
番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 県指定年月日

1 彫刻 木造不動明王坐像 1体 柳田ラ部84番地 法華寺 昭和25年8月29日

2 〃 銅造如来及両脇侍像 1体 布浦オ字36番地 九ノ里薬師寺 昭和60年6月6日

3 〃 木造聖徳太子立像 1体 松波3字80番地 松岡寺 平成5年6月10日

4 考古資料 真脇遺跡出土品 219点 真脇48字100地番 能登町 平成3年6月21日

5 無形民俗文化財 奥能登のあえのこと 能登町ほか 奥能登あえのこと保存会 昭和51年5月4日

6 〃 能登のアマメハギ 秋吉地区 能登町秋吉地区アマメハギ保存会 昭和54年2月3日

7 有形民俗文化財 能登内浦のドブネ 3隻附41点 宇出津イ字112番4地ほか 能登町 平成10年12月16日

8 史跡 真脇遺跡 37，599.94㎡ 真脇48字地内 能登町 平成元年1月9日

9 〃 珠洲陶器窯跡 1,524.46㎡ 行延6字20番1ほか 管理団体：能登町 平成20年7月28日

10 名勝 旧松波城庭園 4,067.04㎡ 松波ラ字１番１ほか 能登町 平成24年1月24日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 県指定年月日

1 建造物 中谷家住宅附屋敷構え 1棟 黒川28字180番地 中谷直之 昭和61年3月22日

2 工芸品 線刻薬師如来懸仏 1面 瑞穂ラ字15番地 今蔵神社 平成元年12月22日

3 〃 銅造阿弥陀如来懸仏 1面 波並3字6番1地 妙栄寺 平成元年12月22日

4 考古資料 真脇遺跡出土品 1,412点 真脇48字100番地 能登町 平成2年3月22日

5 無形民俗文化財 宇出津のキリコ祭り 宇出津地内 八坂神社奉賛会 平成元年10月23日

6 〃 小木とも旗祭り 小木地内 小木祭礼委員会 平成18年4月7日

7 〃 鵜川のイドリ祭り 鵜川18字156番地 鵜川のイドリ祭り保存会 平成20年4月30日

8 史跡 祭祀遺跡石仏山 4,983.7㎡ 柿生ホ字16番地 神道区長 昭和42年10月2日

9 〃 宇出津崎山縄文遺跡 1,938㎡ 崎山4丁目117番地 能登町 昭和48年10月5日

10 天然記念物 常椿寺のフジ 宇出津ウ字105地 常椿寺 昭和36年9月29日

11 〃 藤の瀬甌穴群 約600m 藤の瀬4字4字地内 国 昭和56年7月3日

12 〃 不動寺の埋積珪化木群 2 不動寺4字22番地 能登町 昭和62年3月23日

13 〃 宇出津の漣痕 55㎡ 宇出津ク字211番1地 国 平成元年1月9日

14 〃 大峰神社社叢モミ林 5，252㎡ 瑞穂7字11番1地 大峰神社 平成7年10月3日

15 〃 五十里ののとキリシマツツジ 1株 五十里ム部172番乙1 酒井一以 平成20年4月30日

16 〃 平等寺のコウヤマキ 1本 寺分弐字114番 平等寺 平成21年4月28日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 建造物 福正寺の本堂向拝 1基 合鹿31字9番地1 福正寺 昭和36年11月3日

2 〃 願正寺の本堂向拝手挟 1対 大箱ソ部36番地甲-1 願正寺 昭和37年11月3日

3 〃 浄福寺の本堂欄間 3間 黒川34字40番地1 浄福寺 昭和37年11月3日

4 〃 法華寺の山門 1棟 柳田ﾗ部83番地 法華寺 昭和37年11月3日

5 〃 光明寺の本堂 1棟 北河内チ部101番地 光明寺 昭和38年11月3日

6 〃 光明寺の鐘楼 1棟 北河内チ部101番地 光明寺 昭和38年11月3日

7 〃 光明寺の山門 1棟 北河内チ部101番地 光明寺 昭和38年11月3日

8 〃 行念寺の庫裡 1棟 当目38字207番地 行念寺 昭和38年11月3日

9 〃 宮下家の土蔵 1棟 久田21字131番地1 宮下耕二 昭和44年11月3日

10 〃 萬福寺の山門 1棟 松波14字84番地 萬福寺 昭和34年2月19日

11 〃 白山神社の本殿 1棟 宇出津イ字4番甲地 白山神社 昭和34年4月1日

12 〃 上日寺の山門 1棟 真脇44字99番地 上日寺 昭和37年12月11日

13 〃 平等寺の五輪塔 1基 寺分2字119番地 平等寺 昭和36年11月3日

14 〃 最安寺の五輪塔 3基 瑞穂6字地内 最安寺 昭和50年12月25日

15 〃 徳宝寺の宝篋院塔 1基 上町チ部51番地 徳宝寺 昭和36年11月3日

16 〃 八幡神社の五輪塔陽刻板碑 1基 上長尾ナ部12番地1 八幡神社 昭和37年11月3日

17 〃 本両寺の大日如来報身真言石碑 1基 小間生ル部14番地 本両寺 昭和56年11月3日

18 〃 法華寺の大日如来報身真言石碑 1基 柳田ラ部84番地 法華寺 昭和58年11月3日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 絵画 隅家の紙本著色盛菊之図 1双 笹川イ部36番地 隅　良彦 昭和33年11月3日

