
指定・登録文化財一覧表

指定者 種別 名称 員数 所在地 所有者/管理者 指定年月日 追加指定日

国 建造物 白山神社本殿 付棟札4枚
１棟
付4枚

能生 白山神社 S33.5.14

国 建造物 山口家住宅 付普請関係文書2冊 １棟 下出 個人 S52.1.28

国 彫刻 木造聖観音立像 １軀 能生 白山神社 M39.4.14

国 彫刻 木造十一面観音立像 １軀 水保
宝伝寺/水保・北山氏子
信徒総代

T12.3.28

国 有形民俗 能生白山神社の海上信仰資料 97点 能生 白山神社 S62.3.3

国 有形民俗 越後姫川谷のボッカ運搬用具コレクション 706点 山口 塩の道資料保存会 H16.2.6

国 有形民俗
糸魚川木地屋の製作用具と製品コレクショ
ン
 付木地屋関係文書

1,421点
付40点

大所 木地屋会 H18.3.15

国 風俗習慣 青海の竹のからかい 青海
青海竹のからかい保存
会

S62.12.28

国 民俗芸能 糸魚川・能生の舞楽
一の宮１丁
目・能生

天津神社舞楽会・
白山神社文化財保存会

S55.1.28

国 民俗芸能 根知山寺の延年 山寺 日吉神社奉賛会 S55.1.28

国 史跡 長者ケ原遺跡 一ノ宮 糸魚川市 S46.5.27 S60.5.14

国 史跡 寺地遺跡 寺地 糸魚川市 S55.12.5

国 史跡 松本街道
大野、根知
地区

糸魚川市 H14.3.19 H19.7.26

国 名勝 おくのほそ道の風景地　親しらず 市振 国/糸魚川市 H26.3.18

国 特別天然記念物 白馬連山高山植物帯 大所 農林水産省 S27.3.29

国 特別天然記念物 ライチョウ 新潟県 S30.2.15

国 特別天然記念物 カモシカ 新潟県 S30.2.15

国 天然記念物 イヌワシ 飛山 新潟県 S40.5.3

国 天然記念物 オジロワシ 根知 新潟県 S45.1.23

国 天然記念物 ヤマネ
本州、四
国、九州

S50.6.13

国 天然記念物 能生白山神社社叢 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S12.12.21

国 天然記念物 能生ヒメハルゼミ発生地 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S17.10.14

国 天然記念物 小滝川硬玉産地 小滝 国・法人/糸魚川市 S31.6.29

国 天然記念物 青海川の硬玉産地及び硬玉岩塊
橋立、外
波、青海

国/糸魚川市 S32.2.22 H13.1.29

指
定
者

種別 名称 員数 所在地 所有者/管理者 登録年月日 追加指定日

国 登録 谷村家住宅土蔵 １棟
蓮台寺２丁
目

個人 H11.2.17

国 登録 谷村家住宅主屋 １棟
蓮台寺２丁
目

個人 H11.2.17

国 登録 木地屋民俗資料館 １棟 大所 糸魚川市 H14.9.3

国 登録 旧高野寫眞舘（高野家住宅主屋） １棟 大町２丁目 個人 H21.8.7

国 登録 岩崎家住宅主屋 １棟 大和川 個人 H27.8.4

国 登録 岩崎家住宅土蔵 １棟 大和川 個人 H27.8.4

（平成29年4月1日現在）
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県 彫刻 木造奴奈川姫神像 １軀
一の宮１丁
目

