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１．計画作成の経緯および体制 

１－１．地域計画作成にかかる取り組み 
 

守山市文化財保存活用地域計画の作成にあたっては、令和２年度（2020）より市内の文化財

調査およびデータベース化作業を進めるとともに、本市の歴史等に精通し、文化財の保存と活

用に対する知見を持つ有識者等で構成される守山市文化財保存活用地域計画策定委員会(以下

「委員会」という。)を設置しました。 

令和２年（2020）８月 31日の第１回委員会を開催して以降、計４回の会議を開催し、本市の

歴史文化の特徴および文化財の保存・活用に係る方針、措置等を検討しました。またあわせて、

文化財保護審議会での３回の報告・審議、文化庁との計４回にわたる協議等を経て、本計画（案）

をとりまとめました。 

計画の周知について、令和２年度 12月より市内各地での調査成果報告会を行うとともに、令

和３年度（2021）にはパブリックコメント・市民説明会の実施、および市内文化財保存活用団

体へのアンケートを実施し、市民等からの意見の聴取および計画への反映等を行いました。 

 
 
 

（１）文化財調査およびデータベース化 

  １）文化財調査  

期間：令和２年６月１日から令和３年３月 10日まで 

    対象：市内に所在する有形文化財（美術工芸品）の指定等文化財およびその周辺に所在

する未指定文化財 

    方法：現地調査（調書作成、写真撮影、聞き取り調査等） 

  ２）データベース化 

期間：令和２年６月８日から 

対象：文化財に関する既往調査の報告書、市史、目録等 

方法：対象から抽出、一元的デジタルデータベース化 

 

（２） 調査成果報告会 

  １）開催趣旨 

     実施した文化財調査の成果を市民等に公表するとともに、計画策定を周知。 

  ２）開催日および内容 

     第１回 令和２年 12 月 12日（土） 

         小津・玉津学区の文化財について（大庄屋諏訪家屋敷） 

     第２回 令和３年１月 23 日（土） 

         守山・吉身学区の文化財について（守山市立図書館）  

     第３回 令和３年１月 30 日（土） 

         河西・速野・中洲学区の文化財について（守山市埋蔵文化財センター） 
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（３）守山市文化財保存活用地域計画策定委員会 

  １）委員構成 

     学識経験者８名（社会学、考古学・古代史、歴史学、民俗学、建築学、博物館学・ 

    古植物学、地理学・観光学、地域学）、市内文化財関係団体の代表者２名 

  ２）開催日および内容 

     第１回 令和２年８月 31 日（月） 計画骨子の検討 

     第２回 令和３年３月 15 日（月） 計画案の検討 

     第３回 令和３年６月９日（水） 修正案の検討 

     第４回 令和３年８月 16 日（月）  再修正案についてとりまとめ 

 

（４） 守山市文化財保護審議会 

  １）委員構成 

    学識経験者５名（社会学、考古学、民俗学、美術工芸、古植物学） 

 ２）開催日および内容 

    令和２年度第１回 令和３年１月 25日（月） 計画骨子への意見聴取 

    令和２年度第２回 令和３年３月 30日（火） 計画案への意見聴取 

    令和３年度第１回 令和３年６月 30日（火） 修正案への意見聴取 

 

（５）文化庁協議 

    第１回 令和２年７月 28日（火） 計画骨子について 

    第２回 令和３年４月 16日（金） 計画案について 

    第３回 令和３年６月 28日（月） 修正案について  ※オンライン協議 

    第４回 令和３年８月 24日（火） 再修正案について ※オンライン協議 

 

（６）パブリックコメント・市民説明会の実施 

１）パブリックコメント募集期間 

    令和３年４月 15日（木曜日）から令和３年５月７日（金曜日）まで 

    ※意見無し 

  ２）市民説明会 

    第１回 日時：令和３年４月 23日（金） 

場所：守山市立図書館 多目的室 

    第２回 日時：令和３年５月１日（土） 

場所：守山市立埋蔵文化財センター 会議室 

 

（７）市内文化財保存活用団体へのアンケート 

   ※パブリックコメント意見無しのため、策定委員会の助言により実施  

   対象：主な市内文化財保存活用団体 

  （【考古】６団体【歴史・教育】３団体【民俗〈有形・無形〉】２団体【自然】１団体） 

アンケート実施期間：令和３年６月 11日（金）から６月 30日（水）まで 

実施方法：所定のアンケート用紙による書面提出 

回答率：100％ 
 

※ほか庁内調整会議を実施し、関係課との調整を行う。  
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１－２．策定委員会および審議会名簿 

 

守山市文化財保存活用地域計画策定委員会 委員 
 

No. 氏名 専門分野 所属等 摘要等 

1 舟橋 和夫 社会学 

守山市文化財保護審議会会長/下之郷遺跡

および伊勢遺跡保存整備活用委員会委員/

龍谷大学名誉教授 

◎学識経験者 

2 大橋 信弥 
考古学 

古代史 

守山市文化財保護審議会委員/下之郷遺跡

および伊勢遺跡保存整備活用委員会委員/

元滋賀県立安土城考古博物館学芸課長 

○学識経験者 

3 市川 秀之 民俗学 
守山市文化財保護審議会委員 

滋賀県立大学人間文化学部教授 
学識経験者 

4 山川 千代美 
博物館学 

古植物学 

守山市文化財保護審議会委員 

滋賀県立琵琶湖博物館上席統括学芸員 
学識経験者 

5 八杉 淳 歴史学 草津市立草津宿街道交流館館長 学識経験者 

6 山本 理佳 
地理学 

観光学 
立命館大学文学部准教授 学識経験者 

7 柴山 直子 建築学 

有限会社柴山建築研究所代表/一級建築士

/滋賀県ヘリテージマネージャー/元大庄屋

諏訪家屋敷管理運営計画策定委員会委員 

学識経験者 

8 嶋田 奈穂子 地域学 
総合地球環境学研究所研究基盤国際センタ

ー研究員 
学識経験者 

9 田口 一宏 情報 NPO 法人守山弥生遺跡研究会理事長 
守山市内 

文化財関係者 

10 奥村 信夫 教育 
守山歴史教材研究会代表/ 

守山市制施行 50 周年記念誌執筆委員 

守山市内 

文化財関係者 

【順不同・敬称略】 

※◎は委員長、○は副委員長 

※所属等は令和３年（2021）８月現在 

 

オブザーバー 滋賀県文化スポーツ部文化財保護課 

事務局 守山市教育委員会事務局文化財保護課 
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守山市文化財保護審議会 委員 
 

No. 氏名 専門分野 所属等 摘要等 

1 舟橋 和夫 社会学 龍谷大学名誉教授 ◎学識経験者 

2 大橋 信弥 
考古学 

古代史 
元滋賀県立安土城考古博物館学芸課長 学識経験者 

3 井上 ひろ美 美術工芸 
元滋賀県立琵琶湖文化館主任学芸員 

文化遺産プランニング代表 
学識経験者 

4 市川 秀之 民俗学 滋賀県立大学人間文化学部教授 学識経験者 

5 山川 千代美 
博物館学 

古植物学 
滋賀県立琵琶湖博物館上席統括学芸員 学識経験者 

【順不同・敬称略】 

※◎は会長 

※所属等は令和３年（2021）８月現在 

 

事務局 守山市教育委員会事務局文化財保護課 
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２．守山市文化財リスト 
 

守山市文化財 総括表（令和３年（2021）８月末現在） 

 
－：該当なし 

※文化財の範囲が広域にまたがる場合、代表点等の主たる所在地が所在する学区を計上している。 

※市全域：文化財が市全域にわたる、または地域を定めないもの 

 市外：文化財が市外に所在しているもの  不明：文化財の所在地が不明のもの 

※市内または市外の博物館等に寄託している文化財は、元の所在地情報に基づいて学区を計上している。 

※日本遺産（日本遺産を構成する文化財）は計上せず。 

（件数）

守
山

吉
身

小
津

玉
津

河
西

速
野

中
洲

有形文化財 16 12 12 11 8 7 13 - - - 79
建造物 9 1 5 - 1 2 1 - - - 19
美術工芸品 7 11 7 11 7 5 12 - - - 60

絵画 1 2 2 6 - 2 - - - - 13
彫刻 4 6 2 2 5 1 6 - - - 26
工芸品 - - - - 1 2 1 - - - 4
書跡等 - - 2 2 1 - 2 - - - 7
考古資料 - 2 - - - - 1 - - - 3
歴史資料 2 1 1 1 - - 2 - - - 7

無形文化財 - - - - - - - - - - -
民俗文化財 3 2 2 - - - 2 - - - 9

- 1 - - - - - - - - 1
3 1 2 - - - 2 - - - 8

記念物 5 2 1 3 2 - - - - - 13
4 2 1 2 1 - - - - - 10

名勝地 - - - - - - - - - - -
1 - - 1 1 - - - - - 3

文化的景観 - - - - - - - - - - -
伝統的建造物群 - - - - - - - - - - -

24 16 15 14 10 7 15 - - - 101
45 23 32 12 23 6 9 - - - 150
7 4 2 1 2 - - - - - 16

集落跡 26 11 18 9 17 3 4 - - - 88
城館跡 7 1 6 1 1 3 5 - - - 24
社寺跡 3 5 5 1 1 - - - - - 15
散布地 1 - - - - - - - - - 1
水路跡 - 1 - - - - - - - - 1
複合・その他 1 1 1 - 2 - - - - - 5

69 39 47 26 33 13 24 - - - 251
建造物 14 11 3 17 11 6 12 1 - - 75
美術工芸品 83 151 73 94 32 47 63 6 4 7 560
無形 - - - - - - - - - - -
有形民俗 2 - 1 60 - 80 9 - - - 152
無形民俗 16 2 26 19 24 35 16 28 - 1 167
遺跡 17 12 13 5 13 8 6 - - 2 76
名勝地 - - - 1 - - - - - - 1
動植物等 2 1 5 4 3 5 1 1 - - 22
文化的景観 - - - 1 - - - 1 - - 2
町並み 2 1 1 - - - - - - - 4
小計 136 178 122 201 83 181 107 37 4 10 1,059
地域資産（人文） 98 50 62 81 94 92 71 21 8 - 577
地域資産（自然） 10 12 7 8 11 17 11 - - - 76

108 62 69 89 105 109 82 21 8 - 653

総計 313 279 238 316 221 303 213 58 12 10 1,963

学区 市
全
域

市
外

小計（遺跡を含む）

小計

未
指
定
文
化
財

地域
資産

不
明

総計

指
定
等
文
化
財

有形の民俗文化財
無形の民俗文化財

遺跡

動物、植物、地質鉱物

小計
遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）

古墳

区
分

種類 分類
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２－１．指定等文化財一覧 
 
（令和３年（2021）８月末現在） 
 

【有形文化財-建造物】 

指定等 種類 分類 名称 指定（登録）年月日 時代 所有者又は管理者 
所在地 

（学区） 

国指定 建造物 - 東門院五重塔（石造） 昭和 36 年 3月 23 日 鎌倉 東門院 守山 

国指定 建造物 - 最明寺五重塔（石造） 昭和 29 年 3月 20 日 鎌倉 最明寺 守山 

国指定 建造物 - 勝部神社本殿 大正 2年 4 月 14 日 室町 勝部神社 守山 

国指定 建造物 - 懸所宝塔（石造） 大正 14 年 4月 24 日 鎌倉 守山市 小津 

国指定 建造物 - 小津神社本殿 明治 39 年 4月 14 日 室町 小津神社 小津 

国認定 建造物 - 石造宝塔 昭和 23 年 4月 27 日 鎌倉 東門院 守山 

国認定 建造物 - 石造宝篋印塔 昭和 23 年 4月 27 日 鎌倉 東門院 守山 

国認定 建造物 - 石造宝塔 昭和 23 年 4月 27 日 鎌倉 福林寺 速野 

国登録 建造物 - 北川家住宅土蔵 平成 27 年 3月 26 日 
江戸/大

正頃移築 
個人 小津 

県指定 建造物 - 蓮生寺本堂  昭和 59 年 3月 30 日 江戸 蓮生寺 小津 

市指定 建造物 - 石造題目塔 昭和 52 年 4月 30 日 室町 本像寺 守山 

市指定 建造物 - 石造題目塔 昭和 52 年 4月 30 日 室町 本像寺 守山 

市指定 建造物 - 石造常夜灯 平成 11 年 5月 10 日 江戸 樹下神社 守山 

市指定 建造物 - 石造宝篋印塔 平成 12 年 5月 12 日 室町 守善寺 守山 

市指定 建造物 - 石造阿弥陀如来坐像 昭和 45 年 5月 28 日 鎌倉 西隆寺 吉身 

市指定 建造物 - 小津神社三之宮本殿 昭和 45 年 5月 28 日 桃山 小津神社 小津 

市指定 建造物 - 石造板碑 平成 12 年 5月 12 日 鎌倉 西蓮寺 河西 

市指定 建造物 - 石造板碑 平成 12 年 5月 12 日 鎌倉 観音寺  速野 

市指定 建造物 - 石造宝篋印塔 平成 12 年 5月 12 日 室町 称名院 中洲 

 

【有形文化財-美術工芸品】 

指定等 種類 分類 名称 指定（登録）年月日 時代 所有者又は管理者 
所在地 

（学区） 

国指定 美術工芸品 彫刻 木造千手観音立像 大正 15 年 8月 30 日 平安 安楽寺 守山 

国指定 美術工芸品 彫刻 

木造不動明王及び二童子像（不

動明王坐像、矜羯羅童子立像、

制托迦童子立像） 

平成 28 年 8月 17 日 平安 東門院 守山 

国指定 美術工芸品 彫刻 木造薬師如来坐像 明治 42 年 4月 5 日 平安 東福寺 吉身 

国指定 美術工芸品 彫刻 木造宇迦乃御魂命坐像 明治 42 年 4月 5 日 平安 小津神社 小津 

国指定 美術工芸品 彫刻 木造仏頭 明治 42 年 4月 5 日 平安 蓮生寺 小津 

国指定 美術工芸品 彫刻 木造聖観音坐像 明治 42 年 4月 5 日 平安 守山市 玉津 

国指定 美術工芸品 彫刻 木造十一面観音立像 明治 42 年 4月 5 日 平安 福林寺 速野 

国指定 美術工芸品 歴史資料 河内屋可正関係資料 令和 2年 9 月 30 日 江戸 個人 － 

県指定 美術工芸品 絵画 絹本著色仏涅槃図 昭和 62 年 3月 30 日 鎌倉 少林寺 玉津 

県指定 美術工芸品 絵画 
絹本著色一休宗純像（朱太刀

像）墨渓筆 附一休宗純像板木 
平成 26 年 1月 17 日 室町 少林寺 玉津 

県指定 美術工芸品 絵画 絹本著色一休宗純像 墨渓筆 平成 26 年 1月 17 日 室町 少林寺 玉津 

県指定 美術工芸品 彫刻 木造如来形坐像、菩薩形立像 昭和 57 年 3月 31 日 平安 東福寺 吉身 

県指定 美術工芸品 彫刻 木造菩薩形立像 昭和 57 年 3月 31 日 平安 東福寺 吉身 

県指定 美術工芸品 彫刻 木造大日如来坐像 昭和 55 年 4月 18 日 鎌倉 大日堂保存会 中洲 

県指定 美術工芸品 彫刻 木造地蔵菩薩坐像 平成 24 年 3月 19 日 平安 幸津川地蔵堂保存会 中洲 

県指定 美術工芸品 工芸品 鰐口 昭和 56 年 4月 24 日 鎌倉 蜊江神社 河西 

県指定 美術工芸品 工芸品 銅水瓶 平成 20 年 7月 23 日 室町 己爾乃神社 速野 

県指定 美術工芸品 工芸品 銅鐘 平成 21 年 11月 25日 室町 下新川神社 中洲 
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指定等 種類 分類 名称 指定（登録）年月日 時代 所有者又は管理者 
所在地 

（学区） 

県指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書称讃浄土仏摂受経 平成 11 年 3月 31 日 奈良 蓮生寺 小津 

県指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書織田信長朱印状 平成 10 年 6月 19 日 安土桃山 善立寺 小津 

市指定 美術工芸品 絵画 絹本著色山越阿弥陀図 昭和 50 年 10月 23日 室町 西隆寺 吉身 

市指定 美術工芸品 絵画 三十六歌仙絵 平成 9年 4 月 1日 江戸 天満宮 吉身 

市指定 美術工芸品 絵画 
絹本著色筋後光正面阿弥陀如来

画像 
昭和 56 年 4月 24 日 室町 慶先寺 小津 

市指定 美術工芸品 絵画 絹本著色親鸞聖人御影 昭和 56 年 4月 24 日 室町 慶先寺 小津 

市指定 美術工芸品 絵画 絹本著色光明本尊 昭和 50 年 10月 23日 室町 赤野井西別院 玉津 

市指定 美術工芸品 絵画 
絹本著色大谷本願寺 

親鸞聖人御影 
昭和 52 年 4月 30 日 室町 聞光寺 玉津 

市指定 美術工芸品 絵画 絹本著色聖徳太子勝鬘経講讃図 平成 28 年 1月 15 日 室町 少林寺 玉津 

市指定 美術工芸品 絵画 絹本著色仏涅槃図 平成 9年 4 月 1日 室町 観音寺  速野 

市指定 美術工芸品 絵画 絹本著色十王図   平成 9年 4 月 1日 室町 観音寺  速野 

市指定 美術工芸品 絵画 八相涅槃図 令和 3年 5 月 14 日 室町 大光寺 守山 

市指定 美術工芸品 彫刻 銅造誕生釈迦仏立像 昭和 56 年 4月 24 日 奈良 大光寺 守山 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 令和元年 11月 15 日 鎌倉 西蓮寺 守山 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造薬師如来坐像 昭和 56 年 4月 24 日 平安 慈眼寺 吉身 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造日光菩薩立像 昭和 56 年 4月 24 日 鎌倉 慈眼寺 吉身 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造月光菩薩立像 昭和 56 年 4月 24 日 鎌倉 慈眼寺 吉身 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造一休和尚坐像 平成 12 年 5月 12 日 室町 少林寺 玉津 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造天部形立像 平成 16 年 11月 25日 奈良 蜊江神社 河西 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造女神坐像 平成 16 年 11月 25日 平安 蜊江神社 河西 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造化仏 平成 16 年 11月 25日 平安 蜊江神社 河西 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造狛犬 平成 16 年 11月 25日 鎌倉 蜊江神社 河西 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造狛犬 平成 16 年 11月 25日 鎌倉 蜊江神社 河西 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造薬師如来坐像 昭和 55 年 4月 18 日 平安 大日堂保存会 中洲 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造聖観音立像 昭和 62 年 3月 31 日 平安 津田組  中洲 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造阿弥陀如来立像 昭和 62 年 3月 31 日 鎌倉 津田組  中洲 

