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５　長浜市の歴史文化関連施設一覧
　令和２年３月現在、長浜市内には23の歴史文化施設がある。これらを大別すると、長

浜市直営施設、指定管理施設、長浜市による補助金の交付を受け地域の自治会等が運営す

る施設、地域の自治会の運営による施設、私設・法人による施設である。

　なお、本構想の第４章に示した重点《関連文化財群》や重点《歴史文化保存活用区域》の

案内施設となっている場合は、「案内施設」の欄に重点《関連文化財群》や重点《歴史文化

保存活用区域》の番号を示した。

番号 名称 区分 運営者 案内施設

１ 浅井歴史民俗資料館 ● 長浜市 エリア⑥

２ 今重屋敷　能舞館 △ 株式会社　新長浜計画

３ 小谷城戦国歴史資料館 ◎ 小谷城址保勝会 ジャンル②、エリア③

４ 海洋堂フィギアミュージアム △ 興亜興産株式会社

５ 北淡海・丸子船の館 ◎ 有限会社西浅井総合サービス エリア④

６ 慶雲館 ◎ 公益社団法人　長浜観光協会

７ 国友鉄砲の里資料館 ■ 国友町自治会 ジャンル④

８ 己高閣・世代閣 ☆ 木之本町古橋自治会

９ 五先賢の館 ◎ 五先賢の館運営委員会 ジャンル④・エリア⑥

10 湖北観光情報センター「四居家」 ■ 公益社団法人　長浜観光協会 ジャンル⑤、エリア①

11 菅浦郷土史料館 ☆ 菅浦自治会 エリア④

12 高月観音の里歴史民俗資料館 ● 長浜市
ジャンル①・③・④、
エリア②

13 余呉茶わん祭の館 ◎ 上丹生茶わん祭保存会 エリア⑤

14 葛籠尾崎湖底遺跡資料館 ☆ 湖北町尾上自治会

15 冨田人形会館 ■ 冨田人形保存会 ジャンル③

16 長浜市長浜城歴史博物館 ● 長浜市
ジャンル①・④・⑤・⑥、
エリア①・③・⑥

17 長浜鉄道スクエア ◎ 公益社団法人　長浜観光協会

18 長浜市曳山博物館 ◎
公益財団法人
長浜曳山文化協会

ジャンル③・④・⑥、
エリア①

19 成田美術館 △ 個人

20 東アジア交流ハウス　雨森芳洲庵 ◎ 高月町雨森自治会

21 北国街道安藤家 △ 長浜まちづくり会社 エリア①

22 ヤンマーミュージアム △ ヤンマー株式会社

23 養蚕の館 ● 長浜市

●長浜市直営、◎指定管理運営、■補助金交付自治会等運営、☆自治会等運営、△私設運営・法人運営

長浜市内の歴史文化施設



137

長浜市歴史文化基本構想

第７章　参考データ

６　長浜市の歴史文化関連図書一覧
番号 図書名 著者 発刊年月日

1 長浜曳山祭調査報告　青海山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1958年3月25日

2 郷土長浜 長浜市教育委員会 1959年7月1日

3 長浜の文化財 長浜市教育委員会 1960年3月1日

4 滋賀県市町村沿革史　第四巻 滋賀県市町村沿革史編纂委員会 1960年7月20日

5 長浜曳山祭調査報告　高砂山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1961年3月25日

6 滋賀県市町村沿革史　資料編　第伍巻 滋賀県市町村沿革史編纂委員会 1962年3月30日

7 長浜の條里 長浜市教育委員会 1962年10月10日

8 長浜御坊三百年誌 中沢南水 1962年11月

9 長浜曳山祭調査報告　寿山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1963年3月25日

10 滋賀県市町村沿革史　資料編　第巻 滋賀県市町村沿革史編纂委員会 1963年5月30日

11 長浜曳山祭調査報告　鳳凰山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1964年3月25日

12 滋賀県市町村沿革史　第参巻 滋賀県市町村沿革史編纂委員会 1964年9月15日

13 長浜曳山祭調査報告　月宮殿 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1965年3月25日

14 読本　石田三成 北郷里小学校 1966年10月1日

15 長浜曳山祭調査報告　翁山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1966年12月25日

16 長浜曳山祭調査報告　孔雀山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1966年3月25日

17 改訂版　郷土長浜 長浜市教育委員会 1966年9月15日

18 長浜市　二十五年史 長浜市役所 1967年4月1日

19 滋賀県市町村沿革史　第弐巻 滋賀県市町村沿革史編纂委員会 1967年4月20日

20 滋賀県市町村沿革史　第壱巻 滋賀県市町村沿革史編纂委員会 1967年5月25日

21 長浜曳山祭調査報告　常磐山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1968年3月25日

22 長浜曳山祭調査報告　春日山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1969年3月25日

23 長浜曳山祭調査報告　諫皷山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1969年3月25日

24 長浜曳山祭調査報告　萬歳楼 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1970年3月25日

25 長浜曳山祭調査報告　神輿と長刀山 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1971年3月20日

26 長浜曳山祭調査報告　猩々丸 長浜市長浜曳山祭文化財保護委員会 1971年3月25日

27 長浜市指定史跡長浜城跡発掘調査報告書 長浜市教育委員会 1971年4月30日

28 西黒田の遺跡を訪ねて 西黒田公民館　西黒田遺跡調査委員会 1971年5月1日

29 長浜小学校百年誌 長浜小学校百年誌編集委員会 1971年

30 郷土民俗資料関係調査報告書（非売品） 長浜市教育委員会 1972年3月2日

31 江州小谷城主　浅井氏三代文書集 徳勝寺・浅井家顕彰会 1972年9月3日

32 第１０７集　滋賀県湖北町今西遺跡発掘
調査報告書　1974 湖北町教育委員会 1974年3月15日

33 第１０８集　史跡小谷城跡環境整備事業
報告書　1976 湖北町教育委員会 1974年3月31日

34 改訂　近江坂田郡志　第一巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
35 改訂　近江坂田郡志　第二巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
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番号 図書名 著者 発刊年月日
36 改訂　近江坂田郡志　第三巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
37 改訂　近江坂田郡志　第四巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
38 改訂　近江坂田郡志　第五巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
39 改訂　近江坂田郡志　第六巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
40 改訂　近江坂田郡志　第七巻 日本資料刊行会 1975年7月20日
41 東浅井郡志　第壱 日本資料刊行会 1975年10月10日
42 東浅井郡志　第弐 日本資料刊行会 1975年10月10日
43 東浅井郡志　第参 日本資料刊行会 1975年10月10日
44 東浅井郡志　第四 日本資料刊行会 1975年10月10日
45 余呉の民話わらべ唄 鏡岡中学校　郷土クラブ 1976年3月1日
46 北郷里小学校　百年誌 北郷里小学校 1976年7月3日
47 近江輿地志略 弘文堂書店 1976年9月28日

48 第１集　　宮司遺跡・十里遺跡（字十五
町地区）遺跡調査報告書 長浜市教育委員会 1977年3月31日

49 第１０９集　小谷城清水谷遺跡発掘調査
報告書 1978 湖北町教育委員会 1978年10月31日

50 郷土史　ふるさと口分田 広部庄太郎 1978年11月25日
51 木之本の文化財 木之本町教育委員会 1979年3月1日
52 虎姫のむかし話 虎姫公民館 1979年3月
53 角川日本地名大辞典　滋賀県 株式会社　角川書店 1979年4月20日
54 西黒田風土記 西黒田公民館　郷土研究会 1980年1月1日
55 木之本の文化財　第二集 木之本町教育委員会 1980年3月20日

56 第２集　　高田遺跡（長浜電報電話局敷
地内所在）調査報告書 長浜市教育委員会 1980年3月31日

57 長浜の伝承　ふるさと近江伝承文化叢書 長浜市教育委員会 1980年3月31日
58 改定ふるさと伊香 伊香郡教育委員会（４町） 1980年3月31日
59 古文書による　江戸時代の小原村歴史 鏡岡中学校　郷土クラブ 1980年3月
60 虎姫のむかし話　第二集 虎姫教育委員会 1980年3月
61 写真集　長浜百年 長浜市役所 1980年4月
62 近江坂田郡志　上 株式会社　賢美閣 1980年5月15日
63 近江坂田郡志　中 株式会社　賢美閣 1980年5月15日
64 近江坂田郡志　下 株式会社　賢美閣 1980年5月15日
65 わが村と昌安見久尼 平塚区事務所・実宰院史蹟保存会 1980年6月

66 校舎改築記念誌 長浜市立北小学校
校舎改築記念事業協賛会 1981年11月7日

67
第１１４集　高月町上水道事業に伴う埋
蔵文化財調査概要1　1982.3、
高月町上水道Ⅱ　1983

高月町教育委員会 1982年3月31日

68 鏡中タイム活動ふるさと余呉　私たちの
字紹介 鏡岡中学校　郷土クラブ 1982年3月

69 56豪雪の記録　白魔との闘い 余呉町 1982年3月
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番号 図書名 著者 発刊年月日