2 〃 隅家の紙本墨画龍虎之図 1双 笹川イ部36番地 隅　良彦 昭和33年11月3日

3 〃 蔵福院の絹本著色来迎図 1幅 石井リ部105番地 蔵福院 昭和36年11月3日

4 〃 平等寺の絹本著色釈迦三尊画像 1幅 寺分2字116番地 平等寺 昭和36年11月3日

5 〃 光明寺の黒竜之図 1枚 北河内チ部101番地 光明寺 昭和37年11月3日

6 〃 光明寺の麒麟鳳凰之図 1枚 北河内チ部101番地 光明寺 昭和37年11月3日

7 〃 西尾家の絹本著色大日如来画像 1幅 桐畑ヘ部20番地 西尾謹一 昭和37年11月3日

8 〃 法華寺の観世音菩薩絵像 1幅 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和37年11月3日
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9 〃 法華寺の絹本著色両界曼荼羅 2幅 柳田ら部83番地 法華寺 昭和37年11月3日

10 〃 白山神社の随身画像 2枚 黒川33字81番地 白山神社 昭和37年11月3日

11 〃 国光庚申講中の紙本著色青面金剛画像 1幅 国光地区 国光庚申講中 昭和38年11月3日

12 〃 白山神社の絵馬 1枚 黒川33字81番地 白山神社 昭和40年11月3日

13 〃 日枝神社の丙午絵馬 1枚 笹川ナ部52番地1 日枝神社 昭和41年11月3日

14 〃 光明寺の絹本著色阿弥陀如来画像 1幅 北河内ﾁ部101番地 光明寺 昭和46年11月3日

15 〃 蔵福院の絹本著色十六羅漢画像 2幅 石井ﾘ部105番地 蔵福院 昭和46年11月3日

16 〃 真念寺の絹本墨画斉和集落風景之図 1枚 神和住ラ部23番地 真念寺 昭和55年11月3日

17 〃 住吉神社の絵馬 1枚 鴨川タ部32番地1 住吉神社 昭和57年11月3日

18 〃 住吉神社の板絵 1枚 鴨川タ部32番地1 住吉神社 昭和57年11月3日

19 〃 重年金剛講の紙本著色青面金剛画像 1幅 寺分2字116番地（平等寺）安養寺 昭和59年11月3日

20 〃 百万脇庚申講の絹本著色青面金剛画像 1幅 寺分2字116番地（平等寺）安養寺 昭和59年11月3日

21 〃 平等寺の絹本著色高野山四社明神画像 1幅 寺分2字116番地 平等寺 昭和59年11月3日

22 〃 平等寺の絹本著色金剛薩埵画像 1幅 寺分2字116番地 平等寺 昭和59年11月3日

23 〃 平等寺の紙本著色光明真言曼荼羅 1幅 寺分2字116番地 平等寺 昭和59年11月3日

24 〃 浄福寺の紙本淡彩梅に鶯之図 1幅 黒川34字40番地1 浄福寺 昭和62年11月3日

25 〃 福正寺の紙本淡彩出山釈迦図 1幅 合鹿31字10番地 福正寺 昭和62年11月3日

26 〃 弥勒院の絹本著色弥勒菩薩画像 1幅 宮犬16字33番甲地 弥勒院 昭和35年2月22日

27 〃 萬福寺の紙本著色畠山義親肖像画 1幅 松波14字84番地 萬福寺 昭和35年2月22日

28 〃 願成寺の紙本著色五秘蜜曼荼羅 1幅 時長6字12番地 願成寺 昭和37年10月15日

29 〃 満泉寺の絹本著色不動明王画像 1幅 満泉寺5字19番地 満泉寺 昭和37年10月15日

30 〃 萬福寺の絹本墨画釈迦出山之図 1幅 松波14字84番地 萬福寺 昭和45年10月1日

31 〃 萬福寺の絹本著色十六善神図 1幅 松波14字84番地 萬福寺 昭和45年10月1日

32 〃 満泉寺の絹本著色真言八祖画像 8幅 満泉寺5字19番地 満泉寺 昭和45年10月1日

33 〃 満泉寺の紙本著色弘法大師画像 1幅 満泉寺5字19番地 満泉寺 昭和45年10月1日

34 〃 願成寺の紙本著色高野四社明神画像 1幅 時長6字12番地 願成寺 昭和45年10月1日

35 〃 法融寺の紙本著色四季草花図小屏風 1双 小木10字100番地 法融寺 平成2年6月22日

36 〃 法融寺の紙本墨絵岩上白衣観音図 1幅 小木10字100番地 法融寺 平成2年6月22日

37 〃 神目神社の奉納額鯨取り絵図 3面 藤波16字50番1地 神目神社 昭和49年1月28日

38 〃 四季耕作図屏風 1双 宇出津イ字112番1地 能登町 昭和37年12月11日

39 〃 日吉神社の奉納額鯨捕り絵図 1面 矢波25字78番地 日吉神社 平成29年4月7日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 彫刻 法華寺の木造観世音菩薩立像 1体 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和33年11月3日