市指定 美術工芸品 彫刻 木造十一面観音立像 平成 9年 4 月 1日 鎌倉 東光寺 中洲 

市指定 美術工芸品 工芸品 銅製経筒 昭和 49 年 8月 26 日 室町 己爾乃神社  速野 

市指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書少林寺法度 昭和 50 年 10月 23日 南北朝 少林寺 玉津 

市指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書霊山和尚法度 昭和 50 年 10月 23日 南北朝 少林寺 玉津 

市指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書大般若経理趣分 昭和 52 年 4月 30 日 鎌倉 蜊江神社 河西 

市指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書大般若波羅蜜多経 昭和 49 年 8月 26 日 南北朝 円福寺 中洲 

市指定 美術工芸品 書跡等 紙本墨書宗源宣旨 平成 14 年 9月 17 日 室町 下新川神社 中洲 

市指定 美術工芸品 考古資料 単弁蓮華文周縁鋸歯文鐙瓦 昭和 49 年 8月 26 日 白鳳 個人 吉身 

市指定 美術工芸品 考古資料 忍冬唐草文宇瓦 昭和 49 年 8月 26 日 白鳳 個人  吉身 

市指定 美術工芸品 考古資料 単弁蓮華文周縁鋸歯文鐙瓦 昭和 49 年 8月 26 日 白鳳 埋蔵文化財センター 中洲 

市指定 美術工芸品 歴史資料 木製高札 昭和 52 年 4月 30 日 江戸 東門院 守山 

市指定 美術工芸品 歴史資料 東門院山門葺き平瓦 昭和 52 年 4月 30 日 室町 東門院 守山 

市指定 美術工芸品 歴史資料 鬼瓦 昭和 56 年 4月 24 日 室町 慈眼寺 吉身 

市指定 美術工芸品 歴史資料 諏訪家関係資料 平成 30 年 6月 1 日 江戸 守山市 玉津 

市指定 美術工芸品 歴史資料 木製下新川神社神階篇額 平成 14 年 9月 17 日 室町 下新川神社 中洲 

市指定 美術工芸品 歴史資料 木製下新川神社棟札 平成 14 年 9月 17 日 室町 下新川神社 中洲 

 

 

 

 



資料－8 

【民俗文化財】 

指定等 種類 名称 指定（選択）年月日 時代 所有者又は管理者 
所在地 

（学区） 

国指定 無形民俗 近江のケンケト祭り長刀振り 令和 2年 3 月 16 日 - 
小津神社長刀踊保存会  

下新川神社伝統文化保存会 
小津 

国選択 無形民俗 近江のケンケト祭り長刀振り 昭和 59 年 12月 20日 - 
小津神社長刀踊保存会  

下新川神社伝統文化保存会 
中洲 

県選択 無形民俗 火まつり 昭和 33 年 11月 7 日 - 勝部神社松明組  守山 

県選択 無形民俗 火まつり 昭和 33 年 11月 7 日 - 住吉神社火まつり保存会 守山 

県選択 無形民俗 長刀踊 昭和 33 年 11月 7 日 - 小津神社長刀踊保存会 小津 

県選択 無形民俗 長刀踊 昭和 33 年 11月 7 日 - 下新川神社伝統文化保存会 中洲 

県選択 無形民俗 古高の鼓踊り 昭和 56 年 4月 24 日 - 古高鼓踊保存会 守山 

市指定 有形民俗 石造道標  昭和 52 年 4月 30 日 江戸 滋賀県 吉身 

市指定 無形民俗 豊年踊り 平成 9年 4 月 1日 - 吉身祭礼保存会 吉身 

 

【記念物】 

指定等 種類 名称 指定（登録）年月日 時代 所有者又は管理者 
所在地 

（学区） 

国指定 史跡 伊勢遺跡 平成 24 年 1月 24 日 弥生 守山市 守山 

国指定 史跡 下之郷遺跡 平成 14 年 3月 19 日 弥生 守山市 吉身 

県指定 史跡 今宿一里塚 平成 7年 3 月 31 日 江戸 守山市 守山 

市指定 史跡 古高古墳群 昭和 52 年 4月 30 日 古墳 守山市 守山 

市指定 史跡 山本正右衛門家住宅 平成 25 年 12月 27日 江戸 個人 守山 

市指定 史跡 寺山古墳群 昭和 52 年 4月 30 日 古墳 守山市 吉身 

市指定 史跡 蓮生寺境内（本堂除く） 昭和 52 年 4月 30 日 近世 蓮生寺 小津 

市指定 史跡 聞光寺庭園 昭和 52 年 4月 30 日 室町 聞光寺 玉津 

市指定 史跡 大庄屋諏訪家屋敷 昭和 52 年 4月 30 日 江戸 守山市・個人 玉津 

市指定 史跡 蜊江神社境内 昭和 52 年 4月 30 日 近世 蜊江神社 河西 

県指定 天然記念物 大日堂の妙蓮およびその池 昭和 40 年 3月 26 日 - 西隆寺（近江妙蓮保存会）  河西 

市指定 天然記念物 オハツキイチョウ（東門院） 平成 9年 4 月 1日 - 東門院 守山 

市指定 天然記念物 銀木犀 平成 9年 4 月 1日 - 少林寺 玉津 

 

  



資料－9 

２－２．周知の埋蔵文化財包蔵地一覧 
 
（令和３年（2021）８月末現在） 
 

所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 

守山 集落跡 経田遺跡 縄文～平安 

守山 社寺跡 本像寺遺跡 中世 

守山 古墳 女天神古墳 古墳 

守山 城館跡 守山城遺跡 中世 

守山 社寺跡 阿弥陀寺遺跡 中世～ 

守山 社寺跡 薬師堂遺跡 中世～ 

守山 集落跡 吉身東遺跡 弥生～平安 

守山 集落跡 吉身北遺跡 縄文～近世 

守山 集落跡 千代東浦遺跡 古墳～ 

守山 集落跡 千代北遺跡 縄文 

守山 城館跡 浮気城遺跡 中世 

守山 集落跡 吉身南遺跡 古墳～平安 

守山 古墳 浮気南遺跡 古墳 

守山 古墳 松塚遺跡 古墳 

守山 城館跡 勝部城Ⅱ遺跡 中世 

守山 城館跡 勝部城Ⅰ遺跡 中世 

守山 古墳 焰魔堂西古墳 古墳 

守山 集落跡 焰魔堂遺跡 縄文～鎌倉 

守山 城館跡 焰魔堂城遺跡 中世 

守山 城館跡 千代城遺跡 中世 

守山 城館跡 阿村城遺跡 中世 

守山 集落跡 阿村北遺跡 古墳 

守山 集落跡 西長塚遺跡 平安 

守山 集落跡 伊勢遺跡 縄文～中世 

守山 集落跡 二町鏡遺跡 縄文～江戸 

守山 集落跡城舘跡 古高城遺跡 弥生～中世 

守山 集落跡 古高遺跡 縄文～平安 

守山 集落跡 下長遺跡 縄文～鎌倉 

守山 古墳 幸田塚古墳 古墳 

守山 古墳 松塚古墳 古墳 

守山 散布地 北中小路遺跡   

守山 古墳 狐塚古墳 古墳 

守山 集落跡 塚之越遺跡 縄文～鎌倉 

守山 集落跡 綣遺跡 弥生～室町 

守山 集落跡 大門遺跡 弥生～平安 

守山 集落跡 横江遺跡 縄文～室町 

守山 集落跡 赤目遺跡 古墳～室町 

守山 集落跡 大洲遺跡 弥生～鎌倉 

守山 集落跡 南屋敷遺跡 鎌倉～江戸 

守山 集落跡 高関遺跡 縄文～中世 

守山 集落跡 山田町遺跡 弥生～古墳 

守山 集落跡 勝部西浦遺跡 古墳～近世 

守山 集落跡 小福寺遺跡 古墳～中世 

守山 集落跡 古高寺田遺跡 古墳、平安 

守山 集落跡 東辻戸遺跡 弥生、古墳 

吉身 集落跡 吉身西遺跡 縄文～平安 

吉身 集落跡社寺跡 正福寺遺跡 弥生～古墳 

吉身 集落跡 二ノ畦遺跡 弥生～平安 

吉身 社寺跡 養源庵遺跡 中世～ 

吉身 社寺跡 東門院遺跡 平安～ 

吉身 集落跡 吉身中遺跡 古墳 

吉身 水路跡 三津川遺跡 中世～江戸 

吉身 集落跡 下之郷遺跡 弥生～鎌倉 

吉身 社寺跡 慈眼寺遺跡 中世～ 

吉身 古墳 神輿塚古墳 古墳 

所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 

吉身 社寺跡 益須寺遺跡 古墳～鎌倉 

吉身 集落跡 益須寺関連遺跡 弥生～鎌倉 

吉身 集落跡 岡遺跡 縄文～鎌倉 

吉身 古墳 寺山古墳 1 号墳 古墳 

吉身 古墳 寺山古墳 2 号墳 古墳 

吉身 集落跡 立入荒牧遺跡 古墳 

吉身 社寺跡 大日堂遺跡 中世～ 

吉身 集落跡 立入古墳 古墳 

吉身 城館跡 立入城遺跡 中世 

吉身 古墳 大塚古墳 古墳 

吉身 集落跡 吉身海道遺跡 弥生～中世 

吉身 集落跡 堂ノ北原遺跡 古墳～平安 

吉身 集落跡 奥殿遺跡 古墳 

小津 古墳 庭塚古墳 古墳 

小津 集落跡 金森西遺跡 古墳～平安 

小津 集落跡 中島遺跡 弥生～平安 

小津 城館跡 金森城遺跡 中世 

小津 集落跡 金森遺跡 弥生～平安 

小津 集落跡 金森東遺跡 縄文～鎌倉 

小津 社寺跡 三宅薬師堂遺跡   

小津 集落跡 三宅北遺跡 奈良～中世 

小津 城館跡 三宅城遺跡 中世 

小津 城館跡 大林城遺跡 中世 

小津 集落跡 大宮遺跡 鎌倉 

小津 集落跡 欲賀遺跡 縄文～中世 

小津 城館跡 欲賀城遺跡 古墳～中世 

小津 社寺跡 欲賀寺遺跡 奈良 

小津 集落跡 欲賀南遺跡 縄文～室町 

小津 古墳 冬塚遺跡 古墳 

小津 集落跡 欲賀西遺跡 弥生～近世 

小津 集落跡 森川原遺跡 古墳～平安 

小津 城館跡 山賀城遺跡 中世 

小津 社寺跡 仁願寺遺跡   

小津 集落跡社寺跡 正楽寺遺跡 古墳～平安 

小津 社寺跡 昌寿院遺跡   

小津 集落跡 山賀西遺跡 鎌倉～室町 

小津 集落跡 小津浜遺跡 弥生～古墳 

小津 集落跡 山賀遺跡 古墳、中世 

小津 城館跡 杉江城遺跡 中世 

小津 集落跡 杉江北遺跡 古墳～奈良 

小津 社寺跡 小津神社遺跡 室町 

小津 集落跡 杉江遺跡 古墳～江戸 

小津 集落跡 杉江東遺跡 古墳～鎌倉 

小津 集落跡 久保田遺跡 奈良 

小津 集落跡 済淵遺跡 古墳 

玉津 集落跡 赤野井浜遺跡 弥生、古墳 

玉津 集落跡 赤野井遺跡 弥生～平安 

玉津 集落跡 赤野井湾湖底遺跡 縄文～古墳 

玉津 集落跡 弘前遺跡 弥生、古墳 

玉津 社寺跡 観音堂遺跡 平安 

玉津 集落跡 寺中遺跡 弥生～平安 

玉津 城館跡 矢島御所遺跡 室町 

玉津 集落跡 石田遺跡 弥生～平安 

玉津 古墳 狐塚遺跡 古墳 

玉津 集落跡 石田三宅遺跡 縄文～鎌倉 
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所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 

玉津 集落跡 曲り遺跡 古墳 

玉津 集落跡 南見崎遺跡 中世 

河西 集落跡 二ノ畦・横枕遺跡 弥生～古墳 

河西 城館跡 小島城遺跡 中世 

河西 集落跡 盆ノ塚遺跡 弥生～平安 

河西 集落跡 長塚遺跡 弥生～鎌倉 

河西 集落跡 阿比留遺跡 古墳～平安 

河西 古墳 小島古墳 古墳 

河西 社寺跡 小島薬師堂遺跡 平安 

河西 集落跡 播磨田東遺跡 縄文～平安 

河西 集落跡 今市遺跡 弥生～平安 

河西 集落跡 酒寺遺跡 縄文～鎌倉 

河西 集落跡城舘跡 播磨田城遺跡 縄文～江戸 

河西 集落跡 八ノ坪遺跡 縄文～近世 

河西 集落跡城舘跡 布施野城遺跡 中世 

河西 集落跡 播磨田西遺跡 縄文～古墳 

河西 集落跡 川中遺跡 弥生～平安 

河西 集落跡 笠原南遺跡 古墳～平安 

河西 古墳 狐山古墳 古墳 

河西 集落跡 中北遺跡 弥生～古墳 

河西 集落跡 川原田遺跡 古墳～平安 

河西 集落跡 川田遺跡 弥生～近世 

河西 集落跡 小御門遺跡 古墳 

河西 集落跡 柳島遺跡 弥生～中世 

河西 集落跡 四反田遺跡 古墳 

速野 城館跡 大槻氏城遺跡 中世 

速野 城館跡 木浜城遺跡 中世 

速野 集落跡 木浜湖底遺跡 室町 

速野 城館跡 今浜舘遺跡 中世 

速野 集落跡 今浜南遺跡 室町 

速野 集落跡 今浜西遺跡 室町 

中洲 集落跡 吉川南遺跡 鎌倉～江戸 

中洲 集落跡 新庄遺跡 弥生～奈良 

中洲 集落跡 服部遺跡 縄文～鎌倉 

中洲 城館跡 戸田城遺跡 中世 

中洲 城館跡 立花城遺跡 中世 

中洲 城館跡 幸津川舘遺跡 中世 

中洲 集落跡 幸津川遺跡   

中洲 城館跡 小浜城遺跡 中世 

中洲 城館跡 服部陣屋遺跡 中世 

※遺跡の範囲が広域にまたがる場合、代表点等の 

主たるポイントが所在する学区を所在地としている 
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２－３．未指定文化財一覧 
 
（令和３年（2021）８月末現在） 
 
所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 備考 

守山 建造物 宇野宗祐家 江戸   

守山 建造物 旧守山小学校玄関 明治   

守山 建造物 旧旅籠 江戸   

守山 建造物 山中嘉一郎家住宅 明治   

守山 建造物 山本亨家 江戸 現存せず 

守山 建造物 山本憲三家住宅 江戸 現存せず 

守山 建造物 山本正行家 江戸 現存せず 

守山 建造物 守山小学校の奉安殿 昭和以降   

守山 建造物 勝部章家 江戸 現存せず 

守山 建造物 大西源三郎家 江戸   

守山 建造物 竹内弘一宅     

守山 建造物 南喜右衛門家 江戸 現存せず 

守山 建造物 物部小学校の奉安殿 昭和以降   

守山 建造物 本像寺題目笠塔婆 室町   

守山 美術工芸品 (古高)諸頭中文書 安土桃山   

守山 美術工芸品 ダイハツディーゼル(株)守山工場 25 馬力吸入ガス機関「E-B8 型」 昭和以降   

守山 美術工芸品 ダイハツディーゼル(株)守山工場ディーゼル機関「2LS-15B 型」 昭和以降   

守山 美術工芸品 ダイハツディーゼル(株)守山工場ディーゼル機関「OS-18A 型」 大正   

守山 美術工芸品 阿弥陀如来立像 鎌倉   

守山 美術工芸品 粟太郡物部千代 耕地整理組合地区 現形図 昭和以降   

守山 美術工芸品 安楽寺興復記 江戸   

守山 美術工芸品 安藤広重『木曽海道六拾九次』守山 六拾八 江戸   

守山 美術工芸品 一之井・今井・中之井組 立会絵図 江戸   

守山 美術工芸品 一遍像 江戸   

守山 美術工芸品 横江観音     

守山 美術工芸品 下村喜之助氏蔵守山宿図     

守山 美術工芸品 歌川国芳『木曽街道六十九次』守山 達磨大師 江戸   

守山 美術工芸品 寒山拾得図 江戸   

守山 美術工芸品 観音菩薩立像・勢至菩薩立像 南北朝   

守山 美術工芸品 金銅製釣燈籠 江戸   

守山 美術工芸品 古高自治会共有文書 主に近代以降   

守山 美術工芸品 古高俊太郎顕彰碑 大正   

守山 美術工芸品 古高文書 室町   

守山 美術工芸品 五街道分間延絵図 中山道 江戸   

守山 美術工芸品 御本山従被仰渡返答覚書 江戸   

守山 美術工芸品 江州粟太郡横江村 絵図 江戸   

守山 美術工芸品 高祖一遍上人行状図 江戸   

守山 美術工芸品 高田半兵衛家文書 主に近世   

守山 美術工芸品 今宿・勝部 水論絵図(今宿・勝部村 元禄水利絵図) 江戸   

守山 美術工芸品 最明寺文書 江戸   

守山 美術工芸品 三十六歌仙額 江戸   

守山 美術工芸品 山本正右衛門家所蔵資料 主に近世   

守山 美術工芸品 司命像 室町   

守山 美術工芸品 滋賀県粟太郡今宿 地引全図 明治   

守山 美術工芸品 七ヶ村 水利絵図(大門・古高・横江・霊仙寺・北中小路・十里・駒井沢) 明治   

守山 美術工芸品 釈迦三尊像 江戸   

守山 美術工芸品 守山古絵図     

守山 美術工芸品 樹下神社文書 江戸   

守山 美術工芸品 十王・司名・司緑・奪衣婆像 江戸   

守山 美術工芸品 十王寺縁起     

守山 美術工芸品 十三仏図 江戸   

守山 美術工芸品 十六善神図 江戸   

守山 美術工芸品 十六羅漢図 江戸   

守山 美術工芸品 出山釈迦図 江戸   

守山 美術工芸品 諸嶽奕堂墨跡 明治   

守山 美術工芸品 勝部共有文書 江戸 現存せず 

守山 美術工芸品 勝部宏家文書 主に近世   

守山 美術工芸品 勝部尚武家文書 主に近世   

守山 美術工芸品 勝部神社祭礼太鼓借証券 室町 現存せず 

守山 美術工芸品 勝部神社文書 室町 現存せず 
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所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 備考 

