
県指定史跡・名勝・天然記念物

(2)県指定史跡・名勝・天然記念物

種別1 指定年月日 名　称 管理者 管理団体 所在地1 所在地2 指定理由 指定面積 所有者区分 備　　　　　考
(管理団体) 指定年月日 平方ﾒｰﾄﾙ

県名 S56.4.24 盛安寺庭園 盛安寺 大津市 坂本本町 名１ 341.65 寺

県名 H10.6.19 唐崎（唐崎神社境内） 日吉神社 大津市 唐崎１丁目 名１１ 2,953 社

県名 S57.3.31 聖衆来迎寺庭園 聖衆来迎寺 大津市 比叡辻２丁目 名１ 219 寺

県史 H21.11.25 禾津頓宮跡 大津市 膳所二丁目 史２ 5,632 県

県名 H30.10.17 旧正蔵坊庭園 大津市 小関町 名１ 919.01 民

県史 H3.3.30 湖東焼窯場跡 彦根市 古沢町 史６ 5,880 民

県名 H21.11.25 有川氏庭園 彦根市 鳥居本町 名１ 156.205 民

県史 H21.9.12 垣篭古墳 長浜市 垣篭町 史１ 885 民

県名 S60.3.29 総持寺庭園 総持寺 長浜市 宮司町 名１ 924.6 寺

県史 S44.9.12 茶臼山古墳 長浜市 東上坂町 史１ 6,446 民

県名 S36.4.26
名変R3.2.16

孤篷庵庭園 孤篷庵 長浜市 上野町 名１ 1,590 寺 当初指定名称：孤蓬庵庭園

県名 S60.3.29 池氏庭園 長浜市 南池町 名１ 367.59 民

県史 S40.8.9 大吉寺跡 長浜市 野瀬町 史３ 13,597 民

県史 S40.5.24 若宮山古墳 長浜市 湖北町山本 史１ 2,016 民

県史 S50.4.28 古保利古墳群 長浜市 高槻町西野ほ
か

史１ 民 H15.8.27地域一部国指定変更

県名 S61.3.28 理覚院庭園 理覚院 長浜市 高月町井口 名１ 212.9 寺

県史 S57.3.31 横山神社古墳 長浜市 高月町横山 史１ 776 社

県史 H11.3.31 松尾宮山古墳群 長浜市 高月町松尾 史１ 9,449 民

県史 S59.3.30 西野水道 長浜市 高月町西野 史６ 12,327.69 国･県・
社・民

県史 S57.3.31 姫塚古墳 長浜市 高月町東柳野 史１ 1,602 民

県天 H12.3.10 中河内のユキツバキとザゼンソウ群落およびその自生地 長浜市 余呉町中河内 植８ 6,836 社・民
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県史 S57.3.31
地追S58.3.28

