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54. 幼稚園の状況
（単位：人）

男 女 男 女 男 女

159 22 18 36 23 30 30

140 17 23 26 26 29 19

44 9 9 9 7 6 4

14 - - 1 4 6 3

14 - - 2 1 5 6

17 - - 5 3 6 3

119 28 20 19 20 12 20

217 34 32 41 42 31 37

計 8 724 110 102 139 126 125 122

資料：平成23年度学校基本調査

甲南

伴谷

大原

油日

土山

信楽

水口

幼稚園名 計
3歳児 4歳児 5歳児

貴生川



第13章

55. 小学校の状況
（単位：人）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

20 486 32 28 39 32 43 34 51 56 40 38 43 50

9 192 12 10 14 25 15 19 15 20 18 13 11 20

21 562 40 46 44 36 65 46 38 43 61 44 57 42

26 683 68 56 81 72 59 59 56 47 43 46 48 48

16 385 31 34 32 29 29 38 35 28 30 34 34 31

19 461 40 35 29 33 42 39 36 36 42 32 55 42

8 187 10 10 20 13 18 14 20 17 10 15 18 22

7 191 15 13 12 16 16 9 21 13 16 21 17 22

7 41 2 2 8 1 1 4 5 2 5 2 3 6

6 26 4 4 2 2 2 3 1 3 2 2 - 1

12 264 26 18 14 21 18 17 19 22 21 27 30 31

10 225 18 15 19 15 15 16 21 22 18 19 20 27

9 89 8 5 11 12 5 9 9 3 5 5 5 12

17 375 23 29 38 24 37 26 34 25 36 36 42 25

7 134 5 14 15 8 13 10 12 8 13 11 15 10

6 46 5 1 3 4 7 6 2 5 3 3 7 -

9 167 20 15 11 12 14 16 13 10 15 10 18 13

22 512 36 44 46 36 40 46 44 42 46 47 46 39

7 154 5 9 13 10 12 21 14 10 13 18 16 13

9 90 8 4 6 9 12 3 6 3 12 6 7 14

6 27 - 1 2 7 2 1 3 2 3 2 2 2

6 15 1 1 1 2 1 1 2 - 2 - 2 2

14 335 28 24 26 20 20 30 33 32 36 23 32 31

計 23 273 5,647 437 418 486 439 486 467 490 449 490 454 528 503

資料：平成23年度学校基本調査

朝宮

多羅尾

信楽

甲南第二

甲南第三

甲南中部

希望ヶ丘

雲井

小原

山内

鮎河

大原

油日

佐山

甲南第一

水口

貴生川

綾野

伴谷東

大野

土山

3年生 4年生 5年生 6年生

伴谷

柏木

学校名 学級数 計
1年生 2年生
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56. 中学校の状況
（単位：人）

男 女 男 女 男 女

27 802 137 143 121 154 122 125

18 545 86 96 89 87 100 87

12 261 47 39 53 36 42 44

11 325 49 54 50 61 57 54

19 592 102 99 101 96 108 86

10 315 50 50 42 51 59 63

6 239 43 37 31 49 36 43

計 7 103 3,079 514 518 487 534 524 502

資料：平成23年度学校基本調査

57. 高等学校の状況
（単位：人）

男 女 男 女 男 女

630 103 101 100 136 70 120

国際 国際文化 115 11 31 12 28 6 27

696 696 108 127 132 102 141 86

339 339 56 65 49 65 53 51

96 13 14 21 18 12 18

セラミック 89 36 2 26 5 15 5

デザイン 89 8 21 10 23 7 20

高等部 本科 56 56 20 4 14 2 7 9

355 365 364 379 311 336

資料：平成23年度学校基本調査

274
工業

甲南高等養護

計 5 2,110

水口東 普通

甲南 総合

信楽

普通

計 小計
1年生 2年生 3年生

水口
普通

745

甲賀

甲南

信楽

水口東

学校名 学科名

1年生 2年生 3年生

水口

城山

土山

学校名 学級数 計
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58. 公民館の状況
（単位：団体・人）

地域

甲賀

資料：甲賀市社会教育課(平成22年度)

