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第３章 金沢市の歴史文化の特徴 

 

（１） 時代別特徴 

旧石器時代のものとして金沢城跡石川門土橋
かなざわじょうあといしかわもんどばし

及び車橋門跡
くるまばしもんあと

からの石刃石器
せきじんせっき

４点の出土

が知られているが、いずれも移動している埋め土から出土したものであり、明確な生活痕

跡は周辺地域に展開していると思われる。 

縄文時代草創期、最古の土器や弓矢が出現し縄文文化が始まるが、金沢では吉原
よしわら

七
なな

ツ塚
づか

遺跡から有舌尖頭器
ゆうぜつせんとうき

（槍先）が発見されている。太平洋岸で貝塚が形成され始めた縄文早

期には、田上町
たがみまち

や天池
あまいけ

町
まち

に小規模の集落が出現し、集落の数や規模が大きくなる縄文中期

には、河岸段丘上や平野部にいくつもの集落が栄えていた。集落の多くが平野部に移動し

た縄文晩期には、巨大木柱根が 350本以上（日本最多数）発見されたチカモリ遺跡（国指

定史跡）、中屋
な か や

サワ遺跡、米泉
よないずみ

遺跡が栄えていたことが知られている。 

弥生前期、大陸から稲作が伝播し九州から西日本各地に波及していくが、北陸沿岸部に

みられる前期末の集落跡にもその影響がみられる。西日本で拠点的な大型集落が出現し

た弥生中期には、櫛描文土器が盛行し、平野部で下安原
しもやすはら

遺跡、寺中
じちゅう

遺跡、戸
と

水
みず

Ｂ遺跡など

が営まれており、精巧な木製高杯
たかつき

が出土した西念
さいねん

・南新保
みなみしんぼ

遺跡は拠点集落として栄えてい

た。弥生後期には、塚崎
つかざき

遺跡で玉作りが盛んに行われていたことが知られており、吉原
よしわら

七
なな

ツ塚
づか

古墳は方形周溝墓
ほうけいしゅうこうぼ

から墳丘墓
ふんきゅうぼ

への変遷を示している。 

 

奈良盆地では古墳時代前期に前方後円墳
ぜんぽうこうえんふん

が出現するが、金沢では戸
と

水
みず

Ｃ古墳群（前方後
ぜんぽうこう

方墳
ほうふん

）や観法寺
かんぽうじ

古墳群（小型の前方後円墳）が営まれている。古墳時代中期には北陸にも

円筒
えんとう

埴輪
は に わ

や壺形
つぼがた

埴輪
は に わ

を立てる古墳祭祀
さ い し

が、後期には横穴
よこあな

石室
せきしつ

が北陸にも普及し、平野部か

ら段丘縁にかけて多数の古墳が出現した。 

 古代律令国家
りつりょうこっか

の成立とともに金沢市域を含む北加賀一帯に加賀郡
か が ぐ ん

が成立し、末端の区

分としての「里
り

」が編成されその後「郷
ごう

」と改称されるが、当時の郷名として中村
なかむら

郷、冨樫
と が し

郷、三馬
み ん ま

郷、大桑
おおくわ

郷、田上
た が み

郷などが確認され、これらの郷名は遺称地
いしょうち

として現在も町名に

引き継がれている。 

律令国家の交通制度である駅制により整備された北陸道
ほくりくどう

に関連して、観法寺
かんぽうじ

遺跡では

両側に側溝をもつ道路跡が発掘されている。北陸道は海、湖、河川と一体化していること

から水上交通に特質があるといわれ、加賀郡では日本海や河北
か ほ く

潟
がた

における水上交通との

深い関わりを示す遺跡が見つかっている。 

律令国家は仏教政策の基礎となる官寺
か ん じ

体制の整備を行ったが、北陸では７世紀後半よ

り地方豪族の氏寺
うじでら

が確認されており、金沢では広坂
ひろさか

遺跡で古代の寺院跡が確認されてい

① 原始の歴史文化遺産 

② 古代の歴史文化遺産 
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るほか、山間寺院跡の存在を示す遺跡が確認されている。 