2 〃 法華寺の木造十一面観世音菩薩立像 1体 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和33年11月3日

3 〃 蔵福院の木造伝米山薬師如来坐像 1体 石井リ部105番地 蔵福院 昭和36年11月3日

4 〃 蔵福院の木造頂相青林宗藤像 1体 石井リ部105番地 蔵福院 昭和36年11月3日

5 〃 蔵福院の木造頂相菩提達磨像 1体 石井リ部105番地 蔵福院 昭和36年11月3日

6 〃 法華寺の木造五智如来坐像 5体 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和37年11月3日

7 〃 法華寺の木造多聞天・持国天立像 2体 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和37年11月3日

8 〃 法華寺の木造倉稲魂命坐像 1体 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和37年11月3日

9 〃 安養寺の木造釈迦如来坐像 １体 寺分2字116番地（平等寺）安養寺 昭和37年11月3日

10 〃 長福寺の木造阿弥陀如来坐像 1体 柳田ユ部9番地 長福寺 昭和37年11月3日

11 〃 長福寺の木造金剛界・胎蔵界大日如来坐像 1体 柳田ユ部9番地 長福寺 昭和37年11月3日

12 〃 長福寺の石造延命地蔵菩薩半跏像 1体 柳田ユ部9番地 長福寺 昭和37年11月3日

13 〃 日枝神社の宝冠仏坐像 1体 久田48字61番地 日枝神社 昭和37年11月3日

14 〃 日枝神社の木造随身像 2体 久田48字61番地 日枝神社 昭和37年11月3日

15 〃 羽黒神社の木造神像 1体 合鹿15字5番地 羽黒神社 昭和37年11月3日

16 〃 羽黒神社の木造随身像 2体 合鹿15字5番地 羽黒神社 昭和37年11月3日

17 〃 安養寺の木造中山寺不動明王立像 1体 寺分2字116番地（平等寺）安養寺 昭和38年11月3日

18 〃 日枝神社の木造如来形坐像 1体 笹川ナ部52番地1 日枝神社 昭和41年11月3日

19 〃 笹川釈迦堂の本尊石像 1体 笹川ナ部7番地1 笹川地区 昭561年11月3日

20 〃 平等寺の金銅聖観音菩薩立像 1体 寺分2字116番地 平等寺 平成15年6月3日

21 〃 萬福寺の木造如意輪観音坐像 1体 松波14字84番地 萬福寺 昭和37年10月15日

22 〃 不動寺の木造不動明王立像 1体 不動寺8字111番地 不動寺 昭和37年10月15日

23 〃 願成寺の木造薬師如来坐像 1体 時長6字12番地 願成寺 昭和37年10月15日

24 〃 松波神社の房錐形石地蔵 1体 松波28字22番地 松波神社 昭和37年10月15日

25 〃 柿尾神社の木造随身像 2体 行延3字38番地の1 柿尾神社 昭和37年10月15日

26 〃 柿尾神社の木造狛犬 2体 行延3字38番地の1 柿尾神社 昭和37年10月15日

27 〃 柿尾神社の木造蔵王権現像 1体 行延3字38番地の1 柿尾神社 昭和37年10月15日

28 〃 熊野神社の木造随身像 2体 山中1字18番地 熊野神社 昭和37年10月15日

29 〃 熊野神社の木造狛犬 1体 山中1字18番地 熊野神社 昭和37年10月15日

30 〃 松波神社の石造狛犬 2体 松波28字22番地 松波神社 昭和37年10月15日

31 〃 願成寺のの木造仁王像 2体 時長6字12番地 願成寺 昭和55年8月25日



32 〃 白山神社の木造男神像 2体 滝之坊マ字1番地 白山神社 昭和58年6月24日

33 〃 光明院の木造大日如来坐像 1体 上23字28番地 光明院 平成13年2月5日

34 〃 光明院の木造聖観音立像 1体 上23字28番地 光明院 平成13年2月5日

35 〃 光明院の木造不動明王立像 1体 上23字28番地 光明院 平成13年2月5日

36 〃 光明院の木造矜羯羅童子立像 1体 上23字28番地 光明院 平成13年2月5日

37 〃 光明院の木造制吨迦童子立像 1体 上23字28番地 光明院 平成13年2月5日

38 〃 上日寺の木造阿弥陀如来坐像 1体 真脇44字99番地 上日寺 昭和35年6月2日

39 〃 霊山寺の木造薬師如来坐像 1体 瑞穂11字56番地 霊山寺 昭和35年6月2日

40 〃 霊山寺の木造観世音菩薩坐像 1体 瑞穂11字56番地 霊山寺 昭和35年6月2日

41 〃 天徳寺の木造千手観音菩薩立像 1体 宇出津井字132番地 天徳寺 昭和40年1月13日

42 〃 塩谷寺の木造不動明王立像 1体 宇出津ヘ字62番地 塩谷寺 昭和40年11月24日

43 〃 白山神社の木造狛犬 1対 宇出津イ字4番甲地 白山神社 昭和50年12月25日

44 〃 高倉神社の木造狛犬 1対 真脇44字86番4地 高倉神社 昭和49年1月28日

45 〃 高倉神社の木造随身像 1対 真脇44字86番4地 高倉神社 昭和49年1月28日

45 〃 法華寺の木造馬頭観音菩薩像 1体 柳田ラ83 法華寺 令和4年2月8日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 工芸品 合鹿椀類 1括（456点） 能登町内 能登町ほか 昭和35年11月3日