※　利用団体数、利用者数は延べ人数

多羅尾公民館 308 2,928

計　23　館 14,587 201,657

信楽

信楽中央公民館 1,783 22,056

小原公民館 236 5,133

朝宮公民館 166 1,819

信楽東公民館 492 7,136

雲井公民館 198 2,698

信楽公民館 650 9,235

信楽公民館田代分館 - -

甲南公民館第二学区分館(杉谷公民館) 435 8,498

甲南公民館第三学区分館(柑子公民館) 144 2,228

甲賀公民館(かふか生涯学習館) 1,542 22,374

甲南

甲南公民館(プララ) 1,304 24,246

希望ヶ丘防災コミュニティセンター 843 10,437

山内公民館 313 4,326

大野公民館 464 5,371

岩上公民館 456 5,103

土山

土山中央公民館 748 8,277

鮎河公民館 147 2,118

柏木公民館 678 8,790

貴生川公民館 886 11,539

公民館名 利用団体数 利用者数

水口

水口中央公民館 2,246 28,284

伴谷公民館 548 9,061
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59. 図書館の状況
（単位：冊）

資料：各図書館(平成22年度)

51,150

合計 232,045 74,992 116,743 241,882 121,687 787,349

雑誌 11,626 6,830 4,233 17,043 11,418

214,618 107,911 712,023

ＡＶ資料 954 1,464 9,179 10,221 2,358 24,176

66,082 414,716

児童書 99,531 29,677 42,168 84,102 41,829 297,307館
別
貸
出
冊
数

一般書 119,934 37,021 61,163 130,516

図書小計 219,465 66,698 103,331

41,574

合計 134,728 116,038 125,620 112,345 145,175 633,906

雑誌 4,879 6,544 8,224 13,644 8,283

587,515

ＡＶ資料 276 507 1,201 1,562 1,271 4,817

図書小計 129,573 108,987 116,195 97,139 135,621

42,618 34,502 33,662 28,599 34,709 174,090

合計

館
別
蔵
書
冊
数

一般書 86,955 74,485 82,533 68,540 100,912 413,425

児童書

水口図書館 土山図書館 甲賀図書情報館 甲南図書交流館 信楽図書館
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60. 指定文化財
（単位：件）

資料：甲賀市歴史文化財課(平成23年3月31日現在)

18

合　計 43 134 259

小　計 0 00 18

3 79

0 2

- 18

- 2

文化的景観 - -

伝統的建造物
群保存地区 -

1 -

小　計 1 3

小　計 0 0

- -

小　計 0 0

-

名勝 - -

天然記念物

史跡 - 3

0 0

有形 - -

小　計

無形

小　計 2 56

- -

考古資料 - -

歴史資料 - -

工芸品 - -

書跡 2 1

- 7

絵画 - -

彫刻 - 48

登録文化財（建造物） - - 18

小　計 11 0 13

13

- 0

0 0 0

選
定

- -

-

　選択文化財
（無形民俗文化財） 11 -

-

選定保存技術 -

2

1 6

0

- - 0

記
念
物

7 12 22

8

8 20 32

- 2

3

3 4 7

民
俗
文
化
財

1 2

4 6 10

1 1 2

無形文化財 1 1 2

19 107 184

- 1 1

- 5 5

2 12 17

105

1 13 14

28

3 11 14

有
形
文
化
財

建造物 3 18

10

指定区分 国指定
県指定 市指定

47

計
指定種別 国宝 重要文化財
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60. 指定文化財（つづき）