70 中京民俗19　虎姫町の民俗
－滋賀県東浅井郡虎姫町－ 中京大学郷土研究会 1982年9月

71 湖北町昔ばなし 湖北町教育委員会 1983年3月10日

72 浅見姓のふるさとを尋ねて 浅見英二 1983年3月

73 常設展示－湖北・長浜のあゆみ－ 長浜城歴史博物館 1983年4月5日

74 ふるさとの年中行事 鏡岡中学校　郷土クラブ 1983年4月

75 近江伊香郡誌　上巻 藤本　弘 1983年9月28日

76 近江伊香郡誌　中巻 藤本　弘 1983年9月28日

77 近江伊香郡誌　下巻 藤本　弘 1983年9月28日

78 第６６集　西主計　慶蔵寺遺跡発掘調査
報告書 浅井町教育委員会 1984年3月30日

79 鏡中タイム活動　身近な神様・ほとけ様 滋賀鏡岡中学校字別生徒会 1984年3月31日

80
第１３２集　諸川遺跡発掘調査報告書　
1984
西浅井町菅浦所在諸川瓦窯跡の調査

西浅井町教育委員会・(財)滋賀県文化
財保護協会 1984年3月

81 市立長浜城歴史博物館　企画展示解説シ
ート 長浜城歴史博物館 1984年～ 1993年

82 第６７集　宇野邸庭園整備工事報告書 浅井町教育委員会 1984年8月
83 国友鉄砲鍛冶－その世界－ 長浜城歴史博物館 1985年10月18日
84 長浜曳山まつり－襖絵の美－ 長浜城歴史博物館 1984年10月26日
85 小堀遠州 長浜市教育委員会 1985年3月30日
86 長浜先人誌　合冊復刻版 長浜市教育委員会 1985年3月30日

87 第１１１集　八日市遺跡発掘調査報告書　
1985 湖北町教育委員会 1985年3月31日

88 鏡中タイム活動　余呉の保存食 鏡岡中学校　郷土クラブ 1985年3月31日

89
第１３０集　余呉町埋蔵文化財発掘調査
報告書1
余呉湖底遺跡・松田遺跡

余呉町教育委員会・滋賀県文化財保護
協会 1985年3月

90 第１２３集　黒田B遺跡　1986 木之本町教育委員会 1986年3月
91 鏡中タイム活動　余呉　昔のあそび 滋賀鏡岡中学校字別生徒会 1986年3月

92 郷土の顔づくり事業　余呉の庄と賤ヶ岳
の合戦 余呉町教育委員会 1986年3月30日

93 神を斎く島のメモリー　竹生島 びわ町観光協会 1986年7月1日
94 湖北の歴史を探る 澤田修二 1986年7月
95 湖北のまつり　雪そして花 長浜城歴史博物館 1986年10月17日
96 教如流転 宮部一三 1986年10月

97 第１１５集　高月町埋蔵文化財発掘調査
報告書第１集（大森遺跡ほか） 高月町教育委員会 1986年

98 東浅井　わたしたちのふるさと 滋賀県東浅井郡教育会 1987年3月31日
99 わたくしたちの坂田 坂田郡教育会 1987年3月31日

100 展示解説「仏像～種類とかたち～、観音さ
まとは」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 1987年3月
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番号 図書名 著者 発刊年月日
101 写真集「高月の観音」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 1987年3月
102 長浜市　加納町史 加納左門 1987年12月
103 湖北の絵図－長浜町絵図の世界－ 長浜城歴史博物館 1987年
104 近江長浜風土記 長浜市立図書館 1988年3月15日
105 余呉町誌　資料編上巻 余呉町役場 1988年3月31日
106 常設展示－湖北・長浜のあゆみ－ 長浜城歴史博物館 1988年3月31日
107 第４集　十里町・鴨田遺跡調査 長浜市教育委員会 1988年3月

108 第５集　越前塚遺跡発掘調査報告書
―加藤工業団地造成関連― 長浜市教育委員会 1988年3月

109 第３集　宮司遺跡調査報告書（長浜市宮
司町字八反田所在） 長浜市教育委員会 1988年3月

110 高月町の文化財 高月町教育委員会 1988年3月
111 読本　長浜の歴史 長浜市教育研究所 1988年9月

112 史跡　小谷城跡－浅井氏三代の城郭と城
下町－ 長浜城歴史博物館 1988年10月1日

113 開館五周年記念特別展　羽柴秀吉と湖
北・長浜 長浜城歴史博物館 1988年10月21日

114 生誕320年記念特別展　雨森芳洲墨蹟展 高月町立観音の里歴史民俗資料館 1988年10月26日
115 湖北の観光地　ミニ事典 長浜観光ボランタリーガイド協会 1988年10月
116 近江長濱町志　第一巻　本編上 株式会社　臨川書店 1988年11月10日
117 近江長濱町志　第二巻　本編中 株式会社　臨川書店 1988年11月10日
118 近江長濱町志　第三巻　本編下 株式会社　臨川書店 1988年11月10日
119 近江長濱町志　第四巻　資料編 株式会社　臨川書店 1988年11月10日

120
伊香・東浅井郡地方のふるさとものがた
り
―湖北地方の歴史と民俗―

伊香旬報　木谷幸永 1988年12月

121 戦国大名　浅井氏と小谷城　中村一郎先
生遺稿集 小谷城址保勝会 1988年10月10日

122 みずうみに生きる 長浜城歴史博物館 1989年10月20日
123 企画展「高月の画人1　橘雪嶹・小森竹塘」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 1989年10月4日
124 国友源右衛門家文書 長浜市教育委員会 1989年3月31日
125 余呉町誌　資料編下巻 余呉町役場 1989年3月31日
126 企画展「高月の絵馬」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 1990年10月10日

127 高月の人物ものがたり～郷土史に残る
人々～ 高月町教育委員会 1990年3月20日

128 浅井の文化財 浅井町教育委員会 1990年3月

129 第６集　越前塚遺跡Ⅲ他４遺跡　（越前
塚、口分田北、宮司、新庄馬場、大辰巳） 長浜市教育委員会 1990年6月

130 近江のオコナイ 長浜城歴史博物館 1990年

131 第１２４集　木之本町内遺跡分布調査報
告書　1991 木之本町教育委員会 1991年3月

132 余呉町誌　通史編上巻 余呉町役場 1991年1月31日
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番号 図書名 著者 発刊年月日
133 東物部　郷土誌 東物部区 1991年1月
134 滋賀県の地名 ㈱平凡社 1991年2月20日

135 高時川ダム建設地域民族文化財調査報告
書 余呉町 1991年3月31日

136 滋賀県中世城郭分布図７ 滋賀県教育委員会 1991年3月
137 泉の蛙 川崎佐玄 1991年5月30日
138 竹生島宝厳寺 長浜城歴史博物館 1992年1月24日
139 いかぐ糸　大音糸・西山糸を伝承する 木之本町 1992年3月1日

140
長浜市埋蔵文化財調査が違法１　大塚遺跡
ー彦根長浜都市計画道路事業に伴う発掘
調査ー

長浜市教育委員会 1992年3月30日

141
第１０２集　（虎姫町文化財調査報告書
第1集）
虎姫町五村遺跡発掘調査報告書
虎姫町立虎姫小学校専用ﾌﾟｰﾙ建設に伴う

虎姫町教育委員会 1992年3月31日

142 田町まちづくり計画 田町会館運営委員会 1992年8月
143 企画展「高月の画人2　片山雅洲」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 1992年10月10日

144 生活民俗史　近江湖北地方の迷信・俗信・
諺の伝承 中島孝治 1992年10月2日

145 まじない・まつり・いのり 長浜城歴史博物館 1992年10月31日

146 戦国大名浅井氏と小谷城 長浜城歴史博物館 1992年

147 早崎のムラの昔 早㟢　観縁 1993年1月13日

148 長浜の人物 長浜市立図書館 1993年3月15日

149 第９９集　びわ町内遺跡分布調査報告書 長浜市教育委員会 1993年3月31日

150 木之本の文化財Ⅰ（古文書編Ⅰ）
－木之本町文化財調査報告書第1集－ 木之本町教育委員会 1993年3月31日

151
旧北國街道木之本宿の町並
－北國街道木之本宿伝統的建造物群保存
対策調査報告書－

木之本町教育委員会 1993年3月31日

152 写真で綴る歴史・民俗　第一集 鏡岡中学校　 1993年3月31日

153 第７集　堀部西遺跡・八田切遺跡発掘調
査報告書 長浜市教育委員会 1993年3月

154 第６８集　浅井町内　遺跡詳細分布調査
報告書 滋賀県東浅井郡浅井町教育委員会 1993年3月

155 湖北地方の資料紹介　－伊藤氏寄贈図書
目録－ 滋賀県立長浜文化芸術会館 1993年3月

156 近江國浅井郡野瀬村の歴史と傳承 東浅井郡浅井町野瀬　小林善次郎 1993年8月

157 ふる里を訪ねて　奥琵琶湖　舟寄せ村の
歴史 蓮敬寺開基500年法要記念 1993年10月

158 館蔵品図録　湖北・長浜のあゆみ 長浜城歴史博物館 1994年3月1日

159 木之本の文化財Ⅰ（古文書編Ⅱ）
－木之本町文化財調査報告書第2集－ 木之本町教育委員会 1994年3月31日

160 西阿閉百年誌 西阿閉区 1994年3月31日
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161 雨森芳洲関係資料調査報告書 滋賀県教育委員会 1994年3月31日

