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所在地 社寺名 名　称 所在地 社寺名 名　称

大津市 天満神社 天部形立像 大津市 聖衆来迎寺 釈迦如来坐像

大津市 石山寺 如意輪観音半跏像(本尊) 大津市 聖衆来迎寺 大黒天立像

大津市 石山寺 塑造金剛蔵王立像心木 大津市 常信寺 文殊菩薩・普賢菩薩坐像(釈迦三尊像のう
ち)

大津市 石山寺 如意輪観音半跏像 大津市 乗念寺 聖観音立像

大津市 石山寺 金銅観世音菩薩立像 大津市 正法寺 帝釈天立像

大津市 石山寺 大日如来坐像 大津市 盛安寺 十一面観音立像

大津市 石山寺 兜跋毘沙門天立像 大津市 西岸寺 阿弥陀如来立像

大津市 石山寺 維摩居士坐像 大津市 建部大社 女神坐像

大津市 石山寺 塑造淳祐内供坐像 大津市 若王寺 仏像（寺伝弥勒菩薩立像）

大津市 石山寺 大日如来坐像(快慶作） 大津市 満月寺 聖観音坐像

大津市 恵日院 慈眼大師坐像 大津市 明王院 千手観音立像及び不動明王・毘沙門天立像

大津市 円福院 釈迦如来坐像（伝安阿弥作） 草津市 橘堂 菩薩立像(三面六臂観音立像)

大津市 延暦寺 千手観音立像 草津市 観音寺(草津市) 阿弥陀如来立像

大津市 延暦寺 四天王立像(伝広目天) 草津市 志那神社 普賢菩薩坐像

大津市 延暦寺 四天王立像(伝多聞天) 草津市 常善寺 阿弥陀如来及び両脇侍像

大津市 延暦寺 維摩居士坐像 草津市 宝光寺 薬師如来立像

大津市 延暦寺 慈恵大師坐像(本覚院旧蔵) 守山市 大光寺 銅造誕生釈迦仏立像

大津市 延暦寺 慈恵大師坐像(青龍寺旧蔵) 栗東市 金勝寺 良弁僧正坐像

大津市 延暦寺 聖観音立像（横川中堂安置） 栗東市 金勝寺 軍荼利明王立像

大津市 延暦寺 不動明王・二童子像 栗東市 金勝寺 毘沙門天立像

大津市 延暦寺 四天王立像 栗東市 金勝寺 女神坐像

大津市 延暦寺 金剛夜叉明王立像 栗東市 金勝寺 僧形八幡神坐像

大津市 延暦寺 降三世明王立像 栗東市 金勝寺 虚空蔵菩薩半跏像

大津市 延暦寺 軍荼利夜叉明王立像 栗東市 金勝寺 釈迦如来坐像

大津市 延暦寺 大威徳明王像 栗東市 大宝神社 男神坐像

大津市 延暦寺 大黒天立像 栗東市 大宝神社 男神立像

大津市 園城寺 吉祥天立像 栗東市 大宝神社 狛犬

大津市 九品寺 聖観音立像 栗東市 井上区 如意輪観音坐像

大津市 西教寺 聖観音立像 栗東市 小槻大社 男神坐像（伝落別命）

大津市 西教寺 薬師如来坐像 栗東市 小槻大社 男神坐像（伝大己貴命）

大津市 西勝寺 阿弥陀如来立像 栗東市 金胎寺 四天王立像二躯のうち増長天

大津市 浄光寺 阿弥陀如来立像 栗東市 善勝寺 千手観音立像

大津市 聖衆来迎寺 銅造薬師如来立像 栗東市 東方山安養寺 薬師如来坐像

大津市 聖衆来迎寺 十一面観音立像 栗東市 東方寺 薬師如来坐像

大津市 聖衆来迎寺 地蔵菩薩立像 野洲市 宗泉寺 不動明王及び二童子立像
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野洲市 仏性寺 阿弥陀如来坐像 東近江市 石馬寺 大威徳明王像

野洲市 報恩寺 銅造観世音菩薩立像 東近江市 永源寺 塑造寂室和尚坐像

野洲市 御上神社 神馬　口取添 東近江市 善明寺 阿弥陀如来坐像

野洲市 御上神社 相撲人形 東近江市 百済寺 金銅弥勒菩薩半跏像

野洲市 御上神社 狛犬 東近江市 百済寺 聖観音坐像

野洲市 来迎寺 聖観音立像 東近江市 百済寺 如意輪観音半跏像

野洲市 蓮乗寺 毘沙門天立像 東近江市 興福寺 聖観音立像(観音堂安置)

