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はじめに

・鶏足寺に伝わる縁起から、己高山を中心として湖北地域に広がった宗教文化圏の背景を振り返る。

1 県指定 書跡 己高山縁起 1 ２巻
室町

応永14年
甲巻26.0×1322.2cm
乙巻26.0×1160.5cm

鶏足寺 長浜市木之本町古橋

第１章　観音像と村人たち

・「観音の里」と呼ばれる湖北地域に伝わる観音像と、それらを取り巻く人びととの関わりを紹介する。

1 2 国指定 彫刻 木造伝千手観音立像 1 １軀 平安 像高200.0cm 観音寺 長浜市木之本町黒田

1 3 国指定 彫刻 木造十一面観音立像 1 １軀 平安 像高145.4cm 医王寺 長浜市木之本町大見

1 4 国指定 彫刻 木造聖観音立像 1 １軀 平安 像高178.8cm 来現寺 長浜市弓削町

1 5 国指定 彫刻 木造十一面観音立像 1 １軀 平安 像高101.5ｃｍ 善隆寺 長浜市西浅井町山門

1 6 県指定 彫刻 木造十一面観音立像 1 １軀 平安 像高101.6ｃｍ 石道寺 長浜市木之本町石道

1 7 市指定 彫刻 木造聖観音菩薩立像 1 １軀 平安 像高97.8ｃｍ 長浜市 長浜市八幡東町

1 8 市指定 彫刻 木造十一面観音坐像 1 １軀 平安後期 像高99.2ｃｍ 岡本神社 長浜市小谷丁野町

1 9 市指定 彫刻 聖観音立像 1 １軀 平安 像高101.3cm 南郷町 長浜市南郷町

1 10 市指定 彫刻 木造千手観音立像 1 １軀 平安 像高106.1cm 総持寺 長浜市宮司町

1 11 国指定 彫刻 木造聖観音立像 1 １軀 平安 像高100.1cm 総持寺 長浜市宮司町

1 12 市指定 彫刻 聖観音坐像 1 １軀 平安後期 像高95.7cm 阿弥陀寺 長浜市西浅井町菅浦

2 13 市指定 彫刻 聖観音立像 1 １軀 平安 像高67.4cm 大吉寺 長浜市野瀬町

1 14 市指定 彫刻 木造聖観音坐像 1 １軀 鎌倉 像高37.5cm 源昌寺 長浜市余呉町上丹生

1 15 国指定 彫刻
木造観音菩薩立像
　像背面に奉造立、建保四年七月日の
銘がある

1 １躯
建保４年
（1216）

像高172.7cm 洞寿院観音堂 長浜市余呉町菅並

1 16 市指定 彫刻 十一面観音菩薩立像 1 １軀 室町 像高110.8cm 国安自治会 長浜市余呉町国安

1 17 県指定 彫刻
金銅十一面観音不動毘沙門懸仏
　裏面に石道寺、応安元年等の墨書銘
がある

1 １面
応安元年
（1368）

面径55.6cm 長浜市 長浜市八幡東町

1 18 県指定 彫刻 木造馬頭観音坐像 1 １軀 平安後期 像高103.2cm 山門自治会 長浜市西浅井町山門

1 19 市指定 彫刻 木造馬頭観音立像 1 １軀 平安 像高99.6cm 横山神社 長浜市高月町横山

1 20 県指定 彫刻 木造馬頭観音立像 1 １軀 鎌倉 像高80.0cm 徳円寺 長浜市西浅井町庄

1 21 未指定 彫刻 木造千手千足観音像 1 １軀 江戸 像高42.1cm 正妙寺 長浜市高月町西野

第２章　信仰に彩られた仏たち

・真言宗や天台宗、浄土真宗など、さまざまな宗派と信仰によって生み出された多彩な仏像を紹介する。

2 22 市指定 彫刻 木造薬師如来立像 1 １軀 平安 像高97.6cm 八幡神社 長浜市高月町柏原

2 23 国指定 彫刻 木造伝薬師如来立像 1 １軀 平安 像高159.4cm 充満寺 長浜市高月町西野
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2 24 県指定 彫刻 木造薬師如来坐像 1 １軀 平安 像高83.2cm 舎那院 長浜市宮前町