162 第１１２集　湖北町内遺跡分布調査報告
書 湖北町教育委員会 1994年3月

163
第８集　塚町遺跡ⅥⅦ
―弥生時代前期末～中期前半・方形周溝
墓群の調査―

長浜市教育委員会 1994年3月

164
伝統的建造物群保存対策調査報告書〈保
存対策（案）編〉
－木之本町文化財調査報告書第３集－

木之本町教育委員会 1994年6月30日

165
「地福寺遺跡・塚町遺跡」
―長浜市平方・地福寺土地区画整理事業
に伴う発掘調査―

長浜市教育委員会 1994年8月31日

166 山車・屋台・曳山－長浜曳山祭の系譜を
探る－ 長浜城歴史博物館 1995年1月21日

167 第９集　堀部西遺跡発掘調査報告書
―堀部東西一号千関連― 長浜市教育委員会 1995年2月17日

168

第１１集　地福寺遺跡・塚町遺跡発掘調
査報告書　
平方・地福寺土地区画整理事業に伴う発
掘調査　地福寺遺跡第3・５次調査報告
書　塚町遺跡第１・２・３・４次調査報
告書　

長浜市教育委員会 1995年3月31日

169 余呉町誌　通史編下巻 余呉町役場 1995年3月31日

170 第１１６集　古保利古墳群　詳細分布調
査報告書 高月町教育委員会 1995年3月

171 曳山のまち ｢曳山のまち｣出版委員・長浜曳山祭保
存会 1995年3月

172 長浜市伝統的的建造物群保存対策調査報
告書 長浜市教育委員会 1995年3月

173
第１０集　墓立遺跡Ⅰ　　
弥生時代終末から古墳時代初期の集落遺
跡

長浜市教育委員会 1995年3月

174 曳山のまち 長浜曳山祭保存会 1995年3月
175 第１２集　大塚遺跡　　 長浜市教育委員会 1995年9月30日

176 湖北の木匠－図面・古文書・道具でみる
大工の姿－ 長浜城歴史博物館 1996年1月26日

177 第１３集　金剛寺遺跡発掘調査報告書　
―加田地区農業集落排水施設関連―　 長浜市教育委員会 1996年3月29日

178
第１４集　大塚遺跡Ⅱ
―弥生時代後期から古墳時代の集落遺跡
の調査―　　

長浜市教育委員会 1996年3月29日

179
第１５集　墓立遺跡Ⅱ　　
弥生時代終末から古墳時代初期の集落遺
跡

長浜市教育委員会 1996年3月30日

180 第１６集　川崎遺跡Ⅰ　川崎遺跡23次
調査報告書　　 長浜市教育委員会 1996年3月31日

181 長浜曳山祭総合調査報告書 長浜市教育委員会
長浜曳山祭総合調査団 1996年3月
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182 長浜曳山祭総合調査報告書 長浜市教育委員会 1996年3月
183 湖北・秀吉と長浜 長浜城歴史博物館 1996年4月9日

184 滋賀県東浅井郡浅井町東学区　村落景観
情報 市立長浜城歴史博物館 1996年9月

185 長浜市史　第1巻　湖北の古代 長浜市役所 1996年12月15日

186 没後百五十年　湖北・長浜の画人　山縣
岐鳳 長浜城歴史博物館 1997年1月24日

187 創立50周年記念　北中50年のあゆみ 長浜市立北中学校同窓会 1997年3月21日

188 第２０集　経田寺遺跡発掘調査報告書　
―市道大辰巳平方南線道路改良関連―　 長浜市教育委員会 1997年3月28日

189 第１７集　川崎遺跡Ⅱ　川崎遺跡27次
調査報告書　　 長浜市教育委員会 1997年3月31日

190 第７０集 浅井町発掘調査報告書第５集
佐野城遺跡 浅井町教育委員会 1997年3月

191 天女伝説のふる里 余呉町 1997年3月
192 きのもと七選　～新しい七選を求めて～ 木之本町企画課 1997年3月

193 創立50周年記念　北中五十年誌　－同
窓会名簿－ 長浜市立北中学校 1997年4月28日

194 滋賀県東浅井郡浅井町中部学区の地名調
査

浅井町中部学区郷土史研究会
市立長浜城歴史博物館 1997年5月

195
第１８集　下坂氏館跡・大戌亥遺跡・下
坂中中世墓群
―下坂中下之郷線改良工事関連―　　

長浜市教育委員会 1997年6月30日

196 七丘叢書Ⅰ　六荘教育 中川眞澄 1997年7月1日

197 小堀遠州とその周辺－寛永文化を演出し
たテクノクラート－ 長浜城歴史博物館 1997年10月24日

198
第１０３集　（虎姫町文化財調査報告書
第2集）
第２集五村遺跡（生きがいセンター建設
に伴う）

虎姫町教育委員会 1997年10月31日

199 第１９集　神戸遺跡発掘調査報告書　　
試掘調査と第2次調査及び第1次調査 長浜市教育委員会 1997年12月31日

200 七丘叢書Ⅱ　西黒田小学校・学校新聞合
本「みおつくし」 中川眞澄 1998年3月1日

201 長浜市史　第2巻　秀吉の登場 長浜市役所 1998年3月14日

202

第２３集　下坂中町遺跡　
下坂氏支配集落、全国3例目中世の厩舎、
足跡考古学、県内2例目ウマ足跡、旗指物
遺構、東播系須恵質土器、鬼門を意識した
祭祀遺跡

長浜市教育委員会 1998年3月30日

203 第６９集　醍醐遺跡 滋賀県東浅井郡浅井町教育委員会 1998年3月31日

204
第１０４集　（虎姫町文化財調査報告書
第3集）
町内遺跡詳細分布調査報告書

虎姫町教育委員会 1998年3月31日

205 歴史遺産を活かした北郷里　まちづくり 北郷里地区淡海文化推進協議会事務局 1998年3月31日
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206
第２２集　北郷里小遺跡　
北郷里小遺跡の成立・展開と長浜市北東
部の様相に関する試論

長浜市教育委員会 1998年3月

207
第７１集　浅井町発掘調査報告書第6集
弓月野遺跡　
建売分譲住宅用地造成事業に伴う遺跡発
掘調査報告書

東浅井群浅井町教育委員会 1998年3月

208 中務卿法印　宮部善浄坊継潤公 宮部史談会 1998年8月

209 第１１０集　史跡小谷城跡　1988
浅井氏三代の城郭と城下町 湖北町教育委員会 1998年10月1日

210 長浜が生んだ偉大な思想家　西田天香 西田天香没後30年記念事業実行委員会 1998年10月20日
211 続　西黒田風土記 西黒田公民館　郷土研究会 1998年11月15日
212 滋賀県伊香郡高月町　村落景観情報 高月町教育委員会 1998年11月

213 第２４集　　川崎南遺跡　
中世以降の土地利用 長浜市教育委員会 1998年12月28日

214 七丘叢書Ⅲ　神田村男女青年団編　団報 中川眞澄 1998年7月1日
215 長浜市史　第3巻　町人の時代 長浜市役所 1999年3月14日

216 第２７集　八幡東遺跡
近世水田跡、ヒト・ウマ・ウシ足跡 長浜市教育委員会 1999年3月30日

217 第２５集　墓立遺跡・柿田遺跡・正蓮寺
遺跡① 長浜市教育委員会 1999年3月31日

218 第２６集　野瀬遺跡発掘調査報告書
中世水田遺構と足跡の検出 長浜市教育委員会 1999年3月31日

219
第２８集　東高田遺跡
中世土豪高田氏支配集落跡および奈良時
代掘立柱建物跡の発掘調査報告書

長浜市教育委員会 1999年3月31日

220
第２９集　長浜町遺跡Ⅰ
近江製糸株式会社跡および中世礎石建物
跡の立会調査報告書

長浜市教育委員会 1999年3月31日

221 黒田共有文書調査報告書
－木之本町文化財調査報告書－ 木之本町教育委員会 1999年3月

222 長農百年史 滋賀県立長浜農業高等学校 1999年3月
223 石田三成－秀吉を支えた知の参謀－ 市立長浜城歴史博物館 1999年10月22日

224 近江観音の道　湖南観音の道・湖北観音
の道 淡海文化を育てる会 1999年12月20日

225 第３０集　鴨田遺跡発掘調査報告書 長浜市教育委員会 1999年12月31日

226
第３１集　大辰巳遺跡発掘調査報告書　
第７次調査

（住宅及び倉庫建設に伴う調査）
長浜市教育委員会 1999年12月31日

227 近江の太鼓踊り－竜神信仰と雨乞い踊り－ 長浜城歴史博物館 2000年1月26日
228 木之本町50年のあゆみ 木之本町 2000年1月

229

第３５集　宮司東遺跡
弥生前期と中期の過渡期集落、弥生最古
級の多孔土器、緑釉陶器、垣見氏支配下の
中世集落、地鎮遺構、鎮守遺構、宮川藩陣
屋跡

長浜市教育委員会 2000年3月30日
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230
第３７集　平方遺跡
―都市計画街路3-4-6号　長浜駅室線道
路築造関連　縄文集落、中世祭祀遺構、近
世竹樋ー