2 〃 中谷家の鶴亀蒔絵朱塗大杯 2個 黒川28字130番地 中谷直之 昭和36年11月3日

3 〃 法華寺の孔雀文銅磬 1面 柳田ラ字83番地 法華寺 昭和36年11月3日

4 〃 日吉神社の梅花双鶴文和鏡 1面 当目21字128番地2 日吉神社 昭和37年11月3日

5 〃 真念寺の色絵六華山水之盤 1面 神和住ラ部23番地 真念寺 昭和37年11月3日

6 〃 福正寺の珠洲焼花瓶 1個 合鹿31字10番地 福正寺 昭和37年11月3日

7 〃 上段家の珠洲焼壷 1個 上町8字239番地1 上段義勝 昭和37年11月3日

8 〃 佛性寺の珠洲焼四耳壷 1個 石井ハ部8番地1 佛性寺 昭和37年11月3日

9 細木家の珠洲焼双耳壷 1個 中斉エ部53番地1 細木英昭 昭和37年11月3日

10 〃 八王子神社の鋳銅製神像 1体 上長尾ヲ部50番地 八王子神社 昭和37年11月3日

11 〃 鳳林寺の瓦製不動明王立像 1体 上町1字142番地甲 鳳林寺 昭和38年11月3日

12 〃 岩多神社の懸仏 1面 合鹿28字93番地 岩多神社 昭和38年11月3日

13 〃 日枝神社の懸仏 2面 笹川ナ部52番地1 日枝神社 昭和38年11月3日

14 〃 日吉神社の懸仏 1面 当目21字128番地2 日吉神社 昭和42年11月3日

15 〃 長福寺の道任銘仏器 1括 柳田ユ部9番地 長福寺 昭和46年11月3日

16 〃 平等寺の獅子頭 1面 寺分2字116番地 平等寺 昭和52年11月3日

17 〃 日詰家の珠洲焼壷 1個 神和住ミ部34番地 日詰幸松 昭和56年11月3日

18 〃 彌禄家の珠洲焼壷 1個 上町13字225番地甲 弥禄文彦 昭和57年11月3日

19 〃 八王子神社の三方 1対 上長尾ヲ部50番地 八王子神社 昭和59年11月3日

20 〃 竹橋家の天狗椀類 4個 北河内ヌ部20番地 竹橋　渉 昭和60年11月3日

21 〃 西脇家の天狗椀類 2個 柳田仁部54番地（柳田公民館）能登町 昭和60年11月3日

22 〃 坂下家の天狗椀類 8個 北河内ヌ部61番地甲 坂下政行 昭和60年11月3日

23 〃 弥勒院の梵鐘 1口 宮犬16字33番甲地 弥勒院 昭和34年2月19日

24 〃 松波神社の舞楽面 2面 松波28字22番地 松波神社 昭和35年2月22日

25 〃 菊花散双雀鏡 1面 瑞穂ラ字15番地（今蔵神社社務所）神道区 昭和40年1月13日

26 〃 塩谷寺の梵鐘 1口 宇出津ヘ字6番地 塩谷寺 昭和37年12月11日

27 〃 長龍寺の梵鐘 1口 山田11字51番地 長龍寺 昭和53年1月19日

28 〃 日吉神社の沈刻額「聖人」 1面 曽又19字78番地 日吉神社 昭和47年5月1日

29 〃 高倉神社の木製朱漆塗瓶子 1対 真脇44字86番4地 高倉神社 昭和49年1月28日

30 〃 大峰神社の懸仏 10面 瑞穂ク字11番1地 大峰神社 昭和53年1月19日

31 〃 日枝神社の銅造聖観音懸仏 1面 久田48字61番地 日枝神社 平成28年5月10日

32 〃 菅原神社の懸仏 1面 上町8字216番地1 菅原神社 令和2年6月5日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 書籍・典籍 真念寺の鬼簿帳 3帖 神和住ラ部23番地 真念寺 昭和33年11月

2 〃 法華寺の過去帳 1帖 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和37年11月

3 〃 法華寺の不動護摩次第 1帖 柳田ラ部83番地 法華寺 昭和47年11月

4 〃 中谷家の典籍類 1括 黒川28字130番地 中谷直之 昭和54年11月

5 〃 高崎家の増続字林集韻大全 1冊 五十里ム部171番地 管理者原田一郎 昭和63年11月

6 〃 千尋の浜草（加藤吉彦和歌日記） 1冊 宇出津イ字112番4地 能登町 昭和45年12月17日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 古文書 中谷家の近世文書類 1括 黒川28字130番地 中谷直之 昭和33年11月3日