守山 美術工芸品 勝部神社木札 主に近世   

守山 美術工芸品 称名寺文書 安土桃山   

守山 美術工芸品 常願寺碑銘 江戸   

守山 美術工芸品 浄土曼荼羅図 江戸   

守山 美術工芸品 聖徳太子・達磨図 室町   

守山 美術工芸品 西福寺文書 主に近代以降   

守山 美術工芸品 他阿真教像 江戸   

守山 美術工芸品 大字二町 小字全図     

守山 美術工芸品 大将軍神社棟札 江戸   

守山 美術工芸品 大鏧 江戸   

守山 美術工芸品 瀧見観音図 江戸   

守山 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国粟太郡 阿村 明治   

守山 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国粟太郡 伊勢村 明治   

守山 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国粟太郡 古高村 明治   

守山 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国粟太郡 大門村 明治   

守山 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国粟太郡 第五区勝部村 明治   

守山 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 守山村 明治   

守山 美術工芸品 地籍編製ニ付 道路川溝梁長間幅舗坪取調ニ付 略絵図(大門村) 明治   

守山 美術工芸品 地蔵菩薩立像 南北朝   

守山 美術工芸品 地蔵菩薩立像 江戸   

守山 美術工芸品 中山道筋御伝馬宿 江州野洲郡之内 守山宿 町絵図 江戸   

守山 美術工芸品 中仙道守山宿 定助郷図 江戸   

守山 美術工芸品 天満宮棟札 安土桃山   

守山 美術工芸品 南喜市郎のホタル研究資料 大正   

守山 美術工芸品 白衣観音像 江戸   

守山 美術工芸品 福寿庵棟札 江戸   

守山 美術工芸品 福寿院過去帳 室町   

守山 美術工芸品 本像寺鐘銘 江戸   

守山 美術工芸品 本像寺棟札 江戸   

守山 美術工芸品 木内石亭の奇石 江戸   

守山 美術工芸品 野洲郡守山町千代 耕地整理組合地区 確定図 昭和以降   

守山 美術工芸品 立烏帽子 江戸   

守山 美術工芸品 六字名号額    

守山 美術工芸品 卍山道白墨跡 江戸   

守山 美術工芸品 涅槃図 江戸   

守山 美術工芸品 閻魔王像 江戸   

守山 美術工芸品 髙田常次郎文書 室町   

守山 有形民俗 サデ(叉手網) 近代以降   

守山 有形民俗 火祭図絵馬 江戸   

守山 無形民俗 うしろの正面（中の中の弘法さん）     

守山 無形民俗 じゅんのり（じゅんのり六軒坊）     

守山 無形民俗 デッポウカッポ     

守山 無形民俗 どんどの歌（どんどの藁おくれ）     

守山 無形民俗 羽根つき歌（ひとめふため）     

守山 無形民俗 臼ひき歌(うすすりかんすり）     

守山 無形民俗 勧請吊り 時代を定めず   

守山 無形民俗 京のインクライン     

守山 無形民俗 古高の鼓踊     

守山 無形民俗 子守歌（ねんねころいち）     

守山 無形民俗 節分の晩の唄     

守山 無形民俗 相撲 時代を定めず   

守山 無形民俗 大八車の歌（いんきょの鳥と）     

守山 無形民俗 枕はずしの歌（枕はずし）     

守山 無形民俗 目いぼの歌     

守山 無形民俗 遊ばせ歌（獅子舞こわいと思やんな）     

守山 遺跡 安(阿)村城跡 中世   

守山 遺跡 焔魔堂城跡     

守山 遺跡 横江遺跡 中世   

守山 遺跡 下長遺跡 古墳   

守山 遺跡 火屋墓地（勝部火屋城跡）    

守山 遺跡 古高城跡     

守山 遺跡 古高陣所跡     

守山 遺跡 守山宿の稲妻型屋敷割り 江戸   

守山 遺跡 守山城跡 中世   
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所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 備考 

守山 遺跡 勝部城跡 室町   

守山 遺跡 勝部陣所跡     

守山 遺跡 千代城跡 安土桃山   

守山 遺跡 中山道守山宿 井戸跡 江戸   

守山 遺跡 中山道守山宿 本陣跡 江戸   

守山 遺跡 土橋 江戸   

守山 遺跡 宝勝寺跡 平安   

守山 遺跡 焰魔堂西古墳 古墳   

守山 動植物等 大門八幡宮のスギ 時代を定めず   

守山 動植物等 天満宮のオガタマノキ 時代を定めず   

守山 町並み 加宿今宿 主に近世   

守山 町並み 中山道守山宿 主に近世   

吉身 建造物 JR 橋 明治   

吉身 建造物 JR 橋（三連橋） 明治   

吉身 建造物 岡田みち家住宅   現存せず 

吉身 建造物 西隆寺笠塔婆 室町   

吉身 建造物 西隆寺笠塔婆 室町   

吉身 建造物 西隆寺笠塔婆 室町   

吉身 建造物 西隆寺板碑 室町   

吉身 建造物 西隆寺板碑 江戸   

吉身 建造物 西隆寺板碑 江戸   

吉身 建造物 大東真矢子家 江戸   

吉身 建造物 馬路石邊神社楼門 江戸   

吉身 美術工芸品 (仮）野洲川境界図    

吉身 美術工芸品 
（仮称）大字別外路民家（室数・畳数）一覧表図 

（家屋規模別構造駅前道路） 
   

吉身 美術工芸品 （江州野洲郡之内）虫生村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 （江州野洲郡矢嶋村同郡播磨田村水論図） 江戸   

吉身 美術工芸品 （今市、播磨田、荒見三ヶ村小字絵図） 明治   

吉身 美術工芸品 （市三宅村、播磨田村守山宿助郷裁許図） 江戸   

吉身 美術工芸品 （市三宅村、播磨田村守山宿助郷裁許図） 江戸   

吉身 美術工芸品 （守山市）町村合併図    

吉身 美術工芸品 （守山町住宅街路図） 昭和以降   

吉身 美術工芸品 （瀬田川浚渫図） 江戸   

吉身 美術工芸品 (千代村・横江村・今宿村・二町村・阿村・大門村道川長幅間数図)    

吉身 美術工芸品 （播磨田水利新池川筋絵図）    

吉身 美術工芸品 （播磨田樋絵図） （矢嶋、播磨田村水論）     

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山村） 字限り図    

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字守山乙（下の郷）地籍張付図）    

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字守山乙（下の郷）地籍張付図）    

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字守山甲地籍図）（写）    

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字守山甲地籍図）（写）    

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字守山地籍図）    

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字勝部地籍図） 明治   

吉身 美術工芸品 （野洲郡守山町大字浮気耕地整理確定図）    

吉身 美術工芸品 阿弥陀如来像 南北朝   

吉身 美術工芸品 粟太郡物部村大字浮気 地図 昭和以降   

吉身 美術工芸品 益須寺跡遺跡出土品 主に古代   

吉身 美術工芸品 岡村 字限図(断片)    

吉身 美術工芸品 岡塚山歴世本縁起 江戸   

吉身 美術工芸品 岡田逸治郎之碑 昭和以降   

吉身 美術工芸品 下之郷村文書 主に近世   

吉身 美術工芸品 加宿吉身村絵図 写    

吉身 美術工芸品 吉身村 字限図(断片)    

吉身 美術工芸品 吉身秘事 江戸   

吉身 美術工芸品 京都府滋賀県  交通地図  大正   

吉身 美術工芸品 近江国栗太郡阿村地券取調総絵図 明治   

吉身 美術工芸品 近江国網見図 江戸   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡吉身村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡金森村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡今浜新田地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡守山村絵図 江戸   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡守山村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡小浜村地引全図  明治   
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吉身 美術工芸品 近江国野洲郡新庄村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡杉江村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡石田村地券取調総絵図 明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡第三区岡村地券取調総絵図 明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡播磨田村、荒見村、今市村三ヶ村絵図 明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡服部村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡野洲村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡欲賀村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江国野洲郡立入村地引全図  明治   

吉身 美術工芸品 近江國地図 明治   

吉身 美術工芸品 栗太郡物部村千代耕地整理組合地区現形図    

吉身 美術工芸品 源昌寺縁起鐘銘 江戸   

吉身 美術工芸品 五輪塔板碑 南北朝   

吉身 美術工芸品 御普請所荒絵図樋帳添図 江戸   

吉身 美術工芸品 幸津川耕地整理組合 第３区 確定図    

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内乙窪村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内河田村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内開発村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内桜生村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内山脇村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内小堤村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内比留田村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内北桜村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 江州野洲郡之内野洲村絵図（観音寺） 江戸   

吉身 美術工芸品 高崎正風書軸 一幡    

吉身 美術工芸品 今井組十二ヶ村より吉身ほか三ヶ村への場所指 麁絵図 江戸   

吉身 美術工芸品 今宿小字番地（1～526 号まで）    

吉身 美術工芸品 最新滋賀県全図 大正   

吉身 美術工芸品 財界観測図（日本工業社） 昭和以降   

吉身 美術工芸品 三谷由太郎氏天保紀事     

吉身 美術工芸品 字限図 阿地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 伊勢地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 焔魔堂地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 横江地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 古高地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 今宿地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 千代地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 大字岡 久保他    

吉身 美術工芸品 字限図 大字勝部整理地区    

吉身 美術工芸品 字限図 大門地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 二町地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 浮気地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 服部地図 字別    

吉身 美術工芸品 字限図 野洲郡守山町大字浮気字松塚     

吉身 美術工芸品 滋賀県管下 近江国守山村下之郷地籍 明治   

吉身 美術工芸品 滋賀県管下 近江国野洲郡吉身村地籍  明治   

吉身 美術工芸品 滋賀県管下 近江国野洲郡守山村地籍 明治   

吉身 美術工芸品 守山市 村連合地図    

吉身 美術工芸品 守山市内旧村区割図    

吉身 美術工芸品 守山宿の図    

吉身 美術工芸品 守山町全図    

吉身 美術工芸品 守山町大字守山（甲）耕地図    

吉身 美術工芸品 守山町大字守山水路図    

吉身 美術工芸品 寿明若様御通漉絵図 江戸   

吉身 美術工芸品 小津村全図 明治   

吉身 美術工芸品 昭和３４．４守山町図   其十（国土測量） 昭和以降   

吉身 美術工芸品 杉江村外五ヶ村御公儀様小物成麁絵図    

吉身 美術工芸品 聖観音立像 昭和以降   

吉身 美術工芸品 西井弥市氏蔵文書 室町   

吉身 美術工芸品 西隆寺縁起     

吉身 美術工芸品 昔の速野村全図 掛軸    

吉身 美術工芸品 石造地蔵 室町   

吉身 美術工芸品 川田村絵図    

吉身 美術工芸品 大黒天像 江戸   
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吉身 美術工芸品 大字守山乙番水路図    

吉身 美術工芸品 大字千代地籍図 昭和以降   

吉身 美術工芸品 大字二町絵図（写）（1～320 号） 昭和以降   

吉身 美術工芸品 大西芳三家文書 主に近世   

吉身 美術工芸品 大般若波羅密多経 江戸   

吉身 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 吉身村 明治   

吉身 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 第三区岡村 明治   

吉身 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 立入村 明治   

吉身 美術工芸品 地券取調総絵図近江国野洲郡吉身    

吉身 美術工芸品 地券取調総絵図野洲郡第二区川田村    

吉身 美術工芸品 地図計測方法不明図    

吉身 美術工芸品 中洲村南部地図(幸津川・服部・新庄・立田)    

吉身 美術工芸品 調査（大字立入、大字岡、守山町）    

吉身 美術工芸品 調書（大字守山乙）    

吉身 美術工芸品 棟札 江戸   

吉身 美術工芸品 播磨田 今市水路村絵図    

吉身 美術工芸品 播磨田村（今市村）絵図    

吉身 美術工芸品 播磨田村より中仙道沿各村の方角を示す絵図    

吉身 美術工芸品 播磨田村水路絵図 （写）    

吉身 美術工芸品 播磨田村水論図    

吉身 美術工芸品 波理磨田（播磨田）村絵図    

吉身 美術工芸品 帆柱観音像    

吉身 美術工芸品 版木「大峯〈江州永原組／立入村先達〉大護摩講中／小笹正大先達岩本院」    

吉身 美術工芸品 版木「奉修役行者尊護摩供廿一座〈大願成就／家内安全〉祈願修」    

吉身 美術工芸品 藩領分布図  江戸   

吉身 美術工芸品 毘羯羅像 江戸   

吉身 美術工芸品 不動明王坐像 昭和以降   

吉身 美術工芸品 敷智山播磨田寺伽藍図（写） 室町   

吉身 美術工芸品 野洲郡（一区・二区・三区・七区・八区）,栗太郡（三区～六区） 区割略図    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山村大字岡字限り図 明治   

吉身 美術工芸品 野洲郡守山村大字岡字限り図 明治   

吉身 美術工芸品 野洲郡守山村大字守山乙番字限り図     

吉身 美術工芸品 野洲郡守山村大字守山甲番字限り図     

吉身 美術工芸品 野洲郡守山村大字立入字限り図     

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字岡水路図    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字岡第一番・字樋越堤外    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字岡第壹番字久保他 （白地図）    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字吉身水路図    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字吉身水路図    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字守山乙番水路調査地図（大字守山乙）    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字守山乙番水路調査地図（大字守山乙）    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字守山甲番水路図 調査地図    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字立入水路図    

吉身 美術工芸品 野洲郡守山町大字立入水路図 調査地図    

吉身 美術工芸品 野洲郡中主学校    

吉身 美術工芸品 野洲川の概要    

吉身 美術工芸品 立入村 字限図(断片)    

吉身 無形民俗 総取     

吉身 無形民俗 椎の神さん     

吉身 遺跡 益須寺跡 飛鳥   

吉身 遺跡 岡館跡 中世   

吉身 遺跡 吉身の稲妻型道路 江戸   

吉身 遺跡 吉身学童保育所（旧守山尋常高等小学校講堂） 昭和以降 現存せず 

吉身 遺跡 吉身小学校講堂跡 昭和以降 現存せず 

吉身 遺跡 吉身西遺跡 弥生   

吉身 遺跡 守山駅空襲で被弾した六地蔵 昭和以降   

吉身 遺跡 西隆寺経塚     

吉身 遺跡 中山道高札場跡 江戸   

吉身 遺跡 二ノ畦遺跡 主に原始   

吉身 遺跡 浮気城跡 中世   

吉身 遺跡 立入城跡 中世   

吉身 動植物等 ゲンジホタル 時代を定めず   

吉身 町並み 加宿吉身 主に近世   

小津 建造物 寺田靖家住宅 江戸   
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小津 建造物 小林政幸家住宅   現存せず 

小津 建造物 本間修次家 江戸   

小津 美術工芸品 稲葉丹後守様御領分 杉小津池水利 麁絵図     

小津 美術工芸品 因宗寺顕如画像 室町   

小津 美術工芸品 覚明寺顕如画像 江戸   

小津 美術工芸品 寒山拾得図 江戸   

小津 美術工芸品 教如像 江戸   

小津 美術工芸品 近江国野洲郡欲賀村・杉江村 水論立会絵図 江戸   

小津 美術工芸品 近江国野洲郡欲賀村郷内 麁絵図 江戸   

小津 美術工芸品 金森御堂方便法身如来画像 室町   

小津 美術工芸品 金森日記   現存せず 

小津 美術工芸品 九字名号 室町   

小津 美術工芸品 九字名号 室町   

小津 美術工芸品 慶先寺十字名号 室町   

小津 美術工芸品 慶先寺文書 主に近世   

小津 美術工芸品 江州野洲郡大林邑 小字絵図     

小津 美術工芸品 三宅自治会共有文書 主に近代以降   

小津 美術工芸品 三宅薬師堂文書 主に近代以降   

小津 美術工芸品 山賀・下物 魞藻草争論 裁許絵図 江戸   

小津 美術工芸品 山賀村全図 明治   

小津 美術工芸品 市三宅村・播磨田村 守山宿 助郷裁許図 江戸   

小津 美術工芸品 寺田謙三家文書 主に近世   

小津 美術工芸品 寺田智家文書 主に近世   

小津 美術工芸品 寺田之馬家文書 主に近世   

小津 美術工芸品 七高僧像 江戸   

小津 美術工芸品 十字名号 室町   

小津 美術工芸品 十字名号 室町   

小津 美術工芸品 十字名号 江戸   

小津 美術工芸品 小津神社岩風呂     

小津 美術工芸品 小津神社金口 江戸   

小津 美術工芸品 小津神社文書 鎌倉 現存せず 

小津 美術工芸品 小津村 全図 明治   

小津 美術工芸品 証如像 江戸   

小津 美術工芸品 浄光寺証如画像 室町   

小津 美術工芸品 浄光寺文書 主に近世   

小津 美術工芸品 森川原村文書 主に近世   

小津 美術工芸品 親鸞・蓮如連坐像 室町   

小津 美術工芸品 親鸞聖人絵伝 江戸   

小津 美術工芸品 杉江自治会共有文書 主に近世   

小津 美術工芸品 杉江村 御小物成よし魞 絵図     

小津 美術工芸品 杉江村 田地湖辺 麁絵図     

小津 美術工芸品 杉江村ほか五ヶ村 御公儀様小物成地 麁絵図 江戸   

小津 美術工芸品 正光寺方便法身像 室町   

小津 美術工芸品 正信偈文 安土桃山   

小津 美術工芸品 聖徳太子像 江戸   

小津 美術工芸品 西宝寺方便法身名号 室町   

小津 美術工芸品 宣如書状 江戸   

小津 美術工芸品 宣如像 江戸   

小津 美術工芸品 善導・法然・親鸞連座像 室町   

小津 美術工芸品 善立寺山雲海月集 江戸   

小津 美術工芸品 善立寺文書 室町   

小津 美術工芸品 善立寺末法燈明記     

小津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 金森村 明治   

小津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 杉江村 明治   

小津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 欲賀村 明治   

小津 美術工芸品 長刀踊保存会 主に近代以降   

小津 美術工芸品 都賀山長楽寺縁起 安土桃山   

小津 美術工芸品 都賀山蓮生寺縁起絵図 江戸   

小津 美術工芸品 都賀山蓮生寺縁起絵図 昭和以降   

小津 美術工芸品 都賀山蓮生寺略譜 江戸   

小津 美術工芸品 破損仏 中世   

小津 美術工芸品 方便法身尊像 室町   

小津 美術工芸品 方便法身尊像 室町   

小津 美術工芸品 方便法身尊像 室町   
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小津 美術工芸品 明光寺親鸞上人画像 江戸   

