
滋賀県の指定文化財目録（彫刻）

国宝（彫刻） 令和５年(2023年)3月17日現在

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S27.11.22 木造智証大師坐像（御廟安置） １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
S27.11.22 木造智証大師坐像（御骨大師） １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
S31.6.28 木造新羅明神坐像（新羅善神堂安置） １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
M30.12.28 木造十一面観音立像（観音堂安置） １軀 向源寺 長浜市　高月町渡岸寺 平安

重要文化財（彫刻）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H25.6.19 木造天王立像 １軀 天満神社 大津市　北比良 平安
M34.3.27 木造阿弥陀如来立像 １軀 西岸寺 大津市　和邇中 鎌倉
M37.2.18 木造国常立尊坐像 １軀 地主神社

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　葛川坊村町 平安

M37.2.18 木造　男神坐像　５
　　　女神坐像　１
　　　僧形坐像　１

７軀 地主神社
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　葛川坊村町 平安

M37.2.18 木造千手観音不動明王立像（本堂安置）
　　　　　　毘沙門天

３軀 明王院 大津市　葛川坊村町 平安

M37.2.18 木造仏像（寺伝聖観音立像） １軀 慈眼庵 大津市　伊香立北在地町 平安
H17.6.9 木造阿弥陀如来立像

　附　像内納入品
　　　一、銘札
　　　　　　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
　　　　　　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
　　　　　　建仁三年十二月、執筆行遍の記があ
　　　　　　る

１軀

１枚

１巻

１巻

西勝寺 大津市　真野谷口町 鎌倉

M34.3.27 木造聖観音坐像 １軀 満月寺 大津市　本堅田一丁目 平安
M34.3.27 木造薬師如来坐像（薬師堂安置） １軀 専念寺 大津市　仰木二丁目 平安
M34.3.27 木造千手観音立像（観音堂安置） １軀 東光寺 大津市　仰木五丁目 平安
M34.3.27 木造地蔵菩薩立像（地蔵堂安置） １軀 真迎寺 大津市　仰木二丁目 鎌倉
M34.3.27 木造阿弥陀如来坐像 １軀 福領寺 大津市　雄琴二丁目 平安
M33.4.7 木造不動明王二童子像 ３軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造千手観音立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
M33.4.7 木造釈迦如来立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造光定大師立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 南北朝
M33.4.7 木造不動明王立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造大威徳明王像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造金剛夜叉明王立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造降三世明王立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造軍荼利夜叉明王立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
M33.4.7 木造四天王立像 ４軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉
S16.11.6 木造聖観音立像（横川中堂安置） １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
S16.11.6 木造吉祥天立像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
S16.11.6 木造維摩居士坐像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
S16.11.6 木造慈恵大師坐像

　像内ニ弘安九年七月ノ銘アリ
１軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉　弘安９

S16.11.6 木造慈恵大師坐像　文永二年銘
　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

１軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉　文永２

S39.5.26 木造四天王立像（所在釈迦堂） ２軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
S39.5.26 木造大黒天立像

　首枘内面に正安三年採色、金剛仏子寂尊の銘が
　ある

１軀 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉　正安３

S19.9.5 木造薬師如来坐像 １軀 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
M33.4.7 木造慈眼大師坐像 １軀 恵日院 大津市　坂本四丁目 江戸
T2.4.14 木造慈恵大師坐像

　胎内ニ文永四年ノ銘アリ
１軀 求法寺 大津市　坂本四丁目 鎌倉

M33.4.7 木造不動明王二童子立像 ３軀 玉蓮院 大津市　坂本四丁目 鎌倉
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 乗実院 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １軀 寿量院 大津市　坂本五丁目 室町
M33.4.7 木造不動明王坐像 １軀 大林院 大津市　坂本五丁目 平安
M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １軀 妙行院 大津市　坂本四丁目 鎌倉
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 宝光寺 大津市　坂本一丁目 鎌倉
M33.4.7 木造十一面観音立像 １軀 盛安寺 大津市　坂本一丁目 平安
M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １軀 西教寺 大津市　坂本五丁目 平安
M33.4.7 木造聖観音立像 １軀 西教寺 大津市　坂本五丁目 平安
M33.4.7 木造薬師如来坐像 １軀 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 木造地蔵菩薩半跏像 １軀 真光寺 大津市　下阪本四丁目 鎌倉
H26.8.21 銅造観音菩薩立像 １軀 真光寺 大津市　下阪本四丁目 奈良
M33.4.7 木造釈迦如来坐像 １軀 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 鎌倉
M33.4.7 木造十一面観音立像 １軀 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 平安
M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １軀 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 鎌倉　元徳２
M33.4.7 木造　月光仏立像

　　　日光
２軀 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 室町

M41.4.23 銅造薬師如来立像 １軀 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　比叡辻二丁目 奈良

M33.4.7 木造千手観音立像 １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
M33.4.7 木造護法善神立像 １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
M33.4.7 木造黄不動尊立像 １軀 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 木造吉祥天立像 １軀 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
M33.4.7 木造十一面観音立像 １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
S3.8.17 木造訶梨帝母倚像（所在護法善神堂） １軀 園城寺 大津市　園城寺町 鎌倉
S3.8.17 木造愛染明王像（所在正法寺） １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
S13.8.26 木造不動明王坐像

　像内に長和三年正月七日、仏師僧盛忠等の銘が
　ある

１軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安

S13.8.26 木造智証大師坐像 １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
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滋賀県の指定文化財目録（彫刻）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S30.6.22 木造如意輪観音坐像（観音堂安置） １軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安
M38.4.4 木造阿弥陀如来坐像（所在観音堂） １軀 安養寺 大津市　逢坂一丁目 平安
H26.8.21 木造観音菩薩立像 １軀 九品寺 大津市　京町一丁目 平安
M33.4.7 木造聖観音立像 １軀 乗念寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　京町二丁目 平安

M33.4.7 木造天命開別命坐像 １軀 石坐神社 大津市　西の庄 平安
M33.4.7 木造伊賀釆女宅子媛坐像 １軀 石坐神社 大津市　西の庄 平安
M33.4.7 木造弘文天皇坐像 １軀 石坐神社 大津市　西の庄 平安
M33.4.7 木造彦坐王坐像 １軀 石坐神社 大津市　西の庄 鎌倉
M38.4.4 木造猿田彦命坐像 １軀 平野神社 大津市　松本一丁目 平安
M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １軀 清徳院 大津市　膳所二丁目 平安
M33.4.7 木造釈迦如来坐像（伝安阿弥作） １軀 円福院 大津市　富士見台 鎌倉
M33.4.7 木造如意輪観音半跏像（本堂安置）像内納入品