2 〃 原田家の大日本国地震之図 1幅 五十里ケ部55番地 原田貴彦 昭和38年11月3日

3 〃 鳳至珠洲両郡小物成銀之事 1枚 宇出津ハ字104番の甲地 海前寺 昭和51年12月23日

4 〃 小浦村村御印 1枚 宇出津イ字112番4地 能登町 昭和50年12月25日

5 〃 藤波村村御印 1枚 宇出津イ字112番4地 能登町 昭和50年12月25日



6 〃 宇出津山分村村御印 1枚 宇出津イ字112番4地 能登町 昭和51年12月23日

7 〃 小垣村村御印 1枚 小垣地内 小垣地区 昭和51年12月23日

8 〃 下代村村御印 1枚 宇出津イ字112番4地 能登町 昭和51年12月23日

9 〃 前田利家奥郡炭焼申付状 1枚 宇出津ム字42番地 三宅隆太郎 昭和51年12月23日

10 〃 鵜川村六蔵組草高免付百姓数之帳 1冊 瑞穂2字13番地 泉原幸村 昭和53年1月19日

11 〃 越坂村村御印 1枚 宇出津イ字112番4地 能登町 平成30年7月5日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 考古資料 松山家の石棒 1個 柳田仁部67番2地 松山重男 昭和34年11月3日

2 〃 若林家の石棒と磨石（若宮陽石と磨石） 3個 天坂3字64番地1 若林正彦 昭和34年11月3日

3 〃 長福寺の石棒 1個 柳田ユ部9番地 長福寺 昭和34年11月3日

4 〃 本両寺の珠洲焼 20個（破片共）小間生ル部14番地 本両寺 昭和63年11月3日

5 〃 不動寺公民館遺跡出土掻器 1個 松波13字75番地 能登町 平成8年2月19日

6 〃 新保遺跡出土石槍 1個 松波13字75番地 能登町 平成8年2月19日

7 〃 堂間家の五輪塔 1基 時長3字11番地 堂間富男 平成8年2月19日

8 〃 願成寺保管の珠洲焼壷(蓋付き） 1個 時長6字12番地 願成寺 平成8年2月19日

9 〃 長尾遺跡出土の製塩土器　（尖底形） 1個 時長3字11番地 能登町 平成8年6月9日

10 〃 国分家の板碑群 ７基 瑞穂11字75番地 国分直与門 昭和50年12月25日

11 〃 菅原神社の方錐型大日板碑 1基 鵜川18字156番地 菅原神社 昭和50年12月25日

12 〃 柏木出土板碑 2基 柏木耕地整理53番裡 森川黎ニ 昭和50年12月25日

13 〃 旧真脇小学校校庭出土珠洲焼壷 １個 宇出津イ字112番1地 能登町 昭和50年12月25日

14 〃 藤巻家の花瓶 １個 宇加塚2字8番地 藤巻一芳 昭和50年12月25日

15 〃 真脇遺跡出土品 1593点 真脇48字100番地 能登町 昭和63年11月24日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 歴史資料 向家の橘観斎稼説之墨蹟 1双 桐畑チ部23番地 向　武雄 昭和34年11月3日

2 〃 橘家の橘観斎思無邪之墨蹟 1幅 柳田主部21番地 管理者　深見　繁 昭和34年11月3日

3 〃 平等寺の橘観斎古希寿之墨蹟 1幅 寺分2字116番地 平等寺 昭和34年11月3日

4 〃 旧川端家の橘観斎問鶴之墨蹟 1幅 柳田仁部54番地（柳田公民館） 能登町 昭和39年11月3日

5 〃 竹内家の橘観斎帰去来之墨蹟 1双 柳田ラ部104番地 竹内建寅 昭和45年11月3日

6 〃 東郷平八郎筆忠魂碑原本 1幅 柳田仁部54番地（柳田庁舎） 能登町 昭和46年11月3日

7 〃 行念寺の陣中名号 1幅 当目38字207番地 行念寺 昭和46年11月3日

8 〃 城尾家の隆鳳春日之筆蹟 1幅 五十里子部119番地1 城尾賢三 昭和47年11月3日

9 〃 山口神社の棟札 1枚 時長8字49番地 山口神社 平成10年11月12日

10 〃 不動寺の棟札 2枚 不動寺8字111番地 不動寺 平成10年11月12日

11 〃 益谷家の本居宣長書簡状 1枚 宇出津新175番地 益谷建夫 昭和49年1月28日

12 〃 白山神社の奉納算額 1面 宇出津イ字4番甲地 白山神社 昭和49年1月28日

13 〃 菅原神社の棟札 2枚 鵜川18字156番地 菅原神社 昭和51年12月23日

14 〃 菅原神社の祈祷禱札 1枚 鵜川18字156番地 菅原神社 昭和51年12月23日

15 〃 菅原神社の奉加帳札 6枚 鵜川18字156番地 菅原神社 昭和51年12月23日

16 〃 今蔵神社の棟札 1枚 瑞穂9字1番地 今蔵神社 昭和53年1月19日

17 〃 白山神社の棟札 1枚 柏木3字188番地 白山神社 昭和53年1月19日

18 〃 日吉神社の棟札 1枚 柿生地7字117番地 日吉神社 昭和53年1月19日

19 〃
願成寺の黄檗鉄眼版大般若波羅蜜多経およ
び収納木製箪笥

経巻600帖
箪笥12竿

時長6字12番地 願成寺 平成31年3月8日

20 〃 松波神社の大永４年八幡宮造立棟札 1枚 松波28字22番地 松波神社 令和2年6月5日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 無形文化財 伝承娯楽「ごいた」 一式 宇出津地内 能登ごいた保存会 平成20年1月15日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 無形民俗文化財 重年の十七夜祭 柳田ス部93番地1 日宗屋神社 昭和35年11月3日