長浜市教育委員会 2000年3月30日

231

第３８集　松ノ木塚遺跡・四ツ塚古墳・
福満寺遺跡・平方遺跡
長浜市四ツ塚土地区画整理事業に伴う調
査　縄文時代後期の集落、縄文犬の足跡
検出、縄文人の足跡検出、縄文時代の火災
住居、縄文時代士壙墓、中世祭祀遺構、近
世水田

長浜市教育委員会 2000年3月30日

232 墓立遺跡・柿田遺跡・正蓮寺遺跡② 長浜市教育委員会 2000年3月31日

233 第３２集　矢正寺遺跡 長浜市教育委員会 2000年3月31日

234 第３３集　大戌亥遺跡 長浜市教育委員会 2000年3月31日

235 第３４集　宮司遺跡発掘調査報告書
（共同住宅建設に伴う調査） 長浜市教育委員会 2000年3月31日

236
第３６集　宮司東遺跡Ⅱ発掘調査報告書

（屋根付き多目的運動広場建設に伴う調
査）

長浜市教育委員会 2000年3月31日

237 第３９集　地蔵堂遺跡
中世寺院跡の発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2000年3月31日

238
第１２５集　（木之本町埋蔵文化財調査
報告書1
なら塚5号墳　木之本町古橋

木之本町教育委員会 2000年3月31日

239 長浜市史　第4巻　市民の台頭 長浜市役所 2000年3月31日

240
第２１集　福満寺遺跡・大戌亥遺跡発掘
調査報告書
福満寺遺跡第1次・第2次・大戌亥遺跡
第12次調査

長浜市教育委員会 2000年3月31日

241
第７２集　浅井町発掘調査報告書第7集
内保遺跡
一般県道小室大路線単独道路改良事業に
伴う遺跡発掘調査報告書

東浅井群浅井町教育委員会 2000年3月

242 長浜市農業文化遺産総合調査 滋賀県土地改良事業団体連合会 2000年3月

243 石田三成第二章－戦国を疾走した秀吉奉
行－ 長浜城歴史博物館 2000年10月27日

244 巻太郎没後30年記念企画展「布施美術館
名品展」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 2000年10月28日

245 馬上村と高時川渡渉 栗原　基 2000年12月15日
246 七丘叢書Ⅴ　復刻　西黒田村史 七丘叢書刊行会 2000年12月

247 己高山中世文書調査報告書
－木之本町文化財調査報告書－ 木之本町教育委員会 2001年

248 手仕事を伝えるシリーズ職人の技その１ 長浜城歴史博物館 2001年1月13日

249 研究紀要　第1号 東浅井郡教育委員会連絡協議会社会教
育部会・文化財保護連絡協議会 2001年2月

250 長浜市史　第5巻　暮らしと生業 長浜市役所 2001年3月31日
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251
第１１７集　（高月町埋蔵文化財調査報
告書5）
古保利古墳群　第１次確認調査報告書

（小松古墳ほか）2001.3
高月町教育委員会 2001年3月

252 滋賀県東浅井郡びわ町北学区　村落景観情報 びわ町教育委員会　 2001年3月
253 湖北賛歌　吉田一郎著作集 吉田一郎　著作集刊行会 2001年4月29日

254
第１２６集　（木之本町埋蔵文化財調査
報告書2）
木之本町遺跡分布調査概報Ⅰ　平成13
年3月

木之本町教育委員会・滋賀県立大学考
古学研究室 2001年6月30日

255 北国街道　今は昔／馬車道物語 片桐正二郎 2001年10月7日

256 オコナイの源流をさぐる－仏教悔過（け
か）の世界－ 長浜城歴史博物館 2001年10月26日

257 馬上村と高時川水利慣行１ 栗原　基 2001年12月18日
258 鶏足寺の文化財Ⅰ〈美術工芸品〉 木之本町教育委員会 2001年

259 秀吉の城と城下町－近世城下町のルー
ツ・長浜－ 長浜城歴史博物館 2002年2月1日

260 研究紀要　第2号 東浅井郡教育委員会連絡協議会
社会教育部会・文化財保護連絡協議会 2002年2月

261 第４０集　大戌亥・鴨田遺跡
　　　　　市立長浜病院建設関連 長浜市教育委員会 2002年3月30日

262

第４１集　宮司遺跡・長浜城遺跡・神照
寺坊遺跡
中世集落、中世墓、「観応の擾乱」の舞台、
中世神仏混交期の池、姉川の合戦で攻撃
された神照寺城、秀吉の居城

長浜市教育委員会 2002年3月30日

263
第４４集　室遺跡１５次調査
宅地造成およびアパート新築工事に伴う
発掘調査報告書

長浜市教育委員会 2002年3月30日

264 第４２集　長浜町遺跡
第1次・第2次・第18次発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2002年3月31日

265 第４３集　下水道関連１　立会調査報告書
平成元年・10年・11年・12年度 長浜市教育委員会 2002年3月31日

266 長浜市史　第6巻　祭りと行事 長浜市役所 2002年3月31日

267 第１０５集　（虎姫町文化財調査報告書第4集）
五村遺跡（中学校特別教室棟建設に伴う） 虎姫町教育委員会 2002年3月

268 平成12年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2002年3月

269 下郷共済会　創成の頃　～初代下郷傳平
と二代目下郷傳平～ 押谷盛利 2002年5月19日

270 長浜・大通寺の精華 長浜城歴史博物館 2002年6月8日

271 第４５集　川崎遺跡第３２次調査
共同住宅建築および造成工事に伴う事前調査 長浜市教育委員会 2002年12月

272 木之本の文化財Ⅰ（杉野／高時編） 木之本町教育委員会 2002年

273 古橋村高橋家文書調査報告書
－木之本町文化財調査報告書－ 木之本町教育委員会 2002年

274 湖北の王たち－神功皇后から継体天皇へ－ 長浜城歴史博物館 2003年1月31日

275 研究紀要　第3号 東浅井郡教育委員会連絡協議会
社会教育部会・文化財保護連絡協議会 2003年3月
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276 ふるさとの歴史（滋賀県虎姫町中野区） 松本　曻一 2003年4月

277 江戸時代の科学技術
－国友一貫斎から広がる世界－ 長浜城歴史博物館 2003年10月25日

278 平成14年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2003年11月

279
第４９集　大塚遺跡Ⅲ
民間資材置場建設に伴う事前調査　古墳
時代集落跡

長浜市教育委員会 2003年3月20日

280
第５０集　堀部西遺跡・真源寺遺跡
農村総合整備モデル事業防火水槽建設工
事に伴う事前調査　古墳時代集落跡、古
代から中世までの寺院跡

長浜市教育委員会 2003年3月20日

281
第１２７集　（木之本町埋蔵文化財調査
報告書3）
木之本町遺跡分布調査概報Ⅱ　平成15
年3月

木之本町教育委員会・滋賀県立大学考
古学研究室 2003年3月31日

282 鶏足寺の文化財Ⅱ　美術・工芸編 木之本町教育委員会 2003年3月31日
283 長浜市史　第７巻　地域文化財 長浜市役所 2003年3月31日

284
第４６集　宮司遺跡・室遺跡・鴨田遺跡
発掘調査報告書
関西電力滋賀支店鉄塔移設事業に伴う事
前調査

長浜市教育委員会 2003年3月31日

285 第４７集　塚町遺跡第１９次調査
―共同住宅新築工事に伴う事前調査― 長浜市教育委員会 2003年3月

286 第７３集　浅井町発掘調査報告書第8集
醍醐遺跡 遺跡範囲確認調査報告書 浅井町教育委員会 2003年3月

287
第４８集　下水道関連２　立会調査報告
書 平成31年度

（市内下水道工事に伴う立会調査）
長浜市教育委員会 2003年3月

288

第５１集　団体営圃場整備事業関連遺跡
調査報告書
十里町遺跡第3次調査　鴨田遺跡第3・4次
調査鳥居立遺跡第1次調査　妙覚寺遺跡第
1次調査　口分田北遺跡第3.4次調査　川崎
遺跡第14.17次調査　大塚遺跡第11次調査