　一、銅造如来立像
　一、銅造観音菩薩立像
　一、銅造菩薩立像
　一、水晶五輪塔
　一、木造厨子
　　　　寛元三年五月、座主実位の記がある

１軀

１軀
２軀
１軀
１基
１基

石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

M33.4.7 木造毘沙門天立像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
M33.4.7 木造不動明王坐像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
M37.2.18 金銅観世音菩薩立像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良
M37.2.18 銅造釈迦如来坐像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良
M37.2.18 木造大日如来坐像（伝元多宝塔本尊） １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
M37.2.18 木造維摩居士坐像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
M43.8.29 木造　持国天立像

　　　増長天立像
　　　毘沙門天立像

３軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安

S30.6.22 木造如意輪観音半跏像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
S30.6.22 塑造淳祐内供坐像（御影堂安置）

　像内に明徳三年地蔵摺仏、明徳四年塔婆形木札
　及び願文経巻等を納める
　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

１軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 室町　応永５

H11.6.7 木造大日如来坐像（多宝塔安置）
　像内にアン（梵字）阿弥陀仏等の銘がある

１軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 鎌倉

H16.6.8 塑造金剛蔵王立像心木
　附塑像断片
　　光背
　　心木内納入品
　　　一、木造五輪塔形
　　　一、木造舎利容器
　　　一、紙本墨書般若心経

１軀
１活
１面

１基
１合
１紙

石山寺 大津市　石山寺一丁目 奈良

M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １軀 岩間山正法寺 大津市　石山内畑町 平安
M33.4.7 木造不動明王二童子立像 ３軀 岩間山正法寺 大津市　石山内畑町 鎌倉
M38.4.4 木造地蔵菩薩坐像（所在本堂） １軀 正願寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　大石竜門五丁目 平安

M38.4.4 木造仏像（寺伝弥勒菩薩立像）
　　　 　（所在本堂）

１軀 若王寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　大石中三丁目 平安

M38.4.4 木造薬師如来坐像 １軀 法楽寺 大津市　大石東一丁目 平安
S51.6.5 木造釈迦如来及両脇侍坐像 ３軀 常信寺 大津市　大石富川一丁目 平安
M38.4.4 木造薬師如来坐像（薬師堂安置） １軀 安楽寺 大津市　枝一丁目 平安
M38.4.4 木造帝釈天立像（所在本堂） １軀 正法寺

[琵琶湖文化館寄託]
大津市　黒津二丁目 平安

M38.4.4 木造女神坐像
　附　小女神坐像　　　　　２軀

１軀 建部大社 大津市　神領一丁目 平安

H27.9.4 木造獅子狛犬 １対 若松神社 大津市　大江二丁目 平安
T12.8.4 木造阿弥陀如来坐像

　胎内ニ永正四年三月十九日修理ノ銘アリ
１軀 来迎寺 彦根市　本町一丁目 鎌倉

H30.10.31 木造阿弥陀如来立像 快慶作
　左足枘に巧匠法眼快慶の刻銘がある

１軀 圓常寺 彦根市　城町二丁目 鎌倉

T15.8.30 木造観世音菩薩立像 １軀 少林寺 彦根市　笹尾町 平安
H10.6.30 木造伝切阿坐像

　像内に嘉暦二年六月、仏師法橋仙賢の銘がある
１軀 高宮寺 彦根市　高宮町 鎌倉

T10.8.8 木造　日光菩薩立像　　　　１
　　　月光菩薩立像　　　　１

２軀 観道寺 彦根市　本庄町 鎌倉

M38.4.4 木造愛染明王坐像（本堂安置） １軀 舎那院 長浜市　宮前町 鎌倉
M38.4.4 木造阿弥陀如来坐像（所在観音堂） １軀 舎那院 長浜市　宮前町 平安
M38.4.4 木造十一面観音坐像（観音堂安置） １軀 知善院 長浜市　元浜町 鎌倉
M38.4.4 木造薬師如来坐像 １軀 多田幸寺 長浜市　田村町 平安
M38.4.4 木造聖観音立像 １軀 総持寺 長浜市　宮司町 平安
M38.4.4 木造半肉彫千手観音立像（所在本堂） １軀 神照寺 長浜市　新庄寺町 平安
M38.4.4 木造毘沙門天立像（所在本堂） １軀 神照寺 長浜市　新庄寺町 平安
T7.4.8 木造地蔵菩薩半跏像 １軀 御影堂新善光寺 長浜市　西上坂町 鎌倉
T15.4.19 木造薬師如来坐像 １軀 大田寺 長浜市　木尾町 平安
M34.3.27 木造薬師如来坐像 １軀 珀清寺 長浜市　瓜生町 平安
M34.3.27 木造毘沙門天立像 １軀 醍醐寺 長浜市　醍醐町 鎌倉
T15.4.19 木造大日如来坐像 １軀 光信寺 長浜市　太田町 平安
M34.3.27 木造千手観音立像 １軀 千手院 長浜市　川道町 平安
H23.6.27 木造千手観音立像 １軀 千手院 長浜市　川道町 平安
M37.2.18 木造聖観音立像 １軀 来現寺 長浜市　弓削町 平安
T2.4.14 木造慈恵大師坐像 １軀 玉泉寺 長浜市　三川町 鎌倉
S3.8.17 木造狛犬 １対 白髭神社

[琵琶湖文化館寄託]
長浜市　湖北町今西 鎌倉

T15.4.19 木造釈迦如来坐像 １軀 白山神社 長浜市　高月町尾山 平安
M34.3.27 木造伝教大師坐像 １軀 高野神社 長浜市　高月町高野 鎌倉
M30.12.28 木造大日如来坐像 １軀 向源寺 長浜市　高月町渡岸寺 平安
T15.4.19 木造伝薬師如来立像 １軀 充満寺 長浜市　高月町西野 平安
T15.4.19 木造十一面観音立像 １軀 充満寺 長浜市　高月町西野 平安
S44.6.20 木造千手観音立像（観音堂安置） １軀 日吉神社 長浜市 高月町唐川涌出山 平安
S44.6.20 木造菩薩立像（観音堂安置） １軀 日吉神社 長浜市 高月町唐川涌出山 平安
M34.3.27 木造素盞鳴命坐像 １軀 大見神社 長浜市　木之本町大見 鎌倉
M34.3.27 木造女神坐像 ２軀 大見神社 長浜市　木之本町大見 鎌倉
M34.3.27 木造十一面観音立像 １軀 医王寺 長浜市　木之本町大見 平安
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M34.3.27 木造御神像　日子坐王坐像　　　１