塩津丸山古墳群 長浜市 西浅井町塩津
中

史１ 2,504 国・民

県史 S61.3.28 諸川瓦窯跡 長浜市 西浅井町諸川 史６ 181 町

県名 H27.3.24
地追H30.10.17
地追R3.2.16

赤田氏庭園 長浜市 太田町 名１ 1,377.88 民 H30.10.17追加指定119.52㎡
R3.2.16追加指定658.26㎡

県天 H27.12.18 竹生島のタブノキ林 長浜市 早崎町 植２ 179,676 寺・社

県史 S59.3.30 千僧供古墳群 近江八幡市 千僧供町ほか 史１ 10,626 市・民

県名 S58.3.28 福壽寺庭園 福壽寺 近江八幡市 馬渕町 名１ 498.75 寺

県名 S58.3.28 妙感寺庭園 妙感寺 近江八幡市 馬渕町 名１ 501.86 寺

県名 H20.7.23 杉原氏庭園 近江八幡市 安土町東老蘇 名１ 502.00 民

県史 H7.3.31 今宿一里塚 守山市 今宿町 史６ 202.5 市

県天 S40.3.26 大日堂の妙蓮およびその池 西隆寺 守山市 中町 植８ 327 寺

県名 S57.3.31 安養寺庭園 安養寺 栗東市 安養寺 名１ 570 寺

県史 S57.3.31 三雲城跡 湖南市 吉永ほか 史２ 43,560 民

県史 S57.3.31 泉古墳群 甲賀市 水口町泉 史１ 5,033 民

県史 H10.6.19 旧東海道横田渡跡 甲賀市 水口町泉 史６ 82 市

県史 S47.2.23 水口城跡 甲賀市 水口町中邸 史２ 37,928 県・市

県史 H21.11.25 植遺跡 甲賀市 水口町植 史１ 3,957.00 市

県史 S44.9.12
名変・地追H22.11.19

信楽焼古窯跡群 甲賀市 甲賀市 信楽町宮町ほ
か

史６ 6,034.40 市・民 当初指定名称：中井出古窯跡
H22.11.19追加指定675.40㎡

県史 S56.4.24 小川城跡 甲賀市 信楽町小川 史２ 19,636 民

県天 S49.3.11 玉桂寺のコウヤマキ 玉桂寺 甲賀市 信楽町勅旨 植１ 425 寺

県史 S60.3.29 勅旨古墳群 甲賀市 信楽町勅旨 史１ 2,479 民

県史 S62.3.30 王塚古墳 高島市 今津町日置前
ほか

史１ 4,431 市・民

県名 S62.3.30 極楽寺庭園 極楽寺 高島市 今津町福岡 名１ 345.1 寺
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県史 S58.3.28 朽木陣屋跡 高島市 朽木野尻 史２ 25,706 市・民

県史 S36.4.26 鵜川四十八体仏 高島市 鵜川 史３ 73.5 民

県史 S39.8.19 稲荷山古墳 高島市 鴨 史１ 1,412 民

県史 H4.3.31 大溝藩分部家墓所 高島市 勝野 史７ 369.77 寺

県天 H29.3.23
地追R4.3.11

朽木のトチノキ巨木林 高島市 朽木雲洞谷 植２ 161,527 民 R.3.11追加指定63,070㎡

県史 S58.3.28 八幡社古墳群 東近江市 中羽田町 史１ 5,000 市

県史 S58.3.28 後藤館跡 東近江市 中羽田町 史２ 9,447 民

県史 H24.3.19 金貝遺跡 東近江市 野村町 史３ 197.00 民

県史 H2.3.31 木村古墳群 東近江市 東近江市 川合町 史１ 14,932 民

県史 H10.6.19 法堂寺廃寺跡 東近江市 東近江市 佐野町 史３ 7,595 市

県史 S58.3.28
地追・名変H25.3.19

勝堂古墳群
　赤塚古墳
　弁天塚古墳
　おから山古墳
　行者塚古墳

東近江市 勝堂町 史１ 6,537.21 市・民 H25.3.19追加指定849.21㎡

県史 H17.4.16 神郷亀塚古墳 東近江市 長勝寺町 史１ 8,997.00 社・民

県史 H13.3.19 湖東地域の群集墳（上蚊野古墳群・平柳古墳群） 東近江市・
愛荘町

上蚊野・平柳
町

史１ 23,798.09 民・町

県史 R1.12.24 相谷熊原遺跡 東近江市 永源寺相谷町 史１ 19,578.20 民・市

県名 H10.6.19 徳源院庭園 徳源院 米原市 清滝 名１ 813 寺

県天 S34.2.10 三島池のカモ及びその生息地 米原市 池下 動２ 43,084 社・民

県史 H22.11.19 松尾寺跡 米原市 上丹生 史３ 71,352.00 寺

県名 S61.3.28 来照寺庭園 来照寺 米原市 高溝 名１ 169 寺

県史 S44.9.12 山津照神社古墳 山津照神社 米原市 能登瀬 史１ 1,418 社

県史 H1.3.31 作谷窯跡 日野町 中山 史６ 64 民

県史 H29.3.23 仁正寺藩市橋家墓所および奉献石燈籠 日野町 西大路 史７ 431.59 寺
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県史 H5.3.31 雨宮古墳 竜王町 岡屋 史１ 5,960 民・社

県史 S58.3.28 雪野寺跡 竜王町 川守 史３ 23,446 町・寺

県史 R1.12.24 オウゴ古墳 竜王町 薬師 史１ 1,230.78 民・町

県名 S35.1.20 阿自岐神社庭園 阿自岐神社 豊郷町 安食西 名１ 16,162 社

県天 S49.3.11
地追H21.11.25

西明寺のフダンザクラ 西明寺 甲良町 池寺 植１ 425 寺 H21.11.25追加指定345㎡

県天 S34.2.10 河内の風穴 多賀町 河内 地６ 4,463 民
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