№
種別
1

種別
2

員数

1 国指定 建造物 1棟 水口町 桃山

2 国指定 建造物 1棟 土山町 室町

3 国指定 建造物 1棟 甲賀町 室町

4 国指定 建造物 3棟 甲賀町 室町

5 国指定 建造物 1棟 甲賀町 桃山

6 国指定 建造物 1棟 甲南町 室町

7 国指定 建造物 1棟 信楽町 江戸

8 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

9 国指定 彫刻 2躯 水口町 平安

10 国指定 彫刻 1躯 水口町 鎌倉

11 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

12 国指定 彫刻 1躯 水口町 鎌倉

13 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

14 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

15 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

16 国指定 彫刻 1躯 水口町 鎌倉

17 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

18 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

19 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

20 国指定 彫刻 1躯 水口町 鎌倉

21 国指定 彫刻 1躯 水口町 鎌倉

22 国指定 彫刻 1躯 水口町 鎌倉

23 国指定 彫刻 1躯 水口町 平安

24 国指定 彫刻 1躯 土山町 平安

25 国指定 彫刻 1躯 土山町 鎌倉

26 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安木造阿弥陀如来坐像 阿弥陀寺 櫟野

木造大日如来坐像 長松寺 黒川

木造釈迦如来坐像 清凉寺 青土

木造如意輪観音坐像 持宝寺 酒人

木造十一面千手観音立像 千光寺 嶬峨

木造女神像 水口神社 宮ノ前

木造地蔵菩薩半跏像 智禅院 伴中山

木造阿弥陀如来坐像 西栄寺 八田

木造薬師如来坐像 西栄寺 八田

木造千手観音立像 大岡寺 京町

木造阿弥陀如来立像 大岡寺 京町

木造大日如来坐像 福照寺 貴生川

木造地蔵菩薩立像 永昌寺 宇川

木造地蔵菩薩立像 飯道寺 三大寺

木造十一面観音立像 飯道寺 三大寺

木造地蔵菩薩坐像 泉福寺 泉

木造阿弥陀如来坐像 飯道寺 三大寺

木造阿弥陀如来坐像 願隆寺 松尾

木造日光月光菩薩立像 願隆寺 松尾

新宮神社表門〔三間一戸八脚門〕 新宮神社 新治

飯道神社本殿 飯道神社 宮町

油日神社楼門及び廻廊 油日神社 油日

油日神社拝殿 油日神社 油日

加茂神社本殿 加茂神社 青土

油日神社本殿 油日神社 油日

名　　　　称 所有者 所在地

八坂神社本殿 八坂神社 嶬峨



第13章

№
種別
1

種別
2

員数

27 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

28 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

29 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

30 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

31 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

34 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

35 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

36 国指定 彫刻 1箇 甲賀町 平安

37 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

38 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

39 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

40 国指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

41 国指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

42 国指定 彫刻 1躯 甲南町 平安

43 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

44 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

45 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

46 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

47 国指定 彫刻 1躯 信楽町 平安

木造薬師如来坐像 大岡寺 隠岐

木造聖観音立像 浄顕寺 多羅尾

木造地蔵菩薩立像 安楽寺 小佐治

木造聖観音立像 妙音寺 小佐治

木造十一面観音立像 福竜寺 下馬杉

木造十一面観音立像 光明寺 五反田

木造十一面千手観音坐像 浄福寺 深川

木造地蔵菩薩坐像 嶺南寺 竜法師

木造聖観音坐像 長福寺 田堵野

木造薬師如来坐像 竜福寺 滝

木造仏頭 長福寺 大原中

木造神像 大鳥神社 鳥居野

木造十一面観音立像 常光寺 大原上田

木造阿弥陀如来坐像 長福寺 大原中

櫟野寺 甲賀町 櫟野 平安
木造聖観音立像　　　〔5躯〕

木造十一面観音立像　〔2躯〕

木造吉祥天立像　　　〔1躯〕

櫟野 平安
木造聖観音立像　　　〔2躯〕

木造吉祥天立像　　　〔2躯〕

木造地蔵菩薩立像　　〔1躯〕

33 国指定 彫刻

木造地蔵菩薩立像　　〔1躯〕

9躯

木造毘沙門天立像 櫟野寺 櫟野

32 国指定 彫刻

木造十一面観音立像　〔1躯〕

6躯 櫟野寺 甲賀町

木造聖観音立像 櫟野寺 櫟野

木造薬師如来坐像 櫟野寺 櫟野

木造聖観音立像 阿弥陀寺 櫟野

木造十一面観音坐像 櫟野寺 櫟野

名　　　　称 所有者 所在地
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№
種別
1

種別
2

員数

48 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

49 国指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

50 国指定 彫刻 1躯 甲南町 平安

51 国指定 彫刻 3躯 甲南町 南北朝

52 国指定 彫刻 1躯 甲南町 平安

53 国指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

54 国指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

55 国指定 彫刻 1躯 信楽町 平安

56 国指定 書跡 43帖 土山町 奈良

57 国指定 書跡 27帖 土山町 奈良

58 国指定 書跡 142帖 土山町 奈良

59 国選択
無形
民俗

甲賀町 －

60 国選択
無形
民俗

土山町 －

61 国指定 史跡 信楽町 奈良

62 国指定 史跡 土山町 奈良

63 国指定 史跡
甲南町
甲賀町 室町

64 国指定
特別天然
記念物 土山町 －

65 県指定 建造物 1棟 甲南町 室町

66 県指定 建造物 1棟 信楽町 江戸

67 県指定 建造物 1棟 甲南町 江戸

68 県指定 絵画 16面 甲南町 江戸

69 県指定 絵画 1幅 信楽町 南北朝

70 県指定 絵画 1幅 水口町 鎌倉

71 県指定 彫刻 1躯 甲賀町 南北朝

72 県指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

73 県指定 彫刻 1躯 土山町 平安

74 県指定 彫刻 1躯 甲賀町 室町福太夫面 油日神社 油日

木造地蔵菩薩坐像 福明寺 高嶺

木造聖観音立像 永雲寺 北土山

絹本著色不動明王二童子像 柏木神社 北脇

木造弥勒菩薩坐像 櫟野寺 櫟野

棋書仙人図・山水図 矢川神社 森尻

絹本著色阿弥陀如来三尊像 本覚寺 宮尻

三所神社本殿 三所神社 上朝宮

檜尾神社本殿 檜尾神社 池田

カモシカ

矢川神社楼門 矢川神社 森尻

垂水斎王頓宮跡 土山町 頓宮字稲ヶ平

甲賀郡中惣遺跡群 地権者
新治・油日
他

近江のケンケト祭り・長刀振り 瀧樹神社 前野

紫香楽宮跡 滋賀県 黄瀬他

大般若経 太平寺 鮎河

油日の太鼓踊
油日神社奴振
太鼓踊保存会

油日

大般若経 見性庵 鮎河

大般若経 常明寺 南土山

木造千手観音立像 桧尾寺 池田

木造十一面観音立像 誓光寺 上朝宮

木造薬師如来坐像 誓蓮寺 上馬杉

木造地蔵菩薩坐像 櫟野寺 櫟野

正福寺 杉谷

木造釈迦如来坐像 正福寺 杉谷

木造十一面観音及び両脇侍立像 伊勢廻寺 野川

名　　　　称 所有者 所在地

木造聖観音立像 大福寺 岩室

木造十一面観音立像
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№
種別
1

種別
2

員数

75 県指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

76 県指定 彫刻 1躯 信楽町 平安

77 県指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

78 県指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

79 県指定 彫刻 1躯 土山町 平安

80 県指定 彫刻 1躯 甲南町 南北朝

81 県指定 工芸品 1038点 信楽町
平安～
江戸

82 県指定 書跡 8巻 甲賀町 南北朝

83 県指定 書跡 562帖 土山町
平安～
室町

84 県指定
無形

信楽焼
信楽町 －

85 県指定
有形
民俗

1596点
(515点)

