜皮葺

１棟 地主神社 大津市 カツラ川
坊村町

室町 文亀頃 建261 解(T10)､屋(S24)､屋(S38)､屋(S54)､屋(H24)

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H05.12.09 明王院
　本　堂(１棟)桁行三間､梁間五間､一重､入母屋造､
         西側面唐破風造向拝一間､背面庇附属､とち葺
　　 附　厨子　１基
　　　 　一間厨子､入母屋造､妻入､正面軒唐破風付､
　　　 　こけら葺
　　　 　旧厨子　１基
　　　 　三間春日厨子　１基
　護摩堂(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､宝形造､
　　　　 向拝一間､南側面物入附属､こけら葺
　　 附　厨子　１基
　　　 　一間厨子､入母屋造､妻入､正面軒唐破風付､
　　　 　こけら葺
　　　 　棟札　５枚
　　　 　宝暦四甲戌九月九日　１
　　　 　改造宝暦四甲戌年造畢堂供養宝暦乙亥年　１
　　　 　造立宝暦五乙亥年三月吉祥日　１
　　　 　文化五年申五月　１
　　　 　嘉永四年亥五月吉日　１
　庵　室(１棟)桁行8.7メートル､梁間4.9メートル､
         一重､入母屋造､正面玄関附属､こけら葺､
         護摩堂間板塀附属
　　 附　棟札　１枚
　　　   安鎮天保五甲午年二月十三日
　政所表門(１棟)棟門､切妻造､こけら葺
　明王院境内地
　　境内地及び山林  9500平方メートル
　　　字大ハゲ155番地､字川東114番
　　　　敷地内の石垣､石塀､石段を含む

４棟 明王院 大津市 カツラ川
坊村町 江戸 正徳05

〔棟札〕

江戸 宝暦05
〔棟札〕

江戸 天保05
〔棟札〕

室町　大永06
〔棟札写〕

建2296
屋部(H22)報告書

屋部(H22)報告書

解(H22)報告書

解(H22)報告書

重文 建造物 T02.04.14
記変S58.01.07

神田神社本殿
  三間社流造､向拝一間､檜皮葺

１棟 神田神社 大津市 真野普門
３丁目

室町 明徳01
〔棟札写〕

建614 解(T13)､屋(S33)､屋(H02)報告書

県有 建造物 H05.03.31 居初家天然図画亭
  桁行10.9メートル､梁間5.1メートル､入母屋造､茅葺､
  北面および東面庇付､南面東端湯殿および便所附属､
  こけら葺
　　附　旧柱当板　１枚
　　　　安政六年未年九月十日の記がある

１棟 居初寅夫 大津市 本堅田２
丁目

江戸 中期 建69 解(H02)報告書(名勝)

重美 建造物 S23.04.27 石造瑞垣
　銘「正安二辰三月廿日」

２所 小椋神社 大津市 仰木町 鎌倉 正安02

国宝 建造物 M32.04.05
S28.03.31
追加S28.03.31

延暦寺根本中堂
  桁行十一間､梁間六間､一重､入母屋造､瓦棒銅板葺
　　附　須弥壇及び宮殿　３具
　　    中央宮殿　三間宮殿､入母屋造､妻入､
　　　　　　　　　正面軒唐破風付､とち葺
　　    両脇宮殿　各一間宮殿､入母屋造､妻入､とち葺

１棟 延暦寺 大津市 坂本本町 江戸 寛永17
〔徳川実記〕

建111 半(S29)報告書､災屋(S54）
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 M32.04.05
分割S28.03.31

延暦寺根本中堂廻廊
  桁行折曲り四十一間､梁間二間､一重､両下造､
  正面前後軒唐破風付､両側面車寄各唐破風造､
  とち葺

１棟 延暦寺 大津市 坂本本町 江戸 寛永17
〔徳川実記〕

建1224 半(S29)報告書

重文 建造物 M33.04.07
記変S59.12.28

延暦寺転法輪堂
  桁行七間、梁間七間､一重､入母屋造､とち葺形銅板葺

１棟 延暦寺 大津市 坂本本町 室町 貞和03頃
〔園城寺文書〕
（旧園城寺弥勒
堂､文禄04移
築）
〔天台座主記〕

建132 解(S33)報告書､災屋(部)部(H10)

重文 建造物 M34.08.02
記変S16.04.24
記変S59.12.28

延暦寺戒壇院
  桁行三間､梁間三間､一重もこし付､宝形造､
  正面軒唐破風付､とち葺

１棟 延暦寺 大津市 坂本本町 江戸 延宝
〔延暦寺戒壇院
再興之覚〕

建199 解(S11)､屋(S45)

重文 建造物 M45.02.08
記変S59.12.28

延暦寺瑠璃堂
  桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 延暦寺 大津市 坂本本町 室町 後期 建587 解(T06)､自解(S14)報告書､屋(S45)､屋(H15)

重文 建造物 T06.08.13
記変S59.12.28

延暦寺相輪橖
  青銅製相輪橖

１基 延暦寺 大津市 坂本本町 明治28
〔檫管銘〕

建711 解(S45)､災解(H10)

重文 建造物 S30.06.22
記変S48.11.29

延暦寺常行堂及び法華堂
  常行堂(１棟)桁行五間､梁間五間､一重､宝形造､
         向拝一間､とち葺
  法華堂(１棟)桁行五間､梁間五間､一重､宝形造､
         向拝一間､とち葺
　　附　廊下　１棟
　　　　桁行四間､梁間一間､一重､唐破風造､
        中央高屋根､とち葺

２棟 延暦寺 大津市 坂本本町 桃山 文禄04
〔山門堂舎記〕

建1344
解(S42)報告書､災屋(S54)､災屋(部)(H10)

解(S42)報告書､災屋(S54)､災屋(部)(H10)

重文 建造物 S62.06.03 延暦寺大講堂(旧東照宮本地堂)
  桁行七間､梁間六間､一重､入母屋造､向拝三間､銅瓦葺

１棟 延暦寺 大津市 坂本本町 江戸 寛永11
〔天台座主記〕

建2187 移(S38)報告書､屋(部)塗部(H08)
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H28.07.25 延暦寺
　文殊楼    　三間一戸二階二重門、入母屋造、銅板葺
　
　山王社　　　三間社流造、銅板葺
　浄土院伝教大師御廟
　　　　　　　桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、瓦棒銅板葺
　　　附・棟札　一枚　文化八年六月
　浄土院唐門
　　　　　 　 一間一戸向唐門、銅板葺
　浄土院拝殿
　　　　　  　桁行五間、梁間三間、入母屋造、銅板葺
　
　阿弥陀堂鐘楼
　　　　　 　 桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、銅板葺
　
　西塔鐘楼
　　　　　  　桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、銅板葺
　
　四季講堂
　　　　　　　桁行五間、梁間四間、一重、入母屋造、
　　　　　　　瓦棒銅板葺
　　附・厨子　一基
　　　　　　  桁行一間、梁間一間、寄棟造、軒唐破風付、
　　　　　　　板葺
　　　・棟札　五枚
　　　　　　  宝暦四年三月、宝暦四年九月、
　　　　　　　天明元年九月、文化八年六月、
　　　　　　　明治一五年八月
　元三大師御廟拝殿
              桁行四間、梁間三間、一重、寄棟造、向拝一間、
　　　　　　　シングル葺
　　附・御廟瑞垣
              一棟
　　　      　石門および石柵よりなる
　　　・鳥居　　一基
　　　　      石造明神鳥居

１１
棟

延暦寺 大津市 坂本本町
江戸 寛文08
〔天台座主記〕
江戸 慶安02
江戸 寛文02
〔棟札写〕
江戸 寛文06
〔石燈籠刻銘〕
江戸 寛文02
〔棟札写および
擬宝珠銘〕
江戸 寛文11頃
〔天台座主記〕
（昭和38移築）
江戸 貞享年間
〔西塔堂舎並各
坊世譜〕
江戸 承応年間
〔天台座主記〕

江戸 延宝年間

建2649

 横川鐘楼
　　　　　   桁行一間、梁間一間、一重、切妻造、桟瓦葺
　
 慈眼堂
          　 桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、桟瓦葺
　　附・厨子 一基
　　　　　　  桁行一間、梁間一間、入母屋造、妻入、
              軒唐破風付、こけら葺

坂本４丁
目

江戸 貞享04
〔横川堂舎並各
坊世譜〕
江戸 正保03
〔天台座主記、
山門堂舎由緒
記〕

重文 建造物 S36.03.23
記変S52.06.27

旧宝寿院宝篋印塔
  石造宝篋印塔
　　貞和三年十月日の刻銘がある

１基 馬場厚子
(管理者南山
坊)

大津市 坂本本町 室町 貞和03
〔台石刻銘〕

建1482 移(S42)､移(H19)
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H05.08.17 盛安寺客殿
  桁行15.8メートル､梁間12.4メートル､一重､
  南面入母屋造､北面切妻造､北面庇附属､桟瓦葺
　　附　指図(安永五年)　２枚

１棟 盛安寺 大津市 坂本１丁
目

江戸 前期 建2290

国宝

重文

建造物 M34.08.02
S36.04.27

追加S39.05.26

日吉大社西本宮本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)桁行五間､梁間三間､日吉造､檜皮葺

  拝　殿(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造、
         妻入､檜皮葺

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 天正14
〔天台座主記〕
（慶長２改造）
〔天台座主記〕

建207

建194

解(T06)､災部(S36)､塗(S37)､災屋(S40)､
屋部(H05)

屋(S50)

国宝

重文

建造物 M34.08.02
S36.04.27

追加S39.05.26

日吉大社東本宮本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)桁行五間､梁間三間､日吉造､檜皮葺

  拝　殿(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､
         妻入､檜皮葺
　　附　旧天井格縁　１本
　　　　文禄五年三月吉の墨書がある

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目 桃山 文禄04

〔天台座主記〕
桃山 文禄05
〔旧天井格縁墨
書〕

建208

建195

解(T06)､災部(S36)､屋(S43)､屋(H24)
旧称日吉神社摂社大神神社本殿

屋(S43)

重文 建造物 M39.04.14

追加S39.05.26

日吉大社摂社樹下神社本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)三間社流造､檜皮葺

  拝　殿(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､
         妻入､檜皮葺

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 文禄04
〔天台座主記〕

建378
解(S03)､屋(S32)､塗(S43)､屋(H13)
旧称日吉神社摂社宇佐宮本殿

屋(S43)

重文 建造物 M34.08.02

追加S39.05.26

日吉大社摂社宇佐宮本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)桁行五間､梁間三間､日吉造､檜皮葺

  拝　殿(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､
         妻入､檜皮葺

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 慶長03
〔天台座主記〕

建196
解(T06)､部(S33)､屋部(H05)
旧称日吉神社摂社樹下神社本殿

屋(S47)

重文 建造物 M39.04.14

追加S39.05.26

日吉大社摂社白山姫神社本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)三間社流造､檜皮葺

　拝　殿(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､妻入､
 　　　　檜皮葺

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目 桃山 慶長03

〔天台座主記〕
桃山 慶長06
〔懸魚六葉墨
書〕

建379
解(T12)､屋(S32)､屋部(H05)

解(S09)､屋(S50)､災屋部(H10)

重文 建造物 M40.08.28
記変S16.04.24
記変S58.01.07

日吉大社摂社牛尾神社本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)三間社流造､檜皮葺
  拝　殿(１棟)懸造､桁行五間､梁間五間､一重､
         正面入母屋造､背面本殿に接続､
         側面軒唐破風付､檜皮葺

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 文禄04
〔日吉年譜〕

建463
解(T10)､屋(S26)､災屋(S40)､屋部(S54)
屋(T10)､屋(S26)､災屋(S40)､屋部(S54)

重文 建造物 M40.08.28
記変S16.04.24
記変S58.01.07

日吉大社摂社三宮神社本殿及び拝殿
  本　殿(１棟)三間社流造､檜皮葺
  拝　殿(１棟)懸造､桁行四間､梁間五間､一重､
         正面入母屋造､背面本殿に接続､
         側面入口附属､軒唐破風造､檜皮葺

２棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 慶長04
〔天台座主記〕

建464
半(T10)､屋(S26)､災屋(S40)､屋部(S54)
屋(T10)､屋(S26)､災屋(S40)､屋部(S54)

重文 建造物 T06.04.05
名変S58.01.07

日吉大社西本宮楼門
  三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺

１棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 天正14
〔天台座主記〕

建689 屋(S37)､屋(H18)
 旧称日吉神社本宮楼門
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 T.06.04.05
記変S31.06.28
記変S58.01.07

追加S31.06.28
追加S31.06.28

日吉大社末社東照宮
  本殿､石の間､拝殿(１棟)
  　本  殿　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､銅板葺
  　石の間　桁行三間､梁間一間､一重､両下造､銅板葺
  　拝  殿　桁行五間､梁間二間､一重､入母屋造､
            正面千鳥破風付､向拝三間､軒唐破風付､
            銅板葺
  唐　門(１棟)四脚平唐門､檜皮葺
  透　塀(１棟)一周延長五十四間､檜皮葺､潜門二所を含む

３棟 日吉大社 大津市 坂本４丁
目

江戸 寛永11
〔天台座主記〕

建690
半(S36)報告書

解(S36)報告書､屋(H13)
解(S36)報告書

重文 建造物 T06.08.13
記変S58.01.07

日吉大社日吉三橋
  大宮橋(１基)石造桁橋､橋脚四基､高欄付
  走井橋(１基)石造桁橋､橋脚二基
  二宮橋(１基)石造桁橋､橋脚四基､高欄付

３基 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 天正頃 建709
災半(S48)
災解(S48)

重文 建造物 T12.03.28
記変S58.01.07

日吉大社東本宮楼門
  三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺

１棟 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

桃山 天正－
       文禄02
〔山王知新記〕

建783 屋(S33)､屋(H14)
旧称日吉神社摂社大神神社楼門

県有 建造物 S40.08.09 日吉大社鳥居(山王鳥居)
  木造合掌鳥居

１基 日吉大社 大津市 坂本５丁
目

昭和15
〔合掌笠木墨
書〕

建26 半(S48)

県有 建造物 H10.06.19 求法寺走井元三大師堂
  礼　堂  桁行五間､梁間三間､一重､入母屋造､
          正面軒唐破風付､こけら葺
  正　堂  桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､妻入､
          正面礼堂に接続､こけら葺､西面庇附属､桟瓦葺
    附  棟札  １枚
    　  奉造替正徳四年龍集甲午三月七日の記がある
      　厨子  １基
      　正面一間､側面一間､一重､正面入母屋造､
        軒唐破風付､背面切妻造､木瓦葺

１棟 求法寺 大津市 坂本５丁
目

江戸 正徳04
〔棟札〕

建78 自屋(H05)

重文 建造物 M35.07.31
記変S39.05.26

西教寺客殿
  桁行27.1メートル､梁間15.3メートル､一重､
  南面入母屋造､北面切妻造､こけら葺

１棟 西教寺 大津市 坂本５丁
目

桃山 慶長02
〔垂木墨書〕

建238 解(M44)､屋(S15)､屋(S38)､部(S44)､屋(H21)