小津 美術工芸品 野洲郡三宅村 絵図 江戸   

小津 美術工芸品 野洲郡大林村 地籍全図 明治   

小津 美術工芸品 薬師堂文書   現存せず 

小津 美術工芸品 欲賀自治会文書 主に近世   

小津 美術工芸品 蓮生寺親鸞蓮如連座画像 室町   

小津 美術工芸品 蓮生寺文書     

小津 美術工芸品 六字名号 室町   

小津 美術工芸品 六字名号 室町   

小津 美術工芸品 六字名号 室町   

小津 美術工芸品 六字名号 室町   

小津 有形民俗 守山市民俗資料収蔵庫収蔵品（漁具・農具） 主に近代以降  

小津 無形民俗 お月さんいくつ     

小津 無形民俗 お月さんいくつ     

小津 無形民俗 こうもり     

小津 無形民俗 コンメの歌（ひいやふう）     

小津 無形民俗 コンメの歌（ひいやふう）     

小津 無形民俗 サンヤレ音頭（アアせんじょろ）     

小津 無形民俗 たいらくれんれん     

小津 無形民俗 パイノパイノパイ     

小津 無形民俗 ホタルがり     

小津 無形民俗 悪口の歌（大門こーい喧嘩しょ）     

小津 無形民俗 荷出唄     

小津 無形民俗 左義長の歌（佐義長や）     

小津 無形民俗 子供残して母親     

小津 無形民俗 子守歌（ねんねころいち）     

小津 無形民俗 子守歌（ねんねころいち）     

小津 無形民俗 子守歌（ねんねころりよ）     

小津 無形民俗 中の中のごぼうさん     

小津 無形民俗 未詳（からすカアカア）     

小津 無形民俗 未詳（ピピラ古高）     

小津 無形民俗 未詳（ほーちほーち）     

小津 無形民俗 未詳（ほーちほーち）     

小津 無形民俗 未詳（ほたるこい）     

小津 無形民俗 未詳（ほたるこい）     

小津 無形民俗 未詳（正月になったらば）     

小津 無形民俗 未詳（欲賀大林並びの三宅）     

小津 無形民俗 立花の伝承 時代を定めず   

小津 遺跡 金森城跡 中世   

小津 遺跡 三宅城跡 中世   

小津 遺跡 三津川下流の宝塔基礎石 鎌倉   

小津 遺跡 山賀城跡 中世   

小津 遺跡 真浄坊館跡     

小津 遺跡 杉江城跡 中世   

小津 遺跡 杉江陣所跡     

小津 遺跡 赤野井湾遺跡 縄文   

小津 遺跡 大林城跡 中世   

小津 遺跡 庭塚古墳 古墳   

小津 遺跡 欲賀寺跡 飛鳥   

小津 遺跡 欲賀城跡 中世   

小津 遺跡 欲賀城畑城跡 中世   

小津 動植物等 市民運動公園のミクリ 時代を定めず   

小津 動植物等 小津神社のクスノキ 時代を定めず   

小津 動植物等 小津神社のクロマツ 時代を定めず   

小津 動植物等 小津神社のシイ 時代を定めず   

小津 動植物等 小津神社のシイ林 時代を定めず   

小津 町並み 金森 主に中世   

玉津 建造物 伊藤久嗣宅 明治 現存せず 

玉津 建造物 玉津小学校の奉安殿 昭和以降   

玉津 建造物 今井義雄宅 明治   

玉津 建造物 少林寺無縫塔 室町   

玉津 建造物 庄屋民家 江戸   

玉津 建造物 松岡信善家住宅     

玉津 建造物 赤野井旧港跡の問屋倉庫     
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玉津 建造物 大恩寺本堂 江戸   

玉津 建造物 中西務家 江戸 現存せず 

玉津 建造物 天保義民の庄屋宅（矢島村） 江戸   

玉津 建造物 天満宮石橋     

玉津 建造物 美濃部佐兵衛家住宅     

玉津 建造物 武道天神社層塔 鎌倉   

玉津 建造物 福正寺鐘楼 江戸   

玉津 建造物 福正寺本堂 江戸   

玉津 建造物 林春樹家 江戸   

玉津 建造物 鈴木茂男家 江戸   

玉津 美術工芸品 おかくれ跡(石碑)    

玉津 美術工芸品 阿弥陀如来立像 江戸   

玉津 美術工芸品 阿弥陀如来立像 江戸   

玉津 美術工芸品 一休宗純墨跡「会庵」 室町   

玉津 美術工芸品 一如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 額字「澍法場」 明治   

玉津 美術工芸品 喚鐘 昭和以降   

玉津 美術工芸品 漢詩他貼交軸 江戸   

玉津 美術工芸品 観音堂改修落慶札 昭和以降   

玉津 美術工芸品 観音堂木像聖観音坐像 平安   

玉津 美術工芸品 宮殿棟札 江戸   

玉津 美術工芸品 笈    

玉津 美術工芸品 教如人像 江戸   

玉津 美術工芸品 教如像 江戸   

玉津 美術工芸品 顕如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 顕如像 江戸   

玉津 美術工芸品 厳如上人像 明治   

玉津 美術工芸品 現如上人像 大正   

玉津 美術工芸品 広如書跡「湖南法城」 江戸   

玉津 美術工芸品 江州野洲郡赤野井村 麁絵図 江戸   

玉津 美術工芸品 紙本墨書顕如上人書状 安土桃山   

玉津 美術工芸品 持国天立像 江戸   

玉津 美術工芸品 七高僧像 江戸   

玉津 美術工芸品 七高僧像 江戸   

玉津 美術工芸品 七高僧像 江戸   

玉津 美術工芸品 七高僧像裏書 室町   

玉津 美術工芸品 十字名号 室町   

玉津 美術工芸品 十字名号  附 裏書  １幅 室町   

玉津 美術工芸品 従如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 少林寺聖徳太子勝鬘経講讚図 室町   

玉津 美術工芸品 少林寺文書 江戸   

玉津 美術工芸品 少林寺文書（市所蔵） 主に近世   

玉津 美術工芸品 証券 明治   

玉津 美術工芸品 乗如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 乗如像 江戸   

玉津 美術工芸品 常楽寺縁起(福正寺、赤野井) 室町   

玉津 美術工芸品 常如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 真如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人・蓮如上人連坐像 江戸   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人絵伝 江戸   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人絵伝 室町   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人像 主に近世   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人像 室町   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人像 明治   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人像 江戸   

玉津 美術工芸品 親鸞聖人像 附裏書  室町   

玉津 美術工芸品 諏訪安昭所蔵資料(絵画・書跡) 江戸   

玉津 美術工芸品 正像末和讃 室町   

玉津 美術工芸品 聖徳太子像 江戸   

玉津 美術工芸品 聖徳太子像 江戸   

玉津 美術工芸品 聖徳太子像 江戸   

玉津 美術工芸品 聖徳太子像裏書 室町   

玉津 美術工芸品 聖徳太子立像 江戸   

玉津 美術工芸品 石田自治会共有文書 主に近世   
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玉津 美術工芸品 石田村 御料所・萑部六太夫・斉藤内蔵頭 知行図 明治   

玉津 美術工芸品 赤野井共有文書 複数の時代   

玉津 美術工芸品 赤野井村・杉江村 水論絵図     

玉津 美術工芸品 赤野井大谷派別院所蔵方便法身像 室町   

玉津 美術工芸品 大般若札 江戸   

玉津 美術工芸品 大般若札 江戸   

玉津 美術工芸品 琢如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 達如上人像 主に近世   

玉津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 十二里村 明治   

玉津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 石田村 明治   

玉津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 赤野井村 明治   

玉津 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 矢嶋村 明治   

玉津 美術工芸品 中井茂家文書 主に近世   

玉津 美術工芸品 中西務家文書 主に近世   

玉津 美術工芸品 天満宮屋根葺替札 江戸   

玉津 美術工芸品 天満宮殿屋根葺替札 江戸   

玉津 美術工芸品 伝徳川家康書状 江戸   

玉津 美術工芸品 田井中善晴家文書 主に近代以降   

玉津 美術工芸品 棟札他 主に近世   

玉津 美術工芸品 版木 主に近世   

玉津 美術工芸品 武塔天神社屋根葺替札 江戸   

玉津 美術工芸品 武道天神社鏡箱 江戸   

玉津 美術工芸品 武道天神社銀塊 江戸   

玉津 美術工芸品 武道天神社白木三方 江戸   

玉津 美術工芸品 福正寺阿弥陀仏画像 室町   

玉津 美術工芸品 福正寺文書 主に近代以降   

玉津 美術工芸品 聞光寺十字名号 室町   

玉津 美術工芸品 方便法身尊像 室町   

玉津 美術工芸品 方便法身尊像裏書 室町   

玉津 美術工芸品 鳳凰図 江戸   

玉津 美術工芸品 本如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 明如上人像 主に近代以降   

玉津 美術工芸品 野洲郡玉津村大字赤野井 家宅図 明治   

玉津 美術工芸品 矢島共有文書 主に近世   

玉津 美術工芸品 林春樹家文書    

玉津 美術工芸品 列祖像 江戸   

玉津 美術工芸品 蓮如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 蓮如上人像 江戸   

玉津 美術工芸品 六字名号 室町   

玉津 美術工芸品 六字名号 室町   

玉津 有形民俗 アミバリ(編み針) 近代以降   

玉津 有形民俗 アミモンドリ(網荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 アミモンドリ(網荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 アミモンドリ(網荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 イカリ(錨) 近代以降   

玉津 有形民俗 イチバオケ(市場桶) 近代以降   

玉津 有形民俗 イチバカゴ(市場籠) 近代以降   

玉津 有形民俗 ウエ(荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 ウエ(荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 ウエ(荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 ウナギツツ(鰻筒) 近代以降   

玉津 有形民俗 ウナギツツ(鰻筒) 近代以降   

玉津 有形民俗 エリス(魞簀) 近代以降   

玉津 有形民俗 エリタモ(攩網) 近代以降   

玉津 有形民俗 オイサデアミ(追叉手網) 近代以降   

玉津 有形民俗 オオギ(伏せ籠) 近代以降   

玉津 有形民俗 オシアミ(押し網) 近代以降   

玉津 有形民俗 オトリ(囮) 近代以降   

玉津 有形民俗 カゴ(篭) 近代以降   

玉津 有形民俗 カジキ 近代以降   

玉津 有形民俗 カジキ(加敷) 近代以降   

玉津 有形民俗 ケンザオ(間竿) 近代以降   

玉津 有形民俗 サデ(叉手網) 近代以降   

玉津 有形民俗 サデ(叉手網) 近代以降   
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玉津 有形民俗 サデ(叉手網) 近代以降   

玉津 有形民俗 ジョリン（鋤簾） 近代以降   

玉津 有形民俗 ジョリン（鋤簾） 近代以降   

玉津 有形民俗 ジョリン（鋤簾） 近代以降   

玉津 有形民俗 ジョリン（鋤簾） 近代以降   

玉津 有形民俗 タモ(攩網) 近代以降   

玉津 有形民俗 タモ(攩網) 近代以降   

玉津 有形民俗 タモ(攩網) 近代以降   

玉津 有形民俗 タモ(攩網) 近代以降   

玉津 有形民俗 チクヨウアミ(蓄養網) 近代以降   

玉津 有形民俗 チョマツ 近代以降   

玉津 有形民俗 ツツ(鰻筒) 近代以降   

玉津 有形民俗 トアミ(投網) 近代以降   

玉津 有形民俗 トアミ(投網) 近代以降   

玉津 有形民俗 トアミ(投網) 近代以降   

玉津 有形民俗 トアミ(投網) 近代以降   

玉津 有形民俗 ドンベ(胴瓶) 近代以降   

玉津 有形民俗 ネ(柳の根) 近代以降   

玉津 有形民俗 バイ 近代以降   

玉津 有形民俗 ビク(魚篭) 近代以降   

玉津 有形民俗 ビック(魚籠) 近代以降   

玉津 有形民俗 フキリ(節切り) 近代以降   

玉津 有形民俗 フキリ(節切り) 近代以降   

玉津 有形民俗 マンリキ(万力) 近代以降   

玉津 有形民俗 マンリキ(万力) 近代以降   

玉津 有形民俗 モカキ(藻掻き) 近代以降   

玉津 有形民俗 モカキ(藻掻き) 近代以降   

玉津 有形民俗 モンドリ 近代以降   

玉津 有形民俗 モンドリ(網荃) 近代以降   

玉津 有形民俗 ヤス(簎) 近代以降   

玉津 有形民俗 ヤス(簎) 近代以降   

玉津 有形民俗 ヤモンドリ(堅瓶) 近代以降   

玉津 有形民俗 ヨツデ(四つ手桶) 近代以降   

玉津 有形民俗 ロウ(櫓) 近代以降   

玉津 有形民俗 鯉の餌器 近代以降   

玉津 有形民俗 祭礼用招き鉾飾り・祭礼用招き大団扇 主に近代以降   

玉津 無形民俗 コンメ歌（おさら）     

玉津 無形民俗 ご坊さん触れ（ご坊さん）     

玉津 無形民俗 サンヤレ（はやせよサンヤレ）     

玉津 無形民俗 チッポウカッポウ     

玉津 無形民俗 テッポーカッポ遊び     

玉津 無形民俗 まりつき歌（ウントコドッコイ）     

玉津 無形民俗 まりつき歌（こんこんこん）     

玉津 無形民俗 まりつき歌（ちいびたやの）     

玉津 無形民俗 まりつき歌（とんとんとん戸を）     

玉津 無形民俗 まりつき歌（一かけ二かけ）     

玉津 無形民俗 まりつき歌（一番はじめは）     

玉津 無形民俗 まりつき歌（鳥がかごんだか）     

玉津 無形民俗 伊勢音頭（めでためでたいな）     

玉津 無形民俗 羽根つき歌（ひとめふため）     

玉津 無形民俗 臼すり歌（臼すりこすり）     

玉津 無形民俗 江州音頭（ハア佐渡へ佐渡へと）     

玉津 無形民俗 子守歌（一つ二つは風車）     

玉津 無形民俗 長刀踊り 時代を定めず   

玉津 無形民俗 盆踊り 時代を定めず   

玉津 遺跡 寺中遺跡 弥生   

玉津 遺跡 石田の七曲がり     

玉津 遺跡 赤野井遺跡 奈良   

玉津 遺跡 矢島御所跡 室町   

玉津 遺跡 矢島城跡 中世   

玉津 名勝地 諏訪氏庭園 江戸   

玉津 動植物等 若宮神社のスギ 時代を定めず   

玉津 動植物等 石田町のクロマツ 時代を定めず   

玉津 動植物等 石田町のスギ 時代を定めず   
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玉津 動植物等 天満宮のスギ 時代を定めず   

玉津 文化的景観 守山市赤野井 時代を定めず   

河西 建造物 粟津富佐枝宅   現存せず 

河西 建造物 出湯藤代二家住宅 明治   

河西 建造物 杉本家屋敷 江戸   

河西 建造物 杉本敬一家 江戸   

河西 建造物 杉本邦雄家住宅 江戸   

河西 建造物 西出典年家住宅 明治 現存せず 

河西 建造物 西蓮寺板碑 鎌倉   

河西 建造物 大日堂層塔     

河西 建造物 津田雄一家 江戸   

河西 建造物 蜊江神社石橋     

河西 建造物 蝟江神社楼門 明治   

河西 美術工芸品 延命寺墨書十字名号 室町   

河西 美術工芸品 河西村字川田 堤防施工図 明治   

河西 美術工芸品 笠原町図     

河西 美術工芸品 桓武天皇像 明治   

河西 美術工芸品 喜多自治会共有文書 主に近代以降   

河西 美術工芸品 鬼瓦 江戸   

河西 美術工芸品 近江国野洲郡笠原村地蔵院重宝大般若経理趣分之記 明治   

河西 美術工芸品 江州野洲郡之内河田村 絵図 江戸   

河西 美術工芸品 江西井坪争論 裁許絵図 江戸   

河西 美術工芸品 十二神将像 江戸   

河西 美術工芸品 小嶋村共有文書 主に近世   

河西 美術工芸品 神号「蜊江大明神」 大正   

河西 美術工芸品 杉本権平家文書 主に近世   

河西 美術工芸品 西村甚兵衛家文書 主に近世   

河西 美術工芸品 川田純一家文書 主に近世   

河西 美術工芸品 川田村さこね畑 絵図     

河西 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 小嶋村 明治   

河西 美術工芸品 地蔵菩薩坐像 江戸   

河西 美術工芸品 津布江大明神社由来 江戸   

河西 美術工芸品 天照神図 明治   

河西 美術工芸品 伝教大師像 明治   

河西 美術工芸品 田中家文書 主に近世   

河西 美術工芸品 田中勘兵衛氏所蔵日記 江戸   

河西 美術工芸品 播磨田・今市・荒見・伏野四ヶ村 小字絵図 明治   

河西 美術工芸品 毘沙門天立像 江戸   

河西 美術工芸品 不動明王立像 江戸   

河西 美術工芸品 野洲郡笠原村 古道・潰地 絵図 明治   

河西 美術工芸品 野洲郡中村 土地等級図 明治   

河西 美術工芸品 理趣分記 江戸   

河西 美術工芸品 蜊江神社縁起 江戸   

河西 美術工芸品 蜊江太明神霊祠記 江戸   

河西 美術工芸品 蜊江大明神霊祠記 江戸   

河西 無形民俗 お粥神事 時代を定めず   

河西 無形民俗 お月さんいくつ     

河西 無形民俗 お手玉の歌（猫が嫁入りしゃ）     

河西 無形民俗 かいわい（粥占）の歌     

河西 無形民俗 モチツキ唄     

河西 無形民俗 伊勢音頭（歌のご先生を）     

河西 無形民俗 伊勢音頭（宮の拝殿で）     

河西 無形民俗 羽根つき歌（ひとめふため）     

河西 無形民俗 蛍の歌（ほーたるこーい）     

河西 無形民俗 杭打ち歌（エンヤッコラセー）     

河西 無形民俗 杭打ち歌（ドッコイセー）     

河西 無形民俗 子供の踊り 時代を定めず   

河西 無形民俗 子供相撲 時代を定めず   

河西 無形民俗 子守歌（ねんねころいち）     

河西 無形民俗 子守歌（ねんねころいち）     

河西 無形民俗 子守歌（ねんねころりよ）     

河西 無形民俗 子守歌（泣くな一太郎）     

河西 無形民俗 走りかけ声     

河西 無形民俗 中の中のこうもんそう     
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河西 無形民俗 中の中のこうもんそう     