甲南町 －

86 県選択
無形
民俗

甲賀町 －

87 県選択
無形
民俗

甲賀町 －

88 県選択
無形
民俗

水口町 －

89 県選択
無形
民俗

信楽町 －

90 県選択
無形
民俗

土山町 －

91 県選択
無形
民俗

土山町 －

92 県選択
無形
民俗

甲賀町 －

93 県選択
無形
民俗

土山町 －

94 県指定
無形
民俗

水口町 －

95 県指定
無形
民俗

土山町 －

96 県選択
無形
民俗

水口・土
山・甲
南・信楽
町

－

97 県指定
無形
民俗

甲賀町 －

98 県選択
無形
民俗

土山町 －

99 県選択
無形
民俗

水口町 －

100 県指定 史跡
７箇所

信楽町

室町
～昭
和

101 県指定 史跡 水口町 江戸

信楽焼窯跡群
甲賀市、

他
宮町、黄瀬、
牧、長野

水口城跡
滋賀県・
甲賀市

本丸

青土の太鼓踊り 加茂神社 青土

牛飼の宮守行事 牛飼区 牛飼

甲賀の祇園花行事
津島神社祇園
祭奉賛会ほか

牛飼他

大原の祇園行事
大原祇園保存

会
鳥居野

水口曳山祭
水口まつり保
存振興会

水口

土山の太鼓踊り
大宮神社・上林神

社・惣王神社

大原の祇園行事 大原祇園保存会 鳥居野

黒滝の花笠太鼓踊り 惣王神社 黒滝

山女原の花笠太鼓踊り 上林神社 山女原

黒川の花笠太鼓踊り 大宮神社 黒川

水口祭
水口祭曳山保

存会 水口

日雲神社太鼓踊
日雲神社太鼓

踊保存会 牧

太鼓踊
油日神社太鼓

踊保存会 油日

奴振
油日神社奴振

保存会 油日

上田直方 長野

甲賀の前挽き鋸・製造用具
（附前挽鋸販売関係資料）

甲賀市教育委
員会

版本妙法蓮華経 櫟野寺 櫟野

大般若波羅蜜多経 地福寺 山女原

木造大日如来坐像 八田組大日堂 池田

飯道神社懸仏 飯道神社 宮町

木造阿弥陀如来坐像 香蓮寺 隠岐

木造十一面観音立像 白毫寺 野上野

木造薬師如来坐像 大日寺 宮町

木造十一面観音立像 大岡寺 隠岐

木造薬師如来立像 阿弥陀寺 櫟野

名　　　　称 所有者 所在地
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102 県指定 史跡 19636㎡ 信楽町 室町