天津神社 S29.2.10

県 彫刻
木造阿弥陀如来坐像・木造十一面観音立
像

２軀 日光寺 日光寺 S29.2.10

県 彫刻 舞楽面
４面
付1面

能生 白山神社 S56.3.27

県 彫刻 銅造十一面観音立像 １軀 能生 白山神社 S56.3.27

県 彫刻 木造泰澄大師坐像 １軀 能生 白山神社 S56.3.27

県 彫刻 舞楽面
３面
付５面

一の宮１丁
目

天津神社 S56.3.27

県 彫刻 木造女神坐像 ３軀
一の宮１丁
目

天津神社 S56.3.27

県 工芸品 経王寺の梵鐘 １口 新鉄１丁目 経王寺 S47.3.28

県 工芸品 梵鐘 １口 能生 白山神社 S51.3.31

県 考古資料 寺地遺跡出土品 262点 糸魚川市 H26.3.25

県 考古資料 天神山姫塚経塚出土品 ４点 青海 青海神社/糸魚川市 S37.3.29

県 史跡 相馬御風宅 大町２丁目 糸魚川市 S27.12.10

県 史跡 根知城跡
根小屋、栗
山

根知城跡史跡保存会 S63.3.25

県 名勝 親不知子不知 市振 国/糸魚川市 S37.3.29 S49.3.30

県 天然記念物
クモマツマキチョウ及びヒメギフチョウ生息
地

小滝～大
所

糸魚川市 S29.2.10

県 天然記念物 真光寺の大イチョウ 真光寺 真光寺区 S35.3.28

県 天然記念物 杉之当の大スギとシナノキ 杉之当 白山神社/杉之当区 S50.3.29
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市 建造物 小出山輪蔵および鉄眼一切経
１棟・
2,236冊