河西 無形民俗 盆踊り 時代を定めず   

河西 無形民俗 餅つき神事 時代を定めず   

河西 無形民俗 籾すり歌（のうのうこうこう）     

河西 無形民俗 梨の唄     

河西 遺跡 ニノ畦・横枕遺跡 弥生   

河西 遺跡 阿比留遺跡 古墳   

河西 遺跡 笠原陣所跡     

河西 遺跡 狐山古墳 古墳   

河西 遺跡 酒寺遺跡 弥生   

河西 遺跡 小島城跡     

河西 遺跡 川中遺跡 弥生   

河西 遺跡 田中館跡     

河西 遺跡 播磨田城遺跡 室町   

河西 遺跡 播磨田城跡 室町   

河西 遺跡 播磨田東遺跡 弥生   

河西 遺跡 八ノ坪遺跡 古墳   

河西 遺跡 布施野城跡 中世   

河西 動植物等 笠原町のクスノキ 時代を定めず   

河西 動植物等 川辺のミクリ 時代を定めず   

河西 動植物等 天神社のクロマツ 時代を定めず   

速野 建造物 岡本大典氏宅   現存せず 

速野 建造物 下村一嘉氏宅   現存せず 

速野 建造物 下村源五郎家住宅 江戸   

速野 建造物 火葬場 明治   

速野 建造物 大隅一嘉家住宅     

速野 建造物 木野伊之助氏宅  現存せず 

速野 美術工芸品 阿弥陀三尊来迎図 昭和以降   

速野 美術工芸品 阿弥陀如来坐像 平安   

速野 美術工芸品 開発自治会共有文書 主に近代以降   

速野 美術工芸品 開発村 破堤絵図 江戸   

速野 美術工芸品 開発村 麁絵図 江戸   

速野 美術工芸品 勧修作福念仏図説 江戸   

速野 美術工芸品 桓武天皇像 昭和以降   

速野 美術工芸品 観音寺十王図 安土桃山   

速野 美術工芸品 観音寺石仏群 主に中世   

速野 美術工芸品 吉水大師一枚起請文 江戸   

速野 美術工芸品 元三大師像 明治   

速野 美術工芸品 孔雀文磬 明治   

速野 美術工芸品 豪如像 自賛 江戸   

速野 美術工芸品 今井盛隆家文書 主に近代以降   

速野 美術工芸品 山岡鉄舟書跡 主に近世   

速野 美術工芸品 四国八十八所霊場図 主に近代以降   

速野 美術工芸品 種子両界曼荼羅図 江戸   

速野 美術工芸品 真盛上人御絵伝 昭和以降   

速野 美術工芸品 真盛上人像    

速野 美術工芸品 真託上人書跡 明治   

速野 美術工芸品 真朗上人像 明治   

速野 美術工芸品 水保村 川原芝藪地出入 裁許絵図     

速野 美術工芸品 西国三十三所観音霊場図 主に近代以降   

速野 美術工芸品 石蓮実全墨跡 主に近代以降   

速野 美術工芸品 大慈山福林寺観世音菩薩略縁起 江戸   

速野 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 今浜新田 明治   

速野 美術工芸品 竹林七賢図 江戸   

速野 美術工芸品 天台大師像 江戸   

速野 美術工芸品 伝教大師像 主に近代以降   

速野 美術工芸品 伝教大師像 昭和以降   

速野 美術工芸品 田中新太郎家文書 主に近代以降   

速野 美術工芸品 渡辺丹後守領分 近江国野洲郡戸田村 絵図 明治   

速野 美術工芸品 藤本鉄石書跡 江戸   

速野 美術工芸品 南洲書跡 明治   

速野 美術工芸品 二河白道図 江戸   

速野 美術工芸品 日吉山王神像 江戸   

速野 美術工芸品 悲母観音像 主に近代以降   
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速野 美術工芸品 不動明王二童子像 江戸   

速野 美術工芸品 福林寺木像十一面観音立像 平安   

速野 美術工芸品 文殊大士像 主に近代以降   

速野 美術工芸品 法然上人像 江戸   

速野 美術工芸品 妙法蓮華経 江戸   

速野 美術工芸品 野洲郡戸田邑 木下様御領地 絵図 明治   

速野 美術工芸品 連光寺方便法身像 室町   

速野 美術工芸品 六字名号・真盛上人筆 室町   

速野 美術工芸品 六字名号・真兀上人筆 昭和以降   

速野 美術工芸品 閻魔髑髏図 明治   

速野 有形民俗 アバ（浮子） 近代以降   

速野 有形民俗 アミイト(編み糸) 近代以降   

速野 有形民俗 アミザオ（編み竿） 近代以降   

速野 有形民俗 アミザオ（編み棹） 近代以降   

速野 有形民俗 アミバリ(編み針) 近代以降   

速野 有形民俗 イケス(生簀) 近代以降   

速野 有形民俗 イモアライ(芋洗い) 近代以降   

速野 有形民俗 イワの型（イワ焼き） 近代以降   

速野 有形民俗 ウエ(荃) 近代以降   

速野 有形民俗 エビタツベ 近代以降   

速野 有形民俗 オオギ 近代以降   

速野 有形民俗 オケ 近代以降   

速野 有形民俗 オケ(桶) 近代以降   

速野 有形民俗 オケ(桶) 近代以降   

速野 有形民俗 オケゲタ(桶下駄) 近代以降   

速野 有形民俗 オケナンバ 近代以降   

速野 有形民俗 オモリ(鉄錘) 近代以降   

速野 有形民俗 カーバイド 近代以降   

速野 有形民俗 カゴ(籠) 近代以降   

速野 有形民俗 カジ(舵)とカジツカ(舵柄) 近代以降   

速野 有形民俗 カジキ(加敷) 近代以降   

速野 有形民俗 カジキ(加敷) 近代以降   

速野 有形民俗 カナギウエ(荃) 近代以降   

速野 有形民俗 カナギコイト（小糸） 近代以降   

速野 有形民俗 カマ(釜) 近代以降   

速野 有形民俗 ケナワ（毛縄） 近代以降   

速野 有形民俗 コイト網（刺網） 近代以降   

速野 有形民俗 コイノクチのハンテン（鯉口の袢纏） 近代以降   

速野 有形民俗 コバンビツ(小判櫃) 近代以降   

速野 有形民俗 ゴミカキのタモ(攩網) 近代以降   

速野 有形民俗 ゴミカキのツク 近代以降   

速野 有形民俗 コワタシ 近代以降   

速野 有形民俗 サデスクイ(叉手掬)の柄 近代以降   

速野 有形民俗 ジョリン（鋤簾） 近代以降   

速野 有形民俗 スゴアミ（小糸網） 近代以降   

速野 有形民俗 セイロ(蒸籠) 近代以降   

速野 有形民俗 タツベのノドの竹 近代以降   

速野 有形民俗 タモ 近代以降   

速野 有形民俗 タモ 近代以降   

速野 有形民俗 タライ(盥） 近代以降   

速野 有形民俗 チョウマツ（エリ立て道具） 近代以降   

速野 有形民俗 ツチ 近代以降   

速野 有形民俗 ツチノコ 近代以降   

速野 有形民俗 ツチノコ(石錘) 近代以降   

速野 有形民俗 ツチノコ(木錘) 近代以降   

速野 有形民俗 ツチノコ(木錘) 近代以降   

速野 有形民俗 ツボ（壺)柿渋入れ 近代以降   

速野 有形民俗 ツルベ(釣瓶) 近代以降   

速野 有形民俗 ツルベアゲ(釣瓶揚げ) 近代以降   

速野 有形民俗 トオシ(篩) 近代以降   

速野 有形民俗 トナベ(斗鍋) 近代以降   

速野 有形民俗 ドロイワ(土錘) 近代以降   

速野 有形民俗 ハリ（網針） 近代以降   

速野 有形民俗 フゴ 近代以降   
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速野 有形民俗 フナゴイト(鮒小糸網) 近代以降   

速野 有形民俗 フロシキ（風呂敷） 近代以降   

速野 有形民俗 ヘラ 近代以降   

速野 有形民俗 ボウ(天秤棒) 近代以降   

速野 有形民俗 ミズグルマ（水車） 近代以降   

速野 有形民俗 モッコ(畚) 近代以降   

速野 有形民俗 モロコアミ（小糸網） 近代以降   

速野 有形民俗 モロココイト(小糸網) 近代以降   

速野 有形民俗 ヨコヅチ(横槌) 近代以降   

速野 有形民俗 ヨツデオケ(四つ手桶) 近代以降   

速野 有形民俗 ロ(櫓) 近代以降   

速野 有形民俗 ワク（糸巻き） 近代以降   

速野 有形民俗 ワク(台共) 近代以降   

速野 有形民俗 ワク（枠） 近代以降   

速野 有形民俗 ワク(枠) 近代以降   

速野 有形民俗 ワラジョウリ（藁草履） 近代以降   

速野 有形民俗 炭入れ 近代以降   

速野 有形民俗 竹の節抜き 近代以降   

速野 有形民俗 蓄養網 近代以降   

速野 有形民俗 銚子 近代以降   

速野 有形民俗 通帳 近代以降   

速野 有形民俗 麦打台 近代以降   

速野 有形民俗 編み棹 近代以降   

速野 有形民俗 弁当箱 大正   

速野 有形民俗 墨壺 近代以降   

速野 有形民俗 木綿糸 近代以降   

速野 無形民俗 おひたき唄     

速野 無形民俗 コンメの歌（いちでよいのは）     

速野 無形民俗 コンメの歌（いちでよいのは）     

速野 無形民俗 コンメの歌（うちの裏のちしゃ畑）     

速野 無形民俗 コンメの歌（つべたやの）     

速野 無形民俗 コンメの歌（一で長浜だいこ町）     

速野 無形民俗 コンメの歌（一番はじめは一の宮）     

速野 無形民俗 しびれ京へのぼれ     

速野 無形民俗 デッポウカッポ     

速野 無形民俗 どんどの歌（どんどの藁おくれ）     

速野 無形民俗 なわとび歌（〇〇さんおーはいり）     

速野 無形民俗 なわとび歌（おおなみこなみ）     

速野 無形民俗 伊勢音頭（チョイトここらでな）     

速野 無形民俗 伊勢音頭（めでためでたいな）     

速野 無形民俗 亥の子の歌（亥の子のばんに）     

速野 無形民俗 臼すり歌（のうのうや）     

速野 無形民俗 荷出唄     

速野 無形民俗 蛍の歌（ほーほーほたるこい）     

速野 無形民俗 左義長の歌（左義長やどんどんや）     

速野 無形民俗 山のげんごろうさん     

速野 無形民俗 子守歌（ねんねころいち）     

速野 無形民俗 子守歌（一つ二つは風車）     

速野 無形民俗 手合わせの歌（ひとつひよこが）     

速野 無形民俗 青物づくし     

速野 無形民俗 石うち歌（にしの白雪や朝日で）     

速野 無形民俗 節分の歌（おばさんおばさん）     

速野 無形民俗 草とり歌（夏は木のかげ）     

速野 無形民俗 草取り歌（歌いなされよ）     

速野 無形民俗 草取り歌（細いかいなに）     

速野 無形民俗 大八車の歌（いんきょの鳥と）     

速野 無形民俗 中の中のこうもんそう     

速野 無形民俗 胴づぎ唄     

速野 無形民俗 盆踊り 時代を定めず   

速野 無形民俗 未詳（からすカアカア）     

速野 無形民俗 未詳（一で芋くうて）     

速野 遺跡 旧広明・旧今浜小学校跡 明治   

速野 遺跡 旧洲本学校跡 明治   

速野 遺跡 旧村役場跡・旧駐在所跡 明治   
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速野 遺跡 旧木浜小学校跡 明治   

速野 遺跡 今浜城跡 中世   

速野 遺跡 速野監視哨 昭和以降 現存せず 

速野 遺跡 大槻氏城跡 中世   

速野 遺跡 木浜城跡 中世   

速野 動植物等 ハマヒルガオ 時代を定めず   

速野 動植物等 ヨシ地（木浜町） 時代を定めず   

速野 動植物等 観音寺のフジ 時代を定めず   

速野 動植物等 旧野洲川堤防沿いの稀少植物 時代を定めず   

速野 動植物等 中野樹下神社の大モミジ 時代を定めず   

中洲 無形民俗 近江のケンケト祭り・長刀振りの鮒ずし切りの神事(すし切祭り) 時代を定めず   

中洲 建造物 下新川神社太鼓橋     

中洲 建造物 河野好勝家住宅 明治   

中洲 建造物 称名院石幢 室町   

中洲 建造物 称名院本堂 奈良   

中洲 建造物 森田治右エ門家住宅 明治   

中洲 建造物 西村稔宅 江戸   

中洲 建造物 西村利彰宅 江戸   

中洲 建造物 津田宗五郎家住宅 明治   

中洲 建造物 天満宮石橋     

中洲 建造物 東光寺五輪塔 室町   

中洲 建造物 北村動嗣家住宅 明治   

中洲 建造物 北村房芳家住宅     

中洲 美術工芸品 阿弥陀如来坐像 平安   

中洲 美術工芸品 阿弥陀如来坐像 観音菩薩立像 勢至菩薩立像 明治   

中洲 美術工芸品 雲版 江戸   

中洲 美術工芸品 下荒川神社号 主に近代以降   

中洲 美術工芸品 下新川神社文書 室町 現存せず 

中洲 美術工芸品 下新川神社木札 江戸   

中洲 美術工芸品 駕籠 江戸   

中洲 美術工芸品 喚鐘 江戸   

中洲 美術工芸品 観音菩薩立像 江戸   

中洲 美術工芸品 亀田鵬斎和歌 江戸   

中洲 美術工芸品 懸仏 江戸   

中洲 美術工芸品 御幣 江戸   

中洲 美術工芸品 幸津川自治会文書 主に近世   

中洲 美術工芸品 山越阿弥陀図 江戸   

中洲 美術工芸品 釈迦十六善神図 昭和以降   

中洲 美術工芸品 釈迦十六善神像 江戸   

中洲 美術工芸品 釈迦誕生仏立像 江戸   

中洲 美術工芸品 小浜自治会共有文書 主に近世   

中洲 美術工芸品 鉦鼓 江戸   

中洲 美術工芸品 浄土曼荼羅図 江戸   

中洲 美術工芸品 新庄・中村・比江・川田・田中・喜多 双方立会見取絵図 江戸   

中洲 美術工芸品 新庄の銅鐸     

中洲 美術工芸品 新庄村 水押絵図 江戸   

中洲 美術工芸品 新庄村郷 絵図 江戸   

中洲 美術工芸品 神階・大明神号 江戸   

中洲 美術工芸品 正一位下新川大明神社由緒之事 室町   

中洲 美術工芸品 尊朝法親王 和歌色紙 安土桃山   

中洲 美術工芸品 大般若波羅密多経 江戸   

中洲 美術工芸品 大般若波羅密多経 主に近世   

中洲 美術工芸品 大鏧 江戸   

中洲 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 小浜村 明治   

中洲 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 新庄村 明治   

中洲 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 第八区幸津川村 明治   

中洲 美術工芸品 地券取調総絵図 近江国野洲郡 服部村 明治   

中洲 美術工芸品 竹虎・鶴・獅子図 江戸   

中洲 美術工芸品 中西作次家文書 主に近代以降   

中洲 美術工芸品 中門透塀改築棟札 明治   

中洲 美術工芸品 朝日姫位牌 江戸   

中洲 美術工芸品 天井画 江戸   

中洲 美術工芸品 天女図 江戸   

中洲 美術工芸品 桃園天皇和歌詠草 江戸   
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所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 備考 

中洲 美術工芸品 樋上家所蔵資料 主に近世   

中洲 美術工芸品 不動明王立像 江戸   

中洲 美術工芸品 布袋図 碧水筆 江戸   

中洲 美術工芸品 服部自治会共有文書 主に近代以降   

中洲 美術工芸品 豊受大神号 江戸   

中洲 美術工芸品 埋蔵文化財センター収蔵品 主に原始   

中洲 美術工芸品 妙法蓮華経観音菩薩普門品第二十五 室町   

中洲 美術工芸品 野洲郡第八区新庄村 堤防図 明治   

中洲 美術工芸品 野洲郡中洲村大字新庄 第二耕地整理組合地区 確定図     

中洲 美術工芸品 野洲郡中洲村大字新庄 第二耕地整理組合地区 予定図     

中洲 美術工芸品 揚流観音像 江戸   

中洲 美術工芸品 立花村 地頭様 所領図 江戸   

中洲 美術工芸品 立田円福寺の石仏 室町   

中洲 美術工芸品 龍上観音図 江戸   

中洲 美術工芸品 龍図 江戸   

中洲 美術工芸品 六字名号 室町   

中洲 美術工芸品 和歌詠草 江戸   

中洲 美術工芸品 鰐口 江戸   

中洲 美術工芸品 鰐口 江戸   

中洲 美術工芸品 梵字天神号 江戸   

中洲 美術工芸品 涅槃図 江戸   

中洲 美術工芸品 涅槃図 江戸   

中洲 有形民俗 チョウチン(提燈) 近代以降   

中洲 有形民俗 ヒゲナシ 近代以降   

中洲 有形民俗 ホソナワ 近代以降   

中洲 有形民俗 マエカケ 近代以降   

中洲 有形民俗 モジ(荃) 近代以降   

中洲 有形民俗 モッコ(畚) 近代以降   

中洲 有形民俗 モンドリ 近代以降   

中洲 有形民俗 ヨコヅチ 近代以降   

中洲 有形民俗 ワラジ（草鞋） 近代以降   

中洲 無形民俗 かんこの歌（エエいまこそ）     

中洲 無形民俗 さんやれ     

中洲 無形民俗 ニホンコの歌（今朝もはよう）     

中洲 無形民俗 伊勢音頭（ハアヨーオイナー）     

中洲 無形民俗 子供盆踊り 時代を定めず   

中洲 無形民俗 神いさめの唄     

中洲 無形民俗 神いさめの歌（コラ道の初めは）     

中洲 無形民俗 神縄祭（勧進吊） 時代を定めず   

中洲 無形民俗 石搗き歌（いがいものじゃが）     

中洲 無形民俗 石搗き歌（ここをついてたもれ）     

中洲 無形民俗 石搗き歌（ハアめでためでてたが）     

中洲 無形民俗 茶つみ唄     

中洲 無形民俗 茶もみ唄     

中洲 無形民俗 二本この唄     

中洲 無形民俗 八幡神社祭 時代を定めず   

中洲 遺跡 戸田城跡 中世   

中洲 遺跡 幸津川館跡 中世   

中洲 遺跡 小浜城跡 中世   

中洲 遺跡 服部遺跡 弥生   

中洲 遺跡 服部陣屋跡 江戸   

中洲 遺跡 立花城跡 中世   

中洲 動植物等 新宮神社のスギ 時代を定めず   

市全域 動植物等 守山の湧水とホタル 時代を定めず   

市全域 建造物 橋梁（東海道線） 明治   

市全域 美術工芸品 伊能忠敬 特別地域図『琵琶湖図』 江戸   

市全域 美術工芸品 伊能忠敬『大日本沿海輿地全図』(伊能中図)湖南部分 江戸   

市全域 美術工芸品 井伊直通ほか 近江国絵図 江戸   

市全域 美術工芸品 近江国絵図 江戸   

市全域 美術工芸品 寿明若様御通輿 漉絵図 江戸   

市全域 美術工芸品 大津県 近江国全図 明治   

市全域 無形民俗 あそび唄     

市全域 無形民俗 イモチ送り     

市全域 無形民俗 ゴボーさんぶれ     
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所在地 

（学区） 
種類 名称 時代 備考 

市全域 無形民俗 コンメ唄     

市全域 無形民俗 てっぽうかっぽう     

市全域 無形民俗 てまり唄     

市全域 無形民俗 ドチンコあそび     

市全域 無形民俗 まりつき唄     

市全域 無形民俗 亥の子     

市全域 無形民俗 亥の子のけんか     

市全域 無形民俗 臼すり唄     

市全域 無形民俗 唄     

市全域 無形民俗 杭打唄     

市全域 無形民俗 江州なまり     

市全域 無形民俗 左義長     

市全域 無形民俗 子守唄     

市全域 無形民俗 獅子舞の唄     

市全域 無形民俗 水替唄     

市全域 無形民俗 石つき唄     

市全域 無形民俗 節分もらい豆     

市全域 無形民俗 草取唄     

市全域 無形民俗 草取唄     

市全域 無形民俗 大八車あそび     

市全域 無形民俗 町並かぞえ唄     

市全域 無形民俗 童唄     

市全域 無形民俗 粉すり唄     

市全域 無形民俗 報恩講の触れ     

市全域 無形民俗 螢     

市全域 文化的景観 湖南の条里水田と集落 時代を定めず   

市外 美術工芸品 市河原村検地帳 安土桃山   

市外 美術工芸品 綿織寺 江戸   

市外 美術工芸品 綿織寺蔵浄土宗一流血脈譜系 南北朝   

市外 美術工芸品 矢放神社大般若経 鎌倉   

不明 美術工芸品 岡田八十司氏所蔵記録 江戸 現存せず 

不明 美術工芸品 曲直瀬道三寄進状 安土桃山 現存せず 

不明 美術工芸品 慶長検地帳 安土桃山   

不明 美術工芸品 志水氏文書 江戸   

不明 美術工芸品 小宮山芳太郎氏文書 安土桃山 現存せず 

不明 美術工芸品 八幡神社文書(社記) 安土桃山 現存せず 

不明 美術工芸品 蓮井知城文書 室町 現存せず 

不明 無形民俗 ヤートコナ祝唄     

不明 遺跡 吉村構     

不明 遺跡 中山陣所跡     

※ 文化財の範囲が広域にまたがる場合、代表点等の主たるポイントが所在する学区を所在地としている 

※ 時代区分が空欄のものは、時代が不明または未調査 

※ 過去の既往調査にて把握したものは、現存の有無に限らず記載 
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２－４．地域資産一覧 
 