重文 建造物 S61.05.24 西教寺本堂
  本　堂　桁行七間､梁間六間､一重､入母屋造､向拝三間､
　　　　　本瓦葺
  裏　堂　桁行一間､梁間一間､一重､背面入母屋造､正面
          本堂に接続､本瓦葺､背面及び両側面もこし付､
　　　　　もこし桟瓦葺
　  附　旧こけら板　２枚
　　　  元文二年六月四日の記があるもの　１
　　　  元文三戊午年の記があるもの　１
　　　  出面板　１枚
　　　  人名、月日等の記がある
　　　  旧獅子口　１個
　　　  寛延二歳八月吉日の刻銘がある

１棟 西教寺 大津市 坂本５丁
目

江戸 元文04
〔棟札〕

建2179 自屋(S60)報告書
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 S34.02.10 両社神社本殿
  一間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　７枚
　　　　元和六年九月廿四日の記があるもの　１
　　　　寛文元年三月吉日の記があるもの　１
　　　　元禄四年八月十四日の記があるもの　１
　　　　正徳三年九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　元文四年九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　明和七年五月十六日の記があるもの　１
　　　　天保十四年六月廿三日の記があるもの　１

１棟 両社神社 大津市 下阪本３
丁目

江戸 元和06
〔棟札〕

建15 屋(S36)､屋(S62)､部(H03)

県有 建造物 S34.02.10 酒井神社本殿
  一間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　７枚
　　　　元和六年九月廿四日の記があるもの　１
　　　　寛文元年三月吉日の記があるもの　１
　　　　元禄四年八月十四日の記があるもの　１
　　　　正徳三年九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　元文四年九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　明和七年五月十六日の記があるもの　１
　　　　天保十四年六月廿三日の記があるもの　１

１棟 酒井神社 大津市 下阪本４
丁目

江戸 元和06
〔棟札〕

建16 屋(S43)､屋(H03)

重文 建造物 T11.04.13
記変S39.05.26
記変S58.01.07
追加H26.9.18

聖衆来迎寺
  本　堂(１棟)桁行五間､梁間七間､寄棟造､背面葺降ろし､
         向拝一間､桟瓦葺
　　　附　鬼瓦　４個
　　　　　寛文五年七月　１
　　　　　寛延二年一〇月　３
　開山堂(１棟)桁行三間､梁間三間､入母屋造､向拝一間､桟瓦葺､
　　　　 背面庇下張し付
　客　殿(１棟)桁行21.9メートル､梁間12.9メートル､一重､
  　　　 南面入母屋造､こけら葺､北面切妻造段違､桟瓦葺
　表　門(１棟)一間薬医門､切妻造､本瓦葺､北側潜戸､南側袖塀付

４棟 聖衆来迎寺 大津市 比叡辻２
丁目 江戸 寛文05

〔鬼瓦銘〕

江戸 前期

江戸 寛永16
〔来迎寺要書〕
江戸 前期

建762

半(S26)､屋(S56)

解(H23)報告書

重文 建造物 M35.07.31

追加S58.01.07

追加S58.01.07

圓満院宸殿
  桁行19.7メートル､梁間15.8メートル､一重､入母屋造､
　こけら葺
　　附　玄関　１棟
　　　　桁行9.4メートル､梁間4.0メートル､一重､
        向唐破風造､檜皮葺
　　　　獅子口　２個
　　　　天明三癸卯九月吉日の刻銘があるもの　１
　　　　天保十三の刻銘があるもの　１

１棟 大岡寺 大津市 園城寺町 桃山 慶長
（伝御所､正保
04移築）

建236 解(S27)報告書
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 M33.04.07 園城寺大門(仁王門)
  三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 室町 宝徳04
〔棟札写〕
（旧常楽寺､慶
長06移築）
〔園城寺興略
記〕

建131 解(M35)､屋(S12)報告書､災屋(S40)､屋(S42)､
屋(H23)

国宝 建造物 M34.03.27
S27.11.22

光浄院客殿
  桁行七間､梁間六間､一重､入母屋造､妻入､正面軒唐破風付
  中門　桁行一間､梁間一間､一重､切妻造
  総こけら葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 桃山 慶長06
〔光浄院建立覚
書〕

建78 解(M38)､屋(S07)､屋(S26)､災部(S40)､
屋部(S55)報告書、屋(R1)

国宝 建造物 M34.03.27
S27.11.22

勧学院客殿
  桁行七間､梁間七間､一重､入母屋造､妻入､正面軒唐破風付
  中門　桁行一間､梁間一間､一重､切妻造
  総こけら葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 桃山 慶長05
〔落縁脇障子竹
の節墨書〕

建79 解(T14)､屋(S31)報告書､災屋(S40)､
屋(S55)報告書、屋(R1)

国宝 建造物 M34.03.27
S28.03.31
追加S28.03.31

園城寺新羅善神堂
  桁行三間､梁間三間､一重､流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　須弥壇及び厨子　１具
　　　　厨子　一間厨子､宝形造､板葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 室町 貞和03
〔園城寺文書〕

建110 解(M37)､屋(S12)報告書､災屋(S40)､屋(H23)

国宝 建造物 M39.04.14
S28.07.16
追加S28.07.16

園城寺金堂
  桁行七間､梁間七間､一重､入母屋造､向拝三間､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　三間厨子､入母屋造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 桃山 慶長04
〔隅木･破風板
墨書〕

建109 解(S02)､屋(S35)､災屋(S40)､災屋(部)(H16)､
屋(H20)報告書

重文 建造物 M39.04.14 園城寺閼伽井屋
  桁行三間､梁間二間､一重､向唐破風造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 桃山 慶長05
〔実肘木墨書〕

建375 解(S02)､屋(S35)､屋(H15)

重文 建造物 M39.04.14 園城寺一切経蔵(経堂)
  桁行一間､梁間一間､一重もこし付､宝形造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 室町 中期
（旧周防国清
寺､慶長07移
築）

建376 解(S03)､屋(S38)､災屋(S40)､屋(H22)報告書

重文 建造物 M39.04.14 園城寺塔婆(三重塔)
  三間三重塔婆､本瓦葺

１基 園城寺 大津市 園城寺町 室町 前期
（旧比蘇寺東
塔､慶長06移
築）

建377 半(S02)､屋(S38)

重文 建造物 M45.02.08 園城寺食堂(釈迦堂)
  桁行七間､梁間四間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 室町 中期
（伝清涼殿､元
和07移築）
〔墨書〕

建588 解(S05)､屋(S38)､屋(H21)報告書

重文 建造物 S27.03.29 園城寺毘沙門堂
  正面一間､側面二間､一重､宝形造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 江戸 前期 建1162 移(S31)報告書､屋部(H01)報告書

重文 建造物 S42.06.15 園城寺唐院
  大師堂(１棟)桁行三間､梁間二間､一重､宝形造､檜皮葺
  唐　門(１棟)一間一戸向唐門､檜皮葺
  灌頂堂(１棟)桁行五間､梁間四間､一重､入母屋造､檜皮葺
 　　　　　　　※実際は梁間五間
  四脚門(１棟)四脚門､切妻造､檜皮葺

４棟 園城寺 大津市 園城寺町
桃山 慶長03
〔棟札〕
江戸 寛永01
〔棟札〕
桃山 慶長04
〔棟札〕

建1656
半(S35)､半(H01)報告書
解(S35)､屋部(H01)報告書
解(S48)報告書
屋(S48)報告書

重文 建造物 S42.06.15 園城寺鐘楼
  桁行二間､梁間一間､一重､切妻造､檜皮葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 桃山 慶長07
〔鐘銘〕

建1657 屋(S48)報告書
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重美 建造物 S23.04.27 石造橋(護法善神堂拝殿前) １基 園城寺 大津市 園城寺町 江戸 享保10
〔刻銘〕

重美 建造物 S23.04.27 石室(伝慶祚闍梨入定窟) １所 園城寺 大津市 園城寺町 桃山

重美 建造物 S23.04.27 石造宝塔 １基 園城寺 大津市 園城寺町 鎌倉 勧学院所在

県有 建造物 S35.01.20
名変S42.08.02

園城寺唐院長日護摩堂
  桁行三間､梁間三間､一重､宝形造､本瓦葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 江戸 寛文06
〔鬼瓦銘〕

建18 屋部(H02)報告書

県有 建造物 S59.03.30 水観寺本堂
  桁行四間､梁間五間､一重､入母屋造､こけら葺

１棟 園城寺 大津市 園城寺町 江戸 明暦01
〔天井棹縁･板
墨書〕

建52 移(S63)報告書

県有 建造物 S61.03.28 園城寺南院札所伽藍
  観音堂(１棟)
    礼  堂　桁行九間､梁間五間､二重､入母屋造､向拝三間､
　　　　　　本瓦葺
    合の間　正面14.3メートル､奥行5.9メートル､一重、
　　　　　　両下造､桟瓦葺
    正  堂　桁行三間､梁間三間､一重､宝形造､桟瓦葺
  鐘　楼(１棟)桁行三間､梁間二間､袴腰付､一重、入母屋造､
         檜皮葺
  百体堂(１棟）桁行三間､梁間二間､一重､宝形造､桟瓦葺､
　　　　 背面奥行二間張出付､入母屋造､桟瓦葺
  観月舞台(１棟)桁行一間､梁間一間､懸造､一重､入母屋造､
           檜皮葺

４棟 園城寺 大津市 園城寺町
江戸 元禄02
〔棟札〕

江戸 文化11
〔棟札〕
江戸 宝暦03
〔墨書〕
江戸 嘉永02
〔棟札〕

建57

重文 建造物 H26.12.10 三尾神社本殿
　三間社流造、檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　明治一〇年
　　　　古材　３点
　　　　板古材　応永三二年四月五日、旧野地板　慶長一四年
                無水月、旧支外垂木面戸板　慶長一四年六月
　　　　文書　３冊
　　　　三尾神社造営注文　１
　　　　三尾神社番匠方注文　１
　　　　三尾神社造営渡日記　１

１棟 三尾神社 大津市 園城寺町
室町　応永33
〔板古材墨書お
よび棟札〕

建2621

重文 建造物 S35.02.09 長安寺宝塔
  石造宝塔

１基 長安寺 大津市 逢坂２丁
目

鎌倉 前期 建1452

重文 建造物 S36.06.07 大津別院本堂
  桁行九間､梁間十間､一重､入母屋造､向拝一間､本瓦葺

１棟 大津別院 大津市 中央２丁
目

江戸 慶安02
〔向拝実肘木墨
書〕

建1519 半(S46)報告書

重文 建造物 S36.06.07 大津別院書院
  上段八畳(床､棚､附書院付)､十八畳(床､仏壇付)､八畳五室､
  縁より成る､一重､入母屋造､本瓦葺

１棟 大津別院 大津市 中央２丁
目

江戸 寛文10
〔御坊諸列目
録〕

建1520 解(S46)報告書
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 S32.08.26 石坐神社本殿
  三間社流造､檜皮葺

１棟 石坐神社 大津市 西の庄 鎌倉 文永03
〔棟札写〕

建２ 解(S32)､屋(H01)報告書

重文 建造物 M35.07.31
記変S16.04.24
記変S39.05.26

和田神社本殿
  一間社流造､軒唐破風附､檜皮葺

１棟 和田神社 大津市 木下町 鎌倉 後期 建237 解(T12)､災屋(S29)､屋(S55)

重文 建造物 T13.04.15
記変S39.05.26
記変S58.01.07
追加S58.01.07

追加S58.01.07

膳所神社表門
  脇戸付薬医門､切妻造､本瓦葺

　　附　銘札  １枚
　　　　明暦元年十一月廿五日の記がある
　　　　旧吸付桟　２本
　　　　承應四年十一月吉日の記があるもの　１
　　　　明暦元年十二月廿五日の記があるもの　１

１棟 膳所神社 大津市 膳所１丁
目

江戸 明暦01
〔銘札〕
（旧膳所城門､
明治03移築）
〔棟札〕

建796 解(S57)報告書

重文 建造物 T13.04.15 篠津神社表門
  脇戸付高麗門､本瓦葺

１棟 篠津神社 大津市 中庄１丁
目

桃山 慶長
（旧膳所城門､
明治05移築）
〔棟札〕

建797 解(S32)報告書

重文 建造物 H06.12.27

記変H23.11.29

蘆花浅水荘
　本　屋(１棟)木造､建築面積174.55平方メートル､
　　　 　一部二階､桟瓦葺､北面便所附属

　離　れ(１棟)木造､建築面積154.15平方メートル､
         桟瓦葺
　
  持仏堂(記恩堂)(１棟)木造､建築面積27.32平方メートル､
                 茅葺
　渡り廊下(１棟)折曲り延長20.1メートル､門一所を含む､
　　　　　 桟瓦葺
　表　門(１棟)一間腕木門､寄棟造､檜皮葺､
         両袖塀及び腰掛待合付
　土　蔵(１棟)土蔵造､建築面積23.60平方メートル､
　　　 　本瓦葺
　  附 　別荘入費祝品控　１冊
　　　　 大正三年九月ヨリの記がある
　　　 　庭園施設
　　 　　茶室(穂露)別荘茶室増築費控(昭和七年)付､
　 　　　四阿､腰掛待合､砂雪隠
　  境内地  1032平方メートル
　 　 146番､146番の１～４
　　 　 敷地内の舟着場､石組を含む

６棟 記恩寺 大津市 中庄１丁
目 大正10

〔棟札・別荘入
費祝品控〕
大正04
〔別荘入費祝品
控〕
大正09〔別荘入
費祝品控〕
大正

大正

大正08
 〔棟札・別荘
入費祝品控〕

建2312
屋(部)(H10)､屋部(H16)報告書

屋(部)(H10)､屋部(H16)報告書

屋部(H11)

屋部(H10)

屋部(H10)

屋部(H16)報告書

附(４棟)修理 屋部(H16)
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H14.05.23 旧伊庭家住宅(住友活機園)
  洋  館(１棟)木造､建築面積110.00平方メートル､
         二階建､桟瓦葺
  和  館(１棟)木造､建築面積250.00平方メートル､
         桟瓦及び銅板葺､男衆部屋附属
      附  棟札  １枚
          明治三六年四月吉日
  新座敷(１棟)木造､建築面積44.13平方メートル､
         桟瓦及び銅板葺
  東  蔵(１棟)土蔵造､建築面積25.23平方メートル､
         二階建､桟瓦葺
  西  蔵(１棟)土蔵造､建築面積33.07平方メートル､
         二階建､桟瓦葺、裏門付
  正  門(１棟)一間棟門､前後控柱及び両側板塀付､
         桟瓦葺
　　附  茶室　１棟
      　木造､建築面積13.15平方メートル､鉄板葺､
        雪隠附属
      　四阿　１棟
      　木造､建築面積7.29平方メートル､鉄板葺
      　鎮守堂　１棟
      　一間社流造､鉄板葺
    宅地及び山林  7136.57平方メートル
      字畑ケ山16番､17番１､18番､18番１､20番１､22番､
      23番３
        敷地内の井戸､井戸屋形及び池を含む

６棟 住友林業株
式会社

大津市 田辺町 明治37
〔棟札・幽翁〕

建2409

国宝 建造物 M31.12.28
記変S16.04.24

S27.11.22

石山寺本堂
  本  堂  桁行七間､梁間四間
  相の間  桁行一間､梁間七間
  礼  堂  懸造､桁行九間､梁間四間
  本堂及び礼堂  寄棟造､両棟を相の間の屋根でつなぎ礼堂
　　　　　　　　の棟をこえて破風をつくる､総檜皮葺

１棟 石山寺 大津市 石山寺１
丁目 平安 永長01

〔一代要記〕
桃山 慶長07
〔義演准后日
記〕

建80 屋(M36)､屋(S35)報告書､屋(H11)