　　　　　　大俣王坐像　　　　１
　　　　　　小俣王坐像　　　　１
　　　　　　志夫美宿称王坐像　１
　　　　　　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

８軀 佐波加刀神社 長浜市　木之本町川合 鎌倉

M34.3.27 木造十一面観音立像 １軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 平安
M34.3.27 木造薬師如来立像 １軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 奈良
M34.3.27 乾漆十二神将立像 １軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 奈良
S3.8.17 乾漆十二神将立像 ２軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 奈良
M37.2.18 木造十一面観音立像 １軀 石道寺 長浜市　木之本町石道 平安
T15.4.19 木造　持国天立像　１

　　　多聞天立像　１
２軀 石道寺 長浜市　木之本町石道 平安

M32.8.1 木造地蔵菩薩立像　仁治三年八月ノ銘アリ １軀 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 鎌倉　仁治３
M32.8.1 木造閻魔王立像（伝僧空海作） １軀 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 鎌倉
M32.8.1 木造倶生神立像（伝僧空海作） １軀 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 鎌倉
M32.8.1 木造阿弥陀如来立像 １軀 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 平安
T15.4.19 木造阿弥陀如来坐像 １軀 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 平安
T15.4.19 木造伝千手観音立像 １軀 観音寺 長浜市　木之本町黒田 平安
S34.12.18 木造薬師如来立像（薬師堂安置）

　像背面に薬師如来造立、建保三年四月十七日の
　銘がある

１軀 源昌寺 長浜市　余呉町上丹生 鎌倉　建保3

S34.12.18 木造観音菩薩立像（観音堂安置）
　像背面に奉造立、建保四年七月日の銘がある

１軀 洞寿院 長浜市　余呉町菅並 鎌倉　建保4

S62.6.6 木造阿弥陀如来立像　行快作
　　右足ほぞに巧匠法眼行快の銘がある
　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

１軀 阿弥陀寺 長浜市　西浅井町菅浦 鎌倉

M34.3.27 木造仏頭 １箇 善隆寺 長浜市　西浅井町山門 平安
T15.4.19 木造十一面観音立像 １軀 善隆寺 長浜市　西浅井町山門 平安
M42.9.21 木造　誉田別尊坐像　　　１

　　　比売神坐像　　　　１
　　　息長足姫尊坐像　　１

３軀 日牟礼八幡宮 近江八幡市　宮内町 鎌倉

M42.9.21 木造男神坐像 １軀 日牟礼八幡宮 近江八幡市　宮内町 鎌倉
M42.9.21 木造地蔵菩薩坐像 １軀 西光寺 近江八幡市　中村町 平安
M42.9.21 木造十一面観音立像 １軀 円満寺 近江八幡市　多賀町 平安
M42.9.21 木造毘沙門天立像 １軀 宝珠寺 近江八幡市　円山町 平安
H18.6.9 木造不動明王坐像

  附　木造二童子立像　２軀
１軀 伊崎寺 近江八幡市　白王町 平安

M42.9.21 木造阿弥陀如来立像 １軀 専称寺 近江八幡市　北津田町 平安
M42.9.21 木造大国主尊坐像 １軀 大嶋神社・奥津嶋神社 近江八幡市　北津田町 平安
M30.12.28 木造千手観音立像 １軀 長命寺 近江八幡市　長命寺町 平安
M34.3.27 木造地蔵菩薩立像 １軀 長命寺 近江八幡市　長命寺町 鎌倉　建長６
M34.3.27 木造毘沙門天立像 １軀 長命寺 近江八幡市　長命寺町 平安
M34.3.27 木造聖観音立像 １軀 長命寺 近江八幡市　長命寺町 鎌倉
T2.4.14 木造十一面観音立像 １軀 長命寺 近江八幡市　長命寺町 平安
M42.9.21 木造十一面観音立像 １軀 願成就寺 近江八幡市　小船木町 平安
M42.9.21 木造地蔵菩薩立像 １軀 願成就寺 近江八幡市　小船木町 鎌倉
M42.9.21 木造薬師如来坐像 １軀 願福寺 近江八幡市　加茂町 平安
M42.9.21 木造阿弥陀如来坐像 １軀 生蓮寺 近江八幡市　加茂町 平安
M42.9.21 木造薬師如来坐像 １軀 善性寺 近江八幡市　田中江町 平安
M44.8.9 木造薬師如来立像 １軀 東光寺 近江八幡市　浅小井町 平安
M44.8.9 木造　素盞男尊坐像　　　１

　　　大己貴命立像　　　１
　　　菅原道真坐像　　　１

３軀 上野神社 近江八幡市　安養寺町 平安

M44.8.9 木造釈迦如来立像（釈迦堂安置） １軀 荘厳寺
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　安養寺町 鎌倉

M44.8.9 木造聖観音像（寺伝山越観音像） １軀 荘厳寺
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　安養寺町 平安

T2.4.14 木造空也上人立像 １軀 荘厳寺
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　安養寺町 鎌倉

M45.2.8 木造薬師如来坐像 １軀 光照寺 近江八幡市　森尻町 平安
M44.8.9 木造　天津日子根命坐像　１

　　　戸間見命坐像　　　１
２軀 馬見岡神社

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市　馬淵町 鎌倉

M44.8.9 木造　女神坐像　　　４
　　　僧形神坐像　　２

６軀 馬見岡神社
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　馬淵町 鎌倉

M44.8.9 木造聖観音立像 １軀 真光寺 近江八幡市　馬淵町 鎌倉
M44.8.9 木造千手観音立像

　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
　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

１軀 福寿寺 近江八幡市　馬淵町 平安　嘉応２

M44.8.9 木造阿弥陀如来立像 １軀 西来寺 近江八幡市　千僧供町 平安
M44.8.9 木造千手観音立像 １軀 冷泉寺 近江八幡市　千僧供町 平安
M44.8.9 木造薬師如来坐像 １軀 冷泉寺

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市　千僧供町 平安

M44.8.9 木造地蔵菩薩立像 １軀 冷泉寺
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　千僧供町 平安

M42.9.21 木造大日如来坐像 １軀 小田神社 近江八幡市　小田町 平安
M42.9.21 木造阿弥陀如来立像 １軀 西願寺 近江八幡市　野村町 平安
M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １軀 浄厳院 近江八幡市 安土町常楽寺 平安
M44.8.9 厨子入銀造阿弥陀如来立像 １軀 浄厳院