長浜市教育委員会 2003年3月

289 第５２集　詳細遺跡分布調査報告書　
横山古墳群・横山城及び関連 長浜市教育委員会 2003年3月

290 西浅井町の仏教美術 滋賀県西浅井町教育委員会 2003年3月
291 北国街道・北国脇往還 滋賀県教育委員会 2003年3月

292 長浜農業文化遺産総合調査 滋賀県長浜市　
滋賀県土地改良事業団体連合会 2003年3月

293 平成13年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2003年3月

294 ふるさとの歴史　虎御前山の出土品 松本　曻一 2003年4月1日

295 江州余呉湖の羽衣伝説 余呉町 2003年8月15日

296 神になった秀吉－秀吉人気の秘密を探る－ 長浜城歴史博物館 2004年1月30日

297 長浜市史　第8巻　年表・便覧 長浜市役所 2004年3月14日

298 第５４集　神宮寺遺跡
マンションに建設に伴う発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2004年3月31日
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299
第５５集　川崎遺跡―ガソリンスタンド
建設に伴う発掘調査報告書―
墓立遺跡―東部福祉ステーション建設に
伴う発掘調査報告書―

長浜市教育委員会 2004年3月31日

300 第５６集　「伝羽柴秀勝墓」学術調査報告書
―長浜市制60周年記念行事― 長浜市教育委員会 2004年3月31日

301 第５３集　下水道関連３　立会調査報告書
市内下水道工事に伴う立会調査 長浜市教育委員会 2004年3月

302 第５７集　室遺跡　第２０次調査 長浜市教育委員会 2004年9月30日
303 北国街道と脇往還 長浜城歴史博物館 2004年10月23日
304 第５８集　下水道関連４　立会調査報告書 長浜市教育委員会 2004年10月
305 みんなでつづる　高野のむかし話 保積　宏 2004年11月11日
306 藤居家　筑摩・加田今　ふるさと紀行 筑摩・加田今藤居家同族会 2004年11月28日
307 平成15年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2004年11月

308 今川町の歴史　＝先人に学び　つくろう　
今川やすらぎの里＝ 今川町自治会 2004年11月

309
第５９集　小堀遺跡・阿弥陀遺跡
市道南田附神前線道路改良工事に伴う発
掘調査報告書

長浜市教育委員会 2004年12月31日

310 滋賀県選択無形民俗文化財
冨田人形調査報告書 冨田人形共遊団 2004年

311 第６０集　長浜町遺跡　第４６次調査 長浜市教育委員会 2005年1月31日
312 近江湖北の山岳信仰 長浜城歴史博物館 2005年2月4日

313 現地学習資料　東浅井郡歴史の道　北国
街道・北国脇往還編（子ども向け）

東浅井郡教育委員会連絡協議会
社会教育部会・文化財保護連絡協議会 2005年3月

314
第１１８集　（高月町埋蔵文化財調査報
告書Ⅰ）
高月の主要古墳Ⅰ

（姫塚・大森古墳ほか早・前期古墳）
高月町教育委員会 2005年3月

315
第１０６集　（虎姫町文化財調査報告書
第5集）
五村遺跡（小学校南校舎及び体育館改築
に伴う）

虎姫町教育委員会 2005年3月

316 平成16年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2005年3月
317 虎姫小学校のあゆみ　校舎改築を記念して 虎姫小学校のあゆみ編集委員会 2005年7月

318
第６３集　神照寺坊遺跡
―民間宅地造成および住宅建設工事に伴
う発掘調査―

長浜市教育委員会 2005年10月31日

319
第７４集　浅井町発掘調査報告書第9集
内保遺跡（Ⅱ）
宅地造成工事及び集合住宅建築に伴う遺
跡発掘調査報告書）

東浅井群浅井町教育委員会 2005年11月

320 一豊と秀吉が駆けた時代－夫人が支えた戦国史－ 長浜城歴史博物館 2005年12月27日

321
第６２集　小堀遺跡第3次調査
市道南田附神前線道路改良工事に伴う発
掘調査報告書

長浜市教育委員会 2005年12月28日
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322 第６１集　下坂氏館跡総合調査報告書 長浜市教育委員会 2005年12月

323 第６４集　詳細遺跡分布調査報告書２
横山古墳群・横山城跡及び関連砦確認調査 長浜市教育委員会 2005年12月

324 第６５集　下水道関連５
市内下水道工事に伴う立会調査 長浜市教育委員会 2005年12月

325 長農ボート百年史 長農ボート百年史刊行事業実行委員会 2005年12月

326 秀吉を支えた武将　田中吉政
－近畿・東海と九州をつなぐ戦国史－ 長浜城歴史博物館 2005年9月10日

327 江戸時代の科学技術と信州・上田 文部科学省「江戸のモノづくり」国際シン
ポジウム　上田市連携企画実行委員会 2005年9月17日

328
第１１９集　（高月町埋蔵文化財調査報
告書Ⅱ）高月の主要古墳Ⅱ（松尾宮山古墳
群ほか後・終末期古墳）

高月町教育委員会 2006年3月31日

329
第１２８集　（木之本町埋蔵文化財調査
報告書4）
木之本町遺跡分布調査集成Ⅰ平成18年3月

木之本町教育委員会 2006年3月31日

330 秀吉公のマチ・長浜　
秀吉公ゆかりの石碑・石柱建立事業報告書

秀吉公ゆかりの
石碑・石柱建立事業実行委員会 2006年5月31日

331 浅井家顕彰会　五十年のあゆみ 浅井家顕彰会 2006年9月1日

332 歴史のなかの鉄砲伝来－種子島から戊辰
戦争まで－ 長浜城歴史博物館 2006年10月3日

333 しが湖北　丁野誌　璨資料集　水の神様
「あかずの箱」 丁野区誌編纂委員会 2006年10月

334 高月町史　景観・文化財遍　分冊一 高月町 2006年12月1日
335 高月町史　景観・文化財遍　分冊二 高月町 2006年12月1日

336 第７７集　下水道関連６　立会調査報告
書平成17年度 長浜市教育委員会 2006年12月31日

337 第７５集　室遺跡第30次調査 長浜市教育委員会 2007年1月31日

338 第７８集　川崎遺跡第40次調査 長浜市教育委員会 2007年1月31日

339 第７９集　長浜町遺跡第71次調査 長浜市教育委員会 2007年2月28日

340

第１２０集　（高月町埋蔵文化財調査報
告書Ⅲ）
高月の主要古墳Ⅲ　中期古墳を主とした調査

（湧出山遺跡群詳細分布調査と1次調査　尾
山古墳群詳細分布調査　サイト山古墳群詳
細分布調査　馬上古墳群詳細分布調査2）

高月町教育委員会 2007年3月30日

341 第８２集　長浜城遺跡第１３６次調査 長浜市教育委員会 2007年3月30日

342
第１２９集　（木之本町埋蔵文化財調査
報告書5）
己高山鶏足寺跡第1次発掘調査概要報告書
平成19年3月

木之本町教育委員会 2007年3月31日

343 第７６集　三田村氏館跡総合調査報告書 長浜市教育委員会 2007年3月31日
344 第８１集　室遺跡第31次調査 長浜市教育委員会 2007年3月31日

345 第８０集　塚町遺跡第47次調査
―共同住宅新築工事に伴う発掘調査― 長浜市教育委員会 2007年3月

346 西浅井の歳時記ー写真で見る祭りのすがたー 西浅井町教育委員会 2007年3月

347 平成17年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2007年3月
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348 今町歴史保存会誌　第１号 今町歴史保存会 2007年3月
349 戦国大名浅井氏と姉川合戦 長浜城歴史博物館 2007年6月15日

350 忘れぬうちに伝えたい　湖北町の伝統
食・地産食 湖北町食事文化研究会 2007年10月1日

351 平成18年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2007年10月
352 第８４集　弓月野遺跡第12次調査 長浜市教育委員会 2007年12月28日
353 第８６集 大塚遺跡第31次調査 長浜市教育委員会 2007年12月28日
354 第８７集　内保遺跡第２８次・３６次調査 長浜市教育委員会 2007年12月28日
355 第８３集　八幡東第30次調査 長浜市教育委員会 2007年12月
356 第８５集　鴨田遺跡第23次調査 長浜市教育委員会 2007年12月
357 二十二日講　－湖北の「まわり仏さん」－ 八幡中山町・護法会 2008年1月15日
358 今町歴史保存会誌　第２号 今町歴史保存会 2008年1月
359 竹生島弁才天信仰と名宝 長浜城歴史博物館 2008年2月9日
360 第１２１集　横山遺跡Ⅰ（1次・2次） 高月町教育委員会 2008年3月31日

361
第１３１集　（余呉町文化財調査報告）
賤ケ岳合戦城郭郡調査報告書
堂木山砦・神明山砦調査報告書

余呉町教育委員会 2008年3月

362 第１１３集　史跡小谷城跡清水谷地区試
掘調査報告書 湖北町教育委員会 2008年3月

363 西浅井の魅力創出に関する調査報告書 財団法人地域振興センター 2008年3月

364 虎姫町文化財調査報告書　第6集
五村別院伽藍調査報告 虎姫町教育委員会 2008年3月

365 とらひめのれきし（子ども向け） 虎姫町立図書館サービス充実支援事業　
実行委員会編纂部 2008年3月

366 オコナイ　湖国・祭のかたち INAX出版 2008年6月15日
367 平成19年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2008年8月
368 歩いて知る　浅井氏の興亡 長浜城歴史博物館 2008年9月1日
369 わたしたちの字の氏神　宮部神社 宮部区 2008年9月