（令和３年（2021）８月末現在） 
 

【守山学区】 

種類 名称 

神社 皇太神宮 

神社 市杵嶋神社 

神社 樹下神社（横江） 

神社 樹下神社（今宿） 

神社 勝部神社 

神社 諏訪神社 

神社 大将軍神社 

神社 天満宮（守山） 

神社 日吉神社（阿村） 

神社 八幡宮 

神社 八尾神社 

寺院 安楽寺 

寺院 安楽寺 

寺院 永願寺 

寺院 円光寺 

寺院 円成寺 

寺院 教願寺 

寺院 最明寺 

寺院 守善寺 

寺院 十王寺 

寺院 称名寺 

寺院 常願寺 

寺院 常行寺 

寺院 浄土寺 

寺院 正安寺 

寺院 西光寺 

寺院 西福寺 

寺院 西蓮寺 

寺院 専光寺 

寺院 専徳寺 

寺院 善福寺 

寺院 大光寺 

寺院 超勝寺 

寺院 東門院（守山寺） 

寺院 得成寺 

寺院 徳栄寺 

寺院 福寿院 

寺院 宝善寺 

寺院 本像寺 

寺院（廃寺） 光明寺（廃寺） 

旧跡・名所 甲屋の跡 

旧跡・名所 住蓮房母公の墓 

旧跡・名所 勝部神社御旅所 

旧跡・名所 勝部神社梅田御旅所 

旧跡・名所 木内石亭墓碑 

古道・街道 伊勢道 

古道・街道 志那街道 

古道・街道 俊太郎道 

道標・常夜灯・町石等 古高俊太郎先生誕生地の道標 

道標・常夜灯・町石等 甲屋之祉 

道標・常夜灯・町石等 従是南淀領標石 

道標・常夜灯・町石等 従是北淀領標石 

道標・常夜灯・町石等 中山道石造道標 

道標・常夜灯・町石等 薬師如来への道標 

石碑等 「大門町の由来」と題した歌碑 

石碑等 岡田國太郎の感恩碑 

石碑等 紀貫之の歌碑 

石碑等 甲屋敷石碑 

石碑等 守山町の忠魂碑（勝部神社） 

石碑等 新池の碑 

種類 名称 

石碑等 青少年赤十字団(JRC)発祥の顕彰碑 

石碑等 渡辺朝次の歌碑 

石碑等 蓮井知城の彰徳碑 

祠、地蔵堂等 源内塚（薬師堂） 

祠、地蔵堂等 三十番神堂 

祠、地蔵堂等 市神社 

祠、地蔵堂等 石橋 

祠、地蔵堂等 地蔵堂 

祠、地蔵堂等 地蔵堂と願い石 

祠、地蔵堂等 日吉神社（伊勢） 

湧水、水汲み場 七ツ池、油池地域 

湧水、水汲み場 十二郷井跡 

水利施設 円形分水 

水利施設 吉川(境川) 

水利施設 三戸津川(美戸津川) 

水利施設 三津川 

水利施設 三津川公園 

人工地形 条里制 

産業・生業 （諸職）表具 

伝承・言い伝え ヨキのニギリメシ（ハリツケの話） 

伝承・言い伝え 安産石 

伝承・言い伝え 銀座のセリ田とあまが池 

伝承・言い伝え 尼ガ池の伝説 

伝承・言い伝え 謡曲「望月」 

伝承・言い伝え 頼朝駒止の清水と柳 

伝承・言い伝え 老猫と老婆 

人物 （人物ゆかりの文化財）源頼朝と源内塚 

人物 （人物ゆかりの文化財）古高俊太郎と古高町 

人物 （人物ゆかりの文化財）木内石亭と本像寺 

地名 （地名）下赤目 

地名 （地名）金橋 

地名 （地名）金森 

地名 （地名）桜 

地名 （地名）上赤目 

地名 （地名）赤目東 

地名 （地名）中之錠 

地名 （地名）釘抜 

地名 （地名）北中錠 

植物群落 勝部の竹藪 

名木・古木 エゴノキ（日吉神社） 

名木・古木 エノキ（一里塚） 

名木・古木 キササゲ（西蓮寺） 

名木・古木 クロガネモチの大木（勝部神社） 

名木・古木 ゲッケイジュ（大光寺） 

名木・古木 タラヨウ（勝部神社） 

名木・古木 大光寺のケヤキ 

名木・古木 日吉神社のクロガネモチ跡 

名木・古木 福寿院の槙 

 

【吉身学区】 

種類 名称 

神社 住吉神社 

神社 新川神社 

神社 田中神社 

神社 馬路石邊神社 

寺院 雲蔵寺 

寺院 願立寺 

寺院 源昌寺 

寺院 慈眼寺 

寺院 西隆寺 

寺院 専徳寺 
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種類 名称 

寺院 東福寺 

寺院 明覚寺 

寺院 明泉寺 

寺院 佛母庵 

寺院（廃寺） 阿弥陀寺（廃寺） 

旧跡・名所 立入城主一族の墓碑 

古道・街道 石部道 

道標・常夜灯・町石等 石造道標 

道標・常夜灯・町石等 石柱 

石碑等 守山町の忠魂碑（東門院） 

石碑等 専徳寺境内の石碑 

祠、地蔵堂等 地蔵堂 

湧水、水汲み場 華池跡 

湧水、水汲み場 守山川源流跡 

湧水、水汲み場 水洗い場（勝部町） 

湧水、水汲み場 浮気湧水 

水利施設 （石田川上流）環境用水地下水ポンプ 

水利施設 金森川源流（油池）環境用水地下ポンプ 

水利施設 守山浦跡 

水利施設 守山沸 

水利施設 石田川運河（吉身） 

水利施設 船着場跡（馬路石邊神社） 

水害遺産 内堤防跡（立入町） 

伝承・言い伝え ユウレイババ 

伝承・言い伝え 岩穴（いわた） 

伝承・言い伝え 硯石硯池 

伝承・言い伝え 硯石硯池・馬つなぎの石 

伝承・言い伝え 御神輿伝説（ミコシ塚） 

伝承・言い伝え 弘法さんの蚊封じ 

伝承・言い伝え 田中神社の石 

伝承・言い伝え 馬つなぎの石 

伝承・言い伝え 白菊の里 

伝承・言い伝え 白菊の里伝承 

伝承・言い伝え 帆柱観音 

人物 （人物ゆかりの文化財）岡田逸次郎と石田川運河 

人物 （人物ゆかりの文化財）立入宗継と立入町 

地名 （地名）金影 

地名 （地名）金屋 

地名 （地名）鍵田 

地名 （地名）上鎌田 

植物群落 コスモス（下之郷町） 

植物群落 シイ林（馬路石邊神社） 

植物群落 シイ林の相林（住吉神社） 

名木・古木 アカメヤナギの大木（馬路石邊神社） 

名木・古木 シイ（住吉神社） 

名木・古木 シイの大木（馬路石邊神社） 

名木・古木 岡のムクノキ跡 

名木・古木 源昌寺のサザンカ 

名木・古木 西隆寺のコウヤマキ 

名木・古木 東福寺のシキミ 

名木・古木 明覚寺のクロマツ 

動物、動物生息地 ハリヨ 

 

【小津学区】 

種類 名称 

神社 岩崎神社 

神社 金神社 

神社 熊野神社 

神社 光治神社 

神社 水渡神社 

神社 天満宮（山賀） 

神社 八幡神社（大林） 

神社 欲賀神社 

寺院 因宗寺 

寺院 覚明寺 

種類 名称 

寺院 金森懸所（御坊） 

寺院 慶先寺 

寺院 慶蓮寺 

寺院 照養寺 

寺院 浄光寺 

寺院 浄念寺 

寺院 正光寺 

寺院 西宝寺 

寺院 善立寺 

寺院 明楽寺 

寺院 明光寺 

寺院 明然寺 

寺院 蓮生寺 

古道・街道 志那街道 

古道・街道 馬街道 

道標・常夜灯・町石等 金森町 T字路の道標 

道標・常夜灯・町石等 常夜燈 

道標・常夜灯・町石等 灯籠（小津神社） 

石碑等 京都岡崎芭蕉堂第 12 世岩井藍水の句碑 

石碑等 小津村の忠魂碑 

石碑等 大嘗会の神楽歌歌碑 

石碑等 道西坊旧祉 

祠、地蔵堂等 護摩堂 

祠、地蔵堂等 山賀・薬師堂 

祠、地蔵堂等 薬師堂（蓮生寺） 

湧水、水汲み場 金森遺跡井戸跡 

湧水、水汲み場 金森湧水公園 

湧水、水汲み場 蓮如池 

水利施設 逆流防止樋門（新守山川第Ⅰ樋門） 

水利施設 金森川の水車 

水利施設 森川町の企業用地下水ポンプ 

水利施設 水田かんがい用地下水ポンプ（三宅町） 

水利施設 船入跡（杉江村） 

水害遺産 水止め石 

食文化 にが菜会 

食文化 正月のコツコツ 

伝承・言い伝え 「蓮如さんの雷封じ」 

伝承・言い伝え 「蓮如の逆さ葺き」 

伝承・言い伝え ガタロー 

伝承・言い伝え キンヨモンの地蔵 

伝承・言い伝え ホシカ力石 

伝承・言い伝え 苦菜会 

伝承・言い伝え 空をとんだ最初の人 

伝承・言い伝え 語らない石 

伝承・言い伝え 山賀と三ノ宮さん 

伝承・言い伝え 大師講さん 

伝承・言い伝え 塚の山 

伝承・言い伝え 冬塚 

伝承・言い伝え 二十日休み（入会権の争い） 

伝承・言い伝え 欲賀力石 

人物 （人物ゆかりの文化財）金森長近と金森町 

人物 （人物ゆかりの文化財）蓮如上人 

名木・古木 オハツキイチョウ（照養寺） 

名木・古木 サカキ（八幡神社） 

名木・古木 シャシャンボの大木（欲賀神社） 

名木・古木 ナギ（熊野神社） 

名木・古木 ヒノキ（欲賀神社） 

名木・古木 ミツマタ（善立寺） 

名木・古木 ヤブニッケイ・ムクロジ（八幡神社） 
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【玉津学区】 

種類 名称 

神社 若宮神社（石田） 

神社 小津若宮神社 

神社 小津神社 

神社 天満宮（石田） 

神社 天満宮（赤野井） 

神社 二宮神社 

神社 武道天神社 

寺院 少林寺 

寺院 常照寺 

寺院 浄満寺 

寺院 真光寺 

寺院 西照寺 

寺院 赤野井西別院 

寺院 赤野井東別院 

寺院 専念寺 

寺院 福正寺 

寺院 聞光寺 

古道・街道 佐々木街道 

道標・常夜灯・町石等 自治会前道標 

石碑等 玉津村の忠魂碑 

石碑等 野洲浦港縁起の碑 

石碑等 蓮如上人御法難殉教者之廟 

石碑等 閼伽井 

石碑等 魞可浜 

祠、地蔵堂等 釈迦堂 

祠、地蔵堂等 赤野井蓮如堂 

湧水、水汲み場 自噴井 

湧水、水汲み場 十二里町民家の川戸跡 

湧水、水汲み場 閼迦井（池） 

水利施設 紺屋淵のイカリ 

水利施設 四分六のイカリ 

水利施設 小津袋 

水利施設 石田川運河（玉津） 

水利施設 赤野井旧港跡 

水利施設 赤野井天神川水門 

水利施設 船入跡（赤野井村） 

水利施設 船入跡（赤野井道） 

水利施設 分水石 

水利施設 平港（栢口）の船溜り跡 

水利施設 野洲浦港跡 

人工地形 馬場 

水害遺産 伊賀坊了誓の碑 

水害遺産 矢島松斉顕彰碑 

水害遺産 六条堤 

産業・生業 エビタツベ 

産業・生業 オシアミ 

産業・生業 クシダケ 

産業・生業 コイタツベ 

産業・生業 シジミカキ 

産業・生業 シバヅケ 

産業・生業 タツベ 

産業・生業 ツツ（ウナギヅツ） 

産業・生業 フチダケ 

産業・生業 メセ 

産業・生業 モンドリ 

産業・生業 赤野井湾の真珠養殖漁場 

産業・生業 琵琶湖の藻採り 

産業・生業 矢島かぶら 

食文化 モロコずし 

食文化 納豆餅 

伝承・言い伝え 
「一本こうじ」が堅田から赤野井に持ち

帰った石（釈迦堂） 

伝承・言い伝え 
「一本こうじ」が堅田から赤野井に持ち

帰った石（小津若宮神社） 

種類 名称 

伝承・言い伝え 
「一本こうじ」が堅田から赤野井に持ち

帰った石（福正寺） 

伝承・言い伝え 「蓮如さんと葦」 

伝承・言い伝え アカイの池 

伝承・言い伝え ミコシの争い 

伝承・言い伝え 伊賀坊と二升ダル 

伝承・言い伝え 伊賀坊の石 

伝承・言い伝え 宮の中島の不思議 

伝承・言い伝え 少林寺のカミナリ池 

伝承・言い伝え 石田七まがり 

伝承・言い伝え 矢島カブラと分部のお殿さん 

伝承・言い伝え 幽霊つぼ 

伝承・言い伝え 雷神井 

伝承・言い伝え 利與門のナマズ 

人物 （人物ゆかりの文化財）一休和尚と少林寺 

人物 （人物ゆかりの文化財）足利義昭と矢島御所 

地名 （地名）下金 

地名 （地名）金田井 

地名 （地名）赤見 

地名 （地名）赤見 

名木・古木 エノキ（武道天神社） 

名木・古木 ゴヨウマツ、オハツキイチョウ（常照寺） 

名木・古木 シイノキ（小津若宮神社） 

名木・古木 タギョウショウ（赤野井東別院） 

名木・古木 マテバシイ（十二里二宮神社） 

名木・古木 ラカンマキ（福正寺） 

名木・古木 石田の一本松 

名木・古木 蓮如さんの柳（箸塚） 

 

【河西学区】 

種類 名称 

神社 皇小津神社 

神社 荒神社 

神社 若宮神社（中） 

神社 天神社（喜多） 

神社 天神社（荒見） 

神社 天神社（川田） 

神社 天神社（矢島） 

神社 天満宮（小島） 

神社 八代神社 

神社 八大神社 

神社 八田神社 

神社 八幡神社（川田） 

神社 蜊江神社（笠原） 

神社 蜊江神社（川辺） 

寺院 永生寺 

寺院 円立寺 

寺院 延命寺 

寺院 願立寺 

寺院 教順寺 

寺院 教信寺 

寺院 源福寺 

寺院 重願寺 

寺院 順教寺 

寺院 常念寺 

寺院 浄雲寺 

寺院 浄宝寺 

寺院 正福寺 

寺院 正蓮寺 

寺院 西方寺 

寺院 西蓮寺 

寺院 善慶寺 

寺院 地蔵院 

寺院 仏眼寺 

寺院（その他） 万願寺 
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種類 名称 

古道・街道 錦織寺道 

古道・街道 佐々木街道 

道標・常夜灯・町石等 観世音ちかみち道標 

道標・常夜灯・町石等 佐々木街道の道標 

道標・常夜灯・町石等 道標（守山道） 

道標・常夜灯・町石等 道標（播磨田道） 

石碑等 河西村の忠魂碑 

石碑等 高田信岳顕彰碑 

石碑等 高田進岳の顕彰碑 

石碑等 田中幸右衛門記念碑 

祠、地蔵堂等 延命地蔵尊 

湧水、水汲み場 阿比留の川戸 

湧水、水汲み場 笠原町民家の川戸跡 

湧水、水汲み場 丸坪湧跡 

湧水、水汲み場 宮川池（江西湧跡） 

湧水、水汲み場 御蜊池跡 

湧水、水汲み場 川戸 

湧水、水汲み場 矢島湧跡 

水利施設 出湯の樋 

水利施設 小島町の企業地下水ポンプ 

水利施設 製造業及び養殖漁業の排水 

水利施設 播磨田井 

水利施設 播磨田上水道水源地 

水利施設 播磨田湯の樋 

水利施設 落差工 

水害遺産 移転記念碑（川辺） 

水害遺産 一本松の記念碑（天神社） 

水害遺産 十王堂の墓碑 

水害遺産 城野曹長之碑 

水害遺産 水災記念碑 

水害遺産 水止め石 

水害遺産 水止め石 

水害遺産 川田の一本松跡 

水害遺産 川田橋と二重堤防 

水害遺産 川田合村跡 

水害遺産 通水15周年記念碑 野洲川放水路事業記念銘板等 

産業・生業 （諸職）綴織 

産業・生業 笠原しょうが 

伝承・言い伝え ウシのトキ参り 

伝承・言い伝え おツブさん 

伝承・言い伝え お寺のうしろどうのこと 

伝承・言い伝え はすねだの石 

伝承・言い伝え 一本松のタタリ 

伝承・言い伝え 家についた蛇 

伝承・言い伝え 神が淵の神輿 

伝承・言い伝え 稚児の森と合村 

伝承・言い伝え 天神さんと清右衛門さん 

伝承・言い伝え 播磨田の水どめ石 

伝承・言い伝え 播磨田の樋 

伝承・言い伝え 六兵衛山 

伝承・言い伝え 蜊江神社のタニシ 

人物 （人物ゆかりの文化財）田中幸右衛門と播磨田樋 

地名 （地名）一碇川中 

地名 （地名）金造り 

地名 （地名）黒金子 

地名 （地名）針本 

地名 （地名）南桜 

地名 （地名）二ノ碇 

地名 （地名）二碇川中 

地名 （地名）北桜 

自然地形 尼ケ池 

植物群落 ヒノキ人工林（八田神社） 

植物群落 蜊江神社菖蒲池 

名木・古木 アラカシの大木（八大神社） 

名木・古木 カクレミノ（皇小津神社） 

種類 名称 

名木・古木 コウヨウザンとナナメノキ（八田神社） 

名木・古木 ツガ（天満宮） 

名木・古木 ヒイラギ（天神社） 

名木・古木 喜多の淡墨桜 

名木・古木 川田町のニワウルシ 

名木・古木 二度咲き桜 

 