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市 安土町常楽寺 鎌倉

M44.8.9 厨子入木造薬師如来坐像
　厨子ニ明徳二年十月ノ銘アリ

１軀 石部神社 近江八幡市 安土町下豊浦 平安

M44.8.9 木造金剛二力士像 ２軀 摠見寺 近江八幡市 安土町下豊浦 室町　応仁元
M44.8.9 木造千手観音立像 １軀 会勝寺 近江八幡市 安土町下豊浦 平安
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M44.8.9 木造地蔵菩薩立像 １軀 東南寺

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市 安土町下豊浦 平安

M33.4.7 木造阿弥陀如来坐像 １軀 光伝寺 草津市　矢倉一丁目 平安
M33.4.7 木造阿弥陀如来両脇士像 ３軀 常善寺 草津市　草津三丁目 鎌倉　康元元
M38.4.4 木造薬師如来坐像 １軀 西遊寺 草津市　木川町 鎌倉
M38.4.4 木造毘沙門天立像 １軀 西遊寺 草津市　木川町 平安
M33.4.7 木造聖観音立像 １軀 常教寺 草津市　下寺町 平安
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 観音寺

[琵琶湖文化館寄託]
草津市　芦浦町 鎌倉

M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １軀 観音寺
[琵琶湖文化館寄託]

草津市　芦浦町 鎌倉

M33.4.7 木造薬師如来立像 １軀 宝光寺 草津市　北大萱町 平安
M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １軀 蓮海寺 草津市　志那町 鎌倉
M42.4.5 木造不動明王及二童子像 ３軀 東門院 守山市　守山二丁目 平安
M42.4.5 木造薬師如来坐像 １軀 東福寺 守山市　立入町 平安
T15.8.30 木造千手観音立像 １軀 安楽寺 守山市　勝部一丁目 平安
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 平安
M42.4.5 木造宇迦乃御魂命坐像 １軀 小津神社 守山市　杉江町 平安
M42.4.5 木造聖観音坐像 １軀 真光寺 守山市　矢島町 平安　長元２
M42.4.5 木造十一面観音立像 １軀 福林寺 守山市　木浜町 平安
H9.6.30 木造男神坐像（伝落別命）

木造男神坐像（伝大己貴命）
１軀
１軀

小槻大社 栗東市　下戸山 平安

M33.4.7 木造薬師如来坐像 １軀 東方山安養寺 栗東市　安養寺 鎌倉
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 淨光寺 栗東市　下鈎 鎌倉
M33.4.7 木造薬師如来両脇士像 ３軀 蓮台寺 栗東市　下鈎 平安（中尊）

南北朝（脇侍）
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像（伝僧円仁作） １軀 新善光寺 栗東市　林 南北朝
M33.4.7 木造地蔵菩薩立像 １軀 福正寺 栗東市　六地蔵 平安
M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 敬恩寺 栗東市　荒張 鎌倉
M33.4.7 木造毘沙門天立像 １軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
M33.4.7 木造虚空蔵菩薩半跏像 １軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
M33.4.7 木造地蔵菩薩坐像 １軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
S34.12.18 木造釈迦如来坐像（本堂安置） １軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
S34.12.18 木造軍荼利明王立像 １軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
T15.4.19 木造阿弥陀如来及両脇侍像

　中尊ノ胎内ニ永治二年五月奉造立ノ銘アリ
３軀 金胎寺 栗東市　荒張 平安　永治２

S30.6.22 木造四天王立像
　持国天像内に康治元年六月廿四日、増長天像内
　に永治二年五月十七日の造立供養の銘がある

２軀 金胎寺 栗東市　荒張 平安
　康治元、永治２

M33.4.7 木造阿弥陀如来立像 １軀 正徳寺 栗東市　荒張 鎌倉
M33.4.7 木造薬師如来坐像 １軀 阿弥陀寺 栗東市　東坂 平安
S57.6.5 木造千手観音立像 １軀 阿弥陀寺 栗東市　東坂 平安
M33.4.7 木造狛犬 １対 大宝神社 栗東市　綣 鎌倉
M44.8.9 木造女神像 １軀 水口神社 甲賀市　水口町宮ノ前 鎌倉
M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １軀 願隆寺 甲賀市　水口町松尾 平安
M41.4.23 木造日光月光菩薩立像 ２軀 願隆寺 甲賀市　水口町松尾 平安
M45.2.8 木造十一面千手観音立像 １軀 千光寺 甲賀市　水口町嶬峨 平安
M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １軀 西栄寺 甲賀市　水口町八田 平安
M42.4.5 木造薬師如来坐像 １軀 西栄寺 甲賀市　水口町八田 平安
M44.8.9 木造地蔵菩薩半跏像 １軀 智禅院 甲賀市　水口町伴中山 鎌倉
M41.4.23 木造地蔵菩薩坐像 １軀 泉福寺 甲賀市　水口町泉 鎌倉
M45.2.8 木造如意輪観音坐像 １軀 持宝寺 甲賀市　水口町酒人 鎌倉
M42.4.5 木造大日如来坐像 １軀 福照寺 甲賀市　水口町貴生川 平安
M42.4.5 木造地蔵菩薩立像 １軀 永昌寺 甲賀市　水口町宇川 平安
M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １軀 飯道寺 甲賀市　水口町三大寺 平安
M41.4.23 木造十一面観音立像 １軀 飯道寺 甲賀市　水口町三大寺 平安
M41.4.23 木造地蔵菩薩立像 １軀 飯道寺 甲賀市　水口町三大寺 鎌倉
M45.2.8 木造大日如来坐像 １軀 長松寺 甲賀市　土山町黒川 平安
T2.4.14 木造釈迦如来坐像 １軀 清凉寺 甲賀市　土山町青土 鎌倉
M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １軀 阿弥陀寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
M41.4.23 木造聖観音立像 １軀 阿弥陀寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
M41.4.23 木造十一面観音坐像 １軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
M41.4.23 木造聖観音立像 １軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
M41.4.23 木造薬師如来坐像 １軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
M41.4.23 木造毘沙門天立像 １軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
M41.4.23 木造　十一面観音立像　　１