2 〃 十郎原の弓引き祭 十郎原ワ部48番地 日桂神社 昭和35年11月3日

3 〃 柳田村の民謡 能登町（柳田地区） 上町公民館 昭和38年11月3日

4 〃 猿鬼の宮伝説 当目地内 岩井戸神社 昭和39年11月3日

5 〃 蟹甲石雨請伝説 十郎原ち部地内 長福寺 昭和39年11月3日

6 〃 小間生幸助のカブラ祭 小間生地内 幸助カブラ祭講 昭和53年11月3日

7 〃 十郎原の甘酒祭 十郎原ワ部48番地 日桂神社 昭和61年11月3日

8 〃 柳田きりこ太鼓 上町8字485番地（上町公民館） 柳田きりこ太鼓保存会 昭和38年11月3日

9 〃 能登田切唄 能登町（旧内浦町） 能登田切唄保存会 昭和49年10月25日

10 〃 白丸曳山唄 白丸地内 白丸地区 昭和49年10月25日

11 〃 恋路の火祭 恋路地内 恋路地区 昭和49年10月25日

12 〃 国重太鼓 国重地内 国重太鼓保存会 昭和49年10月25日

13 〃 唐獅子太鼓 松波地内 唐獅子太鼓保存会 昭和53年5月24日



14 〃 いやさか太鼓 宇出津地内 いやさか太鼓保存会 平成17年9月30日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 有形民俗文化財 木地師轆轤工具 1括 能登町内 福正寺ほか 昭和35年11月3日

2 〃 日桂神社の鬼の狩衣 1枚 十郎原ワ字48番地 日桂神社 昭和42年11月3日

3 〃 紙すき用具 1括 能登町内 小間生公民館ほか 昭和42年11月3日

4 〃 安政の道標石 1基 天坂ろ字26番地1地内 管理者　天坂地区 昭和44年11月3日

5 〃 日詰脇の耳切不動 1体 柳田地内 法華寺 昭和46年11月3日

6 〃 重年金剛講中の大念珠 1連 柳田ユ部9番地（長福寺） 重年金剛講中 昭和46年11月3日

7 〃 蔵福院の大念珠 1連 石井リ部105番地 蔵福院 昭和46年11月3日

8 〃 小間生下出の稲荷塔 1基 小間生梅部16番地 中谷　進 昭和54年11月3日

9 〃 いぼ地蔵 1体 北河内チ字14番地甲-1 橋本　博 昭和56年11月3日

10 〃 上長尾の祭山車 1基 上長尾ヲ部50番地 八王子神社 昭和58年11月3日

11 〃 上長尾の独獅子 1体 上長尾ヲ部50番地 八王子神社 昭和58年11月3日

12 〃 上町の独獅子 1体 上町8字216番地1 菅原神社 昭和58年11月3日

13 〃 小泉家の倉稲魂命画像 1幅 上長尾ナ部28番地 小泉良栄 昭和60年11月3日

14 〃 岩多神社の依代石 1個 合鹿28字地内 合鹿地区 昭和61年11月3日

15 〃 日詰脇の子安大師像 1体 柳田ム部115番地 日詰脇子安大師講中 昭和61年11月3日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 史跡 言若五輪塔遺跡 1基 駒渡12字3番地2地内 合鹿地区 昭和34年11月3日