【速野学区】 

種類 名称 

神社 稲荷神社（木浜） 

神社 己爾乃神社（開発） 

神社 己爾乃神社（大曲） 

神社 皇太神社 

神社 樹下神社（今浜） 

神社 樹下神社（水保） 

神社 樹下神社（中野） 

寺院 阿弥陀寺 

寺院 観音寺 

寺院 光照寺 

寺院 光林寺 

寺院 今姓寺 

寺院 寿福寺 

寺院 照久寺 

寺院 浄秀寺 

寺院 真正寺 

寺院 正覚寺 

寺院 正法寺 

寺院 西法寺 

寺院 徳成寺 

寺院 福正寺 

寺院 福林寺 

寺院 法円寺 

寺院 法華寺 

寺院 法泉寺 

寺院 立像寺 

寺院 了福寺 

寺院 蓮光院 

寺院 蓮光寺 

寺院 圓照寺 

寺院（その他） 玉林寺 

旧跡・名所 木浜墓地 

古道・街道 板倉街道（このはまみち） 

石碑等 お満さんモニュメント 

石碑等 宇野宗佑の旬碑 

石碑等 俳人楠本憲吉の句碑 

湧水、水汲み場 出湯 

水利施設 みさき自然公園の水車 

水利施設 堰上げ・逆流併用樋門（港橋水門） 

水利施設 旧木浜港 

水利施設 守山南部ポンプ場 

水利施設 守山南部土地改良区守山南部揚水機場の給水口 

水利施設 上水道洲本水源地Ⅰ号井 

水利施設 水資源開発公団木浜中央給水機場 

水利施設 水質保全浄化水路(木浜) 

水利施設 水質保全浄化池 

水利施設 赤野井排水機場 

水利施設 畑地かんがい用地下水ポンプ（今浜町） 

人工地形 今浜新田 

水害遺産 今浜橋跡 

水害遺産 大川橋跡 

水害遺産 天神橋跡 

水害遺産 土手殉死供養碑 

水害遺産 南流堤防跡 

水害遺産 列系図橋跡 

産業・生業 （諸職）荃作り 
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種類 名称 

産業・生業 エリ漁 

産業・生業 開発のミズブキ 

産業・生業 小糸網漁業 

産業・生業 西牧野魞 

産業・生業 切戸魞 

産業・生業 速野のスイカ 

産業・生業 茶柄均魞 

産業・生業 木浜内湖の真珠養殖漁場 

産業・生業 野洲川南流のナヤ漁 

産業・生業 渕出魞 

産業・生業 葭巻網漁 

産業・生業 荃漁 

食文化 ゴリの佃煮 

食文化 日野菜の桜漬け 

食文化 日野菜漬け（糠漬け） 

伝承・言い伝え お満灯籠 

伝承・言い伝え ごく（御供、身御供） 

伝承・言い伝え ナマキ盆 

伝承・言い伝え ヒノクチチバ 

伝承・言い伝え 権兵衛渕 

伝承・言い伝え 庄兵衛さんの斎 

伝承・言い伝え 乗連坊の話 

伝承・言い伝え 城根道のこと 

伝承・言い伝え 膳所の由来 

伝承・言い伝え 灯籠崎 

伝承・言い伝え 徳有壺 

伝承・言い伝え 八日吹き（硫礦夜まつり） 

伝承・言い伝え 木浜の早じまい 

伝承・言い伝え 龍の頭のこと 

伝承・言い伝え 列系図の白ギツネ 

伝承・言い伝え 魞にあらわれた大ボーズのこと 

人物 （人物ゆかりの文化財）伊能忠敬と光照寺 

人物 （人物ゆかりの文化財）藤田伝五と観音寺 

地名 （地名）下金塚 

地名 （地名）金附 

地名 （地名）上金塚 

自然地形 旧野洲川南流河口（新川） 

自然地形 旧野洲川南流河口（大川） 

植物群落 スギ・ヒノキ人工林（樹下神社） 

植物群落 蓮（十郷池） 

名木・古木 クスノキ（浄秀寺） 

名木・古木 サボテン（ヤマカル柱） 

名木・古木 ハンノキ（洲本町） 

名木・古木 ムクロジ 

名木・古木 メタセコイア、ダイオウマツ 

名木・古木 稲荷神社の桜 

名木・古木 己爾乃神社の桜 

名木・古木 己爾乃神社の窓木 

名木・古木 樹下神社の桜 

名木・古木 窓木 

名木・古木 美崎のイチョウ 

動物、動物生息地 ヘイケボタル 

動物、動物生息地 水鳥 

 

【中洲学区】 

種類 名称 

神社 稲荷神社（幸津川） 

神社 下新川神社 

神社 鹿島神社 

神社 新宮神社 

神社 大水口神社 

神社 天満宮（小浜） 

神社 南産土神社 

神社 八幡神社（小浜） 

神社 八幡神社（新庄） 

種類 名称 

神社 北産土神社 

寺院 円光寺 

寺院 興願寺 

寺院 最光寺 

寺院 常念寺 

寺院 浄宗寺 

寺院 正光寺 

寺院 西光寺 

寺院 西勝寺 

寺院 西寳寺 

寺院 誓願寺 

寺院 石川寺称名院 

寺院 専照寺 

寺院 東光寺 

寺院 仏願寺 

寺院 宝覚寺 

寺院 法泉寺 

寺院 立光寺 

寺院 傳光院 

石碑等 鵜飼彦四郎の碑 

石碑等 中州村の忠魂碑 

石碑等 樋上蓁一郎の顕彰碑 

石碑等 蓮如上人賜御歌歌碑 

祠、地蔵堂等 観音堂（九品極楽寺） 

祠、地蔵堂等 幸津川地蔵堂 

祠、地蔵堂等 大日堂 

祠、地蔵堂等 地蔵堂 

湧水、水汲み場 ちりんさんの池 

湧水、水汲み場 出湧の碑 

湧水、水汲み場 川戸跡(立田町) 

水利施設 桑ノ木樋門 

水利施設 幸津川樋 

水利施設 小浜樋 

水利施設 樋門 

水利施設 法竜川のインクライン跡 

人工地形 野洲川廃川敷地(北流工区畑地帯) 

水害遺産 愛の方明神 

水害遺産 稲荷神社の伝承 

水害遺産 乙窪橋跡 

水害遺産 洪水標（浄宗寺） 

水害遺産 殉職者の碑 

水害遺産 新庄の洪水写真 

水害遺産 川切れ百周年記念碑（大水口神社） 

水害遺産 北流堤防跡 

水害遺産 野洲川改修記念碑（新庄自治会前） 

水害遺産 竜神社 

産業・生業 開発・大曲のイグサ 

産業・生業 新庄・服部の丸大根 

食文化 かいわい 

伝承・言い伝え さかずき流し 

伝承・言い伝え タニシ征伐 

伝承・言い伝え フコのバンバ 

伝承・言い伝え 御供さん 

伝承・言い伝え 新庄の寺 

伝承・言い伝え 代参 

伝承・言い伝え 大日如来さんの雷封じ 

伝承・言い伝え 地鎮さん 

伝承・言い伝え 竹の水道のこと 

伝承・言い伝え 盃流しの石 

伝承・言い伝え 立光寺の大モミジ 

伝承・言い伝え 賽銭箱の無いこと 

人物 （人物ゆかりの文化財）天保義民・鵜飼彦四郎 

名木・古木 アカマツ(下新川神社） 

名木・古木 イチョウ（伝光院） 

名木・古木 イヌザクラ（八幡神社） 
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種類 名称 

名木・古木 エノキ（幸津川町） 

名木・古木 オカメザサ（新宮神社） 

名木・古木 クスノキ・エノキ（下新川神社） 

名木・古木 クロガネモチの樹冠（鹿嶋神社） 

名木・古木 クロマツ（称名院） 

名木・古木 スギの神木（新宮神社） 

名木・古木 メタセコイア（中洲小学校） 

名木・古木 モミ（八幡神社） 

 

【市全域】 

種類 名称 

石碑等 二宮金次郎(二宮尊徳)銅像 

水利施設 ドッコイショ 

産業・生業 モリヤマメロン 

伝承・言い伝え 〇右衛門さんの白蛇 

伝承・言い伝え サスケ火 

伝承・言い伝え テングに叱られた話 

伝承・言い伝え 一本こうじ 

伝承・言い伝え 鎧掛の松 

伝承・言い伝え 笠原に出るキツネ 

伝承・言い伝え 九四郎河原のこと 

伝承・言い伝え 塞の神さん 

伝承・言い伝え 身御供 

伝承・言い伝え 水込の記録 

伝承・言い伝え 正覚院の湯 

伝承・言い伝え 早立ち 

伝承・言い伝え 草わけのこと 

伝承・言い伝え 道場さん 

伝承・言い伝え 八日ぜき 

伝承・言い伝え 妙蓮 

伝承・言い伝え 竜宮さん 

伝承・言い伝え 六条づつみのこと 

 

【市外】 

種類 名称 

石碑等 三谷重孝之碑 

水利施設 滋賀県南部水道事務所吉川浄水場 

水利施設 堀跡(舟着場) 

水利施設 
野洲川下流土地改良区野洲川揚水機場の

吸水槽 

水害遺産 大道栄造(号洗心)の顕彰句碑 

水害遺産 明治 29 年水災水位碑 

産業・生業 EB8型吸入ガス発動機関 

産業・生業 LH25 型ディーゼル機関 

 
※文化財の範囲が広域にまたがる場合、代表点等の 

主たるポイントが所在する学区を所在地としている 
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３．主な参考文献、報告書等刊行物 

 
区分 図書名等 発行者等 刊行年 

市史、地域史等 守山市史 上巻 守山市史編纂委員会 1974 

 守山市史 中巻 守山市史編纂委員会 1974 

 守山市史 下巻 守山市史編纂委員会 1974 

 守山市誌 自然編 守山市誌編さん委員会 1996 

 守山市誌 教育編 守山市誌編さん委員会 1997 

 守山市誌 資料編 自然 守山市誌編さん委員会 1998 

 守山市誌 資料編 教育 守山市誌編さん委員会 1999 

 守山市誌 地理編 守山市史編さん委員会 2001 

 守山市誌 資料編 歴史年表 守山市誌編さん委員会 2002 

 守山市誌 地理編資料 古絵図 守山市誌編さん委員会 2003 

 守山市誌 考古編 守山市史編さん委員会 2005 

 守山市誌 歴史編 守山市史編さん委員会 2006 

 守山市誌 生活・民俗編 守山市史編さん委員会 2006 

 寺内町 金ヶ森町史 金森自治会 1995 

 中山道守山宿 ほんまち 本町自治会 1998 

 古高町民誌 古高町民誌編纂委員会 1999 

 条里のむら 播磨田町誌 播磨田町誌編集委員会 2000 

 ほしか町誌 古文書から見たほしかむら 守山市欲賀町自治会 2000 

 杉江邑 社と水のふるさと 杉江自治会 2001 

 伊勢町民誌 伊勢町自治会 2001 

 まがりおの里 大曲 大曲町誌編集委員会 2006 

 横江町民誌 横江町民誌編集委員会 2007 

 白菊の郷 立入町民誌 立入町自治会 2010 

 岡町民誌 岡町自治会岡町民誌編纂委員会 2017 

 勝部史誌 火まつりとまちの今昔 勝部史誌編纂委員会 2017 

 守山市 矢島のむかし『もりやま・玉津の歴史文化の地域史』 矢島歴史の会 2020 

 守山市制施行 50 周年記念誌 守山市 2020 

調査報告書等 守山市埋蔵文化財センター機関紙「乙貞」 守山市立埋蔵文化財センター 1981～ 

 守山往来 守山市教育委員会 1980 

 続守山往来 守山市教育委員会 1982 

 伊勢遺跡発掘調査総括報告書 守山市教育委員会 2018 

 諏訪家関係資料調査報告書 守山市教育委員会 2019 

 滋賀県緊急民家調査報告書 滋賀県教育委員会 1969 

 琵琶湖民俗資料緊急調査報告書 滋賀県教育委員会 1971 

 琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告書 資料編 大正期の漁法 滋賀県教育委員会 1979 

 滋賀県民俗地図 滋賀県緊急民俗文化財分布調査報告書 滋賀県教育委員会 1979 

 琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告書３  内湖と河川の漁法 滋賀県教育委員会 1981 

 滋賀県民俗文化財地域伝承活動記録作成（滋賀の無形民俗） 滋賀県教育委員会 1981 

 滋賀県古文書等所在確認調査報告書 滋賀県教育委員会 1983 

 滋賀県中世城郭分布調査３ 旧野洲・栗太郡の城 滋賀県教育委員会 1985 

 滋賀県近世社寺建築緊急調査報告書 滋賀県教育委員会 1986 

 民謡緊急調査報告書（滋賀県の民謡） 滋賀県教育委員会 1986 

 滋賀の名木誌 滋賀県教育委員会 1987 

 滋賀県大般若波羅密多経調査報告書１・２ 滋賀県教育委員会 1989･94 

 滋賀県近代建築調査報告書 滋賀県教育委員会 1990 

 滋賀県諸職関係民俗文化財調査報告書（滋賀県の諸職） 滋賀県教育委員会 1990 

 滋賀県石造物建造物調査報告書 滋賀県教育委員会 1993 

 滋賀県の近代和風建築－滋賀県近代和風建築総合調査報告書－ 滋賀県教育委員会 1994 

 中近世古道調査報告書２ 中山道 滋賀県教育委員会 1997 

 滋賀県の近世民家－滋賀県近世民家調査報告書－ 滋賀県教育委員会 1998 

 滋賀県伝統食文化調査報告書（滋賀県の伝統食文化） 滋賀県教育委員会 1998 

 滋賀県民俗芸能緊急調査報告書（滋賀県の民俗芸能） 滋賀県教育委員会 1998 

 滋賀県の近代化遺産－滋賀県近代化遺産（建造物等）総合調査報告書－ 滋賀県教育委員会 2000 

 滋賀の食文化財 滋賀県教育委員会 2001 

 滋賀県所在古経典緊急調査報告書 滋賀県教育委員会 2009 
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区分 図書名等 発行者等 刊行年 

 滋賀県民俗行事まるごと調査報告書（滋賀県の民俗） 滋賀県教育委員会 2011 

 琵琶湖と水が織りなす文化的景観所在確認調査報告書 滋賀県教育委員会 2011 

 滋賀県の民俗－滋賀県民俗行事まるごと調査報告書― 滋賀県教育委員会 2013 

 滋賀県所在梵音具資料調査報告書 滋賀県教育委員会 2013 

 港と湖上交通 滋賀県「歴史の道」整備活用総合計画調査報告書 滋賀県教育委員会 2013 

 滋賀県有形民俗文化財収集調査報告書 1～16（滋賀県の民具） 滋賀県教育委員会 1980～96 

 滋賀県の庭園 第三集 滋賀県教育委員会 1985 

 近江のケンケト祭り・長刀振り（民俗文化財地域伝承活動）１・２ 滋賀県教育委員会 1987～88 

 近江の鋳物師１・２ 滋賀県教育委員会 1987～88 

 文化財集中地区特別総合調査報告  湖東地方の文化財 文化庁 1975 

 農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究 文化庁 2005 

 
滋賀県立琵琶湖文化館 研究紀要第 24号 

「守山市慈眼寺薬師如来坐像の修理及び造立意義について」 
滋賀県立琵琶湖文化館 2008 

 滋賀県戦争遺跡分布調査 
滋賀県平和祈念館・ 

滋賀県立大学中井研究室 
2017 

 
滋賀県立琵琶湖文化館 研究紀要第 36号 

「近江における明智光秀家臣団伝承について」 
滋賀県立琵琶湖文化館 2019 

 守山の道標と古道 守山古道研究会 2020 

修理工事報告書 滋賀県指定有形文化財 蓮生寺本堂修理工事報告書 滋賀県教育委員会 1993 

 平成の大修復事業 木造地蔵菩薩坐像 
幸津川地蔵堂建設委員会・ 

幸津川自治会 
2006 

 文化財修理報告書 少林寺 一休和尚坐像 守山市・京都魁文化財修理所 2009 

 重要文化財 勝部神社本殿 保存修理工事報告書 滋賀県教育委員会 2013 

計画書 

  
史跡下之郷遺跡保存整備構想検討報告書 

下之郷遺跡保存整備検討委員

会・守山市教育委員会 
2003 

 国指定史跡下之郷遺跡整備活用基本計画書 守山市教育委員会 2006 

 史跡下之郷遺跡保存管理計画書 守山市教育委員会 2008 

 史跡下之郷遺跡保存整備事業報告書 守山市教育委員会 2012 

 史跡伊勢遺跡保存管理計画書 守山市教育委員会 2014 

 大庄屋諏訪家屋敷管理運営計画 守山市教育委員会 2017 

 史跡伊勢遺跡整備基本計画書 守山市教育委員会 2018 

その他図書 滋賀県神社誌 滋賀県神社誌編纂委員会 1987 

 信長文書の世界 滋賀県立安土城考古博物館 2000 

 寺院要覧 守山市仏教会 2005 

 守山城物語  守山市公文書館 2008 

 守山から日本の歴史を見る 守山歴史教材研究会 2017 

 滋賀の農業水利変遷史～未来を照らす先人の知恵と工夫～ 滋賀県農政水産部耕地課 2019 

マップ、 守山学区歴史街道マップ 守山市 2000 

ガイドブック等 吉身学区歴史街道マップ 守山市 2000 

 小津学区歴史街道マップ 守山市 2000 

 玉津学区歴史街道マップ 守山市 2000 

 河西学区歴史街道マップ 守山市 2000 

 速野学区歴史街道マップ 守山市 2000 

 中洲学区歴史街道マップ 守山市 2000 

 玉津学区歴史散策マップ 玉津会館 地域総合センター 2015 

 速野まるごと 博物館 マップ～歴史編～ 速野学区まちづくり協議会 2016 

 速野まるごと 博物館 マップ～自然編～ 速野学区まちづくり協議会 2017 

 吉身学区イベント・たからものマップ 
吉身学区まるごと活性化祭り

だわっしょい！プロジェクト 
2017 

 小津の宝物 小津学区まるごと活性化推進委員会 2018 

 河西魅力情報マップ、解説版 河西学区まるごと活性化推進委員会 2018 

 勝部ガイドマップ 勝部自治会 2018 

 石田町歴史散策マップ 石田自治会 2018 

 
中山道守山宿まるごとガイドブック 

中山道守山宿まるごとマップ 

守山・吉身学区まるごと活性

化プラン推進委員会 
2019 

 中洲のたからものマップ 中洲学区 21活動協議会 2020 

 伝統行事を守る 小浜長老十人衆の活動あれこれ 小浜長老十人衆・小浜自治会 2020 

 吉身の歴史と文化のＱ＆Ａ 吉身中町自治会 2021 
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４．地域計画の骨子（課題-方針-措置） 