桂道 能生地区仏教会 S47.5.12

市 建造物 荻田氏墓 ３基 小見 龍光寺 S47.5.12

市 建造物 出生寺 １棟 桂道 個人 S50.1.18

市 建造物 天津神社本殿 １棟
一の宮１丁
目

天津神社 H3.3.26

市 建造物 松沢家住宅 １棟 来海沢 個人 H3.3.26

市 建造物 白山神社拝殿 １棟 能生 白山神社 H6.7.22

市 絵画 絹本双幅四所明神・弘法大師画像 ２幅 清崎 宝伝寺 S48.3.26

市 絵画 絹本着色十三仏図 １幅 上刈５丁目 個人 S59.3.22

市 彫刻 木造兜跋毘沙門天立像 １軀 山寺 金蔵院 S47.3.25

市 彫刻 木造釈迦三尊像 ３軀
蓮台寺２丁
目

蓮台寺区 S47.3.25

市 彫刻 木造釈迦如来坐像 １軀 羽生 耕文寺 S47.3.25

市 彫刻 木造伝勢至菩薩立像 １軀 日光寺 日光寺 S47.3.25

市 彫刻 木造四天王立像 ４軀 日光寺 日光寺 S47.3.25

市 彫刻 木造天津社随神像 ２軀
一の宮１丁
目

天津神社 S47.3.25

市 彫刻 木造奴奈川社随神像 ２軀
一の宮１丁
目

天津神社 S47.3.25

市 彫刻 白山神社神仏像群 43軀 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S47.5.12

市 彫刻 木造十一面観音立像 １軀 桂道 個人 S49.3.31

市 彫刻 男神・女神坐像 １対 平 大神社 S50.1.18

市 彫刻 十一面観音立像 １軀 平 大神社 S50.1.18

市 彫刻 銅板懸仏 ３面 平 大神社 S50.1.18

市 彫刻 大日如来像 １軀 木浦 東陽寺 S50.1.18

市 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 １軀 真光寺 真光寺区 S50.3.27

市 彫刻 木造不動明王坐像 １軀 中浜 禅雄寺 S50.3.27

市 彫刻 木造如来形立像 １軀 中浜 禅雄寺 S50.3.27

市 彫刻 木造狛犬 ２対 宮平 剱神社 S50.3.27

市 彫刻 木造大野社男神像 ４軀 大野 大野神社 S50.3.27

市 彫刻 木造大野社随神像（頭部） ２個 大野 大野神社 S50.3.27

市 彫刻 木造大野神社随神像（立像） ２軀 大野 大野神社 S50.3.27

市 彫刻 木造大野社十王像 １軀 大野 大野神社 S50.3.27

市 彫刻 木造大野社地蔵菩薩坐像 １軀 大野 大野神社 S50.3.27

市 彫刻 石造如来形坐像 １軀
一の宮１丁
目

天津神社 S55.4.22

市 彫刻 石造阿弥陀如来坐像 １軀
一の宮４丁
目

個人 S55.4.22

市 彫刻 木造釈迦如来坐像 １軀 上刈５丁目 個人 S59.3.22

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 １軀 上刈５丁目 個人 S59.3.22
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市 彫刻 木造不動明王立像 １軀 上刈５丁目 個人 S59.3.22

市 彫刻 木造十一面千手観音立像 １軀 槙 耕田寺 S63.9.8

市 彫刻 上路十二社拝殿装飾彫刻 １式 上路 十二社 H5.9.27

市 彫刻 木造十一面観音立像 １軀 能生 光明院 H6.7.22

市 工芸品 白山神社古鏡 ２面 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S47.5.12

市 工芸品 天津社大懸仏 ２面
一の宮１丁
目

天津神社 S48.3.26

市 工芸品 懸仏御正体 44面 越 越区 S50.3.27

市 工芸品
刀（銘:絲魚川池原久補所持同所之住藤
原弘繁作）

１口 本町 個人 S52.11.30

市 工芸品 刀（銘:越絲魚川住弘繁） １口 本町 個人 S59.3.22

市 工芸品 刀（銘:越後絲魚川住北辰子弘繁作 １口
東寺町１丁
目

個人 S59.3.22

市 工芸品 刀（銘:越後絲魚川住北辰子弘繁作） １口 本町 個人 S59.3.22

市 工芸品 銅製懸仏 1軀 上刈５丁目 個人 S59.3.22

市 工芸品 能生白山神社の宝剣 1口 能生 白山神社 H27.4.30

市 書跡 旧千手院文書 11通 山寺 金蔵院 S46.3.26

市 書跡 得宗血書経巻並経画
経巻600
巻・経画
17幅

田伏 大雲寺 S47.3.25

市 書跡 紺紙金字一切経 １巻 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S47.5.12

市 書跡 七人待掛軸文書 2通 御前山 御前山区 S48.3.26

市 書跡 良寛遺墨 付坪内逍遙・相馬御風書
良寛18
点･書2点

一の宮１丁
目

糸魚川市 S48.3.26 H4.4.28

市 書跡 剱三社前殿棟札 １枚 宮平 剱神社 S50.3.27

市 書跡 朱印状三代将軍徳川家光 11点 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S59.5.29

市 古文書
越後国頸城郡早川谷之内日光寺御検地
帳）

１冊 能生 個人 S59.5.29

市 古文書 本庄宗緩書状 １点 能生 実相院 S59.5.29

市 古文書 朝倉義景書状 １点 能生 実相院 S59.5.29

市 古文書 服部暹栄副状 １点 能生 実相院 S59.5.29

市 古文書 諏訪図書証状 １点 能生 実相院 S59.5.29

市 古文書 上杉景勝過書 １点 能生 実相院 S59.5.29

市 古文書 漢和連句昌叱筆 １巻 能生 個人 S59.5.29

市 古文書 御公儀御用留 36冊 能生 糸魚川市教育委員会 S59.5.29

市 考古資料 長者ケ原出土遺物 50点 一ノ宮 糸魚川市教育委員会 S46.3.26

市 考古資料 深鉢（人物文） １口 能生 糸魚川市教育委員会 S63.4.21

市 考古資料 硬玉製大珠 １個 能生 糸魚川市教育委員会 S63.4.21

市 歴史資料 村山軍旗 １旒 能生 糸魚川市教育委員会 S47.5.12

市 歴史資料 銅製鰐口 １個 橋立 七社神明社 S49.4.16

市 歴史資料 永和の墓塔 １基 山寺 金蔵院 S55.4.22
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市 歴史資料 正慶の板碑 ２面 上刈５丁目 個人 S55.4.22