103 県指定 史跡 水口町 古墳

104 県指定 史跡
2基

2479㎡
信楽町 古墳

105 県指定 史跡 水口町 江戸

106 県指定 史跡 3,957㎡ 水口町 古墳

107 県指定
天然

記念物
425㎡ 信楽町 －

108 市指定 建造物 1基 信楽町 鎌倉

109 市指定 建造物 1基 甲賀町 江戸

110 市指定 建造物 1棟 甲南町 江戸

111 市指定 建造物 1基 甲南町 南北朝

112 市指定 建造物 1基 甲南町 鎌倉

113 市指定 建造物 1基 甲南町 鎌倉

114 市指定 建造物 1基 甲南町 江戸

115 市指定 建造物 1基 水口町 江戸

116 市指定 建造物 1基 水口町 鎌倉

117 市指定 建造物 1基 水口町 南北朝

118 市指定 建造物 1基 水口町 鎌倉

119 市指定 建造物 1棟 甲賀町 江戸

120 市指定 建造物 1棟 水口町 江戸

121 市指定 建造物 1棟 水口町 室町

122 市指定 建造物 1基 甲南町 鎌倉

123 市指定 建造物 1基 信楽町 江戸

124 市指定 建造物 1棟 甲南町 江戸

125 市指定 建造物 1基 土山町 鎌倉

126 市指定 絵画 4幅 甲賀町 室町

127 市指定 絵画 1幅 甲賀町 室町

128 市指定 絵画 1幅 甲賀町 室町絹本著色千手観音三尊曼荼羅図 油日神社 油日

絹本著色聖徳太子絵伝 油日神社 油日

絹本著色十一尊曼荼羅図 油日神社 油日

矢川神社本殿 矢川神社 森尻

石造宝篋印塔 瀧樹神社 前野

石造宝篋印塔 金竜院 竜法師

八阪神社鳥居 八阪神社 柞原

三十八社本殿 三十八社 伴中山

天満宮本殿 高山 天満神社

石造宝篋印塔 西福寺 貴生川

大鳥神社本殿 大鳥神社 鳥居野

最勝寺宝塔 最勝寺 岩坂

石造宝篋印塔 清福寺 伴中山

矢川神社太鼓橋 矢川神社 森尻

八坂神社下馬橋 八坂神社 嶬峨

石造宝篋印塔 勢田寺 杉谷

石造宝篋印塔 勢田寺 杉谷

六角堂 慈音院 寺庄

石造宝篋印塔 正福寺 杉谷

石造五輪塔 玉桂寺 勅旨

大鳥神社石造反橋 大鳥神社 鳥居野

植遺跡 甲賀市 植

玉桂寺コウヤマキ 玉桂寺 勅旨

泉

勅旨古墳群 勅旨

旧東海道横田渡跡 泉

名　　　　称 所有者 所在地

小川城跡
小川生産森
林組合

小川

泉古墳群
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129 市指定 絵画 1幅 甲賀町 室町

130 市指定 絵画 2幅 甲賀町 江戸

131 市指定 絵画 1幅 甲賀町 室町

132 市指定 絵画 1幅 甲賀町 室町

133 市指定 絵画 1幅 水口町 鎌倉

134 市指定 絵画 1幅 信楽町 江戸

135 市指定 絵画 1幅 信楽町 江戸

136 市指定 絵画 2幅 水口町 室町

137 市指定 彫刻 1躯 甲南町 平安

138 市指定 彫刻 1躯 甲南町 平安

139 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

140 市指定 彫刻 1躯 信楽町 平安

141 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

142 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

143 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

144 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

145 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 奈良

146 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

147 市指定 彫刻 3躯 信楽町 鎌倉

148 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

149 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

150 市指定 彫刻 4面 甲賀町
室町初期
・江戸

151 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

152 市指定 彫刻 1躯 信楽町 室町

153 市指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