 

行
政
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等

所
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民
間

専
門
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短
期

(

4
年

）
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（
３
年

）

長
期

（
３
年

）

市
費

国
・
県
補
助

団
体
等
費

そ
の
他

■ 市域全体を対象とした悉皆的・総合的調査等や研究が十分でない。 1-01 全般 既存継続 市内遺跡発掘調査 ◎ △ △ △ ○ ■ ■ ■ □ □ □

□ 下之郷遺跡や伊勢遺跡をはじめとした遺跡の全貌が明らかでなく、継続的な調査が必要。 1-02 関① 既存継続 下之郷・伊勢遺跡の確認調査 ◎ △ △ △ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 埋蔵文化財調査の蓄積に比して、美術工芸品や民俗文化財等の調査・研究が一部に留まっている。 1-03 全般 既存拡充 未指定文化財を含む美術工芸品や民俗文化財等の把握調査 ◎ △ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 市史編さん以降、市の歴史文化に関する最新成果等が総合的に整理されていない。 1-04 全般 既存拡充 市内文化財データベースの構築・更新 ◎ △ △ △ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 調査等で得られた成果について、情報が一元化されておらず有効活用等されていない。 1-05 全般 既存拡充 市民団体等との連携による地域の歴史文化の掘り起こし調査、聞き取り調査 ○ ◎ ○ ○ ■ ■ □ □ □

□ 野洲川の水害や改修の歴史についての記録保存が不十分。 1-06 関⑥ 新規 野洲川の水害と改修にかかる記録保存 ◎ ◎ ○ ◎ ■ ■ □ □ □

□ 地域の文化財の掘り起こしが不十分で地域（学区、自治会）により取り組みに差がある。 1-07 全般 既存継続 守山市町史等刊行事業費補助金制度等による自治会、市民団体等への支援 ○ ◎ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 地域の文化財等を把握していくための市民等との連携、支援体制が整っていない。 1-08 全般 既存継続 図書館・公文書館等での郷土資料の収集・公開等 ◎ △ △ △ ○ ■ ■ ■ □

■ 地域力の低下、価値観の多様化による歴史文化の継承および文化財の滅失の危機。 1-09 全般 既存継続 守山市文化財保護審議会の開催 ◎ ○ ■ ■ ■ □

■ 地域での文化財の保管困難による市外（県外）への流出が懸念される。 1-10 全般 既存継続 新たな文化財の指定等 ◎ △ ○ ■ ■ ■ □ □

■ 文化財収蔵施設（埋蔵文化財センター等）の老朽化の進行、収蔵庫の狭隘化等。 1-11 全般 既存継続 指定等文化財の保存修理 ○ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □ □

■ 文化財の保存修理や祭礼等に必要な伝統的な材料の確保が困難。 1-12 全般 既存拡充 埋蔵文化財センターの機能強化 ◎ ○ ■ ■ □ □

□ 下之郷遺跡、伊勢遺跡等が市街化区域に所在しており、まちづくり（宅地開発等）との調整が必要 1-13 関⑤ 既存継続 伝統行事に必要な材料確保 ○ ◎ ◎ ■ ■ ■ □ □

であるものの、その方針等が定まっていない。 1-14 区Ａ 新規 史跡下之郷遺跡保存活用計画の策定 ◎ △ ○ ■ □

□ 市内埋蔵文化財の価値付けや指定に向けた調査、整備等は進んでいない。 1-15 区Ａ 既存継続 中山道沿道の景観形成推進 ◎ ○ △ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 宅地開発等に伴う中山道沿道の街並みの変化。かつての街道筋の風情の喪失。 1-16 関② 新規 中山道関連文化財群の新たな保存管理の検討 ◎ ○ ◎ ○ ■ □ □

□ 未整備として残る大庄屋諏訪家屋敷庭園の整備と維持。 1-17 区Ｂ 新規 大庄屋諏訪家屋敷庭園の調査と整備 ◎ △ ○ ■ ■ □ □

□ 近年の環境変化等に伴う近江妙蓮の保全、育成状況の悪化が懸念される。 1-18 区Ｃ 既存拡充 近江妙蓮等の健全な育成 ○ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □ □

□ 守山のホタル保護のための生育環境保全に継続して取り組む必要がある。 1-19 区Ｃ 既存継続 近江妙蓮公園・近江妙蓮資料館の運営 ○ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 少子高齢化、地域の空洞化等に伴う文化財所有者の負担の増大が懸念される。 1-20 関⑤ 既存継続 ホタルの保護と生息区域の拡大 ◎ ○ ◎ ■ □

1-21 全般 既存継続 各種補助制度等を活用した文化財所有者への継続的な支援 ◎ ○ ■ ■ ■ □ □ □

■ 自然災害の頻発化、甚大化に伴い文化財の被災が増える傾向にあり、これまでの 1-22 全般 新規 文化財ハザードマップの作成および周知 ◎ △ △ ◎ ■ □

防災対策では十分でない可能性がある。 1-23 全般 新規 災害対策マニュアルの作成 ◎ △ △ ○ ■ ■ □

□ 指定等文化財の防災・防犯対策が不十分。災害発生時の対応がマニュアル化されていない。 1-24 全般 既存継続 防災・防犯設備の改修、設置への支援 ◎ ○ ■ ■ ■ □ □ □

□ 文化財の防災・防犯に対する市民意識の不足や守るべき文化財について地元への周知が不十分。 1-25 全般 既存継続 文化財防災・防犯の継続的な啓発、訓練の実施 ◎ ○ ○ ■ ■ ■ □

■ 文化財の特性や脆弱性についての正しい理解が不十分。 2-01 全般 新規 文化財保護への理解を深める普及啓発事業の開催 ◎ ○ ○ ■ ■ □

□ 弥生時代の集落遺跡や交通（陸路・水路）、水にまつわる文化など、特色ある守山市の歴史文化の 2-02 全般 既存拡充 守山ならではの特色ある文化財講座やシンポジウム等の開講、実施 ◎ △ ○ △ ○ ■ ■ ■ □

価値や魅力が十分に理解・共有されていない。 2-03 全般 既存継続 つがやま市民教養文化講座の開催 ◎ ○ ■ ■ ■ □

□ 指定文化財の多くを占める宗教文化にまつわる文化財の情報発信が不十分。 2-04 関③ 新規 守山の宗教文化に関する情報発信 ◎ △ △ ○ ■ □

□ 守山出身の人物（金森長近や立入宗継、古高俊太郎など）に対するアピールが不十分。 2-05 関④ 新規 真宗文化の再発見と情報発信 ◎ ○ ○ ○ ○ ■ □

2-06 全般 既存拡充 ホームページ、SNS等による歴史文化情報発信の拡充・強化 ◎ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □

2-07 全般 既存継続 守山ゆかりの人物・金森長近の普及啓発ならびに関係市町村との交流推進 ◎ △ ◎ △ ○ ■ ■ □ □

2-08 全般 新規 図書館・公文書館等を活用した展示公開等の普及啓発事業 ◎ △ △ ○ ■ ■ □

■ 活用が一過性のものになりがちで、人材や資金確保等、持続可能な形で活用していくための 2-09 ﾈｯﾄﾜｰｸ 既存拡充 市内周遊コースと連動した観光プランの拡充 ◎ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

取り組みが十分でない。 2-10 全般 新規 最新技術を活用した魅力発信方法の検討 ◎ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

■ 文化財の価値や魅力を伝えるための新たな手法の開発や、活動を充実していくためのノウハウ、 2-11 全般 既存拡充 文化財の説明板の改修・増設、多言語化 ◎ △ △ ■ ■ ■ □ □

経験が不足している。 2-12 全般 既存拡充 既存の文化財関連施設の役割明確化。一体的な整備と活用 ◎ ○ ○ ◎ ■ ■ ■ □ □

□ 中心となる総合資料館等を市が保有しておらず、文化財に関する情報発信や展示公開に係る機能が 2-13 区Ａ 既存拡充 史跡伊勢遺跡の整備事業の推進 ◎ ○ ○ △ △ ○ ■ ■ ■ □ □

脆弱で、市民活動等の活動の拠点や地域の歴史を学ぶなどの場が十分でない。 2-14 区Ａ 既存継続 下之郷史跡公園活用事業の展開 ◎ ○ ◎ △ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 伊勢遺跡は現状未整備であり、十分な活用が図られていない。 2-15 区Ｂ 既存拡充 大庄屋諏訪家屋敷活用事業の推進 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 広域的な観点から、市内各地の文化財や施設等を“つなぐ”活用ができていない。 2-16 全般 既存拡充 守山まるごと活性化プラン等の取り組みの活用と連携 ○ ◎ ■ ■ ■ □

□ 日本遺産について市内外へのPRが不足している。 2-17 関⑤ 既存継続 日本遺産のPR拡充 ◎ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 来訪者の受け入れ施設や、利用者の満足度・利便性向上のための環境整備等が十分でない。 2-18 区Ａ 既存継続 伊勢遺跡活用事業の展開 ○ ◎ ◎ ◎ ■ ■ ■ □ □ □

□ 活用の取り組みが一定の地域や個別の文化財等に限定されることで、文化財を活かした地域づくり 2-19 全般 既存継続 埋蔵文化財センター普及啓発事業 ◎ ○ ■ ■ ■ □ □

などの効果が不十分な場合がある。 2-20 全般 新規 民間団体との連携強化 ◎ ○ ■ ■ □ □ □

□ 市内に古民家を含めた空き家の増加など、地域活力の低下が危惧される。 2-21 全般 既存拡充 市内の空き家対策に関する計画推進 ◎ ■ ■ ■ □ □

■ 保存・活用に携わる人材の後継者不足による知識や技術の継承、活動の継続が困難。 3-01 ﾈｯﾄﾜｰｸ 新規 多様な担い手との歴史文化ネットワーク体制の構築 ◎ ○ ○ ○ ○ ○　 ■ ■ ■ □ □ □

□ 市民団体等の横の連携が少なく、情報共有や相互協力の取り組みが進んでいない。 3-02 全般 既存継続 学校現場における文化財を教材とする取り組み推進 ◎ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □

□ 生活様式の変化等による地域住民や若い世代の歴史文化に対する関心の低下。 3-03 関⑤ 既存拡充 学校給食での地域の食文化にかかる取り組み推進 ◎ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □

□ 伝統行事や食文化など、子どもたちが日常的に歴史文化に触れる機会が減少している。 3-04 全般 既存継続 市民団体等との連携による担い手の育成 ◎ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 学校現場、社会教育現場との連携が不十分。 3-05 関⑤ 既存継続 伝統文化親子教室の実施、補助事業を活用した無形の民俗文化財への支援 ○ △ ◎ ◎ ■ ■ ■ □ □ □

□ 集落の人口減少、高齢化等により伝統行事の担い手が不足し、継続が困難。 3-06 全般 既存継続 体験学習等を通した担い手育成 ◎ △ ○ ◎ ○ ■ ■ ■ □ □

□ ポストコロナ時代において、人や地域のつながりの希薄化が進行することで、歴史文化の継承が 3-07 関⑤ 新規 伝統行事等の魅力を伝えるＰＲ活動 ○ △ ◎ ◎ ■ ■ ■ □ □

困難、断絶することが危惧される。 3-08 全般 既存継続 ボランティアガイドの育成および組織強化 ○ ◎ ■ ■ ■ □ □

□ 守山市の歴史文化を説明できる市民の割合が少ない。 3-09 全般 既存拡充 （再掲）未指定文化財を含む美術工芸品や民俗文化財等の把握調査 ◎ △ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

3-10 全般 新規 （再掲）民間団体との連携強化 ◎ ○ ■ ■ □ □

■ 専門分野や年齢構成に偏りがあり、職員の世代交代に伴う技術や理念の継承に課題。 3-11 全般 既存拡充 文化財専門職員の拡充・人材確保 ◎ ■ ■ ■ □

■ 行政（市）の財政状況による文化財行政に係る予算確保の課題。 3-12 全般 既存拡充 財源確保のための取り組み推進 ◎ ■ ■ ■ □ □

□ 学区間の連携や地域・市・専門家間の連携など主体間の連携が十分でない。 3-13 全般 新規 守山市文化財保存活用地域計画協議会等の設置・運営 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ □ □

□ 庁内はもとより、近隣市町、県との連携が十分でない。 3-14 全般 既存拡充 横断的な庁内体制の構築 ◎ ■ ■ ■ □

□ 行政（市）の文化財行政を担う体制の人員不足。 3-15 全般 新規 文化財保存活用支援団体認定の検討 ◎ ■ □ □

□ 文化財の修理や環境維持に係る個人や地域等、所有者での自己負担金の確保が困難。

※No：措置の番号　 ※区分：全般（文化財全般に関わる措置）／関①～⑥（関連文化財群に関わる措置）／区Ａ～Ｃ（文化財保存活用区域に関わる措置）／ﾈｯﾄﾜｰｸ（もりやま文化財ネットワークに関わる措置）　 ※既存／新規：新規／既存継続／既存拡充　 ※取組主体： ◎主体として取り組む／○連携、協力を行う／△取組に理解を得る

郷土資料等の資料収集（図書館・

公文書館）

まるごと活性化プラン（市民協働

課）

調査研
究等

措置に関連する個別計画等
（関係部局）

令和3年（2021）8月現在

・

・

・

・

■ 滋賀県文化財保存活用大綱に記された課題等

□ 守山市保存活用地域計画策定委員会での意見、関連団体アンケートにて挙げられた課題、

　　市担当部局が把握する課題等

保存と活用に関する課題

基本目標 方針

保存・活用の措置

財源

区分
名称、概要等

※網掛け太字：今期計画の重点的措置

取組主体 取組期間

史跡下之郷遺跡保存管理計画、

史跡伊勢遺跡保存管理計画等

（文化財保護課）

都市計画マスタープラン、景観計

画、緑の基本計画（都市計画・交

通政策課）

近江妙蓮公園（土木管理課）

環境基本計画、守山市ほたる条

例（環境政策課）

１
把
握
調
査

１
担
い
手

担い手
の確保・
継承

保存管
理

活用

基本目標②
[地域づくり]
歴史文化を活
かし、守山らし
い魅力あふれ
る地域づくりに

貢献する
２
活
用

・

・

１
情
報
発
信

既存
／

新規

・

・

価値や
魅力等
の情報
発信

地域防災計画（危機管理課）

国土強靭化計画（企画政策課）

観光物産協会事業計画（商工観

光課）

郷土資料等の展示公開（図書館・

公文書館）

組織・体
制

[

保
存
と
活
用
の
将
来
像

]

　
豊
か
な
歴
史
文
化
と
共
生
す
る
ま
ち
　
ふ
る
さ
と
守
山
づ
く
り

基本目標③
[人づくり]

守山の歴史文
化を愛し、その
継承と振興を担
う「守山びと」を

育てる
２
組
織
・
体
制

防災・防
犯

基本目標①
[基盤づくり]

守山の歴史文
化を守り、価値
を高め未来に

受け継いでいく

３

防

災

・

　

　

防

犯

・

・

文化財の 保存 と活
用 の 取 り 組み を着
実 に推 進 するため
の組 織や 体制 、支
援の 仕組 みを整え
る。

守山の歴史文化の
価値や魅 力を市民
等に正しく伝えるた
めの発信力を強化、
多様化する。

総合的かつ計画的
な歴史文化の把握
を市民等とともに進
め、後世へと記録す
る。

保存と活用に関する方針

将
来
像

２
保
存
管
理

文化財の 保存 およ
び管理の維持・支援
を進めるとともに、必
要な環境を整える。

（企画政策課ほか関係部局）

（財政課）

No

守 山 ならでは の歴
史文化を、生活文化
の 向 上 や 観 光 振
興、地域振興などま
ちづくりに活かし、地
域活性化に寄 与す
る。

市民等が歴史文化
に愛着と誇りを持つ
機会や場をつく り、
連携して保存と活用
に取り組む仕組みを
構 築 して 多様 な担
い手 の確 保、 育成
につなげる。

教育行政大綱（教育総務課）

小・中学校連携（学校教育課）

食育推進計画（保健給食課）

生涯学習、社会教育活動等（文化

振興課）

ボランティア団体等との連携（商

工観光課）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

教育行政大綱（教育総務課）

伊勢遺跡整備基本計画ならびに

保存管理計画、大庄屋諏訪家屋

敷管理運営計画等（文化財保護

課）

まち・ひと・しごと創生総合戦略、

都市ブランド化戦略方針、空き家

対策（企画政策課）

自転車活用推進計画（地域振興

課）

観光物産協会事業計画（商工観

光課）

まるごと活性化プラン（市民協働

課）

生涯学習、社会教育活動等（社会

教育・文化振興課）

文 化 財 の 防災 ・防
犯対策等 を継 続的
に推進する。

※網掛け太字：今期計画の重点的措置
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