370 戦国大名浅井氏と北近江－浅井三代から
三姉妹へ－ 長浜城歴史博物館 2008年10月25日

371 第８８集　下坂氏館跡調査報告書２ 長浜市教育委員会 2008年10月31日

372 第９０集　川崎遺跡第51次調査報告書 長浜市教育委員会 2008年12月

373 第８９集　塚町遺跡第49次調査報告書 長浜市教育委員会 2008年12月

374 今町歴史保存会誌　第３号 今町歴史保存会 2008年12月

375
シリーズ湖北のくらしと祈り②

「たたかう村のくらし－中世惣村の村・
菅浦の歴史と文化－」

長浜城歴史博物館 2008年

376
シリーズ湖北のくらしと祈り③

「湖北の鋳物の名工“八木庄”－重厚なる
角田庄兵衛の世界－」

長浜城歴史博物館 2008年

377 石田三成と関ヶ原合戦－湖北・長浜と三
成の足跡－ 長浜城歴史博物館 2008年

378
シリーズ湖北のくらしと祈り①

「華麗なる曳山祭の世界－湖北に広がる
曳山の文化－」

長浜城歴史博物館 2008年

379 八木奇峰と二人の師匠 長浜城歴史博物館 2009年1月23日
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番号 図書名 著者 発刊年月日
380 今町歴史保存会誌　第４号 今町歴史保存会 2009年2月
381 第９１集　横山城跡確認調査報告書 長浜市教育委員会 2009年3月31日
382 第９２集　越前塚遺跡第33次調査報告書 長浜市教育委員会 2009年3月31日
383 第９３集　室遺跡第43次調査報告書 長浜市教育委員会 2009年3月31日

384 琵琶湖水運のまち西浅井の魅力創出に関
する調査 財団法人電源地域振興センター 2009年3月

385 特別展「雨森芳洲と朝鮮通信使」 高月町立観音の里歴史民俗資料館 2009年9月19日
386 史学は死学にあらず 長浜城歴史博物館 2009年9月5日
387 西浅井のあゆみ 西浅井町 2009年11月1日
388 ふるさと虎姫　田川の歴史を知る 虎姫町教育委員会 2009年11月
389 第９５集　川崎遺跡第56次調査報告書 長浜市教育委員会 2009年12月28日
390 郷土の先覚者　田中豊文 田中豊文公顕彰会 2009年12月

391 シリーズ湖北のくらしと祈り④-1
「湖北の深き信仰文化－オコナイ－」 長浜城歴史博物館 2009年

392
シリーズ湖北のくらしと祈り④-2

「湖北の深き信仰文化－湖北・真宗の歴
史と文化」

長浜城歴史博物館 2009年

393 糸の世紀・織りの時代－湖北・長浜をめ
ぐる糸の文化史－ 長浜城歴史博物館 2010年1月23日

394
第１２２集　（高月町埋蔵文化財調査報
告書）
高月南遺跡Ⅰ（14次・16次・17次調査）

高月町教育委員会 2010年3月10日

395
第９４集　小規模開発関連発掘調査報告書
北近江城館跡群下坂氏館跡・三田村氏館
跡確認調査

長浜市教育委員会 2010年3月31日

396 第９６集　詳細遺跡分布調査報告書３　
横山丘陵遺跡群確認調査報告書 長浜市教育委員会 2010年3月31日

397 第９７集　大塚遺跡第36次調査報告書 長浜市教育委員会 2010年3月31日
398 第９８集　北郷里小遺跡第20次調査報告書 長浜市教育委員会 2010年3月31日
399 第１０1集　大塚遺跡第37次調査報告書 長浜市教育委員会 2010年3月31日

400 種子島からめっかりもーさん－種子島の
歴史と民俗－ 長浜城歴史博物館 2010年3月31日

401 田根学区村落景観情報 田根郷土史研究会 2010年3月
402 今町歴史保存会誌　第５号 今町歴史保存会 2010年3月

403 竹生島宝厳寺の歴史と寺宝
－武将たちの信仰と伝来の絵画・書籍－ 長浜城歴史博物館 2010年4月24日

404 下坂鍛冶と越前康継 長浜城歴史博物館 2010年6月25日
405 石田三成と湖北 長浜城歴史博物館 2010年9月11日
406 平成20・21年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2010年10月
407 江－姫たちの戦国－ NHK・NHKプロモーション 2011年1月2日
408 今町歴史保存会誌　第６号 今町歴史保存会 2011年2月
409 湖北真宗の至宝と文化 長浜城歴史博物館 2011年3月12日

410 第１００集　小規模開発関連発掘調査報
告書（平成２１年度） 長浜市教育委員会 2011年3月31日

411 総ルビで小学生から読める　1時間でわ
かる浅井氏と三姉妹 長浜城歴史博物館 2011年3月31日
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412 戦国武将の竹生島信仰 竹生島宝厳寺
長浜城歴史博物館 2011年4月28日

413 ふるさと下草野 下草野郷土史研究会 2011年5月
414 今町歴史保存会誌　第７号 今町歴史保存会 2011年9月

415 第１３３集　平成22年度　小規模開発
関連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2012年1月

416 第１３６集　十里町遺跡32次調査報告書 長浜市教育委員会 2012年3月30日
417 第１３７集　大通寺遺跡19次調査報告書 長浜市教育委員会 2012年3月30日

418 第１３８集　平成23年度　小規模開発
関連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2012年3月30日

419
長浜市教育委員会古文書調査報告書
四カ字共有文書（旧浅井郡虎姫町）嘉永4
年～昭和27年

長浜市教育委員会 2012年3月

420 琵琶湖の舟が結ぶ絆－丸子船・丸子船か
ら「うみのこ」まで－ 長浜城歴史博物館 2012年7月14日

421 平成23年度　長浜市文化財保護年報 長浜市教育委員会 2012年8月
422 湖北のホトケたち　人々の祈りと暮らし 桑田　潔 2012年9月5日
423 湖北の観音－信仰文化の底流を探る－ 長浜城歴史博物館 2012年9月7日
424 今町歴史保存会誌　第８号 今町歴史保存会 2012年9月
425 没後30年　湖北の画人　沢宏靱 長浜城歴史博物館 2012年
426 第１３９集　大円寺遺跡第８次調査報告書 長浜市教育委員会 2013年1月
427 第１３４集　井口遺跡第11次調査報告書 長浜市教育委員会 2013年3月30日
428 第１４０集　室遺跡第72次調査報告書 長浜市教育委員会 2013年3月
429 第１４１集　大円寺遺跡第９次調査報告書 長浜市教育委員会 2013年3月
430 賤ケ岳合戦城郭郡報告書 長浜市教育委員会 2013年3月
431 第１３５集　高月南遺跡第32次調査報告書 長浜市教育委員会 2013年3月
432 滋賀県文化財目録（平成29年度版） 滋賀県教育委員会 2013年3月
433 秀吉に備えよ！－羽柴秀吉の中国攻め－ 長浜城歴史博物館 2013年7月20日

434 顕如・教如と一向一揆－信長・秀吉・本
願寺－ 長浜城歴史博物館 2013年9月4日

435 今町歴史保存会誌　第９号 今町歴史保存会 2013年9月
436 北近江の地震～災害の記憶から学ぶ～ 長浜城歴史博物館 2013年10月

437 冨田今昔物語　近江湖北の一農村　江州
浅井郡冨田村の記録 河崎　太源 2013年11月24日

438 第１４２集　平成24年度　小規模開発
関連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2013年12月

439 びわ湖・長浜のホトケたち 長浜城歴史博物館 2014年3月21日

440
第１４４集　鴨田遺跡第28次調査報告書
―市立長浜病院診療支援棟建設工事に伴
う調査―

長浜市教育委員会 2014年3月31日

441 第１４３集　高月南遺跡第53次調査報告書 長浜市教育委員会 2014年3月
442 第１４５集　物部遺跡第26次調査報告書 長浜市教育委員会 2014年3月
443 菅浦の湖岸集落景観保存活用計画報告書 長浜市教育委員会 2014年3月
444 湯次神社と地域村社の歴史 三田村法勝（北川法勝） 2014年9月
445 今町歴史保存会誌　第１０号 今町歴史保存会 2014年10月
446 今町歴史保存会誌　第１０号　別号 今町歴史保存会 2014年10月
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447 菅浦文書が語る民衆の歴史－日本中世の
村落社会－ 長浜城歴史博物館 2014年11月1日

448 続・秀吉に備えよ！－羽柴秀吉の中国攻め－ 長浜城歴史博物館 2014年
449 秀吉プロフィールブック（子ども向け） 長浜城歴史博物館 2014年

450 第１４６集　平成25年度　小規模開発
関連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2015年1月

451 第１４７集　大辰巳遺跡45次調査報告書 長浜市教育委員会 2015年3月31日
452 第１５０集　長浜城遺跡239次調査報告書 長浜市教育委員会 2015年3月31日