国宝 建造物 M32.04.05
S26.06.09
追加S26.06.09

石山寺多宝塔
  三間多宝塔､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　多宝塔九輪再建之于時文化四丁卯年六月吉祥日の
　　　　記がある

１基 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

鎌倉 建久05
〔須弥壇上框墨
書〕

建４ 解(S7)､屋(S40)報告書､屋(H23)

重文 建造物 M40.08.28
記変S39.05.26

石山寺東大門
  三間一戸八脚門､入母屋造､本瓦葺

１棟 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

桃山 慶長頃 建461 解(S08)

重文 建造物 M40.08.28
記変S39.05.26
追加S58.01.07

石山寺鐘楼
  桁行三間､梁間二間､袴腰付､入母屋造､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　修覆檜皮惣葺替文化十四丁巳年の記がある

１棟 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

鎌倉 後期 建462 解(S29)報告書､屋部(S63)

重文 建造物 S36.03.23 石山寺宝篋印塔
  石造宝篋印塔

１基 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

室町 前期 建1483
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大津市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H20.12.02 石山寺
　御影堂(１棟)正面三間､側面三間､背面張出附属、一重､
　　　　宝形造､檜皮葺
　蓮如堂(１棟)桁行五間､梁間四間､一重､入母屋造､桟瓦葺
　　附  板札  １枚
　　　　文化八年六月
　三十八所権現社本殿(１棟)一間社流造､檜皮葺
　経　蔵(１棟)桁行三間､梁間二間､校倉､切妻造､桟瓦葺

４棟 石山寺 大津市 石山寺１
丁目 室町 中期

桃山 慶長07
〔義演准后日
記〕
桃山 慶長07
桃山 慶長

建2536
屋(S39)

屋(H05)

重美 建造物 S23.04.27 石造宝塔 １基 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

鎌倉

重美 建造物 S23.04.27 石造三重宝篋印塔 １基 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

鎌倉

県有 建造物 H19.06.01 石山寺毘沙門堂
  正面三間､側面二間､一重､宝形造､桟瓦葺､背面閼伽棚を含む
    附  棟札  ２枚
        建立安永二癸巳歳秋九月吉曜日の記があるもの  １
        瓦屋祢修覆文化五戊辰年八月吉祥日の記がある
　　　　もの  １
        板札  １枚
        安永二癸巳年六月二十四奎宿木曜日上棟の記がある
        須弥壇  １基
        釣燈籠  ２個
        安永巳二年九月廿七日の刻銘があるもの  ２
        石燈籠  ２基
        安永六年丁酉秋九月廿七日の刻銘があるもの  ２

１棟 石山寺 大津市 石山寺１
丁目

江戸 安永02
〔棟札〕

建89

重文 建造物 M35.04.17
記変S58.01.07

春日神社本殿
  桁行二間､梁間二間､一重､入母屋造､向拝二間､檜皮葺

１棟 春日神社 大津市 大石富川
１丁目

鎌倉 文保03
〔棟木銘〕

建213 解(M39)､屋(S40)報告書､屋(H14)

重文 建造物 T13.04.15 不動寺本堂
  桁行三間､梁間三間､一重､寄棟造､檜皮葺

１棟 不動寺 大津市 田上森町 室町 前期 建799 解(S08)､屋(S43)

県有 建造物 H23.03.24 草津川桐生堰堤（オランダ堰堤）
　本堰堤(１所）重力式石造堰堤、堤長32.0メートル、
　　　　 堤高5.8メートル
　副堰堤(１所）重力式石造堰堤、堤長32.5メートル、
　　　　 堤高2.5メートル、水叩付

２所 滋賀県 大津市 上田上桐
生町 明治22

〔文書〕
明治24
〔文書〕

建95
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有形文化財（建造物）
彦根市

所有者
(管理者)

重文 建造物 S24.02.18
記変S39.05.26

千代神社本殿
  三間社流造､檜皮葺

１棟 千代神社 彦根市 京町２丁
目

江戸 寛永15
〔慈性日記〕

建1120 旧所在地彦根市古沢町
移(S40)報告書､屋(H13)

県有 建造物 S48.03.31 長久寺本堂(観音堂)
  桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､向拝一間､銅板葺

１棟 長久寺 彦根市 後三条町 江戸 寛永06
〔擬宝珠銘〕

建34 解(S51)報告書

国宝 建造物 S26.09.22
S27.03.29

彦根城天守、附櫓及び多聞櫓
  天  守(１棟)三重三階､地下階段室・玄関付､本瓦葺
  附櫓及び多聞櫓(１棟)各一重櫓､本瓦葺

２棟 彦根市 彦根市 金亀町 桃山 慶長11
〔二・三重隅木
墨書〕

建45 解(S35)報告書､災部(S54)､屋部(H08)、災部
(H29)、災部(H30)

重文 建造物 S26.09.22 彦根城太鼓門及び続櫓
  太鼓門  一重櫓門､本瓦葺
  続  櫓  一重櫓､本瓦葺

１棟 彦根市 彦根市 金亀町 桃山 慶長頃 建1153 解(S31)報告書､災部(S54)

重文 建造物 S26.09.22 彦根城天秤櫓
  中央部一重櫓門､両端二重二階隅櫓､両隅櫓背面続櫓､
  各本瓦葺

１棟 彦根市 彦根市 金亀町 桃山 慶長頃 建1154 半(S31)報告書､部(S42)､災部(H10)

重文 建造物 S26.09.22 彦根城西の丸三重櫓及び続櫓
  三重櫓  三重三階櫓､本瓦葺
  東北及び東南続櫓  各一重櫓､本瓦葺

１棟 彦根市 彦根市 金亀町 桃山 慶長頃 建1155 半(S37)報告書､災部(S54)､屋部(H08)

重文 建造物 S26.09.22 彦根城二の丸佐和口多聞櫓
  矩折一重櫓､東南端二重二階櫓､各本瓦葺

１棟 彦根市 彦根市 金亀町 江戸 明和08
〔二重櫓裏甲墨
書〕

建1156 解(S37)報告書

重文 建造物 S38.07.01
記変S57.02.16

彦根城馬屋
  東西棟  桁行25.2メートル､梁間5.9メートル､一重､
          入母屋造､井戸屋形附属
　南北棟　桁行31.1メートル､梁間5.9メートル､一重､
          南面入母屋造､北面東西棟に接続､こけら葺

１棟 彦根市 彦根市 金亀町 江戸 元禄頃 建1574 解(S43)報告書、屋（H27）

県有 建造物 H27.3.24 彦留神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　３枚
　　　　明和三年丙戌歳十一月十九日の記があるもの
       （慶応四年戊辰二月三十日の追記がある）  １
　　　　昭和拾弐年参月参拾日の記があるもの　１
　　　　平成弐年（一九九〇）八月の記があるもの　１

１棟 彦留神社 彦根市 彦富町 江戸 明和03
〔棟札〕

建103

重文 建造物 S48.06.02 長寿院弁才天堂
  本　堂  桁行五間､梁間四間､背面向拝一間
  石の間  桁行三間､梁間三間
  礼　堂  桁行三間､梁間三間､向拝一間､唐破風造
  本堂及び礼堂入母屋造､両棟を石の間の屋根でつなぎ
　礼堂の棟をこえて破風をつくる､総本瓦葺
　　附　棟札　１枚
　　    首剏営元禄八至九年正月大吉祥日の記がある

１棟 長寿院 彦根市 古沢町 江戸 元禄08
〔棟札〕

建1163 屋(S56)報告書

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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彦根市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 S41.07.04
記変S48.06.27

長寿院伽藍
  阿弥陀堂(本地堂)(１棟)桁行五間､梁間五間､一重､
　　　　　　　　　 入母屋造､向拝一間､本瓦葺
  楼  門(１棟)三間一戸楼門､入母屋造､本瓦葺

  経  蔵(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､宝形造､
         本瓦葺

  宝  蔵(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､
         本瓦葺

４棟 長寿院 彦根市 古沢町
江戸 元禄08
〔棟札〕
江戸 元禄08
〔棟札〕
江戸 元禄12
〔棟札・露盤
銘〕
江戸 元禄08
〔棟札〕

建27
屋(S56)報告書

屋(S55)報告書

屋(S60)報告書

屋(S60)報告書

重文 建造物 H24.12.28 有川家住宅(滋賀県彦根市鳥居本町)
　主　屋(１棟)
    店舗及び居室
　　　 桁行14.9メートル、梁間17.9メートル、一部二階建、
　　　 入母屋造、北面水屋附属、桟瓦葺
　  玄関及び書院
　　　 桁行7.9ｍ、梁間17.7ｍ、入母屋造及び切妻造、
       桟瓦葺、 湯殿、桁行4.8メートル、梁間4.0メートル、
       南面廊下附属、寄棟造、桟瓦葺
　文庫蔵(１棟)土蔵造、桁行5.5メートル、梁間3.6メートル、
       　二階建、切妻造、桟瓦葺、南面庇付、銅板葺
　粉挽蔵(１棟)土蔵造、桁行5.9メートル、梁間4.1メートル、
       　二階建、切妻造、南面庇付、桟瓦葺
　薬医門(１棟)一間薬医門、切妻造、両袖塀附属、桟瓦葺

　大　蔵(１棟)土蔵造、桁行20.4メートル、梁間5.9メートル、
       　二階建、切妻造、東面庇付、桟瓦葺一部鉄板葺
　　 附  普請文書　３冊
　　　　 ふ志ん萬覚帳　１
　　　　 書院並薬医門棟上祝儀遣当　１
　　　　 土蔵棟上之砌祝儀請納万留帳　１
    宅地 839.66平方メートル
　　  字弓形425番
　　　　右地域内の南面及び東面土塀、番所を含む

５棟 有川智子 彦根市 鳥居本町

江戸　宝暦09
〔瓦銘・所蔵文
書〕
江戸　文化05
〔所蔵文書〕

江戸　寛政07
〔所蔵文書〕
江戸　宝暦12
〔所蔵文書〕
江戸　文化07
〔所蔵文書〕
江戸　文化12
〔所蔵文書〕

建2589

県有 建造物 S40.08.09 多賀大社鳥居(一の鳥居)
  石造明神鳥居

１基 多賀大社 彦根市 高宮町 江戸 寛永12
〔社蔵文書〕

建24

14



有形文化財（建造物）
長浜市

所有者
(管理者)

県有 建造物 S58.03.28 舎那院護摩堂
  桁行三間､梁間三間､寄棟造､檜皮葺

１棟 舎那院 長浜市 宮前町 室町 後期 建48 屋(H17)

重文 建造物 T04.03.26
名変S57.02.16

大通寺本堂
  桁行正面五間､背面九間､梁間八間､一重､入母屋造､
  向拝一間､背面一間通り庇附属､本瓦葺

１棟 真宗大谷派
本願寺別院
大通寺

長浜市 元浜町 江戸 明暦03
〔擬宝珠銘〕

建659 屋(S27)報告書､屋(部)部(H02)

重文 建造物 T04.03.26
記変S57.02.16

追加S57.02.16

大通寺広間
　桁行21.9メートル､梁間20.9メートル､一重､寄棟造､
  本瓦及び桟瓦葺
　　附　玄関　１棟
　　　　桁行四間､梁間一間､一重､入母屋造､妻入､
        正面軒唐破風付､本瓦葺
　　　　棟札　１枚
　　　　宝暦十庚辰歳二月廿五日建の記がある

１棟 真宗大谷派
本願寺別院
大通寺

長浜市 元浜町 江戸 前期 建660 半(S26)報告書､屋部(S63)

重文 建造物 T04.03.26
記変S57.02.16

追加S57.02.16

大通寺含山軒及び蘭亭
　含山軒　桁行11.2メートル､梁間5.9メートル､一重､
　　　 　 切妻造段違､桟瓦葺､東面及び北面庇付､
          こけら葺
　蘭　亭　桁行13.8メートル､梁間9.0メートル､一重､
          切妻造､桟瓦葺､合の間附属､両下造､
          桟瓦葺､庇こけら葺
　　　附　棟札　１枚
　　　　　棟上宝暦五乙亥年三月廿三日の記がある

１棟 真宗大谷派
本願寺別院
大通寺

長浜市 元浜町
江戸 前期

江戸 宝暦05
〔棟札〕

建661
解(S46)報告書

半(S46)報告書

県有 建造物 H17.04.20 旧長浜駅本屋
  無筋コンクリート造､建築面積234.0平方メートル､
  ２階建､切妻造､桟瓦葺
    附  旧長浜駅29号分岐器ポイント部  １組
        レール  長5.5メートル､鋼鉄製
        ポイント  鋼鉄製

１棟 西日本旅客
鉄道株式会
社

長浜市 北船町 明治15
〔工部省沿革報
告〕

建84

県有 建造物 S41.07.04 総持寺大門（仁王門)
　八脚門､切妻造､こけら葺

１棟 総持寺 長浜市 宮司町 江戸 寛永12
〔総持院世代
記〕

建28 解(S43)報告書､屋(H17)

重文

国宝

建造物 M34.03.27
記変S16.04.24
記変S28.03.31
S28.03.31

宝厳寺
　観音堂(１棟)桁行五間､梁間四間､一重､入母屋造､檜皮葺

　唐　門(１棟)一間一戸向唐門､檜皮葺
　　 附　棟札　１枚
　　 　  修営慶長八年癸卯六月の記がある
　渡廊(低屋根)(１棟)桁行八間､梁間一間､一重､切妻造､
　　　　　　　 檜皮葺
　渡廊(高屋根)(１棟)桁行二間､梁間一間､一重､切妻造､
　　　　　　　 檜皮葺

４棟 宝厳寺 長浜市 早崎町 桃山 慶長08
〔棟札〕

(唐門は移築)

建1290

 
 
建140

解(S10)､災部(S35)､屋(S47)、屋塗(R1)報告書
旧称宝厳寺観音堂附向唐門､渡廊
解(S10)､災部(S35)､屋(S47)、屋塗(R1)報告書
※唐門のみ国宝

解(S10)､災部(S35)､屋(S47)、屋塗(R1)報告書

解(S10)､災部(S35)､屋(S47)、屋塗(R1)報告書

重文 建造物 S29.09.17 宝厳寺五重塔
　石造五重塔

１棟 宝厳寺 長浜市 早崎町 鎌倉 後期 建1317 移(S49)

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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長浜市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

国宝 建造物 M32.04.05
S28.03.31

追加S28.03.31

都久夫須麻神社本殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､前後軒唐破風付､
  周囲庇及び正面向拝一間付､総檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　建立慶長七年壬刁年九月六日の記がある

１棟 都久夫須麻
神社

長浜市 早崎町 桃山 慶長07
〔棟札〕(身舎)
室町 永禄10
〔棟札〕(向拝
及び庇)

建115 解(S11)報告書､屋(S46)､屋塗(H22)

重文 建造物 H10.12.25 五村別院
　本　堂(１棟)桁行九間､梁間七間､一重､入母屋造､向拝三間､
　　　　 両側面後方及び背面庇附属､桟瓦葺
　　　附　厨子　１基
　　　　　桁行三間､梁間一間､一重､入母屋造､千鳥破風付､
　　　　　唐破風造向拝一間､瓦形板葺
　　　　　棟札(享保十五年十一月二日)　１枚
　表　門(１棟)一間一戸薬医門､銅板葺