　　　聖観音立像　　　　２
　　　吉祥天立像　　　　２
　　　地蔵菩薩立像　　　１

６軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安

M41.4.23 木造　地蔵菩薩立像　　　１
　　　聖観音立像　　　　５
　　　十一面観音立像　　２
　　　吉祥天立像　　　　１

９軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安

S34.12.18 木造地蔵菩薩坐像
　像内に文治三年十月十五日、造立供養の銘があ
　る

１軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 鎌倉　文治３

M41.4.23 木造十一面観音立像 １軀 常光寺 甲賀市　甲賀町大原上田 平安
M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １軀 長福寺 甲賀市　甲賀町大原中 平安
M41.4.23 木造仏頭 １箇 長福寺 甲賀市　甲賀町大原中 平安
M41.4.23 木造神像（社伝素盞嗚尊坐像） １軀 大鳥神社 甲賀市　甲賀町鳥居野 平安
M41.4.23 木造聖観音坐像（弥田堂安置） １軀 長福寺 甲賀市　甲賀町田堵野 平安
M41.4.23 木造薬師如来坐像 １軀 竜福寺 甲賀市　甲賀町滝 平安
M41.4.23 木造十一面観音立像 １軀 光明寺 甲賀市　甲賀町五反田 平安
M42.4.5 木造地蔵菩薩立像 １軀 安楽寺 甲賀市　甲賀町小佐治 平安
M42.4.5 木造聖観音立像 １軀 妙音寺 甲賀市　甲賀町小佐治 平安
M42.4.5 木造薬師如来坐像 １軀 大岡寺 甲賀市　甲賀町隠岐 平安
M45.2.8 木造聖観音立像 １軀 大福寺 甲賀市　甲賀町岩室 平安
M41.4.23 木造十一面千手観音坐像 １軀 浄福寺 甲賀市　甲南町深川 鎌倉
S51.6.5 木造千手観音立像 １軀 桧尾寺 甲賀市　甲南町池田 鎌倉
M41.4.23 木造地蔵菩薩坐像 １軀 嶺南寺 甲賀市　甲南町竜法師 鎌倉
M45.2.8 木造十一面観音立像 １軀 正福寺 甲賀市　甲南町杉谷 平安
M45.2.8 木造釈迦如来坐像 １軀 正福寺 甲賀市　甲南町杉谷 平安
M45.2.8 木造十一面観音及両脇侍立像 ３軀 伊勢廻寺 甲賀市　甲南町野川 南北朝
M41.4.23 木造十一面観音立像（観音堂安置） １軀 福竜寺 甲賀市　甲南町下馬杉 平安
M45.2.8 木造薬師如来坐像 １軀 誓蓮寺 甲賀市　甲南町上馬杉 平安
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滋賀県の指定文化財目録（彫刻）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S47.2.28 木造地蔵菩薩立像

　附　像内納入品
　　　一、舎利容器　錦袋・包紙添
　　　一、紙本墨画地蔵菩薩像
　　　一、地蔵菩薩印仏
　　　一、地蔵菩薩印仏
　　　一、地蔵菩薩印仏
　　　一、万杯供養札

１軀
　
１箇
２枚
１枚
１枚
８枚
１枚

公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代 鎌倉

H19.6.8 木造十一面観音立像
像内納入品
　一、御衣木断片
　一、墨書紙片

１軀

１枚
１枚

誓光寺 甲賀市　信楽町上朝宮 平安

M42.4.5 木造聖観音立像 １軀 浄顕寺 甲賀市　信楽町多羅尾 平安
M42.9.21 木造毘沙門天立像 １軀 蓮乗寺 野洲市　比江 平安
M42.9.21 木造阿弥陀如来坐像 １軀 仏性寺 野洲市　乙窪 平安
M42.9.21 木造薬師如来坐像 １軀 西得寺 野洲市　比留田 平安
M42.9.21 木造十一面観音立像 １軀 蓮長寺 野洲市　比留田 平安
M42.9.21 木造薬師如来坐像 １軀 西徳院 野洲市　須原 平安
M42.9.21 木造聖観音立像 １軀 仏法寺 野洲市　井口 平安
M42.9.21 木造毘沙門天立像 １軀 法蔵寺 野洲市　六条 平安
M42.4.5 木造地蔵菩薩立像 １軀 真福寺 野洲市　小篠原 平安
M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １軀 安楽寺 野洲市　市三宅 鎌倉
M42.4.5 木造聖観音立像(不動堂安置) １軀 安楽寺 野洲市　市三宅 平安
M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １軀 円光寺 野洲市　久野部 平安
M42.4.5 木造狛犬 １対 御上神社 野洲市　三上 平安
M42.4.5 木造薬師如来坐像（薬師堂安置） １軀 宗泉寺 野洲市　妙光寺 平安
M42.4.5 木造毘沙門天立像（所在薬師堂） １軀 宗泉寺 野洲市　妙光寺 平安
M42.4.5 木造不動明王及両童子立像（所在薬師堂） ３軀 宗泉寺 野洲市　妙光寺 鎌倉
M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １軀 聖応寺

[琵琶湖文化館寄託]
野洲市　南桜 平安

M42.4.5 銅造観世音菩薩立像 １軀 報恩寺 野洲市　南桜 奈良
M42.4.5 木造薬師如来坐像 １軀 観音寺 野洲市　永原 平安
M42.4.5 木造阿弥陀如来立像 １軀 常念寺 野洲市　永原 鎌倉
M42.4.5 木造薬師如来立像 １軀 岩蔵寺 野洲市　大篠原 鎌倉
M42.4.5 木造聖観音立像 １軀 来迎寺 野洲市　小南 平安
M42.4.5 木造十一面観音立像 １軀 永照院 湖南市　三雲 平安
M42.4.5 木造十一面観音立像 １軀 上乗寺 湖南市　三雲 平安
M42.4.5 木造吉彦命坐像

　附　木造随身坐像　　　２軀
１軀 吉御子神社 湖南市　石部西一丁目 平安

M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １軀 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 平安
M41.4.23 木造阿弥陀如来坐像 １軀 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 平安
M41.4.23 木造釈迦如来坐像 １軀 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 平安
M41.4.23 木造釈迦如来坐像 １軀 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 平安
M45.2.8 木造二十八部衆立像 ２８軀 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 鎌倉

　徳治３～正和３
T2.4.14 木造千手観音坐像 １軀 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 南北朝
M37.2.18 木造兜跋毘沙門天立像 １軀 善水寺 湖南市　岩根 平安
M37.2.18 木造 持国天 立像