2 〃 宝暦杉 1本 寺分地内（影田橋横） 寺分地区 昭和34年11月3日

3 〃 上町慕萩台縄文遺跡 上町ト部51番地1ほか 昭和39年11月3日

4 〃 小間生山王ケ丘縄文遺跡 小間生ニ部地内 昭和39年11月3日

5 〃 本両寺の範雅人定塔 1基 小間生ル部14番地 本両寺 昭和56年11月3日

6 〃 町野館址 石井リ部地内 昭和56年11月3日

7 〃 米山城址 柳田地内 昭和39年11月3日

8 〃 五十里城址 五十里子字71番地ほか 昭和39年11月3日

9 〃 黒川墳丘 1基 黒川33字81番地 白山神社 昭和40年11月3日

10 〃 伝神和住城址 神和住6部6番地甲外6筆 昭和46年11月3日

11 〃 左近田壘堡址 396㎡ 当目47字31番地 加門松太郎 昭和46年11月3日

12 〃 めんたいじりの物隠し穴 1基 五郎左エ門分ト部14番地1地内竹中　哲夫 昭和47年11月3日

13 〃 中山寺の寺跡墓地 1群 柳田セ部18番地 中山幸永 昭和52年11月3日

14 〃 小間生山王ケ丘中世墳墓 1群 小間生ニ部73番地周辺 昭和54年11月3日

15 〃 蹈鞴遺構 1基 上町（柳田植物公園内） 能登町 昭和57年11月3日

16 〃 橘観斎出生の地 667.76㎡ 柳田モ部142番地 橘　清一 昭和58年11月3日

17 〃 上長尾の孫三堰堤旧入口 1基 上長尾孫三橋付近 上長尾地区 昭和56年11月3日

18 〃 新保遺跡 ― 新保地内 昭和34年2月19日

19 〃 松波城址 ― 松波地内 昭和39年6月15日

20 〃 畠山義親公の墓 1基 松波14字84番地 萬福寺 昭和55年8月25日

21 〃 宮犬古墳 1基 宮犬地内 昭和63年3月28日

22 〃 末次城址 ― 行延地内 平成11年10月19日

23 〃 いずがま古墳 1基 七見地内 昭和50年12月25日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 名勝 光明寺の庭園 1括 北河内チ部101番地 光明寺 昭和38年11月3日