 公地公民制
こうちこうみんせい

の崩壊により開墾地の私有化が認められるようになり、８世紀後半には貴

族や寺院・神社が大規模な開発に乗り出し初期荘園
しょうえん

が成立した。金沢の平野部には多数

の荘園の存在を窺わせる遺跡が発見され、墨書
ぼくしょ

土器
ど き

や木簡
もっかん

が出土している。 

弘
こう

仁
にん

14 年（823）、加賀国が立国し、８世紀初期から始まった渤海
ぼっかい

との交流において加

賀は渤海船
ぼっかいせん

の来着地であるとともに渤海使
ぼっかいし

の帰着地ともなっていたことが知られており、

渤海のものと推定される文様入り帯金具
おびかなぐ

や大型の建物群と井戸跡が発掘されている。ま

た、古墳時代以降に作られた土師器
は じ き

に対し、古代には焼成に穴
あな

窯
がま

を用いる須恵器
す え き

の生産が

活発となり、観法寺
かんぽうじ

窯跡群
かまあとぐん

や犀川
さいがわ

・浅野
あ さ の

川
がわ

上流の末
すえ

窯跡群
かまあとぐん

にその痕跡がみられる。 

平安末期からは手取
て ど り

川
がわ

扇状地東部の林
はやし

氏、泉野
いずみの

扇状地の富樫
と が し

氏を初めとする有力武士

団が台頭した。冨樫
と が し

泰家
やすいえ

と源 義 経
みなもとのよしつね

・弁慶
べんけい

主従の「安宅関
あたかのせき

」の逸話が能「安宅
あ た か

」や歌舞伎

「勧進帳
かんじんちょう

」として後世に伝えられており、市内には「鳴和
な る わ

の滝
たき

」など義経主従伝説の地

や逸話が伝えられている。 

 

平安末期に加賀を代表する武士団のひとつに成長した富樫
と が し

氏は、室町時代に加賀国守

護となるが、守護職をめぐる冨樫
と が し

家の内紛に一向宗
いっこうしゅう

門徒が関わり、守護冨樫
と が し

政
まさ

親
ちか

は一向
いっこう

一揆
い っ き

によって倒された。冨樫政親滅亡の地である高尾城跡
たかおじょうあと

や冨樫一族の墓域と伝わる御廟
ごびょう

谷
だに

（県指定史跡）が残る。 

冨樫政親滅亡後、加賀は一向宗門徒たちが支配する「百姓ノ持チタル国」となり、その

後一揆の拠点として現在の金沢
かなざわ

城跡
じょうあと

（国指定史跡）の位置に金沢
かなざわ

御堂
み ど う

が建てられたが、

本山の石山
いしやま

本願寺
ほんがんじ

のような大規模な防御施設を備えた城郭寺院であったと考えられてい

る。浄土真宗は蓮如
れんにょ

の布教により北陸に広まったが、二俣本泉寺
ふたまたほんせんじ

（山門：市指定有形文化

財）や四十万
し じ ま

善性寺
ぜんしょうじ

などの寺院をはじめ蓮如ゆかりの地が広く分布しているほか、一向
いっこう

一揆
い っ き

に関わる若松本泉寺跡
わかまつほんせんじあと

や木越光
きごしこう

徳寺
と く じ

・光琳寺
こうりんじ

・光専寺
こうせんじ

跡
あと

などが知られている。 

中世は浄土真宗などの新仏教が武士や農民に広く浸透した時期であったが、その歴史

を伝える寺院が残っており、冨樫氏が開基の曹洞宗大乗寺
だいじょうじ

（仏殿：国重要文化財、伽藍：

県指定有形文化財）の名僧たちが当時曹洞宗を広めていった。また、日蓮宗本興寺
ほんこうじ

は加賀

の日蓮宗の中心で、現在も本興寺が位置する森本
もりもと

三谷
み た に

地区には中世以来の日蓮宗寺院が

多く分布しており、「三谷
み た に

法華
ほ っ け

」とも称されている。 

金沢の代表的な荘園・公領に大野荘
おおのしょう

・倉月荘
くらつきしょう

・小坂荘
こさかしょう

・安江荘
やすえしょう

などが知られるが、大野

荘は湊を有する臨海荘園であった。大野湊神社
おおのみなとじんじゃ

（本殿：県指定有形文化財）は大野荘の鎮

守であったと考えられており、大野港と金石
かないわ

港はかっての大野荘の大野湊と宮腰津
みやのこしつ

で、当

時は年貢の保管と積み出しが行われており、石塔や町場の跡が発見された普正寺
ふしょうじ

遺跡は

宮腰津の跡と考えられている。 

古代に整備された北陸道
ほくりくどう

は室町後期以降には日本海浜筋を通る浜通りと内陸山麓沿い

を通る中通りの２つのルートがあり、中通りには金沢発祥の地とされる山崎窪市
やまさきくぼいち

があっ

③ 中世の歴史文化遺産 
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たことが知られており、市の守護神であった久保市乙剣宮
くぼいちおとつるぎぐう