     増長天
２軀 善水寺 湖南市　岩根 鎌倉

M37.2.18 木造四天王立像 ４軀 善水寺 湖南市　岩根 平安
M37.2.18 木造不動明王坐像 １軀 善水寺 湖南市　岩根 平安
M37.2.18 木造僧形文殊坐像 １軀 善水寺 湖南市　岩根 平安
M37.2.18 金銅誕生釈迦仏立像 １軀 善水寺 湖南市　岩根 奈良
M41.4.23 木造金剛二力士立像 ２軀 善水寺 湖南市　岩根 平安
M37.2.18 木造薬師如来坐像

　像内に正暦四年造像結縁交名一紙及び籾を納め
　る

１軀 善水寺 湖南市　岩根 平安　正暦４

M37.2.18 木造　梵天　 立像
　　　帝釈天

２軀 善水寺 湖南市　岩根 平安

M41.4.23 木造大日如来坐像 １軀 正福寺 湖南市　正福寺 平安
M41.4.23 木造十一面観音立像　（観音堂安置） １軀 正福寺 湖南市　正福寺 平安
M41.4.23 木造十一面観音立像（所在観音堂） ３軀 正福寺 湖南市　正福寺 平安
M41.4.23 木造薬師如来坐像（所在観音堂） １軀 正福寺 湖南市　正福寺 平安
M43.8.29 木造地蔵菩薩半跏像 １軀 正福寺 湖南市　正福寺 平安
M42.4.5 木造阿弥陀如来立像 １軀 菩提禅寺 湖南市　菩提寺 平安
M34.3.27 木造十一面観音坐像 １軀 宗正寺 高島市　マキノ町海津 南北朝
M42.4.5 木造千手観音立像 １軀 地福庵 高島市　マキノ町浦 平安
M42.4.5 木造薬師如来立像

　像内に延久六年八月廿五日、仏師僧源増の銘が
　ある

１軀 称念寺 高島市　マキノ町上開田 平安

M37.2.18 木造大日如来坐像 １軀 大善寺 高島市　新旭町新庄 平安
M34.3.27 木造釈迦如来坐像 １軀 保福寺 高島市　新旭町安井川 平安
M34.3.27 木造薬師如来坐像 １軀 長谷寺

[琵琶湖文化館寄託]
高島市　音羽 平安

M42.4.5 木造阿弥陀如来坐像 １軀 洞照寺
[琵琶湖文化館寄託]

高島市　朽木雲洞谷 平安

M42.4.5 木造釈迦如来坐像 １軀 興聖寺 高島市　朽木岩瀬 平安
M44.8.9 木造薬師如来坐像 １軀 長楽寺 東近江市　平田町 平安
M44.8.9 木造薬師如来坐像 １軀 光明寺 東近江市　下羽田町 平安
M44.8.9 木造大黒天立像 １軀 光明寺 東近江市　下羽田町 平安
T2.4.14 銅造聖観音立像 １軀 慈眼寺 東近江市　瓜生津町 奈良
T10.4.30 木造大日如来坐像 １軀 興福寺 東近江市　五智町 平安
T10.4.30 木造聖観音立像(観音堂安置) １軀 興福寺 東近江市　五智町 平安
T10.4.30 木造地蔵菩薩立像 １軀 生蓮寺 東近江市　八日市清水二

丁目
平安

T10.4.30 木造千手観音立像 １軀 瓦屋寺 東近江市　建部瓦屋寺町 平安
S11.5.6 塑造寂室和尚坐像（開山堂安置）

　附　像内納入品
　　　　　　　　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

１軀 永源寺 東近江市　永源寺高野町 南北朝
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R4.3.22 木造十一面観音立像（本堂安置） １軀 百済寺 東近江市　百済寺町 奈良
M44.8.9 木造十一面観音立像 １軀 慈恩寺

[琵琶湖文化館寄託]
東近江市 五個荘清水鼻町 平安

M45.2.8 木造十一面観音立像 ２軀 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安
M45.2.8 木造二天王立像 ２軀 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安
M45.2.8 木造二天王立像 ２軀 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安
M45.2.8 木造大威徳明王像 １軀 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安
T5.8.17 木造阿弥陀如来坐像（大仏堂安置） １軀 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 平安
S34.12.18 木造役行者及二鬼像 ３軀 石馬寺 東近江市 五個荘石馬寺町 鎌倉
T10.8.8 木造阿弥陀如来坐像（阿弥陀堂安置） １軀 善明寺 東近江市　横溝町 平安
T10.8.8 木造阿弥陀如来坐像

　像内に長承二年、仏師河内講師僧快俊の銘があ
　る

１軀 善明寺 東近江市　横溝町 平安

M44.8.9 木造 男神坐像　　１（社伝蒲生稲寸三麻呂像）
　　 同　　像　　１

２軀 竹田神社
[琵琶湖文化館寄託]

東近江市　鋳物師町 平安

M44.8.9 木造観世音菩薩坐像 １軀 梵釈寺 東近江市　蒲生岡本町 平安
M44.8.9 木造帝釈天立像 １軀 法雲寺 東近江市　上麻生町 平安
M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １軀 誓安寺 東近江市　合戸町 平安
M34.3.27 木造伝教大師坐像 １軀 観音寺 米原市　朝日 鎌倉　貞応３
M34.3.27 木造薬師如来坐像 １軀 真広寺 米原市　上多良 平安
M44.8.9 木造千手観音及脇侍不動明王立像

                 毘沙門天
３軀 正明寺 日野町　松尾 室町

M44.8.9 木造十一面観音立像（観音堂安置） １軀 長福寺
[琵琶湖文化館寄託]

日野町　松尾 平安

M44.8.9 木造聖観音立像 １軀 金剛寺 日野町　大谷 平安
M44.8.9 木造薬師如来立像 １軀 法光寺

[琵琶湖文化館寄託]
日野町　北脇 平安

M44.8.9 木造十一面観音立像 １軀 西明寺 日野町　西明寺 平安
M44.8.9 木造　薬師如来坐像　　　１

　　　阿弥陀如来坐像　　１
２軀 安楽寺 日野町　下駒月 平安

M44.8.9 木造増長天立像 １軀 安楽寺 日野町　下駒月 平安
M44.8.9 木造聖観音立像 １軀 金剛定寺 日野町　中山 平安
M44.8.9 木造不動明王及二童子像 ３軀 金剛定寺 日野町　中山 平安
M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １軀 光明院 日野町　中山 室町
M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １軀 吉祥寺 竜王町　岡屋 平安
M44.8.9 木造天部形立像 １軀 正念寺 竜王町　薬師 平安
M44.8.9 木造阿弥陀如来立像 １軀 正光寺 竜王町　西川 鎌倉
M44.8.9 木造十二神将立像 １２軀 竜王寺 竜王町　川守 鎌倉
M44.8.9 木造不動明王立像 １軀 苗村神社 竜王町　綾戸 鎌倉
M44.8.9 木造阿弥陀如来坐像 １軀 正覚院 竜王町　綾戸 平安
M44.8.9 木造地蔵菩薩立像(地蔵堂安置) １軀 正覚院 竜王町　綾戸 平安
M44.8.9 木造薬師如来坐像 １軀 浄満寺 竜王町　田中 平安
T10.4.30 木造阿弥陀如来坐像