2 25 県指定 彫刻 木造薬師如来坐像 1 １軀 平安 像高76.5cm 源昌寺 長浜市余呉町上丹生

2 26 市指定 彫刻 木造阿弥陀如来立像 1 １軀 平安 像高47.9cm 小野寺町 長浜市小野寺町

2 27 市指定 彫刻 木造宝冠阿弥陀如来坐像 1 １軀 平安 像高83.5cm 竹蓮寺 長浜市高月町西阿閉

2 28 市指定 彫刻 木造阿弥陀如来立像　 1 １軀 平安 像高97.5cm 阿弥陀寺 長浜市加田町

4 29 市指定 彫刻 阿弥陀如来立像 1 １軀 鎌倉 像高77.6cm 大吉寺 長浜市野瀬町

2 30 市指定 彫刻 木造阿弥陀如来立像 1 １軀 鎌倉 像高83.1cm 浄信寺 長浜市木之本町木之本

2 31 市指定 彫刻 阿弥陀如来坐像 1 １軀 鎌倉 像高88.7cm 大浦観音堂 長浜市西浅井町大浦

2 32 市指定 絵画 光明本尊 1 １幅
南北朝
～室町

本紙縦160.8×横
96.1cm

表具縦190.7×横
99.5cm

法光寺 長浜市高月町磯野

2 33 市指定 彫刻 大日如来坐像 1 １軀 平安後期 像高56.1cm 遍照寺 長浜市西浅井町大浦

2 34 国指定 彫刻 木像持国天立像・多聞天立像 1 ２軀 平安
持国天182.7cm
多聞天182.7cm

石道寺 長浜市木之本町石道

2 35 国指定 彫刻 木造大日如来坐像 1 １軀 平安 像高147.9cm 光信寺 長浜市太田町

2 36 国指定 彫刻 木造愛染明王坐像 1 １軀 鎌倉 像高49.4cm 舎那院 長浜市宮前町

第３章　村人が伝えた神と仏

・中世以降の村の自治のよりどころとして、また祭礼の中心として仏像や神像が果たした役割を紹介する。

3 37 市指定 彫刻 木造弁才天坐像 1 １軀
弘治３年
（1557）

像高38.5cm 宝厳寺 長浜市早崎町

3 38 未指定 彫刻 木造聖観音立像 1 １軀 平安 像高67.5cm 宝厳寺 長浜市早崎町

3 39 市指定 彫刻 阿弥陀如来坐像 1 １軀 平安後期 像高140.0cm 阿弥陀寺 長浜市西浅井町菅浦

3 40 国指定 書跡等
菅浦与大浦下庄堺絵図（菅浦文
書）

1 １幅
鎌倉～
南北朝

縦91.5×横62.3cm 須賀神社
長浜市西浅井町菅浦

（滋賀大寄託）

3 41 国指定 書跡等 菅浦惣庄置文（菅浦文書） 1 １通
寛正２年
（1461）

縦27.6×横45.4cm 須賀神社
長浜市西浅井町菅浦

（滋賀大寄託）

3 42 国指定 書跡等 菅浦惣庄地下置文（菅浦文書） 1 １通
文明15年
（1483）

縦28.4×横42.5cm 須賀神社
長浜市西浅井町菅浦

（滋賀大寄託）

3 43 国指定 書跡等 菅浦惣庄合戦注記（菅浦文書） 1 １通
文安６年
（1449）

縦28.1×横
175.3cm

須賀神社
長浜市西浅井町菅浦

（滋賀大寄託）

3 44 未指定 彫刻 木造十一面観音立像 1 １軀 室町 像高95.7cm 浄光寺 長浜市高月町落川

3 45 未指定 彫刻 木造薬師如来立像 1 １軀 室町 像高63.5cm 浄光寺 長浜市高月町落川

3 46 未指定 彫刻 木造阿弥陀如来立像 1 １軀 室町 像高45.5cm 浄光寺 長浜市高月町落川

3 47 国指定 彫刻 木造仏頭 1 １箇 平安 総高65.1cm 善隆寺 長浜市西浅井町山門

3 48 未指定 彫刻 木造如来形立像 1 １軀 平安 像高146.7cm 安念寺 長浜市高月町西黒田

国 15

県 7

市 20

未 6
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