野洲市 蓮長寺 十一面観音立像 東近江市 竹田神社 男神坐像

甲賀市 大日寺 薬師如来坐像 東近江市 法雲寺 帝釈天立像

甲賀市 大岡寺 薬師如来坐像 東近江市 梵釈寺 宝冠阿弥陀如来坐像

甲賀市 永昌寺 地蔵菩薩立像 近江八幡市 長命寺 大日如来坐像(三重塔本尊)と四天王立像

甲賀市 浄福寺 十一面千手観音坐像 近江八幡市 石部神社 薬師如来坐像

甲賀市 誓光寺 十一面観音立像 近江八幡市 大嶋神社・奥津嶋神社 地蔵菩薩立像

甲賀市 妙音寺 聖観音立像 近江八幡市 小田神社 大日如来坐像

甲賀市 櫟野寺 地蔵菩薩立像 近江八幡市 浄厳院 阿弥陀如来坐像

甲賀市 櫟野寺 十一面観音坐像 近江八幡市 浄厳院 厨子入銀造阿弥陀如来立像

甲賀市 櫟野寺 聖観音立像 近江八幡市 荘厳寺 空也上人立像

甲賀市 櫟野寺 弥勒仏坐像 近江八幡市 荘厳寺 釈迦如来立像（釈迦堂安置）

甲賀市 櫟野寺 薬師如来坐像 近江八幡市 東南寺 地蔵菩薩立像

甲賀市 櫟野寺 地蔵菩薩坐像 近江八幡市 日牟礼八幡宮 男神坐像

甲賀市 正福寺 十一面観音立像 近江八幡市 福寿寺 千手観音立像

湖南市 妙感寺 微妙大師坐像 日野町 金剛定寺 十一面観音坐像

湖南市 正福寺 十一面観音立像 日野町 金剛定寺 聖観音立像

湖南市 正福寺 大日如来坐像 日野町 金剛定寺 不動明王・二童子像

湖南市 常楽寺 二十八部衆立像 日野町 安楽寺 阿弥陀如来坐像

湖南市 善水寺 金銅誕生釈迦仏立像 日野町 安楽寺 薬師如来坐像

湖南市 善水寺 僧形文殊坐像 日野町 光明院 阿弥陀如来坐像

湖南市 善水寺 梵天・帝釈天立像 日野町 金剛寺 聖観音立像

湖南市 善水寺 不動明王坐像 日野町 西明寺 十一面観音立像

湖南市 善水寺 兜跋毘沙門天立像 日野町 正明寺 千手観音及び不動明王・毘沙門天立像

湖南市 善水寺 金剛二力士立像 彦根市 天寧寺 五百羅漢像

湖南市 善水寺 薬師如来坐像 彦根市 高宮寺 伝切阿坐像

湖南市 善水寺 銅造阿弥陀如来立像 彦根市 千手寺 僧形坐像

東近江市 石馬寺 役行者及び二鬼像 愛荘町 金剛輪寺 聖観音立像

東近江市 石馬寺 十一面観音立像 愛荘町 金剛輪寺 慈恵大師坐像　(蓮妙作)
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愛荘町 金剛輪寺 聖観音立像(本尊・秘仏) 長浜市 浄信寺 観音・勢至菩薩立像

愛荘町 金剛輪寺 十一面観音立像 長浜市 白鬚神社 狛犬

愛荘町 金剛輪寺 不動明王立像 長浜市 神照寺 半肉彫千手観音立像

愛荘町 金剛輪寺 阿弥陀如来坐像 長浜市 神照寺 不動明王立像

愛荘町 常照庵 不動明王・二童子像 長浜市 神照寺 不動明王立像(見返り不動)

愛荘町 常照庵 阿弥陀如来坐像 長浜市 高野神社 伝教大師坐像(慈恵大師)

愛荘町 明寿院 大黒天半跏像 長浜市 多田幸寺 薬師如来坐像

愛荘町 仏心寺 聖観音立像 長浜市 徳円寺 馬頭観音立像

愛荘町 仏心寺 地蔵菩薩立像 長浜市 白山神社 釈迦如来坐像

甲良町 西明寺 十二神将立像 長浜市 珀清寺 薬師如来坐像

甲良町 西明寺 釈迦如来立像 長浜市 日吉神社 千手観音立像

多賀町 胡宮神社 銅造大日如来坐像 長浜市 日吉神社 菩薩立像

多賀町 真如寺 阿弥陀如来坐像 長浜市 山門区 馬頭観音坐像

米原市 観音寺 伝教大師坐像 長浜市 来現寺 聖観音立像

米原市 惣持寺 天部形立像 長浜市 阿弥陀寺(西浅井町) 阿弥陀如来立像(行快作)

米原市 大平観音堂 十一面観音立像 高島市 正伝寺 薬師如来坐像

長浜市 総持寺 千手観音立像 高島市 洞照寺 阿弥陀如来坐像

長浜市 西阿閉観音堂 宝冠阿弥陀如来坐像 高島市 保福寺 釈迦如来坐像

長浜市 阿弥陀寺(加田町) 阿弥陀如来立像

長浜市 春日神社 神像 逆さ観音

長浜市 鶏足寺 木心乾漆造十二神将立像(２躯) 弥勒仏坐像

長浜市 鶏足寺 薬師如来立像 阿弥陀如来坐像(志賀の大仏)

長浜市 鶏足寺 十一面観音立像 阿弥陀三尊磨崖仏(富川磨崖仏)

長浜市 鶏足寺 菩薩形立像 狛坂磨崖仏

長浜市 鶏足寺 十所権現像 小屋谷観音(如来形坐像)

長浜市 向源寺 大日如来坐像 妙光寺地蔵磨崖仏

長浜市 向源寺 十一面観音立像(重文) 廃少菩提寺閻魔像と地蔵菩薩像

長浜市 石道寺 十一面観音立像(県指定) 鵜川四十八躰仏

長浜市 石道寺 十一面観音立像

長浜市 舎那院 愛染明王坐像

長浜市 充満寺 伝薬師如来立像

長浜市 浄信寺 閻魔王立像

長浜市 浄信寺 倶生神立像

長浜市 浄信寺 阿弥陀如来立像

長浜市 浄信寺 阿弥陀如来坐像

野洲市妙光寺

湖南市菩提寺

高島市鵜川

石　　　仏

大津市上田上桐生町

大津市坂本本町

大津市滋賀里町甲

大津市大石富川町

栗東市荒張

栗東市荒張