154 市指定 彫刻 1躯 甲南町 平安

155 市指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

木造地蔵菩薩坐像 正福寺 杉谷

木造阿弥陀如来坐像 誓蓮寺 上馬杉

木造五劫思惟阿弥陀如来座像 玉桂寺 勅旨

木造釈迦如来立像 檜尾寺 池田

古面 油日神社 油日

木造地蔵菩薩立像 大岡寺 隠岐

木造多聞天立像 多聞寺 鳥居野

木造十一面観音立像 補陀楽寺 大原市場

木造金剛力士像 櫟野寺 櫟野

仙禅寺跡磨崖仏 誓光寺 上朝宮

木造阿弥陀如来坐像 福明寺 高嶺

銅造誕生釈迦仏立像 阿弥陀寺 櫟野

木造聖観音立像 常光寺 大原上田

木造薬師如来坐像 福明寺 高嶺

木造阿弥陀如来坐像 玉桂寺 勅旨

木造釈迦如来坐像 櫟野寺 櫟野

木造阿弥陀如来坐像 金竜院 竜法師

木造十一面観世音菩薩立像 元龍寺 滝

絹本著色両界曼荼羅図 飯道寺 三大寺

木造阿弥陀如来坐像 八田組 池田八田

飯道山惣絵図 宮町区 宮町

長野古絵図 石野義明 長野

絹本著色山越阿弥陀図 称名寺 滝

絹本著色阿弥陀如来四尊来迎図 永福寺 新城

絹本著色十二天像図 油日神社 油日

絹本著色当麻曼荼羅図 称名寺 滝

絹本著色弁才三尊曼荼羅図 油日神社 油日

名　　　　称 所有者 所在地
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156 市指定 彫刻 1躯 甲南町 南北朝

157 市指定 彫刻 1躯 甲南町 室町

158 市指定 彫刻 1躯 土山町 平安

159 市指定 彫刻 1躯 土山町 鎌倉

160 市指定 彫刻 1躯 土山町 室町

161 市指定 彫刻 1躯 土山町 平安

162 市指定 彫刻 1躯 水口町 平安

163 市指定 彫刻 1躯 水口町 平安

164 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

165 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

166 市指定 彫刻 1躯 水口町 平安

167 市指定 彫刻 1躯 水口町 平安

168 市指定 彫刻 1躯 信楽町 奈良

169 市指定 彫刻 1躯 信楽町 平安

170 市指定 彫刻 1躯 信楽町 室町

171 市指定 彫刻 1躯 水口町 平安

172 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

173 市指定 彫刻 1躯 水口町 平安

174 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

175 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

176 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 鎌倉

177 市指定 彫刻 1躯 甲賀町
平安～
鎌倉

178 市指定 彫刻 1躯 甲賀町 平安

179 市指定 彫刻 3躯 甲南町
平安～
南北朝

180 市指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

181 市指定 彫刻 1躯 甲南町 鎌倉

182 市指定 彫刻 1躯 甲南町 平安木造金剛力士像 正福寺 杉谷

木造阿弥陀如来坐像 圓福寺 野尻

木造薬師如来坐像 圓福寺 野尻

木造十一面観音立像 龍泉寺 上野

木造神像 矢川神社 森尻

木造地蔵菩薩半跏像 常光寺 大原上田

木造阿弥陀如来坐像 極楽寺 上野

木造聖観音立像 称名寺 滝

木造毘沙門天立像 常光寺 大原上田

木造阿弥陀如来立像 称名寺 滝

木造阿弥陀如来立像 称名寺 宇川

石造阿弥陀如来立像 徳源寺 下朝宮

木造大日如来坐像 春日神社 春日

聖観音立像 極楽寺 田代

木造薬師如来坐像 来迎寺 中野

木造阿弥陀如来立像 蓮華寺 松栄

木造阿弥陀如来立像 浄福寺 北脇

木造如意輪観世音菩薩坐像 福生寺 高野

木造地蔵菩薩立像 福生寺 高野

木造阿弥陀如来立像 心光寺 城東

木造釈迦如来坐像 大池寺 名坂

木造摩耶夫人立像 十楽寺 山中

木造毘沙門天立像 東光寺 頓宮

息障寺 杉谷

木造阿弥陀如来坐像 十楽寺 山中

木造十一面観音立像 十楽寺 山中

名　　　　称 所有者 所在地

磨崖地蔵菩薩坐像 息障寺 杉谷

磨崖不動明王立像
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183 市指定 彫刻 10躯 水口町 平安