453
第１５１集　横山遺跡10次調査報告書
-長浜市立七郷小学校プール建設に伴う
埋蔵文化財調査-

長浜市教育委員会 2015年3月31日

454 第１５２集　長浜町148次・大通寺22
次調査報告書 長浜市教育委員会 2015年3月31日

455 第１４９集　長浜城遺跡報告書 長浜市教育委員会 2015年3月
456 第１５３集　小堀遺跡８次調査報告書 長浜市教育委員会 2015年3月
457 第１５４集　川崎遺跡104次調査報告書 長浜市教育委員会 2015年3月
458 第１４８集　高月南遺跡60次調査報告書 長浜市教育委員会 2015年4月1日
459 片桐且元－豊臣家の命運を背負った武将－ 長浜城歴史博物館 2015年7月16日

460 雨森芳洲と朝鮮通信使－未来を照らす交
流の遺産－

長浜城歴史博物館
高月観音の里歴史民俗資料館 2015年9月2日

461 設立20周年記念誌　塩津浜かいわい 塩津浜歴史研究会 2015年9月28日

462 第22回全国山城サミット米原大会 第22回全国山城サミット連絡協議会実
行委員会 2015年10月25日

463 曳山文化ガイドブック（子ども向け） 長浜城歴史博物館 2015年
464 湖北の仏像入門ブック（子ども向け） 長浜城歴史博物館 2015年
465 企画展　秀吉・家康に信頼された下坂鍛冶 長浜城歴史博物館 2016年1月
466 第１５６集　高月南遺跡72次調査報告書 長浜市教育委員会 2016年3月31日
467 第１５７集　神照寺坊遺跡75次調査報告書 長浜市教育委員会 2016年3月31日

468 第１５５集　平成26年度　小規模開発
関連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2016年3月

469 石田三成と西軍の関ヶ原合戦 長浜城歴史博物館 2016年7月23日
470 びわ湖・長浜のホトケたちⅡ 長浜城歴史博物館 2016年7月5日
471 全国城郭管理者協議会50周年記念誌 全国城郭管理者行議会 2016年9月30日
472 姉川水利の歴史 姉川沿岸土地改良区 2016年11月
473 竹生島　琵琶湖に浮かぶ神の島 竹生島奉賛会 2017年1月20日
474 第１５９集　長浜城遺跡第272次調査報告書 長浜市教育委員会 2017年2月
475 国友地域学１ 国友村塾 2017年3月1日
476 第１５８集　地蔵堂遺跡第２１次調査報告書 長浜市教育委員会 2017年3月31日
477 第１６０集　宮司遺跡第100次調査報告書 長浜市教育委員会 2017年3月31日

478 第１６３集　下坂中町遺跡第14次発掘
調査報告書 長浜市教育委員会 2017年3月31日

479 長浜の引札 長浜城歴史博物館 2017年3月31日

480 第１６１集　高月南遺跡第66・73次調
査報告書 長浜市教育委員会 2017年3月
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番号 図書名 著者 発刊年月日
481 月出の湖岸集落景観保存調査報告書 長浜市教育委員会 2017年3月

482
第１６２集　H ２７年度小規模開発関連
発掘調査報告書
－垣見氏館跡確認調査報告書･史跡小谷
城跡本丸石垣測量調査報告書ー

長浜市教育委員会 2017年4月

483 相応と良源－湖北の天台文化－ 長浜城歴史博物館 2017年7月29日
484 企画展　清水節堂　－浅井の画人－ 長浜城歴史博物館 2017年10月17日
485 三成プロフィールブック（子ども向け） 長浜城歴史博物館 2017年

486 第１６４集　平成２８年度小規模開発関
連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2018年3月31日

487 第１６５集　大塚遺跡第49次調査報告書 長浜市教育委員会 2018年3月31日
488 第１６７集　天王社遺跡第７次調査報告書 長浜市教育委員会 2018年3月31日
489 第１６６集　室遺跡第86次調査報告書 長浜市教育委員会 2018年3月

490 第１６８集　史跡小谷城跡　清水谷地区
調査報告書 長浜市教育委員会 2018年3月

491 明治150年　長浜の近代化 長浜城歴史博物館 2018年7月27日
492 賤ヶ岳合戦と七本槍 長浜城歴史博物館 2018年10月20日
493 長政プロフィールブック（子どもむけ） 長浜城歴史博物館 2018年
494 企画展　近江宮川藩と歴代藩主たち 長浜城歴史博物館 2019年1月19日
495 第１６９集　物部遺跡第32次調査報告書 長浜市教育委員会 2019年1月31日
496 第１７２集　大戌亥遺跡第107次調査報告書 長浜市教育委員会 2019年1月

497 西浅井町の文化財～地域の光を未来につ
なぐ～ 長浜市 2019年3月29日

498 第１７０集　史跡小谷城跡確認調査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月
499 第１７１集　渡岸寺遺跡第26次調査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

500 第１７３集　平成２９年度小規模開発関
連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

501 親鸞と真宗文化 長浜城歴史博物館 2019年4月6日
502 国友一貫斎プロフィールブック（子ども向け） 長浜城歴史博物館 2019年
503 戦国を生きた長浜ゆかりの女性たち 長浜城歴史博物館 2019年7月27日

504 企画展　塩津－はこぶ・まつる・にぎわ
う古のみなと－ 長浜城歴史博物館 2019年10月26日

505 第１７４集　雨森遺跡第16次調査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

506 第１７５集　平成３０年度小規模開発関
連発掘調査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

507 第１７６集　高月南遺跡第100次発掘調
査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

508 第１７７集　加納遺跡第41次発掘調査
報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

509 第１７８集　堀部西遺跡第56次発掘調
査報告書 長浜市教育委員会 2019年3月

510 布施の研究 大門昌博 記載なし
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７　長浜市歴史文化基本構想「骨格方針」
１　骨格方針の目的と位置づけ

　長浜市には約450の国・県・市の指定・選択文化財や、未指定の文化財が多く点在し、「歴

史の重みと文化の香りは日本一」の都市と自負している。しかし、現状はそれらを統一的

に把握し、文化財の保存活用を５年・10年を見据えて計画的に進めて行くための基本方

針が存在しておらず、個別文化財の保存活用計画の作成や、年度ごとの歴史文化施策の立

案・実施となっていた。

　そこで、平成19年以来、文化庁が各基礎自治体の「文化財保護（活用）のマスタープラ

ン」として整備を勧めている「歴史文化基本構想」を策定し、市内に存在する文化財を、指

定・未指定に関わらず広く総体的に把握し、その周辺環境までを含めて、総合的に保存活

用する方法を示す。そのことで、文化財を市民と協働して守り育て、次世代に伝える気運

の醸成を図ると共に、文化財を生涯学習、観光・産業振興、地域づくりに活用していく。

　しかし、市内に点在する文化財を総体的に把握するには、平成31年度まで３年間に及ぶ

「総合的文化財調査」を行なう必要がある。この策定を待っていては、長浜市の各部局が行

なう諸政策との連動ができないため、今年度に「骨格方針」を作成し、文化財保存活用の基

本方針の骨格を提示する。なお、平成31年度に「総合的文化財調査」の成果を受けて策定

する「長浜市歴史文化基本構想」は、本「骨格方針」を修正しつつ取り込むこととする。

２　長浜市における文化財の保存活用の考え方

（１）保存活用の基本目標

　文化財は、古くから人々の生活や風土との関わりにおいて生み出され、現在まで多くの

人々の不断の努力により守り伝えられてきた貴重な財産＝「光」である。これらの文化財

を確実に後世へ受け継いでいくことは、文化財所有者・保存団体や行政だけではなく、地

域住民の力が不可欠である。

　文化財を地域において保存活用していくためには、①地域における文化財を把握する、

②文化財についての情報を発信する、③長浜市の文化財の価値が内外から評価され市民

の誇りとなる、④保存伝承のための「人」・「もの」・「資金」を確保する、この①～④の自然

な循環を生み出す必要がある。

　本構想や「骨格方針」の目標は、この循環が市内において惹起する体制を構築し、歴史文

化を地域づくりの核としていくことにある。

（２）保存活用の基本方針

　長浜市では歴史文化遺産の保存活用を通じて、地域づくりを進めることを目標とし、そ

のために以下の方針を定める。

①文化財の保存活用は「個人」から「地域」へ

　【文化財を地域で守る体制を確立する】

　文化財は「地域の光」として、個人・法人ではなく、保存団体や地域づくり協議会などに

地域の光を未来へつなぐ歴史文化都市・長浜
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より文化財の保存活用を行ない、文化財を地域で守る体制を確立する。長浜市は文化財