２棟 真宗大谷派
本願寺別院

長浜市 五村
江戸 享保15
〔棟札〕

江戸 延宝02
〔文書〕

建2356 　

県有 建造物 H03.03.30 日吉神社本殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､向拝一間､茅葺
　　附　棟札　１枚
　　　　再造井口村惣中寄進并富永庄十七郷令勧化乎元文
　　　　三年戊午二月三日の記がある
　　  　文書　８冊
　　　　卯年山王様奉加帳享保二十年六月八日の記がある
　　　　もの　１
　　　　山王宮御普請ニ付村々見舞帳并棟上ヶ丁元文二年
　　　　巳後十一月の記があるもの　１
　　　　山王様御普請入用帳寛延三年午十一月の記がある
　　　　もの　１
　　　　山王様諸入用覚帳安永六年酉六月廿五日の記があ
　　　　るもの　１
　　　　山王宮天満宮上棟役割安永七年戌八月五日の記が
　　　　あるもの　１
　　　　山王宮天満宮上棟一件安永七年戌八月五日の記が
　　　　あるもの　１
　　　　上棟諸事買物覚帳安永七歳戌八月十三日の記があ
　　　　るもの　１
　　　　山王宮屋ねふき扣帳万延元年申八月十日の記があ
　　　　るもの　１

１棟 日吉神社 長浜市 高月町井
口

江戸 元文03
〔棟札〕

建66 屋(H09)

県有 建造物 H20.07.23 杉野中薬師堂
　桁行五間、梁間三間、一重、切妻造、妻入、桟瓦葺
　　附　厨子　１基
　　　　一間厨子、入母屋造、妻入、正面軒唐破風付、
　　　　こけら形板葺
　　　　鰐口　１口
　　　　寛永庚辰歳正月の刻銘がある

１棟 杉野中自治
会

長浜市 木之本町
杉野

室町　後期 建91 　

重文 建造物 S61.05.24 西徳寺本堂
  桁行16.5メートル､梁間11.5メートル､一重､入母屋造､妻入､
　茅葺､向拝一間､背面及び両側面庇附属､桟瓦葺

１棟 西徳寺 長浜市 木之本町
赤尾

江戸 正徳03
〔内陣余間境釣
束墨書他〕

建2180 解(H04)報告書
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長浜市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 H20.07.23 上丹生薬師堂
　桁行七間、梁間三間、一重、切妻造、妻入、桟瓦葺
　　附　厨子　１基
　　　　一間厨子、入母屋造、妻入、こけら葺
　　　　棟札　１枚
　　　　宝永第五戊子年七月初五日の記がある
　　　　板札　１枚
　　　　宝永五戊子七月五日の記がある
　　　　版木　１枚
　　　　宝永五戊子年二月初八日の記がある

１棟 源昌寺 長浜市 余呉町上
丹生

江戸 宝永05
〔棟札〕

建92 　

県有 建造物 S62.03.30 全長寺本堂
　桁行20.3メートル､梁間16.9メートル､一重､入母屋造､
　茅葺型鉄板葺（元茅葺）､玄関・位牌堂付
　　附　棟札　１枚
　　　　寛政元星舎己酉上梁の記がある

１棟 全長寺 長浜市 余呉町池
原

江戸 寛政01
〔棟札〕

建59 　

県有 建造物 H11.03.31 塩津神社本殿
　一間社流造､こけら葺
　　附　棟札　１枚
　　　　元禄七年きのへいぬノ八月大吉日の記がある

１棟 塩津神社 長浜市 西浅井町
塩津浜

江戸 元禄07
〔棟札〕

建80 　

重文 建造物 S43.04.25 辻家住宅(滋賀県伊香郡西浅井村)
　主　屋(１棟)桁行21.4メートル､梁間10.5メートル､
　　　　 一部中二階､入母屋造､茅葺､
　　　　 南面及び北面庇付､桟瓦葺
　表　門(１棟)長屋門､桁行15.3メートル､梁間3.8メートル､
　　　　 切妻造､桟瓦葺
　南　倉(１棟)土蔵造､桁行4.6メートル､梁間3.7メートル､
　　　　 二階建､切妻造､妻入､桟瓦葺

　前　倉(１棟)土蔵造､桁行6.6メートル､梁間4.2メートル､
　　　　 二階建､切妻造､妻入､桟瓦葺

４棟 辻　秀典 長浜市 西浅井町
祝山 江戸

(文政08移築)
〔諸書記載簿〕
江戸 文化05
〔鬼瓦銘〕
江戸 安永09
(文化10移築)
〔諸書記載簿〕
江戸 天保03
〔諸書記載簿〕

建1690  
屋(S46)､屋(部)部(H06)､屋(H24)
 

半(S59)報告書

 
屋(S59)報告書

屋(S59)報告書

重文 建造物 S43.04.25 田中家住宅(滋賀県伊香郡西浅井村)
  桁行13.4メートル､梁間7.7メートル､入母屋造､妻入､茅葺､
　南面庇付､桟瓦葺

１棟 田中武司 長浜市 西浅井町
集福寺

江戸 明和05
〔床板墨書〕

建1689 部(S49)
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長浜市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H30.08.17 中村家住宅
　主　屋(１棟)桁行22.8メートル、梁間7.7メートル、
　　　　 入母屋造、茅葺、四面下屋附属、桟瓦葺一部板葺、
　　　　 東面張出附属、入母屋造、桟瓦葺、背面張出附属
　　　　 切妻造、桟瓦葺
　　　附　箱雁振瓦　２個
　　　　　宝暦十四甲申年二月吉旦の記があるもの　一
　　　　　甲申年二月吉旦の記があるもの　一
　　　　　仏壇　１基
　　　　　間口一間、奥行一間
  土　蔵(１棟)桁行5.6メートル、梁間3.8メートル、二階建、
　　　　　切妻造、妻入、西面下屋附属、桟瓦葺
  馬　屋(１棟)桁行12.1メートル、梁間3.0メートル、切妻造、
　　　　 桟瓦葺
　表　門(１棟)三間薬医門、切妻造、桟瓦葺

　　　附　厠（１棟）桁行7.3メートル、梁間2.1メートル、
　　　　　　　切妻造、桟瓦葺
　　　　　宅地及び畑　6077.63㎡　字朝日809番、810番
　　　　　　　　　　　　　　上地域内の石垣、船着場含む
　

４棟 中村壽夫 長浜市 八木浜町
江戸　後期
　(1751～1829)

江戸　末期
　(1830～1867)
江戸　末期
　(1830～1867)
江戸　末期
　(1830～1867)

建2683
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有形文化財（建造物）
近江八幡市

所有者
(管理者)

県有 建造物 H04.03.31 旧ヴォーリズ住宅
　洋室部　桁行20.2メートル､梁間5.8メートル､二階建､
　　　　　切妻造､桟瓦葺
　和室部　桁行6.4メートル､梁間5.8メートル､一階建､
　　　　　南面洋室部に接続､陸屋根パラペット付

１棟 財団法人近
江兄弟社

近江八
幡市

慈恩寺町
元

昭和06 建68 　

県有 建造物 S40.08.09 八幡神社鳥居
　木造明神鳥居
　　附　造立関係文書　四通一巻

１基 日牟礼八幡
宮

近江八
幡市

宮内町 江戸 元和02
〔棟札・文書〕

建25 解(S41)報告書

県有 建造物 S63.03.31 正福寺本堂・表門
　本  堂(１棟)桁行17.1メートル､梁間14.2メートル､一重､
　　 　　入母屋造､向拝一間､本瓦葺
         背面張出  切妻造､桟瓦葺
　表  門(１棟)一間薬医門､切妻造､本瓦葺

２棟 正福寺 近江八
幡市

魚屋町元
江戸 承応03
〔鬼瓦銘〕

江戸 前期

建60

県有 建造物 S58.03.28 西川家住宅
　主　屋(１棟)
　　居室部　桁行13.0メートル､梁間14.9メートル､
　　　　　　一部二階､切妻造､桟瓦葺､西面庇付､こけら葺、
　　座敷部　桁行8.9メートル､梁間11.0メートル､
　　　　　　一部二階、切妻造、桟瓦葺
　　　附　鬼瓦　１個
　　　　　天明五年の刻銘がある
　　　　　箱入祈祷具　１具
　　　　　弘化四年の墨書がある
　　　　　鐘馗の棟飾瓦　１個
　　　　　嘉永二年の刻銘がある
　でみず間(１棟)桁行4.1メートル､梁間12.0メートル､
　　　　　 切妻造､桟瓦葺
　化粧間(１棟)桁行4.6メートル､梁間2.7メートル､
　　　　 切妻造､桟瓦葺
  　板塀　延長13.0メートル
　表土蔵(１棟)土蔵造､桁行8.1メートル､梁間4.8メートル､
　　　　 二階建､切妻造､桟瓦葺

４棟 メルクロス
株式会社

近江八
幡市

新町２丁
目

江戸 中期 建49

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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近江八幡市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 S58.01.07 旧西川家住宅(滋賀県近江八幡市新町)
  主　屋(１棟)
　　居室部　桁行13.0メートル､梁間17.5メートル､
　　　　　　一部二階､切妻造､桟瓦葺､東面及び南面庇付､
　　　　　　こけら葺、西面庇付、鉄板葺、北面下屋附属
　　座敷部　桁行4.9メートル､梁間9.9メートル､切妻造､
　　　　　　北面居室部に接続､桟瓦葺、東面庇付、こけら葺、
　　　　　　西面庇付、鉄板葺
　　　附　箱入祈祷具　１具
　　　　　祈念書(文化十一甲戌三月吉日)　１
　　　　　御幣　１
　　　　　神符　１
　　　　　人形　６
　土　蔵(１棟)土蔵造､桁行6.1メートル､梁間3.9メートル､
　　　　 三階建､切妻造､本瓦葺､東面庇付､桟瓦葺
　　　附　板札　１枚
　　　　　明和五つちのえ子年五月日の記がある
　　　　　鬼瓦　１個
　　　　　文政二う八月吉日の刻銘がある
　　附　家相図　１枚
　　　　袋入､弘化二年乙巳龍舎春二月の記がある

２棟 近江八幡市 近江八
幡市

新町２丁
目 江戸 宝永03

〔二階付柱墨
書〕

江戸 天和年間
〔南妻梁墨書〕

建2144
半(S63)報告書、災部(H29)

半(S63)報告書、災部(H29)

県有 建造物 S48.06.27 本願寺八幡別院本堂
　桁行九間､梁間九間､一重､入母屋造､向拝三間､本瓦葺

１棟 本願寺八幡
別院

近江八
幡市

北元町 江戸 享保01
〔擬宝珠銘〕

建36 屋部(H12)報告書

県有 建造物 S48.06.27 本願寺八幡別院表門
　四脚門､切妻造､本瓦葺

１棟 本願寺八幡
別院

近江八
幡市

北元町 江戸 明和04
〔金具銘〕

建37 屋部(H05)報告書

県有 建造物 S48.06.27 本願寺八幡別院鐘楼
　桁行一間､梁間一間､一重､入母屋造､本瓦葺

１棟 本願寺八幡
別院

近江八
幡市

北元町 江戸 文政08頃 建38 屋部(H05)報告書

県有 建造物 S49.03.11 本願寺八幡別院裏門
　三間一戸八脚門､入母屋造､本瓦葺

１棟 本願寺八幡
別院

近江八
幡市

北元町 江戸 天明02
〔文書〕

建41 自移(H04)報告書

重文 建造物 M37.02.18
記変S56.06.05
追加S56.06.05

長命寺本堂
　桁行七間､梁間六間､一重､入母屋造､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　桁行一間､梁間一間､一重､入母屋造､本瓦形板葺

１棟 長命寺 近江八
幡市

長命寺町 室町 大永04
〔勧進書〕

建305 解(S06)､屋(S35)､屋部(H02)報告書

重文 建造物 T12.03.28
記変S56.06.05
追加S56.06.05

長命寺三重塔
　三間三重塔婆､こけら葺
　　附　棟札　３枚
　　　　上葺宝永四丁亥歳十月晦日の記があるもの  １
　　　　享保七壬寅歳の記があるもの　１
　　　　修造文化六己巳年八月吉祥日の記があるもの　１

１棟 長命寺 近江八
幡市

長命寺町 桃山 慶長02
〔擬宝珠銘〕

建785 解(S39)報告書､屋部(H02)報告書、屋(H25)
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近江八幡市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 S42.06.15
記変S58.01.07

長命寺鐘楼
　桁行二間､梁間東面二間､西面三間､袴腰付､入母屋造､
　檜皮葺
　　附　上棟用木槌　１個
　　　　慶長十三年□月八日の記がある
　　　　棟札　２枚
　　　　屋祢再興貞享四丁卯年七月吉祥日の記があるも
        の　１
　　　　上葺元文五庚申歳五月吉日の記があるもの　１

１棟 長命寺 近江八
幡市

長命寺町 桃山 慶長13
〔上棟用木槌墨
書〕

建1658 屋(S39)､部(S49)報告書､屋(H16)

重文 建造物 S42.06.15 長命寺護摩堂
　桁行三間､梁間三間､一重､宝形造､檜皮葺

１棟 長命寺 近江八
幡市

長命寺町 桃山 慶長11
〔露盤銘〕

建1659 部(S37)､半(S49)報告書

重文 建造物 R2.8.2 長命寺
　三仏堂（１棟）桁行五間、梁間四間、入母屋造、一重、
　　　　　　　　東面渡廊下附属、檜皮葺
　 附　巡礼札及び棟札　三枚　天正十八年、宝暦八年、文政二年
　 　　主痘神祠　一基　桁行一間、梁間一間、切妻造、こけら葺
　 　　板札　一枚　寛政八年
　護法権現社拝殿（１棟）桁行三間、梁間二間、入母屋造、一重、
　　　　　　　　　　　　東面渡廊下附属、檜皮葺

２棟 宗教法人
長命寺

近江八
幡市

長命寺町 室町後期 建2725
屋(S49)、半(H16）報告書

屋(S49)、解(H16）報告書

重文 建造物 S29.03.20 五重塔
　石造五重塔

１基 安養寺町 近江八
幡市

安養寺町 鎌倉 寛元04
〔初重塔身刻
銘〕

建1271

重文 建造物 T12.03.28
記変S39.05.26
記変S56.06.05

八幡社本殿
　三間社流造､檜皮葺

１棟 八幡社 近江八
幡市

馬淵町 桃山 文禄05
〔擬宝珠銘〕

建786 解(S41)報告書、屋(H16)

県有 建造物 S57.03.31 椿神社神門
　四脚門､切妻造､桟瓦葺

１棟 椿神社 近江八
幡市

千僧供町 室町 後期 建44

重文 建造物 T06.04.05
記変S39.05.26

小田神社楼門
　三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺

１棟 小田神社 近江八
幡市

小田町 室町 前期 建692 解(S17)､屋(S58)
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近江八幡市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 H02.03.31 沙沙貴神社
　本　殿(１棟)五間社流造､向拝三間､銅板葺
　　附　棟札　２枚
　　　　奉御造営弘化五戊申年三月五日の記があるも
　　　　の　１
　　　　奉造営氏宗廟佐佐貴大社宝殿弘化五年戊申三
　　　　月五日の記があるもの　１
　　附　境内図　１枚
　　　　寛政三辛亥年二月の記がある
　中　門(１棟)一間棟門､銅板葺