　胎内ニ貞応元年十月日始之ノ銘アリ
１軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉

　貞応元～嘉禄２
T10.4.30 木造阿弥陀如来坐像 １軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 平安
T10.4.30 木造十一面観音立像 １軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 平安
T10.4.30 木造　不動明王立像　１

　　　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

２軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉　建暦元

T10.4.30 木造四天王立像
　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

４軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉　建暦２

T10.4.30 木造慈恵大師坐像　蓮妙作
　胎内ニ弘安元年卯月十八日造立ノ銘アリ

１軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉　弘安９

T10.4.30 木造慈恵大師坐像　蓮妙作
　胎内ニ正応元年九月三日造立ノ銘アリ

１軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉　正応元

T10.4.30 木造不動明王二童子像（不動堂安置） ３軀 常照庵 愛荘町　松尾寺 鎌倉
T10.8.8 木造阿弥陀如来坐像 １軀 常照庵 愛荘町　松尾寺 平安
T10.4.30 木造大黒天半跏像 １軀 明壽院 愛荘町　松尾寺 平安
1921/8/8 木造聖観音立像

　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
木造地蔵菩薩
　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軀

１軀

１軀

仏心寺 愛荘町　岩倉 鎌倉　貞応元
　　　貞応３

T15.8.30 木造大日如来坐像（大日堂安置） １軀 勝楽寺 甲良町　正楽寺 平安
T15.8.30 木造薬師如来立像 １軀 西明寺 甲良町　池寺 鎌倉
T15.8.30 木造二天王立像 ２軀 西明寺 甲良町　池寺 平安
T15.8.30 木造釈迦如来立像 １軀 西明寺 甲良町　池寺 鎌倉
T15.8.30 木造不動明王及二童子像 ３軀 西明寺 甲良町　池寺 平安
T15.8.30 木造阿弥陀如来坐像 １軀 真如寺 多賀町　多賀 平安

重要美術品（彫刻） ＊重要美術品については、県文化財保護課が把握している分のみ掲載。

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S10.5.10 木造観音菩薩坐像 １軀 公益財団法人

秀明文化財団
甲賀市　信楽町田代

県指定有形文化財（彫刻）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
R3.2.16 木造菩薩立像 １軀 松禅院 大津市　坂本本町 平安
R3.2.16 木造地蔵菩薩立像 １軀 松禅院 大津市　坂本本町 平安
H25.3.19 木造阿弥陀如来及両脇侍立像

　左脇侍像の足枘に巧匠法橋行快の銘がある
３軀 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉

S41.7.4 木造大黒天立像
　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

１軀 聖衆来迎寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　比叡辻二丁目 南北朝

H1.3.31 木造菩薩形坐像 １軀 寂光寺 大津市　藤尾奥町 鎌倉
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滋賀県の指定文化財目録（彫刻）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H30.10.17 木造金剛力士立像

　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

２軀 園城寺 大津市　園城寺町 平安

S41.4.7 木造聖徳太子立像
　胎内に元亨元年辛酉五月七日の墨書がある

１軀 (財)国分聖徳太子会 大津市 鎌倉

H16.4.16 木造阿弥陀如来坐像 １軀 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
H15.4.16 木造如意輪観音半跏像 １軀 法輪院 大津市　石山寺一丁目 平安
S56.4.24 木造薬師如来坐像（行者堂安置） １軀 須賀神社 大津市　羽栗三丁目 平安
S57.3.31 木造阿弥陀如来立像（裸形) １軀 浄光寺 大津市　大江三丁目 鎌倉
S56.4.24 木造阿弥陀如来立像

　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

１軀 宗安寺 彦根市　本町二丁目 鎌倉

H5.3.31 木造僧形坐像 １軀 千手寺 彦根市　日夏町 唐
H21.11.25 木造僧形神坐像 １軀 本隆寺 彦根市　石寺町 平安
H20.7.23 木造薬師如来坐像

　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

１軀 舎那院 長浜市　宮前町 平安

S48.3.31 木造不動明王立像（見返り不動） １軀 神照寺 長浜市　新庄寺町 鎌倉
S48.3.31 木造不動明王立像 １軀 神照寺 長浜市　新庄寺町 平安
H2.3.31 木造不動明王坐像 １軀 宝厳寺 長浜市　早崎町 平安
H14.3.20 木造阿弥陀如来立像 １軀 蓮台寺 長浜市　湖北町今西 鎌倉
S32.8.26 木造阿弥陀如来坐像 １軀 向源寺 長浜市　高月町渡岸寺 平安
S56.4.24 木造十一面観音立像 １軀 向源寺 長浜市　高月町渡岸寺 平安
S56.4.24 木造金剛力士立像 ２軀 向源寺 長浜市　高月町渡岸寺 平安
S48.3.31 木造神像

　女神坐像　　　１
　男神立像　　　３

４軀 春日神社 長浜市　高月町宇根
平安
鎌倉

S32.8.26 木造七仏薬師如来立像 ７軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 鎌倉
S58.3.28 木造菩薩形立像 １軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 平安
S58.3.28 木造十所権現像 １０軀 鶏足寺 長浜市　木之本町古橋 平安～鎌倉
S47.4.1 木造十一面観音立像 １軀 石道寺 長浜市　木之本町石道 平安
S49.3.11 木造薬師如来坐像 １軀 源昌寺 長浜市　余呉町上丹生 平安
H17.4.20 木造馬頭観音坐像 １軀 山門区 長浜市　西浅井町山門 平安
H17.4.20 木造馬頭観音立像 １軀 徳円寺 長浜市　西浅井町庄 鎌倉
S49.3.11 木造弥勒仏坐像 １軀 興隆寺 近江八幡市　多賀町 平安
S60.3.29 木造地蔵菩薩立像（若宮神社地蔵堂安置） １軀 大嶋神社・奥津嶋神社