の保存伝承の必要性を発信すると共に、地域を通じて支援を行なう。

②文化財の保存活用は「指定」から「把握」へ

　【総合的な文化財把握に努める】

　これまでの行政が行なう文化財の「指定」・「選定」・「登録」といった手法のみではなく、

未指定を含めた文化財の悉皆調査を行い、破壊・散逸が懸念される文化財の保護に努め

る。その中で、地域にとっての文化財を把握し、市民と共に守る態勢を構築していく。

③文化財の把握は「点」から「面」へ

　【重点関連文化財群・重点歴史文化保存活用区域を設定する】

　本方針では文化財を「点」ではなく「面」ととらえるため、テーマ別の「重点関連文化財

群」と、エリア別の「重点歴史文化保存活用区域」を設定し（３・４を参照）、これらを密接

に絡ませながら、全市域において「面」としての保存活用を市民協働で進めていく。

④保存伝承の施策は「縦」から「横」へ

　【文化財ネットワークの体制整備】

　これまでの文化財の保存伝承は、国・県・市から個人・法人・保存団体という「縦」系で

あったが、今後は文化財類型ごとの所有者・保存関係者の連絡協議会の設立を推進し、保

存活用にあたる上での情報共有や、自立的な資金確保を行なう「横」系の体制を確立する。

⑤保存伝承の資金は「扶助」から「共助」へ

　【資金メニューを揃える】

　地域や個人・法人・保存団体が、文化財の保存活用を行うための財源メニューを揃え、

その手引書を作成し、必ずしも行政に頼らない文化財の保存伝承が可能な体制を、上記の

「横」系の体制の中で確立する。この中では、文化財で「稼ぐ」発想もいとわない。

⑥博物館・資料館は「展示」と共に「収蔵」を重視

　【保存活用施設の役割を高める】

　有形文化財（特に美術工芸品・民俗文化財）については、個人・法人や地域で保存できな

くなった場合の保管場所として市内博物館・資料館の充実を図る。博物館・資料館につい

ては、施設の集約化を図ると共に、収蔵した文化財の展示・収蔵施設としての機能を高める。

⑦文化財情報を世界と共有化する

　【文化財情報のデジタルアーカイブ化を進める】

　市内の文化財の写真・解説のデジタル化を進め、ＳＮＳなどを通して世界共有の情報

とすることに努める。

３　重点関連文化財群の設定

　市域の関連文化財の内、重点的に保存活用していくテーマを設定したもので、市内全域

に広がる。
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①古代の王と古墳文化遺産群

　【構成要素】古保利古墳群・横山古墳群など

　【案内施設】長浜市長浜城歴史博物館・高月観音の里歴史民俗資料館

　【保存活用方針】文化財群の情報発信、見学ルートの確保、史跡看板の設置

②戦国の城館と古戦場遺跡群

　【構成要素】下坂氏館・三田村氏館・垣見氏館・姉川古戦場・賤ヶ岳古戦場と城塞群など

　【案内施設】長浜市長浜城歴史博物館

　【保存活用方針】�総合的文化財調査報告書・保存活用計画・整備活用計画の作成、見学

ルートの確保、見学ガイドの養成、史跡看板の設置、必要性が高まった

場合の発掘調査、史跡公園化（下坂氏館・垣見氏館）の検討

③多彩なる民俗芸能遺産群

　【構成要素】太鼓踊り・冨田人形・蛇の舞・オコナイ･野神祭など

　【案内施設】長浜市曳山博物館･冨田人形会館・高月観音の里歴史民俗資料館

　【保存活用方針】保存伝承への支援、芸能公開場所の提供、芸能情報の発信とＰＲ

④世界に誇るユネスコ文化遺産群

　【構成要素】長浜曳山祭り・曳山山蔵・雨森芳洲関係資料など

　【案内施設】長浜市曳山博物館・高月観音の里歴史民俗資料館

　【保存活用方針】�保存伝承活動（長浜市曳山文化協会・芳洲会）への支援、雨森芳洲関係

資料の公開、広報活動の充実

⑤街道が織り成す交流の文化遺産群

　【構成要素】木之本の町並・木之本町きのもと交遊館・北国脇往還史跡・伊部本陣など

　【案内施設】木之本町きのもと交遊館、四居家

　【保存活用方針】�重要伝統的建造物群保存地区選定への協議（木之本）、保存伝承活動へ

の支援、登録文化財選定への検討、長浜市独自の「登録文化財制度」の導

入、「長浜の町屋50選」の選定、史跡看板の設置、広報活動の充実

⑥長浜の近代化遺産群

　【構成要素】�慶雲館庭園・長浜旧開知学校・旧長浜駅本屋・黒壁ガラス館本館・安藤家・

鐘紡長浜工場・土倉鉱山・ヤンマーの菅浦家庭工場など

　【案内施設】木之本町きのもと交遊館、安藤家

　【保存活用方針】広報活動の充実、登録文化財等の指定協議、敦賀市等との連携

４　重点歴史文化保存活用区域の設定

　市域の内、重点的に保存活用していくエリアを設定したもので、市内全域に点在する。

①長浜城と近世城下町

　【構成要素】長浜城跡（豊公園）・長浜城下町遺構・大通寺本堂・知善院表門など
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　【案内施設】長浜市長浜城歴史博物館・長浜市曳山博物館

　【保存活用方針】広報活動の充実、「日本遺産」登録、文化財指定・選定の協議

②小谷城・姉川古戦場と元亀争乱遺跡

　【構成要素】小谷城・中島城・虎御前山・姉川古戦場・石田三成出生地・横山城など

　【案内施設】小谷城戦国歴史資料館・浅井歴史民俗資料館

　【保存活用方針】�小谷城戦国野外ミュージアム構想の実現、小谷城戦国体験ミュージア

ムの建設計画、見学ルートの確保、見学ガイドの育成、史跡看板の設置

③奥びわ湖観音文化と村々の祈り

　【構成要素】木造千手観音立像（唐川）・木造伝千手観音立像（黒田）など

　【案内施設】高月観音の里歴史民俗資料館

　【保存活用方針】�観音の里ミュージアムの建設計画、拝観体制の確立、文化財看板の充

実、防犯防災対策の充実

④菅浦・竹生島と水辺景観

　【構成要素】菅浦・竹生島・葛籠尾崎湖底遺跡・塩津港遺跡・西野水道など

　【案内施設】湖北野鳥センター・菅浦郷土史料館

　【保存活用方針】�「日本遺産」としての整備、見学ガイドの育成、湖上見学ルートの確保、

史跡看板の設置

⑤菅並集落と山村生活

　【構成要素】菅並集落（余呉型民家）・丹生ダム建設予定地廃村群の文化財など

　【案内施設】余呉茶わん祭の館

　【保存活用方針】�重要伝統的建造物群保存地区選定への協議（菅並）、丹生ダム建設予定

地廃村群の文化財再調査、情報発信、民泊施設としての活用

⑥大吉寺と草野川流域の仏教文化

　【構成要素】大吉寺跡・醍醐寺・鍛冶屋集落・孤篷庵と五先賢・小堀遠州関連遺跡など

　【案内施設】五先賢の館・浅井歴史民俗資料館

　【保存活用方針】大吉寺の総合的文化財調査、見学ルートの確保、史跡看板の設置

５　文化財の保存活用体制の確立

　行政は地元の保存団体・地域団体を支援することで、所有者（個人・法人）や保存団体

が自立的に、無形・有形に問わず、文化財保存伝承を行なえる体制を確立する。但し、重

点関連文化財群・重点歴史文化保存活用区域については、総体的・面的整備を市民・行政・

地域の連携で推進する。

　また、博物館・資料館は、保存活用体制の情報発信基地として、また有形文化財（美術工

芸品・民俗文化財・考古資料）の保管場所としての役割も担うべきとの使命から、展示・

普及・研究・収蔵機能の確保を行なう。

　また、博物館・資料館は直営施設と、それ以外の地域運営施設（指定管理・補助金によ
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る運営）との区別を明確化し、後者については地元保存会・自治会の自主的運営を尊重す

る。直営施設については、平成35年を目途に、以下の3館に集約することを目指し、情報

発信や研究・収蔵体制の充実を図る。

平成30年３月５日制定

長浜市市民協働部　歴史遺産課

名　称 内　容 役　割

①長浜市
　長浜城歴史博物館

現存施設
長浜市博物館・資料館の案内施
設

②小谷城戦国体験
　ミュージアム

重点歴史文化保存活用区
域「小谷城・姉川古戦場と
元亀争乱遺跡」内に新設

重点歴史文化保存活用区域「小
谷城・姉川古戦場と元亀争乱遺
跡」の案内施設であると共に、
旧東浅井郡の案内施設

③観音文化の里
　ミュージアム

重点歴史文化保存活用区
域「奥びわ湖観音文化と
村々の祈り」内に新設

重点歴史文化保存活用区域「奥
びわ湖観音文化と村々の祈り」
の案内施設であると共に、旧伊
香郡の案内施設



長浜市歴史文化基本構想

発行日� 令和２年（2020）３月31日

策　定�
編　集�

制　作� 株式会社シバタプロセス印刷

発　行� 長浜市
� � 〒526‐8501　滋賀県長浜市八幡東町632
� � 電話（0749）65‐6510

長浜市　市民協働部　歴史遺産課

本構想は、平成29年度から令和元年度ま
での３年間、文化庁の文化芸術振興費補助
金を受けて策定したものである。