184 市指定 工芸品 1基 水口町 文政

185 市指定 工芸品 1口 甲賀町 室町

186 市指定 工芸品 1口 甲賀町 室町

187 市指定 工芸品 1口 甲賀町 桃山

188 市指定 工芸品 1基 信楽町 鎌倉末

189 市指定 工芸品 1基 水口町 南北朝

190 市指定 工芸品 1口 信楽町 室町

191 市指定 工芸品 1点 水口町 江戸

192 市指定 工芸品 1点 水口町 江戸

193 市指定 工芸品 1口 甲賀町 江戸

194 市指定 工芸品 1口 甲南町 室町

195 市指定 工芸品 1口 甲南町 江戸

196 市指定 工芸品 1基 信楽町 鎌倉

197 市指定 書跡 600帖 水口町
鎌倉～
室町

198 市指定 書跡
1巻
35点

甲賀町 室町

199 市指定 書跡 １巻 甲賀町 鎌倉

200 市指定 書跡
22巻
10冊

甲賀町 江戸

201 市指定 書跡 3巻 甲賀町 室町

202 市指定 書跡 3巻 甲賀町 室町

203 市指定 書跡 100帖 甲南町
平安～
江戸

204 市指定 書跡 8通 水口町
南北朝
～江戸

205 市指定 書跡 625点 水口町
江戸～
大正

206 市指定 書跡 1636点 水口町
江戸～
大正

207 市指定 書跡 17点 土山町 江戸

208 市指定 書跡 896点 甲南町
江戸～
昭和

209 市指定
歴史資

料 １基 土山町 室町

矢川神社文書 個人 森尻

不動一尊種子板碑 甲賀市 瀬音

宇川共有文書 宇川区 宇川

東海道土山宿本陣土山家文書宿
帳

個人 北土山

酒人山中文書 個人 酒人

東海道水口宿文書 甲賀市 水口

種子三千仏 油日神社 油日

大般若経 誓蓮寺 上馬杉

万川集海（忍書） 大原吉景 田堵野

種子三千仏 大鳥神社 鳥居野

佐治文書 佐治和夫 小佐治

観音経 櫟野寺 櫟野

六角形石燈籠 日雲神社 牧

大般若経 大池寺 名坂

鰐口 慈音院 寺庄

鉄湯釜 慈音院 寺庄

曳山飾幕 旅篭町 水口

梵鐘 油日神社 油日

鰐口 新宮神社 長野

曳山飾幕 天神町 水口

飯道山石燈籠 飯道神社 宮町

石燈籠 水口神社 宮ノ前

鰐口 岩室区 岩室

鉄湯釜 大鳥神社 鳥居野

横田渡常夜灯 水口町 泉

鰐口 櫟野寺 櫟野

木造男神坐像 八坂神社 嶬峨

名　　　　称 所有者 所在地
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210 市指定
考古
資料 49点 信楽町