市 歴史資料 棟札 １枚 能生
白山神社/白山神社文
化財保存会

S59.5.29

市 歴史資料 神宮寺銅造薬師如来坐像 １軀
一の宮１丁
目

糸魚川市/糸魚川市教
育委員会

H19.3.20

市 歴史資料 火打山山頂出土品 仏像１軀 能生 白山神社 H26.6.26

鏡面1枚
一の宮１丁
目

糸魚川市/糸魚川市教
育委員会

H26.6.26

市 有形民俗 堀清重願文絵馬 １面 御前山 雲台寺 S46.3.26

市 有形民俗 日吉社棟札 １枚 来海沢 日吉社/来海沢区 S46.3.26

市 有形民俗 上路山姥の伝説地 ６点 上路
個人・山姥里社・山姥奉
賛会

S50.2.15

市 有形民俗 ドブネ １隻 越 糸魚川市 H8.3.28

市 風俗習慣 百川小正月塞の神行事 百川
百川小正月塞の神行事
保存会

H3.3.28

市 風俗習慣 藤崎観音堂裸胴上げ 藤崎 藤崎区 H17.2.28

市 民俗芸能 川詰神楽と踊り 川詰 川詰神楽保存会 H3.3.28

市 民俗芸能 田伏まだら 田伏 田伏まだら保存会 H8.3.28

市 民俗芸能 新町翁舞式 上覚 新町翁舞式保存会 H9.7.22

市 史跡 不動山城跡 越 越区 S45.3.26

市 史跡 田伏浜砂鉄製錬遺跡 田伏 個人 S45.3.26

市 史跡 山口関所跡 山口 山口区 S49.3.28

市 史跡 虫川関所跡 大谷内 個人 S49.3.28

市 史跡 金山城跡 田伏 田伏生産森林組合 S49.3.28

市 史跡 伝芭蕉の宿桔梗屋跡 市振 個人 S50.2.15

市 史跡 佐多神社祭祀遺構 付社叢 北山 佐多神社 S51.3.30

市 史跡 寺地遺跡 寺地 糸魚川市 H10.2.17

市 史跡 徳合城跡 徳合 徳合城址保存会 H17.2.28

市 天然記念物 シダレシナノキ 大所 大所区 S46.3.26

市 天然記念物 ボッカトチノキ 大所 大所区 S46.3.26

市 天然記念物 光照寺のギンモクセイ
蓮台寺２丁
目

光照寺 S47.3.25

市 天然記念物 光照寺のシイノキ
蓮台寺２丁
目

光照寺 S47.3.25

市 天然記念物 釜沢神社の大杉 釜沢 釜沢区 S49.3.28

市 天然記念物 関所榎 市振 糸魚川市 S49.4.16

市 天然記念物 若宮社叢 外波 糸魚川市/荒戸集落 S49.4.16

市 天然記念物 須沢水芭蕉群生地 須沢 個人/糸魚川市 S50.2.15

市 天然記念物 桑の木 小滝 個人 S52.11.30

市 天然記念物 浄法寺の乳母桜 東塚 浄法寺 S61.6.27

市 天然記念物 善正寺のシダレザクラ 砂場 善正寺 S61.6.27

市 天然記念物
オオバノハチジョウシダ・フモトシダ・シロヤ
マシダ・ヒカゲワラビ自生地、ヒメハルゼミ生
息地

能生 糸魚川市 H3.3.28 H9.12.25
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市 天然記念物 雪見タブ 蓮台寺 個人 H8.3.28

市 天然記念物 根知の糸魚川－静岡構造線露頭 根小屋 糸魚川市 H8.8.27

市 天然記念物 根知の枕状溶岩 根小屋 個人/糸魚川市 H8.8.27

市 天然記念物 山王森大欅 水保
日吉神社/水保・北山氏
子信徒総代

H10.3.24