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市　北津田町 平安

S49.3.11 木造地蔵菩薩立像 １軀 願成就寺 近江八幡市　小船木町 平安
H27.3.24 木造阿弥陀如来坐像

　像内に文治四年二月、願主僧文信池田氏等の銘
　がある

１軀 西願寺 近江八幡市　船木町 鎌倉

S59.3.30 木造聖観音立像
　背面に建暦三年大歳癸酉十月十一日の墨書があ
　る

１軀 観音寺
[琵琶湖文化館寄託]

草津市　芦浦町 鎌倉　建暦３

S41.7.4 木造普賢菩薩坐像
　底板に建武元戊戌十二月日の朱書がある

１軀 志那神社
[琵琶湖文化館寄託]

草津市　志那町 南北朝　建武元

S57.3.31 木造　如来形坐像
　　　菩薩形立像

２軀 東福寺 守山市　立入町 平安

S57.3.31 木造菩薩形立像 １軀 東福寺 守山市　立入町 平安
H24.3.19 木造地蔵菩薩坐像 １軀 幸津川町自治会 守山市　幸津川町 平安
S55.4.18 木造大日如来坐像 １軀 小浜大日堂 守山市　小浜町 鎌倉
H27.12.18 木造男神坐像 １軀 五百井神社 栗東市　下戸山 平安
S53.3.17 木造薬師如来坐像 １軀 東方寺 栗東市　小柿 平安
S32.8.26 木造　僧形八幡神坐像　　１

　　　女神坐像　　　　　１
２軀 金勝寺

[琵琶湖文化館寄託]
栗東市　荒張 平安

H10.6.19 木造四天王立像 ２軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
H10.6.19 木造天部形立像 １軀 金勝寺 栗東市　荒張 平安
S47.4.1 木造広目天立像 １軀 大通寺保存会 栗東市　荒張 平安
S59.3.30 木造如意輪観音坐像

　　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軀

１軀 井上区 栗東市　井上 鎌倉　正応４

S41.7.4 木造狛犬
　胎内に南□牛頭天王の墨書がある

１対 大宝神社 栗東市　綣 鎌倉

S47.4.1 木造聖観音立像 １軀 永雲寺 甲賀市　北土山 平安
S60.3.29 木造十一面観音立像 １軀 白毫寺 甲賀市　土山町野上野 平安
S53.3.17 木造薬師如来立像 １軀 阿弥陀寺 甲賀市　甲賀町櫟野 平安
R1.12.24 銅造誕生釈迦仏立像 １軀 阿弥陀寺 甲賀市　甲賀町櫟野 奈良
S41.7.4 木造弥勒仏坐像

　膝裏に暦応参年庚辰八月廿七日の墨書がある
１軀 櫟野寺 甲賀市　甲賀町櫟野 南北朝

S47.4.1 福太夫面
　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軀
　　　　背面に「出雲明秀（花押）」の墨書があ
　　　　る

１面 油日神社 甲賀市　甲賀町油日 室町

S41.7.4 木造地蔵菩薩坐像
　胎内に建仁元年辛酉□八月始之の墨書がある

１軀 福明寺 甲賀市　甲賀町高嶺 鎌倉

S58.3.28 木造十一面観音立像 １軀 大岡寺 甲賀市　甲賀町隠岐 平安
S58.3.28 木造阿弥陀如来坐像 １軀 香蓮寺 甲賀市　甲賀町隠岐 平安
H2.3.31 木造大日如来坐像 １軀 八田組大日堂 甲賀市　甲南町池田 南北朝
R5.3.17 木造金剛力士立像 ２軀 正福寺 甲賀市　甲南町杉谷 平安
S53.3.17 木造薬師如来坐像 １軀 大日寺

[琵琶湖文化館寄託]
甲賀市　信楽町宮町 平安

H26.1.17 木造阿弥陀如来及両脇侍立像
　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

３軀 来迎寺 甲賀市　信楽町中野 鎌倉　文永６

S41.7.4 木造地蔵菩薩坐像
　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

１軀 円光寺
[琵琶湖文化館寄託]

野洲市　久野部 南北朝
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滋賀県の指定文化財目録（彫刻）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S41.7.4 木造地蔵菩薩坐像

　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

１軀 円光寺 野洲市　久野部 南北朝

H6.3.31 木造阿弥陀如来坐像
　像内に貞應元年および嘉禄三年の朱書がある

１軀 福泉寺 野洲市　永原 鎌倉

S60.3.29 木造菩薩形立像 １軀 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 平安
S32.8.26 銅造阿弥陀如来立像

　元久三年十月三日の刻銘がある
１軀 善水寺 湖南市　岩根 鎌倉

S47.4.1 木造神像　男神像　　１
　　　　　女神像　　３

４軀 川田神社 湖南市　正福寺 鎌倉

S55.4.18 木造阿弥陀如来坐像 １軀 称念寺 高島市　マキノ町上開田 平安
S61.3.28 木造薬師如来坐像

　　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軀
　　　　　毘沙門天

１軀 正伝寺 高島市　新旭町旭 平安

S47.4.1 木造阿弥陀如来坐像
　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

１軀 妙応寺 東近江市　尻無町 鎌倉

S49.3.11 木造薬師如来坐像 １軀 成願寺 東近江市　小脇町 平安
S47.4.1 木造聖観音立像 １軀 長寿寺 東近江市　池之脇町 平安
S49.3.11 木造仏頭 １箇 善教寺 東近江市　種町 平安
S47.4.1 木造毘沙門天立像 １軀 惣持寺 米原市　大久保 平安
S47.4.1 木造天部形立像（寺伝毘沙門天像） １軀 惣持寺 米原市　大久保 平安
S47.4.1 木造獅子頭

　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

１箇 伊夫岐神社 米原市　伊吹 桃山　慶長10

H19.6.1 木造聖観音坐像
　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

１軀 青岸寺 米原市　米原 南北朝 永和２

S49.3.11 木造大日如来坐像 １軀 正明寺 日野町　松尾 鎌倉
H2.3.31 木造聖観音立像 １軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 平安
H29.3.23 木造十二神将立像 １２軀 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉
H9.3.31 木造十二神将立像 １２軀 西明寺 甲良町　池寺 鎌倉
H29.11.24 木造大日如来坐像 １軀 西明寺 甲良町　池寺 鎌倉
R4.3.11 銅造大日如来坐像

　附　木造大日如来坐像　　　１軀
１軀 敏満寺区 多賀町　敏満寺 鎌倉
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