　透　塀(１棟)一周延長三十三間､桟瓦葺､潜門二所含む
　権　殿(１棟)三間社流造､向拝一間､銅板葺
　　附　棟札　２枚
　　　　奉御造営弘化三丙午年二月吉祥日の記がある
　　　　もの　１
　　　　奉造営佐佐貴大社権殿弘化五年戊申三月五日
　　　　の記があるもの　１
　拝　殿(１棟)桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､妻入､
　　　　　銅板葺
　　附　棟札　２枚
　　　　奉御造営弘化五戊申年三月五日の記があるも
         の　１
　　　　奉造営佐佐貴大社拝殿弘化五年戊申三月五日
　　　　の記があるもの　１
　楼　門(１棟)三間一戸楼門､入母屋造､茅葺
　東廻廊(１棟)桁行十六間､梁間一間､一重､切妻造､桟瓦葺

　西廻廊(１棟)桁行三十間､梁間一間､一重､切妻造､桟瓦葺

８棟 沙沙貴神社 近江八
幡市

安土町常
楽寺 江戸 弘化05

〔棟札〕

江戸 弘化04
〔獅子口銘〕
江戸　末期
江戸 弘化03
〔棟札〕

江戸 弘化05
〔棟札〕

 
江戸 中期
江戸 天保14
〔蟇股墨書〕
江戸 天保15
〔虹梁墨書〕

建64
災屋(H30)

半(R1)

部(H13)
解(H10)

解(H11)

重文 建造物 M36.04.15
記変S56.06.05

追加S56.06.05

追加H10.05.01

浄厳院
　本　堂(１棟)桁行七間､梁間六間､一重､入母屋造､
　　　　 向拝三間､背面下屋附属､本瓦葺
　　　附　棟札　１枚
　　　　　修覆安政七庚申年正月下旬初の記がある

　楼　門(１棟)三間一戸楼門､入母屋造､本瓦葺

２棟 浄厳院 近江八
幡市

安土町慈
恩寺 室町 後期

(旧興隆寺弥勒
堂､天正６移築)
〔阿弥陀如来台
座墨書〕
室町 天文年間
〔仁王像岩座墨
書〕

建262
解(S42)報告書

屋(S42)､解(H08)報告書

重文 建造物 M34.03.27
記変S39.05.26

捴見寺三重塔
　三間三重塔婆､本瓦葺

１基 捴見寺 近江八
幡市

安土町下
豊浦

室町 享徳03
〔柱墨書〕
(甲賀より天正移
築)

建177 解(T03)､屋(S22)､屋(S45)、災屋(部)(H29)

重文 建造物 M36.04.15
記変S39.05.26

捴見寺二王門
　三間一戸楼門､入母屋造､本瓦葺

１棟 捴見寺 近江八
幡市

安土町下
豊浦

室町 元亀02
〔棟木銘〕

建263 解(T05)､屋(S22)､屋(S45)

重文 建造物 S43.04.25
記変S48.11.29

旧宮地家住宅（旧所在　滋賀県長浜市国友町）
　桁行11.3メートル､梁間7.6メートル､入母屋造､妻入､
　茅葺､南面及び北面庇付､とち葺

１棟 滋賀県 近江八
幡市

安土町下
豊浦

江戸 宝暦04
〔板札〕

建1688 移(S44)報告書､屋(H05)、災屋(部)(H30)、災部
(R1)
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近江八幡市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 S34.02.10 旧柳原学校校舎
　三階建､教場､事務室､鼓楼よりなる､桟瓦葺
　　附　棟札　１枚
　　　　明治九年十二月の記がある

１棟 滋賀県 近江八
幡市

安土町下
豊浦

明治09
〔棟札〕

建14 移(S44)報告書､部(H09)､屋(部)(H15)、災屋
(部)(H30)
旧所在地:高島市新旭町太田

県有 建造物 H20.07.23 旧安土巡査駐在所
　木造、建築面積47.0㎡、二階建､南面及び東面下屋附属、
  桟瓦葺

１棟 滋賀県 近江八
幡市

安土町下
豊浦

明治18
〔報告書〕

建90 自移(S45)報告書､屋(部)(H18)
旧所在地:安土町大字常楽寺

重文 建造物 M37.02.18
記変S39.05.26

桑実寺本堂
　桁行五間､梁間六間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 桑実寺 近江八
幡市

安土町桑
実寺

室町 前期 建304 屋(S25)､災屋(S36)､解(S60)報告書

重文 建造物 M35.04.17
記変S56.06.05

奥石神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺

１棟 奥石神社 近江八
幡市

安土町東
老蘇

桃山 天正09
〔棟札〕

建214 旧称鎌宮神社
解(T03)､屋(S33)､屋(S62)報告書

県有 建造物 H29.11.17 吉田家住宅
　本館（１棟）木造、建築面積107.16㎡、三階建、化粧スレート
　　　　　　　葺及び鉄板葺
　離れ（１棟）木造、建築面積58.33㎡、瓦棒鉄板葺及び桟瓦葺

　附　塀　　　　１棟
　　　　　　　　煉瓦造、延長11.4ｍ、門１所を含む
　　　設計図面　４枚
　　　　　　　　本館設計図３枚（明治44年作製）
　　　　　　　　塀設計図１枚（大正元年作製）
　　　家具２３点

２棟 吉田与志也 近江八
幡市

池田町 大正02
〔吉田悦蔵 書
簡〕
江戸 後期
（日牟禮八幡宮
より大正4年移
築）

建107
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有形文化財（建造物）
草津市

所有者
(管理者)

県有 建造物 H06.03.31 西方寺鐘楼
　桁行三間､梁間二間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺

１棟 西方寺 草津市 青地町 桃山 慶長09
〔文書〕

建73

重文 建造物 T11.04.13
記変S56.06.05
追加S56.06.05

伊砂砂神社本殿
　一間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　２枚
　　　　造立事始應仁弐戊子年八月十二日の記があるも
        の　１
　　　　修復辛元禄四年未八月十三日の記があるもの　１

１棟 伊砂砂神社 草津市 渋川２丁
目

室町 応仁02
〔棟札〕

建763 解(T14)､屋(S32)報告書､屋(H01)

重文 建造物 T12.03.28
記変S56.06.05
追加S56.06.05

新宮神社本殿
　一間社流造､正面軒唐破風付､檜皮葺
　　附　棟札　10枚
　　　　造立大永三年癸未三月十日の記があるもの  １
　　　　造栄大永三癸未年三月十日の記があるもの　１
　　　　再興寛文拾壱年辛亥六月廿七日の記があるもの　１
　　　　上葺宝暦六丙子年閏十一月吉日の記があるもの　１
　　　　造立宝暦六丙子年閏十一月吉日の記があるもの　１
　　　　地形上修覆并上葺宝暦六丙子年十二月吉日の
　　　　記があるもの　１
　　　　上葺文化元甲子年六月吉日の記があるもの  ２
　　　　葺替丙文化十三年子九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　覆皆天保九年戊戌十年吉朔日の記があるもの  １

１棟 新宮神社 草津市 野路町 室町 大永03
〔棟札〕

建784 災屋(S36)､解(S62)報告書

重文 建造物 M40.08.28 石津寺本堂
　桁行五間､梁間四間､一重､寄棟造､本瓦葺

１棟 石津寺 草津市 矢橋町 室町 延文頃 建469 解(S12)報告書

重文 建造物 T13.04.15
記変S56.06.05

鞭崎神社表門
　高麗門､本瓦葺

１棟 鞭崎神社 草津市 矢橋町 桃山 慶長
（旧膳所城門､
明治移築）

建798 解(S11)､屋(S52)

重文 建造物 M39.04.14
記変S56.06.05
追加S56.06.05

老杉神社本殿
　三間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　上葺寛政拾年午二月吉日の記がある

１棟 老杉神社 草津市 下笠町 室町 宝徳04
〔棟木墨書〕

建381 解(M39)､屋(S24)､屋(S44)､屋(H20)

重文 建造物 M34.03.27
記変S56.06.05

観音寺阿弥陀堂
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 観音寺 草津市 芦浦町 室町 前期 建174 解(M39)､屋(S25)報告書､屋(S56)

重文 建造物 M40.08.28
記変S56.06.05

観音寺書院
　桁行11.9メートル､梁間7.9メートル､一重､入母屋造､
　西面及び北面下屋附属､こけら葺

１棟 観音寺 草津市 芦浦町 江戸 前期 建468 解(T02)､屋(S25)報告書､屋(S56)

県有 建造物 H04.03.31 吉田家住宅主屋
　桁行18.9メートル､梁間10.9メートル､一部中二階､
　切妻造、四面庇付、桟瓦葺

１棟 吉田敏久 草津市 志那町 江戸 末期 建67

重文 建造物 S24.02.18
記変S56.06.05
追加S56.06.05

追加S56.06.05

志那神社本殿
　一間社流造､檜皮葺
　　附　宮殿　１基
　　　　一間宮殿､入母屋造､板葺
　　　　旧棟木の一部　１個
　　　　永仁年戊戌七月五日棟上日也の記がある
　　　　古材　５点
　　　　破風板二､懸魚三

１棟 志那神社 草津市 志那町 鎌倉 永仁06
〔棟木銘〕

建1117 解(S29)報告書､屋(S57)､屋(H23)

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
守山市

所有者
(管理者)

重文 建造物 S36.03.23 東門院五重塔
　石造五重塔

１基 東門院 守山市 守山２丁
目

鎌倉 後期 建1484

重美 建造物 S23.04.27 石造宝塔 １基 東門院 守山市 守山２丁
目

鎌倉

重美 建造物 S23.04.27 石造宝篋印塔 １基 東門院 守山市 守山２丁
目

鎌倉

重文 建造物 T02.4.14
記変S57.02.16
追加S57.02.16

追加S57.02.16

勝部神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　銘札　２枚
　　　　上葺弘治元乙卯年極月朔日の記があるもの  １
　　　　造立天正三乙亥年拾月吉日の記があるもの　１
　　　　旧軒付留甲　１個
　　　　天明八年申三月吉日の記がある

１棟 勝部神社 守山市 勝部１丁
目

室町 明応06
〔棟札写〕

建616 解(S09)､屋(S46)､屋(H24)報告書

重文 建造物 S29.03.20 最明寺五重塔
　石造五重塔(相輪上部を欠く)

１基 最明寺 守山市 勝部１丁
目

鎌倉 後期 建1270 解(H25)報告書

重文 建造物 T14.04.24
記変S56.06.05

懸所宝塔
　石造宝塔

１基 善立寺
因宗寺
金森区
(管理団体守
山市)

守山市 金森町 鎌倉 後期 建812 解(S40)報告書

県有 建造物 S59.03.30 蓮生寺本堂
　桁行16.9メートル､梁間13.8メートル､一重､入母屋造､
　本瓦葺
　　附　棟札　１枚
　　　　元和元年正月三日の記がある

１棟 蓮生寺 守山市 三宅町 江戸 元和01
〔棟札〕

建53 屋部(H04)報告書

重文 建造物 M39.04.14
記変S56.06.05

小津神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺

１棟 小津神社 守山市 杉江町 室町 大永頃 建382 解(S04)､屋(S36)､屋(H12)

重美 建造物 S23.04.27 石造宝塔 ２基 木浜町 守山市 木浜町 鎌倉

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
栗東市

所有者
(管理者)

重文 建造物 S33.05.14 小槻大社本殿
　一間社流造､檜皮葺
　　附　宮殿　１基
　　　　桁行一間､梁間一間､一重､切妻造､板葺
　　　　棟札　２枚
　　　　上葺享保八癸卯年八月廿七日成就の記があるも
        の　１
　　　　上葺文化十二歳亥十一月吉日の記があるもの　１

１棟 小槻大社 栗東市 下戸山 室町 永正16
〔棟札写〕
（宮殿は鎌倉弘
安04）
〔宮殿壁板墨
書〕

建1430 解(S38)報告書､屋(H15)

重文 建造物 S35.02.09 安養寺十三重塔
　石造十三重塔(うち第九・十・十一重を欠く)

１基 安養寺 栗東市 安養寺 鎌倉 後期 建1460

重美 建造物 S17.12.16 木造門遺材
　蟇股一､大斗五､巻斗一､肘木一､金剛柵子二十八

蓮台寺
(管理団体
延暦寺)

栗東市 下鈎 鎌倉
琵文寄託

重文 建造物 S29.03.20
記変S57.02.16

追加S57.02.16
追加S57.02.16

大スミ家住宅(滋賀県栗太郡栗東町)
  主  屋(１棟)
    店舗､製薬所､台所及び居間
      桁行19.4メートル､梁間19.1メートル､切妻造､北面､
　　　東面及び南面庇付､西面下屋､南面突出部附属､
　　　本瓦、桟瓦及び銅板葺
    玄関及び座敷
　　　桁行8.8メートル､梁間8.5メートル､切妻造､
　　　北面及び東面庇付､玄関千鳥破風付､
　　　南面下屋附属､南面突出部  桁行5.1メートル､
　　　梁間7.0メートル､入母屋造､南面及び西面庇付､
      桟瓦及び銅板葺
　　　附　製薬機　１式
　　　　　車輪、歯車及び石臼より成る
　正　門(１棟)
　　一間薬医門､桟瓦葺､両袖塀附属
　隠居所(１棟)
　　桁行12.9メートル､梁間7.0メートル､入母屋造､
　　四面庇付､南面突出部　桁行5.9メートル､
　　梁間6.9メートル､入母屋造､南面､東面及び西面庇付､
　　東面玄関､南面押入附属､附属､玄関千鳥破風付､
    本瓦葺
　　附　古図　１枚
　附　古来作事并諸覚帳　１冊

３棟
大スミ光子

大スミ勝

栗東市 六地蔵
江戸 元禄頃

江戸 元禄頃

江戸 元禄頃

建1226
半(S45)報告書､部(S55)

屋(S45)

半(S47)報告書

重文 建造物 M37.02.18
記変S39.05.26

春日神社表門
  四脚門､切妻造､檜皮葺

１棟 春日神社 栗東市 荒張 桃山 慶長18
〔小屋内墨書〕

建308 半(M38)､屋(S24)､屋(S48)､屋(H17)

重文 建造物 M34.03.27
記変S39.05.26

大野神社楼門
  三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺

１棟 大野神社 栗東市 荒張 鎌倉 前期 建173 解(M38)､屋(S34)報告書､屋(H07)

重文 建造物 T02.04.14
記変S39.05.26
名変S57.02.16

宇和宮神社本殿
  三間社流造､向拝一間､檜皮葺

１棟 宇和宮神社 栗東市 蜂屋 室町 永正02
〔棟木銘〕

建615 解(S06)､屋(S45)、屋(H25)報告書

重文 建造物 M39.04.14
記変S39.05.26
追加S39.05.26

大宝神社境内社追来神社本殿
  一間社流造､檜皮葺
    附  棟札  １枚
        弘安六年癸未七月廿七日棟上の記がある

１棟 大宝神社 栗東市 綣７丁目 鎌倉 弘安06
〔棟札〕

建380 解(S16)､屋(S36)､屋(H12)

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
野洲市

所有者
(管理者)