奈良～
平安

211 市指定
考古
資料 4点 甲賀町 古墳

212 市指定
考古
資料 3本 信楽町 奈良

213 市指定
考古
資料 5点 信楽町 奈良

214 市指定
考古
資料 １点 甲南町 平安

215 市指定 無形 5名 信楽町 －

216 市指定
有形
民俗 16基 水口町

江戸～
明治

217 市指定
有形
民俗 7棟 信楽町 －

218 市指定
無形
民俗

信楽町 －

219 市指定
無形
民俗

甲賀町 桃山

220 市指定
無形
民俗

甲賀町 －

221 市指定
無形
民俗

甲南町 －

222 市指定 史跡 3基 水口町 古墳

223 市指定 史跡 1箇所 甲賀町 中世

224 市指定 史跡 1箇所 甲賀町 中世

225 市指定 史跡 1箇所 甲賀町 中世

226 市指定 史跡 1箇所 甲賀町 中世

227 市指定 史跡 1箇所 甲賀町 中世

228 市指定 史跡 甲賀町 中世

229 市指定 史跡 1基 甲賀町 古墳

230 市指定 史跡 信楽町 鎌倉

231 市指定 史跡 甲賀町 中近世

232 市指定 史跡 信楽町
奈良～
明治

233 市指定 史跡 信楽町
鎌倉～
江戸

234 市指定 名勝 水口町 江戸

235 市指定 名勝 甲賀町 江戸

236 市指定
天然

記念物
水口町 －古城山きん青石 甲賀市 水口

大池寺の庭園 大池寺 名坂

大鳥神社境内 大鳥神社 鳥居野

飯道神社・飯道山遺跡 飯道神社/区管理地 宮町

小川中世城塞群及び関連寺院遺跡
（中ノ城・西ノ城・大光寺）

大光寺/民有地 小川

滝の脇磨崖石仏群 多羅尾区 多羅尾

上野城跡 個人 油日

和田城跡 個人 和田

岩室塚穴古墳 岩室区 岩室

公方屋敷跡 和田区 和田

佐治城跡 個人 小佐治

篠山城跡 個人 鳥居野

梅垣城跡 個人 滝

波涛ヶ平古墳 個人 水口

滝川城跡 櫟野寺 櫟野

流鏑馬 椿神社 隠岐

池田のお田植え祭り 檜尾神社 池田

多羅尾太鼓踊
多羅尾文化財

保存会
多羅尾

すいりょう節
甲賀町すいりょ

う節保存会 相模

曳山 17町内会 水口

三所神社宮座建物及び伝承行事 三所神社 上朝宮

北脇遺跡出土銅印 甲賀市 葛木

信楽焼（大西忠左・鈴木茂・笹山
忠保・大原薫・高橋政男）

柞原他

岩室区 岩室

宮町遺跡出土柱根 甲賀市

宮町遺跡出土木簡 甲賀市

名　　　　称 所有者 所在地

紫香楽宮跡出土遺物 雲井小他 町内

塚穴古墳出土品



第13章

種別
1

種別
2

員数

237 市指定
天然

記念物 1本 甲賀町 －

238 市指定
天然

記念物 5本 甲賀町 －

239 市指定
天然

記念物
信楽町 －

240 市指定
天然

記念物 1本 甲賀町 －

241 市指定
天然

記念物
信楽町 －

242 国登録 建造物 1棟 甲南町 大正

243 国登録 建造物 1棟 水口町 昭和

244 国登録 建造物 1柱 水口町 昭和

245 国登録 建造物 1棟 水口町 昭和

246 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

247 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

248 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

249 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

250 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

251 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

252 国登録 建造物 1棟 甲賀町 大正

253 国登録 建造物 1棟 信楽町 元禄

254 国登録 建造物 1棟 信楽町 宝永

255 国登録 建造物 1棟 信楽町 安政

256 国登録 建造物 1棟 信楽町 元禄

257 国登録 建造物 1棟 土山町 江戸

258 国登録 建造物 1棟 信楽町 江戸

259 国登録 建造物 1棟 信楽町 昭和

資料：甲賀市歴史文化財課(平成23年3月31日現在)

八阪神社本殿 八阪神社

杉尾神社本殿 杉尾神社

大鳥神社神輿殿 大鳥神社

柞原

信楽高原鐵道大戸川第一橋梁
（株）信楽高

原鐵道
勅旨

二童子神社本殿 二童子神社 中野

火頭古神社本殿 火頭古神社 猪鼻

杉山

高宮神社本殿 高宮神社 多羅尾

大鳥神社社務所 大鳥神社 鳥居野

日雲神社本殿 日雲神社 牧

大鳥神社神楽殿 大鳥神社 鳥居野

鳥居野

大鳥神社楼門 大鳥神社 鳥居野

大鳥神社神饌所 大鳥神社 鳥居野

大鳥神社祝詞殿(中門） 大鳥神社 鳥居野

大鳥神社拝殿 大鳥神社 鳥居野

日本基督教団水口教会門柱 水口教会 城東

旧水口図書館 甲賀市 水口小学校内

仁木家住宅洋館 個人 深川市場

日本基督教団水口教会礼拝堂 水口教会 城東

マキの木 櫟野寺 櫟野

畑シダレザクラ 畑区 畑

杉木立 日吉神社 神保

菩提樹 浄顕寺 多羅尾

コウヤマキ 油日神社 油日

名　　　　称 所有者 所在地