2 〃 中谷家の庭園 1括 黒川28字130番地 中谷直之 昭和53年11月3日

3 〃 九十九湾 ― 小木ほか 昭和35年2月22日

4 〃 恋路海岸 ― 恋路地内 昭和35年2月22日

番号 指定の種別 文化財の名称 員数 所在地 所有者又は管理者 町指定年月日

1 天然記念物 白山神社のケヤキ 1本 柳田主部75番地 白山神社 昭和37年11月3日

2 〃 福正寺のケヤキ 1本 合鹿31字9番地1 福正寺 昭和37年11月3日

3 〃 天野家のエドヒガン（天狗平の御所桜） 1本 北河内チ字40番地2 天野勝則 昭和37年11月3日

4 〃 源家のツバキ 1本 五十里ヨ字88番地 源　清 昭和37年11月3日

5 〃 真念寺のスイリュウヒバ 1本 神和住ラ部23番地 真念寺 昭和37年11月3日

6 〃 行念寺の異葉スイリュウヒバ 1本 当目38字207番地 行念寺 昭和37年11月3日

7 〃 行念寺のヒイラギモクセイ 1本 当目38字207番地 行念寺 昭和37年11月3日

8 〃 願正寺のモチノキ 1本 大箱ソ部36番地甲-1 願正寺 昭和37年11月3日

9 〃 柳田植物公園のヒイラギ 1本 上町（柳田植物公園内） 能登町 昭和37年11月3日

10 〃 高平家のヒイラギ 1本 上町6字8番地1 高平吉雄 昭和37年11月3日

11 〃 中谷家のスダジイ 1本 黒川28字130番地 中谷直之 昭和37年11月3日

12 〃 潜岩のタブノキ 1本 天坂ロ字1番地1 柳瀬俊英 昭和37年11月3日

13 〃 蔵福院のカキ（石井の寺柿の祖木） 1本 石井リ部105番地 蔵福院 昭和37年11月3日



14 〃 三重の滝とその森 1括 北河内ヌ部地内 昭和38年11月3日

15 〃 中新世海棲動物化石包含層 1括 上町8字485番地ほか 能登町ほか 昭和38年11月3日

16 〃 白山神社のフジ 1本 黒川33字81番地 白山神社 昭和40年11月3日

17 〃 市之町のハリギリ 1本 五郎左ｴ門分ホ部地内 境谷駿一 昭和41年11月3日

18 〃 柳田植物公園のカリン 1本 上町（柳田植物公園内） 能登町 昭和41年11月3日

19 〃 鉢伏山の植生 25,090㎡ 北河内1字14番地 能登町 昭和41年11月3日

20 〃 菅原神社の社叢 1,167㎡ 上町8字213番地ほか 菅原神社 昭和44年11月3日

21 〃 モリアオガエル ― 能登町内 地域を定めず指定 昭和44年11月3日

22 〃 イヌタヌキモ ― 能登町内 地域を定めず指定 昭和44年11月3日

23 〃 モウセンゴケ ― 能登町内 地域を定めず指定 昭和44年11月3日

24 〃 大形家のノリウツギ 4本 久田35字41番地 大形勝治 昭和44年11月3日

25 〃 堆積岩層と甌穴 延長約50m 柳田松部93番地付近　上谷橋付近石川県 昭和44年11月3日

26 〃 安山岩層と甌穴 延長約40m 五十里ム部120番地付近 石川県 昭和45年11月3日

27 〃 岩井戸神社の社叢 297㎡ 当目64字26番地 当目地区 昭和45年11月3日

28 〃 山本家のミズバシヨウ 214㎡ 中斉ア部120番地 山本庄造 昭和45年11月3日

29 〃 中塚家のトチノキ 1本 久田ヘ部21番地1 中塚耕励 昭和46年11月3日

30 〃 桜井家のモミ林 1括 柳田孝部6番地1地内 桜井家 昭和46年11月3日

31 〃 白山神社の社叢 3,618㎡ 柳田主字73番地ほか 白山神社 昭和46年11月3日

32 〃 竹内家のタイサンボク 1本 柳田ラ部104番地1 竹内建寅 昭和46年11月3日

33 〃 堀切沢のサワクルミ 3本 北河内地内 大畑　上 昭和46年11月3日

34 〃 重年向地の凝灰岩壁 1括 柳田地内 岡本清一ほか 昭和46年11月3日

35 〃 のぞき谷 約20m 柳田ヤ部地内 西又茂男 昭和46年11月3日

36 〃 ホクリクサンショウウオ 1括 能登町内 地域を定めず指定 昭和46年11月3日

37 〃 熊野神社のツバキ 1本 大箱ラ字96番地 大箱地区 昭和47年11月3日

38 〃 多々羅湿原 1括 上町（柳田植物公園内） 能登町 昭和49年11月3日

39 〃 日桂神社の社叢 466㎡ 十郎原ワ字48番地 十郎原地区 昭和53年11月3日

40 〃 五十里神社の社叢 1,692㎡ 五十里ラ字136番地 五十里地区 昭和53年11月3日

41 〃 徳宝寺のケヤキ 1本 上町13字251番地 徳宝寺 昭和55年11月3日

42 〃 久亀屋火宮のケヤキ 1本 上町久1字177番地 上町久亀屋地区 昭和55年11月3日

43 〃 ヤマセミ ― 能登町内 地域を定めず指定 昭和55年11月3日

44 〃 笠岩谷のケンポナシ 1本 大箱地内 小田宏男 昭和55年11月3日

45 〃 願成寺のスイリュウヒバ 1本 長尾ト部42番地 願成寺 昭和56年11月3日

46 〃 宮本家のドウダンツツジ 1本 笹川ワ部8番地1 宮本康一 昭和57年11月3日

47 〃 神和住葉片化石層 約150㎡ 神和住6部25番地1 真念寺 昭和57年11月3日

48 〃 須野坂のアカシデ 2本 大箱ノ字地内 橋本　博ほか 昭和58年11月3日

49 〃 真念寺のミツマタ 1本 神和住ラ部23番地 真念寺 昭和59年11月3日

50 〃 橋本家のエドヒガン 1本 北河内チ字21番地丙 橋本　博 昭和60年11月3日

51 〃 裏家のエノキ 1本 上町8字163番地1 裏　隆司 昭和60年11月3日

52 〃 石井館址のヤナギ 1本 石井リ部138番地 石井地区 昭和61年11月3日

53 〃 本両寺のモチノキ 2本 小間生ル部14番地 本両寺 昭和61年11月3日

54 〃 彌録家の屋敷林 1括 上町13字225番地2 彌録文彦 昭和61年11月3日

55 〃 薬師家の比翼のケヤキ 1本 黒川34字42番地 薬師孝忠 昭和62年11月3日

56 〃 大庭家のカキ貝化石 1個 笹川エ部10番地 大庭さわの 昭和62年11月3日

57 〃 芦田家ののとキリシマツツジ 1株 中斉ア部117番地1地 芦田喜作 平成4年11月3日

58 〃 山口家ののとキリシマツツジ 1株 笹川ノ部25番地１地 山口彦衛 平成4年11月3日

59 〃 平家ののとキリシマツツジ 1株 柳田モ部29番地 平　栄太郎 平成4年11月3日

60 〃 ムカシトンボ 1括 能登町内 地域を定めず指定 平成13年11月3日

61 〃 法融寺のマツ（磯越の松） 1本 小木10字100番地 法融寺 昭和34年2月19日

62 〃 吹上家のカヤ（吹上の大師榧） 1本 越坂16字14番地 吹上弘芳 昭和39年6月15日

63 〃 日吉神社の社叢 1本 越坂3字30番地 日吉神社 昭和58年6月24日

64 〃 柿尾神社のタブノキ 1本 行延3字38番地の1 柿尾神社 昭和61年5月23日

65 〃 たぶのき坂のタブノキ 1本 松波61字21番地 石川県 昭和61年5月23日

66 〃 若宮森のモチノキ 1本 山中ニ字17番地 名竹福納 平成5年6月29日

67 〃 杉山家の庚申ツバキ 1本 山中1字191番地 杉山　猛 平成10年3月17日

68 〃 羅漢山 宮犬22字1番地ほか 能登町 昭和55年8月25日

69 〃 不動寺珪化木公園の珪化木 不動寺4字22番地 能登町 平成5年6月29日

70 〃 背戸家ののとキリシマツツジ 1株 秋吉12字2番地 背戸　清 平成14年7月9日

71 〃 大峰神社のイチョウ 1本 瑞穂ク字11番1地 大峰神社 昭和40年1月13日

72 〃 光明寺のミズバショウ ― 武蓮ヘ字40番地 光明寺 昭和47年3月21日

73 〃 椎の木の端自然林 ― 七見葵字地内 七見地区 昭和49年10月31日

74 〃 ヨコグラノキ群生 10数本 猪平た字地内 猪平地区 昭和50年12月25日

75 〃 桜木神社のスギ 1本 鵜川ニ字地内 菅原神社 昭和52年5月1日

76 〃 大乗寺のイロハモミジ 2本 宇出津ヘ字93番地ほか 大乗寺 平成18年9月1日

77 〃 日吉神社のカヤ 3本 矢波25字78番地 日吉神社 平成29年4月7日