県有 建造物 H08.03.29 錦織寺御影堂・表門
  御影堂(１棟)桁行七間､梁間五間､一重､入母屋造､
          向拝三間､本瓦葺､
          両側面後端間及び背面一間通り庇附属､桟瓦葺
     附　棟札　４枚
         建立元禄十四龍次辛巳十一月二十九日の記が
　　　　 あるもの　１
         嘉永七年寅六月就大地震大破御修覆于時安政
　　　 　四丁巳歳三月二十五日御遷座の記があるもの　１
         大正拾五年六月下旬修繕成功の記があるもの　１
         大修覆昭和七年十月二日竣工の記があるもの　１
         木槌　１丁
         元禄第十四辛巳天十一月廿九万歳之槌の記がある
         幣串　１本
         元禄十四辛巳稔十一月廿九日奉幣の記がある
  表　門（１棟）一間薬医門、切妻造、本瓦葺
　　 附　棟札　１枚
  　　　 屋根葺替修繕大正六年拾貳月下旬竣工の記が
　　　　 ある
　　　 　獅子口瓦　１個
　　　 　文久元酉年瓦仁作の刻銘がある
　　　 　雨蓋瓦　２個
　　　 　文久元酉年瓦仁作の刻銘がある　２

２棟 錦織寺 野洲市 木部
江戸 元禄14
〔棟札〕

江戸 後期

建77 　

県有 建造物 S41.07.04 兵主大社楼門
　一間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺
　　附　翼廊　２棟
　　　　右翼廊(１棟)桁行三間､梁間一間､一重､切妻造､
               檜皮葺
　　　　左翼廊(１棟)桁行三間､梁間一間､一重､切妻造､
               檜皮葺

１棟 兵主大社 野洲市 五条 室町 天文19
〔地垂木墨書〕

建29 解(S45)報告書、屋(H21)

重文 建造物 S19.09.05
記変S39.05.26

日吉神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 日吉神社 野洲市 小篠原 鎌倉 後期 建1063 解(S22)､屋(S47)､屋(H09)

重文 建造物 T06.04.05
記変S39.05.26

稲荷神社境内社古宮神社本殿
　一間社流造､こけら葺

１棟 稲荷神社 野洲市 小篠原 室町 中期 建691 解(S17)､屋(S39)､屋(H20)

重文 建造物 S28.03.31
記変S58.01.07
追加S58.01.07

追加S58.01.07

 
 
追加S58.01.07

圓光寺本堂
　桁行五間､梁間五間､一重､切妻造､向拝一間､銅板葺
　　附　銘札　１枚
　　　　元禄十七甲申ノ三月八日の記がある
　　　　鬼瓦　２個
　　　　宝永元甲申ノ天十月吉日の刻銘があるもの  １
　　　　宝永元年甲申十月吉日の刻銘があるもの　１
　　　　板絵図　１組

１棟 圓光寺 野洲市 久野部 鎌倉 康元02
〔棟木銘〕

建1191 解(S33)報告書

重文 建造物 S36.03.23 圓光寺九重塔
　石造九重塔
　　康元□の刻銘がある

１基 圓光寺 野洲市 久野部 鎌倉 康元
〔軸石刻銘〕

建1485 　

重文 建造物 S18.06.09
記変S56.06.05

大行事神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 大行事神社 野洲市 久野部 室町 中期 建1049 屋(S33)

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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野洲市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

国宝 建造物 M32.04.05
S27.11.22
追加S27.11.22

御上神社本殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､向拝一間､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　一間厨子､宝形造､板葺

１棟 御上神社 野洲市 三上 鎌倉 後期 建81 解(M33)､屋(S06)､屋(S43)､
屋(H18)報告書

重文 建造物 M32.04.05
記変S39.05.26

御上神社拝殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 御上神社 野洲市 三上 鎌倉 後期 建88 解(M33)､屋(S09)､屋(S43)､
屋(H18)報告書

重文 建造物 M32.04.05
記変S39.05.26

御上神社楼門
　三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺

１棟 御上神社 野洲市 三上 室町 康安05
〔上階斗束墨
書〕

建89 解(M33)､屋(S10)､屋(S43)､
屋(H18)報告書

重文 建造物 S06.01.19
記変S39.05.26

御上神社摂社若宮神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 御上神社 野洲市 三上 鎌倉 後期 建873 屋(S43)､屋(H18)報告書

県有 建造物 S35.01.20 御上神社摂社三宮神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 御上神社 野洲市 三上 室町 建17 屋(S43)報告書､屋(H18)

県有 建造物 S57.03.31 菅原神社神門
　四脚門､切妻造､檜皮葺

１棟 菅原神社 野洲市 永原 室町 後期 建47 自屋(H12)

重美 建造物 S23.04.27 石造層塔 １基 常念寺 野洲市 永原 鎌倉 　 　

重文 建造物 M35.07.31
記変S56.06.05
追加S56.06.05

生和神社本殿
　一間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　２枚
　　　　修覆宝暦三申年三月吉日の記があるもの  １
　　　　葺替嘉永四辛亥四月上旬の記があるもの  １

１棟 生和神社 野洲市 冨波乙 室町 前期 建239 災解(S37)報告書､屋(H13)

重文 建造物 S24.02.18
記変S56.06.05

生和神社末社春日神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 生和神社 野洲市 冨波乙 鎌倉 前期 建1118 屋(S41)､解(H17)報告書

国宝 建造物 M34.08.02
S36.04.27
追加S36.04.27

大笹原神社本殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　11枚
　　　　上フキ正和五年丙辰十月廿一日の記があるもの　１
　　　　應永廿一年甲午卯月廿一日柱立同六月中造立
　　　　事畢同八月廿二日上葺興成の記があるもの　１
　　　　葺納文龜元辛酉六月三日の記があるもの  １
　　　　上葺永正十三年丙子六月十三日の記があるもの　１
　　　　ウワフキ元和弐丙辰年三月七日の記があるもの　１
　　　　上葺寛文三壬卯三月廿八日の記があるもの  １
　　　　上葺元禄五年申卯月朔日の記があるもの  １
　　　　上葺元禄十四辛巳年卯月吉祥日の記があるもの　１
　　　　上葺寛保二年戌十二月廿六日の記があるもの  １
　　　　上葺寛政八丙辰歳九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　上葺天保十五甲辰年十一月吉祥日の記があるも
　　　　の　１

１棟 大笹原神社 野洲市 大篠原 室町 応永21
〔棟札〕

建209 解(S02)､屋(S38)報告書、屋(H21)

重文 建造物 S06.01.19
記変S56.06.05
追加S56.06.05

大笹原神社境内社篠原神社本殿
　一間社隅木入春日造､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　上ふき應永卅二二年十一月秋の記がある

１棟 大笹原神社 野洲市 大篠原 室町 応永34
〔棟札〕

建874 屋(S38)報告書､屋(H13)

重文 建造物 S36.06.07 春日神社神門
　棟門､檜皮葺

１棟 春日神社 野洲市 高木 室町 永正08
〔棟札〕

建1506 屋(S39)､屋(H13)
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有形文化財（建造物）
湖南市

所有者
(管理者)

重文 建造物 T10.04.30
記変S57.02.16
追加S57.02.16

吉御子神社本殿
　三間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　３枚
　　　　元治二乙丑年四月造営の記があるもの　２
　　　　再興慶応元年乙丑四月廿六日の記があるもの　１

１棟 吉御子神社 湖南市 石部西１
丁目

江戸 後期
（旧上賀茂本
殿､慶応01移
築）

建752 屋(S19)､屋部(S53)

国宝 建造物 M31.12.28
S28.03.31
追加S28.03.31

長寿寺本堂
　桁行五間､梁間五間､一重､寄棟造､向拝三間､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　一間春日厨子､板葺

１棟 長寿寺 湖南市 東寺５丁
目

鎌倉 前期 建112 解(Ｍ38)､屋(S18)報告書､屋(S59)

重文 建造物 S27.03.29 長寿寺弁天堂
　桁行一間､梁間一間､一重､入母屋造､正面軒唐破風付､
  檜皮葺

１棟 長寿寺 湖南市 東寺５丁
目

室町 天文19
〔こけら板墨
書〕

建1164 解(S31)報告書､屋(S59)

重文 建造物 S34.06.27 白山神社拝殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 白山神社 湖南市 東寺５丁
目

室町 後期 建1440 解(S36)報告書､屋(H04)

国宝 建造物 M31.12.28
S28.03.31
記変S16.04.24
追加S28.03.31

常楽寺本堂
　桁行七間､梁間六間､一重､入母屋造､向拝三間､檜皮葺

　　附　厨子　１基
　　　　一間厨子､寄棟造､板葺

１棟 常楽寺 湖南市 西寺６丁
目

室町 延文05
〔勧進帳〕

建114 半解(M38)､屋(S16)報告書､屋(S47)

国宝 建造物 M34.03.27
S28.03.31
追加S28.03.31

常楽寺三重塔
　三間三重塔婆､本瓦葺
　　附　丸瓦及び平瓦　各１個
　　　　各応永七年五月の箆書がある

１基 常楽寺 湖南市 西寺６丁
目

室町 応永07
〔瓦銘〕

建113 解(M38)､屋(S16)報告書､屋(S47)、災部(H30)

国宝 建造物 M32.04.05
S29.03.20
追加S29.03.20

善水寺本堂
　桁行七間､梁間五間､一重､入母屋造､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　一間厨子､入母屋造､こけら葺

１棟 善水寺 湖南市 岩根 室町 前期 建161 解(M33)､屋(S22)､屋(S50)報告書

重文 建造物 S36.03.23 多宝塔
　石造多宝塔
　　仁治二年辛丑七月日の刻銘がある

１棟 湖南市 湖南市 菩提寺 鎌倉 仁治02
〔軸石刻銘〕

建1486 　

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
甲賀市

所有者
(管理者)

重文 建造物 M39.04.14
記変S57.02.16

八坂神社本殿（儀俄大宮）
　一間社流造､檜皮葺

１棟 八坂神社 甲賀市 水口町嶬
峨

桃山 天正頃 建383 解(S34)報告書､屋(H05)

重文 建造物 T14.04.24
記変S57.02.16
追加S57.02.16

加茂神社本殿
　一間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　上棟大永六丙戌天三月廿日の記がある

１棟 加茂神社 甲賀市 土山町青
土

室町 大永06
〔棟札〕

建813 　

重文 建造物 M34.03.27
記変S31.06.28

追加S31.06.28

追加S38.07.01
(以下14枚)

油日神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　15枚
　　　　上棟明応弐暦癸丑穐八月廿二日の記があるも
         の　１
　　　　造営明応四年乙夘霜月廿九日の記があるもの　１
　　　　上葺永禄四年三月廿八日の記があるもの 1
　　　　上葺永禄十丁卯季十一月廿日の記があるもの　１
　　　　上葺寛永二乚丑年五月吉日の記があるもの  １
　　　　上葺寛文六丙午年霜月六日の記があるもの　１
　　　　箱峯建立元禄六癸酉暦九月廿六日の記があるも
　　　　の　１
　　　　上葺正徳二壬辰歳九月十四日の記があるもの　１
　　　　上葺享保三戊戌載四月三日の記があるもの　１
　　　　葺替寛保四年甲子年春三月廿四日の記があるも
　　　　の　１
　　　　棟上寛保四歳三月の記があるもの　１
　　　　上葺天明七丁未年春三月廿六日の記があるも
　　　　の　１
　　　　修覆文政二己卯年七月廿八日の記があるもの　１
　　　　葺替安政二年卯十一月十一日の記があるもの　１
　　　　修覆慶応三建丁夘歳三月二十有四日の記がある
　　　　もの　１

１棟 油日神社 甲賀市 甲賀町油
日

室町 明応02
〔棟札〕

建176 解(T12)､屋(S37)報告書､屋(H08)

重文 建造物 M39.4.14
記変S31.6.28
追加S38.7.1

油日神社楼門及び廻廊
　楼　門(１棟)三間一戸楼門､入母屋造､檜皮葺
　　附　棟札　３枚
　　　　造立箱峯元禄四辛未暦卯月朔日の記があるも
　　　　の　１
　　　　葺替宝永七庚寅年三月廿九日の記があるも
        の　１
　　　　修覆箱棟天保八□歳七月吉日の記があるも
        の　１
　左廻廊(１棟)桁行九間､梁間一間､一重､切妻造､檜皮葺
　右廻廊(１棟)桁行十間､梁間一間､一重､切妻造､檜皮葺

３棟 油日神社 甲賀市 甲賀町油
日

　
室町 永禄09
〔楼門上階尾垂
木上斗墨書〕

室町 後期
室町 後期

建384
解(T12)､屋(S37)報告書､屋(H15)

解(S37)報告書､屋(H15)
解(S37)報告書､屋(H14)

重文 建造物 S33.05.14 油日神社拝殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､妻入､
　正面及び背面軒唐破風付､檜皮葺

１棟 油日神社 甲賀市 甲賀町油
日

桃山 慶長頃 建1431 解(S37)報告書､屋(H09)

県有 建造物 S41.07.04 矢川神社楼門
　三間一戸楼門､入母屋造､茅葺(上層を欠く)

１棟 矢川神社 甲賀市 甲南町森
尻

室町 文明14
〔文書〕

建30 屋(S59)､解(H19)報告書

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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甲賀市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 H01.03.31 檜尾神社本殿
　三間社流造､正面軒唐破風付､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　奉葺檜皮安永十年辛丑三月吉日の記がある

１棟 檜尾神社 甲賀市 甲南町池
田

江戸 宝永03
〔擬宝珠銘〕

建62 解(H28)報告書

重文 建造物 T13.04.15
記変S57.02.16

新宮神社表門
　三間一戸楼門(二階を欠く)､入母屋造､茅葺

１棟 新宮神社 甲賀市 甲南町新
治

室町 文明17
〔大斗墨書〕

建800 屋(S25)､災解(S35)報告書､屋(S61)、屋(H30)

重文 建造物 T14.04.24
記変S57.02.16

追加S57.02.16

追加S57.02.16

追加S57.02.16

追加S57.02.16

飯道神社本殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､
  正面千鳥破風及び軒唐破風付､向拝三間､
  周囲霧除附属､檜皮葺
　  附　宮殿　３基
　　  　各一間宮殿､宝形造､板葺
　　　  棟札　２枚
　　  　上葺文政元年寅八月吉日の記があるもの　１
　　　  修復文政元歳戊寅八月吉日の記があるもの 1
　　　  銘札　４枚
　　  　慶安二年五月廿九日の記があるもの　１
　　  　彩色延享弐年丑霜月十六日の記があるもの 1
　　  　はそん延享二年丑十一月吉日の記があるもの　１
　　　  文化十五寅四月吉日の記があるもの　１
　　　  古材　３点
　　　  地垂木　２
　　　  造営慶安二年五月廿日の記があるもの　１
　　　  慶安二年卯月廿八日の記があるもの　１
　　　  天井板裏桟
　　　  延享二年丑九月の記がある

１棟 飯道神社 甲賀市 信楽町宮
町

江戸 慶安02
〔擬宝珠銘〕

建814 屋(S24)､解(S53)報告書、屋塗(H28)

県有 建造物 H01.03.31 三所神社本殿
　桁行三間､梁間三間､切妻造､向拝一間､銅板葺
　　附　棟札　５枚
　　    奉造立宝永五歳戊子九月吉日の記があるもの 1
　　    御社屋根替延享五歳戊辰三月吉日の記があるもの　１
　　    奉造立箱峯(棟)享和元年辛酉十一月七日の記がある
　　    もの　１
　　    御本社屋祢裏葺替文化十年癸酉三月吉日の記がある
　　    もの　１
　　    奉造立箱棟弘化四年丁未六月吉日の記があるもの　１
　　    文書　１冊
　　    御社造立宝永五年戊子九月の記がある

１棟 三所神社 甲賀市 信楽町上
朝宮

江戸 宝永05
〔棟札〕

建63 　

重文 建造物 R2.8.2 第一大戸川橋梁
　プレストレストコンクリート造単桁橋、橋長三一・〇メート
ル、
　翼壁附属
　　附　標準桁　二点

１基 甲賀市 甲賀市 水口町水
口

昭和29 建2726
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有形文化財（建造物）
東近江市

所有者
(管理者)

重文 建造物 S24.02.18
記変S56.06.05
追加S56.06.05

布施神社本殿
　各一間社流造､こけら葺
　　附　棟札　１枚
　　　　延宝三年乙卯三月吉日の記がある

３棟 布施神社 東近江
市

布施町 鎌倉 後期 建1119 解(S56)報告書

県有 建造物 H08.03.29 日吉神社本殿
　三間社流造､向拝三間､銅板葺
　　附　棟札　２枚
　　　　再建氏神御社享和元歳辛酉十一月吉祥日の記があ
　　　　るもの　１
　　　　本殿檜皮家根葺替大正八年十一月吉日竣功の記が
　　　　あるもの　１

１棟 日吉神社 東近江
市

建部日吉
町

江戸 享和01
〔棟札〕

建76

県有 建造物 H12.03.10 永源寺山門
　五間三戸二階二重門､入母屋造､桟瓦葺
　　附　棟札　２枚
　　　　享和二年十一月一日、勧發前住丹崖大和尚
　　　　住山霊隠大和尚　各１枚

１棟 永源寺 東近江
市

永源寺高
野町

江戸 享和02
〔棟札〕

建81

自屋部(H10)

重文 建造物 S62.06.03 弘誓寺本堂
　桁行五間､梁間五間､一重､入母屋造､向拝三間､後堂附属､
  本瓦葺
　　附　造営文書　４点
　　　　奉願造作之事(宝暦五年)　１
　　　　本堂素建平物角物木寄(宝暦六年)　１
　　　　御堂建立奇進木扣(宝暦七年)　１
　　　　御須弥壇錺御金物仕様直段帳(酉九月十五日)　１

１棟 弘誓寺 東近江
市

五個荘金
堂町

江戸 宝暦14
〔小屋梁墨書〕

建2188

屋部(H15)報告書

県有 建造物 H25.03.19 弘誓寺大広間および書院
　大広間(１棟)桁行13.9メートル､梁間5.9メートル､
　　　　 入母屋造､妻入､背面軒下張出付､桟瓦葺､
　　　　 南北下屋庇付､鉄板葺､北東部に桁行3.0メートル､
　　　　 梁間3.5メートル､切妻造､桟瓦葺の張出部付､
　　　　 正面に桁行5.4メートル､梁間3.9メートル､入母屋造､
　　　　 妻入､正面軒唐破風付､桟瓦葺､
         軒唐破風銅板葺の玄関付
　 　附　棟札　１枚
　　　　 宝永第五歳次戊子初秋六日の記がある
　書　院(１棟)桁行13.7メートル､梁間5.9メートル､寄棟造､
　　　　 東面葺下張出付､北面に角屋､桁行3.9メートル､
　　　　 梁間4.9メートル､寄棟造､北面下屋庇付､桟瓦葺
　　 附　棟札　１枚
　　　　 宝永第七歳次庚寅初秋第六日の記がある

２棟 弘誓寺 東近江
市

五個荘金
堂町 江戸 宝永05

〔棟札〕

江戸　宝永07
〔棟札〕

建98

県有 建造物 H13.03.19 旧藤井家住宅（五個荘町歴史民俗資料館）
　客　殿(１棟)木造､建築面積220.3平方メートル､桟瓦葺､
　　　　 北面風呂・便所附属､東面渡り廊下・便所附属

　洋　館(１棟)木造､建築面積104.4平方メートル､桟瓦葺､
　　　　 南面便所附属

２棟 東近江市 東近江
市

宮荘町
昭和08
〔幣串・藤井彦
四郎伝〕
昭和09
〔藤井彦四郎
伝〕

建82

　

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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東近江市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 H16.12.10 百済寺本堂
  桁行五間､梁間五間､背面庇付､一重､入母屋造､
  正面軒唐破風付､檜皮葺

１棟 百済寺 東近江
市

百済寺町 江戸 慶安03
〔棟札写〕

建2457

重文 建造物 M44.04.17
記変S57.02.16
追加S57.02.16

春日神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　文安元年甲子五月六日棟上の記がある

１棟 春日神社 東近江
市

小八木町 室町 文安01
〔棟札〕

建574

解(T02)､屋(S35)､屋(H08)

県有 建造物 S57.03.31 春日神社神門
　四脚門､切妻造､檜皮葺

１棟 春日神社 東近江
市

小八木町 室町 中期 建43
解(H14)報告書

県有 建造物 H14.03.20 旧松居家住宅（泰山閣）
　木造､一部二階建､建築面積168.9平方メートル､
　桟瓦葺西面茶室附属､北面倉附属

１棟 東近江市 東近江
市

下一色町 昭和10
〔幣串〕

建83

　

重文 建造物 M35.04.17
記変S57.02.16
追加S57.02.16

押立神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　２枚
　　　　各應安六年卯月廿八日の記がある

１棟 押立神社 東近江
市

北菩提寺
町

室町 応安06
〔棟札〕

建216

解(S02)､屋(S36)､屋(H11)

重文 建造物 M44.04.17
記変S57.02.16

押立神社大門
　四脚門､入母屋造､檜皮葺

１棟 押立神社 東近江
市

北菩提寺
町

室町 前期
(延文頃)

建575
解(S02)､屋(S36)､屋(H12)

県有 建造物 H07.03.31 超光寺表門
　四脚門､切妻造､本瓦葺
　　附　文書　２冊
　　　　表門再建諸事簿明治十一寅十一月廿八日以来の記
　　　　があるもの　１
　　　　表門再建諸雑簿明治十一寅十一月廿八日以来の記
　　　　があるもの　１

１棟 超光寺 東近江
市

南須田町 桃山 建74

　

県有 建造物 H05.03.31 大浜神社仁王堂
　桁行五間､梁間五間､一重､入母屋造､茅葺

１棟 大浜神社 東近江
市

伊庭町 鎌倉 前期 建71
　

県有 建造物 H27.3.24 望湖神社本殿
　三間社流造､向拝一間､鉄板葺
　　附　銘札　７枚
　　　　元禄四辛未年十月廿有三日の記があるもの　１
　　　　天保四癸巳歳十一月朔日の記があるもの　１
　　　　明治二十一年十二月十七日の記があるもの　１
　　　　大正四年四月丗日の記があるもの　１
　　　　大正拾壱年拾弐月十八日の記があるもの　１
　　　　昭和九年十二月廿五日の記があるもの　１
　　　　慶長六秊辛巳十二月廿七日の記があるもの
　　　　（前身本殿棟札）　１

１棟 望湖神社 東近江
市

伊庭町 江戸 元禄04
〔棟札〕

建104

重文 建造物 S35.02.09 涌泉寺九重塔
　石造九重塔
　　永仁三季乙未正月七日の刻銘がある

１基 涌泉寺 東近江
市

鋳物師町 鎌倉 永仁03
〔軸石背面刻
銘〕

建1454

解(S53)報告書
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東近江市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

重文 建造物 T04.03.26
統合S56.06.05
追加S56.06.05

追加S56.06.05

追加S56.06.05

高木神社
　本　殿(１棟)三間社流造､向拝三間､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　修文化五年の記がある
　境内社日吉神社本殿(１棟)三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　宮殿　１基
　　　　一間社流見世棚造､板葺
　　附　棟札　２枚
　　　　修覆葺替文化五戊辰冬十一月吉祥日の記がある
　　　　もの　１
　　　　上葺天保四年の記があるもの　１

２棟 高木神社 東近江
市

蒲生岡本
町 室町 永正09頃

室町 永正09
〔宮殿扉銘〕

建2122

解(S07)､屋(S43)､屋(H19)報告書

解(S07)､屋(S43)､屋(H19)報告書

重美 建造物 S08.12.14 石造宝篋印塔
　「嘉暦三戊辰九月五日」ノ刻銘アリ

１基 梵釈寺 東近江
市

蒲生岡本
町

鎌倉 嘉暦03
〔刻銘〕

　
　

重文 建造物 S35.02.09 赤人寺七重塔
　石造七重塔
　　文保弐年戊午歳九月日の刻銘がある

１棟 赤人寺 東近江
市

下麻生町 鎌倉 文保02
〔初層塔身刻
銘〕

建1455

解(S61)報告書

県有 建造物 H05.03.31 雨神社本殿
　一間社流造､茅葺
　　附　身舎正面蟇股　１個
　　　　棟札  ４枚
　　　　大永三癸未年六月廿三日の記があるもの 1
　　　　寛文拾弐年子ノ五月吉日の記があるもの 1
　　　　享保拾九寅六月上旬の記があるもの　１
　　　　大修理自昭和拾壱年拾月弐拾六日至昭和拾壱年拾
　　　　弐月参日の記があるもの　１

１棟 雨神社 東近江
市

市子殿町 室町 大永03
〔棟札〕

建70

　

重文 建造物 M40.08.28
記変S57.02.16

石塔寺三重塔
　石造三重塔

１基 石塔寺 東近江
市

石塔町 奈良 前期
（伝寛弘03発
掘）

建470

　

重文 建造物 S35.02.09 石塔寺宝塔
　石造宝塔
　　正安四年壬寅十月日の刻銘がある

１基 石塔寺 東近江
市

石塔町 鎌倉 正安04
〔軸石刻銘〕

建1456

　

重文 建造物 S35.02.09 石塔寺五輪塔
　石造五輪塔(２基)
　　嘉元二甲辰九月五日の刻銘があるもの　１

　　貞和五年己丑八月廿九日の刻銘があるもの　１

２基 石塔寺 東近江
市

石塔町

鎌倉 嘉元02
〔台石刻銘〕
室町 貞和05
〔台石刻銘〕

建1457
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東近江市
所有者

(管理者)
所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

県有 建造物 R1.12.24 五箇神社
　本殿
　　三間社流造、向拝三間、正面軒唐破風付、檜皮葺
　　　附　棟札　２枚
　　　　　　天保九年戊戌十一月佳日釿初同十年己亥六月廾
　　　　　　七日上棟の記があるもの　１
　　　　　　天保十龍集己亥六月念七日の記があるもの　１
　　　　　文書　３冊
　　　　　　天保七丙申六月覚の記があるもの　１
　　　　　　天保十龍次己亥蝋月本社再造録の記があるもの １
　　　　　　萬延元申年後家根積り書入の記があるもの　１

２棟 五箇神社 東近江
市

宮荘町

江戸　天保10
〔棟札〕

建109

　

　拝殿
　　桁行三間、梁間三間、向拝三間、入母屋造、銅板葺、
　　両側面附属屋接続、桁行二間、梁間二間、切妻造、
　　銅板葺、両附属屋背面廻廊接続、桁行三間、梁間一間、
　　切妻造、銅板葺
　
　　　附　透塀　１棟
　　　　　　延長二十七間、銅板葺
　　　　　棟札　２枚
　　　　　　文化六己巳載陽復吉日良辰の記があるもの　１
　　　　　　明治十五年四月吉日の記があるもの　１
　　　　　文書　８冊
　　　　　　癸丑寛政五年正月十六日拝殿再建企目録の記が
　　　　　　あるもの　１
　　　　　　文化五辰年拝殿諸拂帳の記があるもの　１
　　　　　　己巳文化六年正月吉日拝殿再建入用控の記が
　　　　　　あるもの　１
　　　　　　庚午文化七年正月吉日拝殿造立直段控の記が
　　　　　　あるもの　１
　　　　　　文政六癸未七月廿三日定の記があるもの　１
　　　　　　文政七甲申年正月十六日拝殿屋根入用帳の記が
　　　　　　あるもの　１
　　　　　　明治十四年三月拝殿神饌局奏楽局回廊共積り書
　　　　　　の記があるもの　１
　　　　　　明治四拾貮年一月氏神拝殿屋根葺換工事費醵金
　　　　　　基帳の記があるもの　１
　　　　　絵図面　１枚
　　　　　　正面五十分一之圖妻五十分一之圖の記があるも
　　　　　　の

　

江戸　文化06
〔棟札〕
（明治15年増
築）
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有形文化財（建造物）
米原市

所有者
(管理者)

県有 建造物 S48.06.27 徳源院三重塔
　三間三重塔婆､こけら葺

１基 徳源院 米原市 清滝 江戸 前期 建40 屋部(S52)報告書

重文 建造物 H05.04.20 観音寺
　本　堂(１棟)桁行五間､梁間五間､一重､入母屋造､
　　　　 向拝一間､背面張出附属､桟瓦葺
　　附　厨子　１基
　　　　正面一間､側面一間､一重､正面入母屋造､
　　　　軒唐破風付､背面切妻造､木瓦葺
　　　　棟札断片　１枚
　　　　敬礼天人大覚尊の記がある
　鐘　楼(１棟)桁行一間､梁間一間､一重､入母屋造､桟瓦葺
　　附　棟札　１枚
　　　　享保十龍舎乙巳年八月朔月の記がある
　惣　門（１棟）一間一戸薬医門､切妻造､桟瓦葺

３棟 観音寺 米原市 朝日
江戸 正徳06
〔文書〕

江戸 享保10
〔棟札〕

江戸 中期

建2282 　

県有 建造物 S58.03.28 松井家住宅
　桁行23.3メートル､梁間11.8メートル､入母屋造､茅葺､
  東･西･北の三面庇付
　　附　文書　５冊
　　　　明和九年普請御祝儀帳の記があるもの　１
　　　　明和九年普請御手伝衆帳の記があるもの 1
　　　　文政十二年座敷繕普請の記があるもの　１
　　　　嘉永四年裏手石垣積手間賃金帳の記があるも
        の　１
　　　　嘉永七年隠室茶間入用諸事留帳の記があるも
        の　１

１棟 松井徹夫 米原市 上野 江戸 明和09
〔文書〕

建50 災屋(部)(H10)､屋(部)(H19)、災屋(部)(H30)

重文 建造物 S35.02.09 松尾寺九重塔
　石造九重塔
　　文永七庚午八月　日の刻銘がある

１基 松尾寺 米原市 上丹生 鎌倉 文永07
〔台石刻銘〕

建1461 　

県有 建造物 S36.04.26 福田寺御殿
　桁行16.295メートル､梁間12.075メートル､一重､
　入母屋造､茅葺

１棟 福田寺 米原市 長沢 江戸 前期 建19 部(S48)､部(S52)､屋部(H04)報告書

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
高島市

所有者
(管理者)

県有 建造物 H23.03.24 大田神社本殿
　三間社流造、向拝一間、銅板葺
　　附　棟札　１枚
　　　　奉再造営享保三年戊戌夏五月二十六の記があるもの

１棟 大田神社 高島市 新旭町太
田

江戸　享保03
〔棟札〕

建96

県有 建造物 H27.12.18 邇々杵神社
　本殿（１棟）  一間社流造、銅板葺
　　附　棟札　３枚
　　　　寛文四甲辰歳八月廿一日の記があるもの　１
　　　　寛文二二甲辰歳九月吉辰日の記があるもの　１
　　　　文政十三庚寅歳九月の記があるもの　１
　　　　鰐口　１口
　　　　正徳四甲午歳九月吉祥日の刻銘がある　１
　境内社河内神社本殿（１棟）  三間社流造、向拝一間、鋼板葺
　　附　棟札　３枚
　　　　文化八辛未年四月初八日の記があるもの　１
　　　　明治十一年寅十一月八日の記があるもの　１
　　　　昭和二十九年霜月の記があるもの　１
　　　　御幣箱　１合
　　　　寛文四甲辰年九月吉日の記がある　１
　多宝塔（１棟）  三間多宝塔、銅板葺
　　附　棟札　２枚
　　　　天保十三壬寅年八月大吉祥日の記があるもの　１
　　　　天保十三壬寅年八月吉辰日の記があるもの　１

３棟 邇々杵神社 高島市 朽木宮前
坊

　
江戸　寛文04
〔棟札〕

17世紀中期

江戸　天保13
〔棟札〕

建105

重文 建造物 H05.04.20 若宮神社本殿
　三間社流造､向拝一間､こけら葺
　　附　棟札　７枚
　　　　造栄次第之事明應六年丁巳七月廿四日の記があ
　　　　るもの　１
　　　　上葺天文四年乙未卯月十三日の記があるもの　１
　　　　造栄次第之事慶長六年かのとうし五月十九日の
　　　　記があるもの　１
　　　　正保三暦八月如意珠日の記があるもの　１
　　　　修造享保三戊戌歳九月吉祥日の記があるもの　１
　　　　修造寛保弐壬戌暦の記があるもの　１
　　　　修造寛政七年乙夘三月の記があるもの　１

１棟 若宮神社 高島市 安曇川町
北船木

室町 明応06
〔棟札〕

建2283 解(H11)報告書
附旧扉は解体修理時に用いた

重文 建造物 S13.07.04
記変S57.02.16

追加S57.02.16

追加S57.02.16

白鬚神社本殿
　桁行三間､梁間三間､一重､入母屋造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　２枚
　　　　慶長八秊癸卯六月如意珠日の記があるもの  １
　　　　慶長八年癸卯六月十一日柱立の記があるもの　１
　　　　こけら板　５枚
　　　　明和六己丑年六月九日の記があるもの　４
　　　　明和六己丑六月九日の記があるもの　１

１棟 白鬚神社 高島市 鵜川 桃山 慶長08
〔棟札〕

建993 屋(S23)､屋部(S49)報告書

種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1 所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考
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高島市
所有者

(管理者)
種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1 所在地2 時代・年代

指定記号
番　　号

備　　　　　考

重文 建造物 H27.7.8 思子淵神社
　本　殿（１棟）  一間社流見世棚造、こけら葺
　蔵王権現社（１棟）  一間社流見世棚造、こけら葺
　　附　板札　一枚
　　　　応安四年三月十日
  熊野社（１棟）　一間社流見世棚造、こけら葺

３棟 思子淵神社 高島市 朽木小川
室町 前期
室町 応安04
〔棟札〕

室町 前期

建2630

県有 建造物 H29.11.17 波爾布神社本殿
　三間社流造、向拝一間、銅板葺
　　附　棟札　3枚
　　　　元和十甲子歳三月十五日の記があるもの　１
　　　　昭和八年六月拾三日の記があるもの　１
　　　　昭和三十二年四月の記があるもの　１
　　　　奉納札　　２枚
　　　　昭和六十二年三月吉日の記があるもの　１
　　　　平成二十三年三月吉日の記があるもの　１

１棟 波爾布神社 高島市 新旭町
饗庭

江戸 元和10
〔棟札〕

建108
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有形文化財（建造物）
日野町

所有者
(管理者)

県有 建造物 H10.06.19 馬見岡綿向神社本殿
　桁行三間､梁間三間､入母屋造､正面千鳥破風付､向拝三間､
　軒唐破風付､正面一間向唐破風造拝所付､銅板葺
　　附　棟札　３枚
　　　　寶永五戊子歳二月十七日遷宮の記があるもの　１
　　　　屋祢葺替寛政七年九月廿二日遷宮の記があるも
　　　　の　１
　　　　屋根葺替大正六年三月二十二日正遷宮の記があ
　　　　るもの　１
　　　　板札　３枚
　　　　本社屋根出来遷宮明和七年庚寅秋八月廿三日の
　　　　記があるもの　１
　　　　東相殿遷宮明和七年八月廿三日の記があるもの　１
　　　　西相殿遷宮明和七年八月廿三日の記があるもの　１

１棟 馬見岡綿向
神社

日野町 村井 江戸 宝永04
〔棟札〕

建79 　

県有 建造物 S63.03.31 信楽院本堂
　桁行14.3メートル､梁間15.2メートル､一重､入母屋造､
　本瓦葺､背面中央突出､入母屋造､本瓦葺
　　附　文書　２冊
　　　　由緒記　文明四年～安政五年の記があるもの　１
　　　　古記録　慶長元年～万延元年の記があるもの　１

１棟 信楽院 日野町 村井 江戸 元文04
〔棟札〕

建61 屋部(H28)報告書

重文 建造物 S05.05.23
記変S56.06.05

追加S56.06.05

追加S56.06.05

正明寺本堂
　桁行五間､梁間四間､一重､寄棟造､向拝一間､唐破風造､
　背面下屋附属､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　桁行一間､梁間一間､一重､寄棟造､板葺
　　　　棟札　４枚
　　　　上葺天明八戊申年八月吉祥日の記があるもの　１
　　　　唐破風御拜再装弘化二年歳次乙巳正月穀旦の記が
　　　　あるもの　１
　　　　唐破風御拜再装弘化弐年歳次乙巳正月穀旦の記が
　　　　あるもの　１
　　　　再修造弘化弐年歳次十一月穀旦の記があるもの　１

１棟 正明寺 日野町 松尾 江戸 正保02
〔正明寺小志〕
(伝清涼殿)

建859 屋(S29)報告書､部(S55)､屋(S60)

県有 建造物 H17.04.20 正明寺経蔵
  桁行三間､梁間三間､一重､宝形造､錣葺､
  上方本瓦葺下方桟瓦葺

１棟 正明寺 日野町 松尾 江戸 元禄09
〔扁額銘〕

建85

重文 建造物 S36.03.23 寂照寺宝篋印塔
　石造宝篋印塔

１基 寂照寺 日野町 蔵王 鎌倉 後期
(旧金峯神社､大
正03移築)

建1487 解(H03)報告書

重文 建造物 S35.02.09 正法寺宝塔
　石造宝塔
　　正和二二年大才乙卯十二月参日の刻銘がある

１基 正法寺 日野町 鎌掛 鎌倉 正和04
〔軸石刻銘〕

建1458 　

重文 建造物 S05.05.23
記変S57.02.16

比都佐神社宝篋印塔
　石造宝篋印塔
    嘉元二年甲辰十二月二日の刻銘がある

１基 比都佐神社 日野町 十禅師 鎌倉 嘉元02
〔塔身台座刻
銘〕

建860 　

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
竜王町

所有者
(管理者)

重文 建造物 T04.03.26
記変S16.04.24
記変S56.06.05

勝手神社本殿
　三間社流造､向拝三間､檜皮葺

１棟 勝手神社 竜王町 岡屋 室町 応永07
〔棟札写〕

建655 解(S05)､屋(S43)､屋(H19)報告書

重文 建造物 M34.08.02
記変S56.06.05

鏡神社本殿
　三間社流造､向拝三間､こけら葺

１棟 鏡神社 竜王町 鏡 室町 中期 建198 解(S17)､屋(S39)､屋(H14)

重文 建造物 S35.02.09 鏡神社宝篋印塔
　石造宝篋印塔

１基 鏡神社 竜王町 鏡 鎌倉 後期 建1459 解(S50)報告書

重文 建造物 S29.03.20 八幡神社宝塔
　石造宝塔(相輪上部を欠く)
　　正和五年丙辰十月廿五日の刻銘がある

１基 八幡神社 竜王町 島 鎌倉 正和05
〔軸石刻銘〕

建1272 　

国宝 建造物 M35.04.17
S30.02.02
追加S30.02.02

苗村神社西本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　一間厨子､切妻造､板葺
　　　　棟札　１枚
　　　　徳治参年戊申弐月四日造立之始三月十九日上棟の
　　　　記がある

１棟 苗村神社 竜王町 綾戸 鎌倉 徳治03
〔棟札〕

建171 解(S33)報告書､屋(H04)

重文 建造物 M37.02.18
記変S56.06.05
追加S56.06.05

苗村神社楼門
　三間一戸楼門､入母屋造､茅葺
    附　古材　２点
　　　　親柱断片
　　　　宝暦三とり年の記がある　１
　　　　通肘木の部分
　　　　宝暦五の記がある　１

１棟 苗村神社 竜王町 綾戸 室町 大永02
〔下階蟇股巻斗
墨書〕

建306 屋(S23)､解(S56)報告書､屋(部)(H04)､
災屋(部)(H16)

重文 建造物 M37.02.18
記変S56.06.05

苗村神社境内社八幡社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 苗村神社 竜王町 綾戸 室町 中期 建307 解(S24)､屋部(S56)報告書

重文 建造物 T13.04.15
記変S56.06.05
追加S56.06.05

苗村神社東本殿
　一間社流造､檜皮葺
　　附　棟札　２枚
　　　　造進慶安二二年辛卯極月三日の記があるもの　１
　　　　造進正徳四甲午歳十一月廿六日の記があるも
        の　１

１棟 苗村神社 竜王町 綾戸 室町 中期 建801 解(S33)報告書､屋(H04)

重文 建造物 S46.06.22 苗村神社境内社十禅師社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 苗村神社 竜王町 綾戸 室町 中期 建1802 屋(S34)､半解(S56)報告書

重文 建造物 S46.06.22 苗村神社神輿庫
　桁行四間､梁間二間､一重､切妻造､檜皮葺

１棟 苗村神社 竜王町 綾戸 室町 天文05
〔蒲生郡御管轄
所神社書記〕

建1803 屋(S34)､解(S56)報告書

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
愛荘町

所有者
(管理者)

重文 建造物 M44.04.17
記変S57.02.16

大行社本殿
　三間社流造､檜皮葺

１棟 大行社 愛荘町 松尾寺 室町 文安04
〔外陣中央蟇股
墨書〕

建573 旧金剛輪寺鎮守明10移築
解(S06)､屋(S33)報告書､屋(H02)

国宝 建造物 M31.12.28
S27.11.22
追加S27.11.22

金剛輪寺本堂
　桁行七間､梁間七間､一重､入母屋造､檜皮葺
　　附　厨子　１基
　　　　桁行一間､梁間一間､一重､入母屋造､檜皮葺

１棟 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 室町 前期 建82 解(M42)､災屋(S29)報告書､屋部(S63)

重文 建造物 S36.03.23 金剛輪寺二天門
　桁行三間､梁間二間､一重､入母屋造､檜皮葺(元楼門一階)

１棟 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 室町 後期 建1488 屋部(S63)報告書

重文 建造物 S47.05.15 金剛輪寺三重塔
　三間三重塔婆､檜皮葺
　　附　旧相輪部分　14個
　　　　宝珠､竜車､請花､露盤および檫管10
        露盤に永正十七年庚辰九月の刻銘がある

１基 金剛輪寺 愛荘町 松尾寺 室町 前期 建1850 解(S53)報告書､屋(H24)

重文 建造物 M35.04.17
記変S57.02.16

豊満神社四脚門
　四脚門､入母屋造､檜皮こけら鎧葺

１棟 豊満神社 愛荘町 豊満 鎌倉 元亨03
〔社蔵文書〕

建217 災解(S35)報告書､屋(H01)

県有 建造物 H07.03.31 八幡神社本殿
　一間社流造､正面軒唐破風付､檜皮葺

１棟 八幡神社 愛荘町 愛知川 江戸 中期 建75 　

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
豊郷町

所有者
(管理者)

県有 建造物 H03.03.30 阿自岐神社本殿
　三間社流造､向拝一間､檜皮葺
　　附　棟札　１枚
　　　　奉再建本社一宇文政二己卯年八月吉良辰の記がある
　　　　文書　３冊
　　　　三間社安食大明神御社積文化十三年子三月の記があ
　　　　るもの　１
　　　　御宮様御普請入用帳文政三年辰八月日の記があるも
　　　　の　１
　　　　御宮様屋根葺替記録帳戊嘉永元年申八月廿三日の記
　　　　があるもの　１

１棟 阿自岐神社 豊郷町 安食西 江戸 文政02
〔棟札〕

建65 屋（H29）

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
甲良町

所有者
(管理者)

県有 建造物 S32.08.26 念称寺本堂
　桁行五間､梁間六間､一重､入母屋造､茅葺､向拝一間､桟瓦葺

１棟 念称寺 甲良町 下之郷 室町 中期 建１ 旧観音正寺本堂
災(S47)
現状の屋根は鉄板で覆う

重文 建造物 T04.03.26
記変S57.02.16

甲良神社権殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 甲良神社 甲良町 尼子 江戸 寛永11
〔向拝実肘木墨
書〕

建658 解(S26)報告書､災解(S35)､屋(H09)

国宝 建造物 M30.12.28
S27.11.22

西明寺本堂
　桁行七間､梁間七間､一重､入母屋造､向拝三間､檜皮葺

１棟 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 前期
(室町前期改造)

建83 半(M35)､屋(S13)報告書､屋(部)(S30)､
屋(部)部(S57)報告書､屋(部)(H13)､
屋(部)(H17)

国宝 建造物 M33.04.07
S27.11.22

西明寺三重塔
　三間三重塔婆､檜皮葺

１基 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 後期 建84 解(M43)､屋(S13)報告書､部(S35)､
屋部(S48)､屋(H23)

重文 建造物 M44.04.17
記変S42.12.11

西明寺二天門
　三間一戸八脚門､入母屋造､こけら葺

１棟 西明寺 甲良町 池寺 室町 応永14
〔巻斗墨書〕

建576 屋(T13)､解(S28)､屋(S57)報告書

重文 建造物 S35.02.09 西明寺宝塔
　石造宝塔
　　嘉元二年十二月日の刻銘がある

１基 西明寺 甲良町 池寺 鎌倉 嘉元02
〔軸石刻銘〕

建1453 　

県有 建造物 S49.11.13 甲良神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 甲良神社 甲良町 法養寺 江戸 前期 建42 屋(S56)報告書

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1
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有形文化財（建造物）
多賀町

所有者
(管理者)

県有 建造物 S42.09.29 多賀大社奥書院
　桁行14.05メートル､梁間8.96メートル､一重､寄棟造､
  南面および西面庇付､桟瓦葺

１棟 多賀大社 多賀町 多賀 江戸 中期 建33 半(S50)報告書

県有 建造物 S32.08.26 胡宮神社本殿
　三間社流造､檜皮葺

１棟 胡宮神社 多賀町 敏満寺 江戸 寛永15
〔擬宝珠銘〕

建６ 屋(S43)報告書、屋(H25)

県有 建造物 S48.06.27 大滝神社本殿
　一間社流造､檜皮葺

１棟 大滝神社 多賀町 富之尾 江戸 寛永15
〔擬宝珠銘､慈
性日記〕

建39 屋部(S54)

所在地2 時代・年代
指定記号
番　　号

備　　　　　考種別1 種別2 指定年月日 名　　　　称 員数 所在地1

44