が現在も残る。北陸道のほか加

賀と越中を結ぶ旧道として田近
た ぢ か

越
ごえ

、小原
お は ら

越
ごえ

、三
さん

ノ坂道
さかみち

、オコ谷
たに

越
ごえ

などが知られており、こ

れらの旧道沿いには松根城跡
まつねじょうあと

（国指定史跡）や堅田城跡
かただじょうあと

（市指定史跡）のほか朝日山城跡
あさひやまじょうあと

、

切山城跡
きりやまじょうあと

（国指定史跡）、梨木城跡
なしきじょうあと

などの中世城跡が残る。また、堅田城跡の麓にある居

館跡の堅田
か た だ

Ｂ遺跡から巻数板
かんじょういた

（県指定有形文化財）が出土している。 

 

一向
いっこう

一揆
い っ き

滅亡後、金沢
かなざわ

御堂
み ど う

跡に金沢城
かなざわじょう

が築城されるとともに城下の整備が進められ、

17世紀初期にはほぼ城下町が完成した。 

 近世の歴史文化遺産としては、城下町の中心を成した金沢城（石川門
いしかわもん

、三十間長屋
さんじっけんながや

、鶴丸
つるまる

倉庫
そ う こ

：いずれも国指定重要文化財）や兼六
けんろく

園
えん

（国特別名勝）をはじめとし、寺社建築や武

士住宅、町家、庭園、寺院群、茶屋街、用水、街路等、旧城下町の都市構造に関連するも

のが代表的である。また、現在も能や茶道などの嗜みなどが広く市民の中に息づいており、

加賀
か が

獅子
じ し

などの民俗行事も伝承されている。旧城下町の周辺地域においても農村部の灌漑
かんがい

用水やため池などの土木遺産、和紙や石材など生産拠点となった集落、主要街道などが挙

げられる。 

近世の歴史文化遺産の多くは現代まで引き継がれているものが多くあり、現在の金沢

の都市構造や経済活動と密接に関わりながら息づいている。 

 

 近代は明治維新直後の経済の低迷期を経て、第四高等中学校の開校や第九師団司令部

の設置により、学都・軍都としての復興が進んだ。さらに大正期から昭和初期にかけては、

北陸本線や市電の開通、電気・上水道等の都市インフラの整備が進められ、現在の金沢の

都市としての骨格がつくられた。 

近代の歴史文化遺産として、旧第四高等中学校本館
きゅうだいよんこうとうちゅうがっこうほんかん

（国指定重要文化財）、旧
きゅう

石川
いしかわ

県
けん

第二
だ い に

中学校
ちゅうがっこう

本館
ほんかん

（国指定重要文化財）、旧金沢陸軍兵器支廠
きゅうかなざわりくぐんへいきししょう

（国指定重要文化財）、旧陸軍
きゅうりくぐん

第九
だ い く

師団
し だ ん

司令部
し れ い ぶ

庁舎
ちょうしゃ

（国登録有形文化財）、旧専売
きゅうせんばい

公社
こうしゃ

Ｃ-1号工場
ごうこうじょう

（国登録有形文化財）

など教育、軍事、産業に関連する近代建築や浅野
あ さ の

川
がわ

大橋
おおはし

（国登録有形文化財）、犀川
さいがわ

大橋
おおはし

（国登録有形文化財）、末浄水場
すえじょうすいじょう

（国登録有形文化財）、同園地
え ん ち

（国指定名勝）など都市

基盤施設である土木構造物が残る。 

近代の歴史文化遺産は、建造当初の用途のまま現役の施設として使われている土木構

造物や、当初の姿を生かしながら博物館や図書館など新たな用途で活用されている近代

建築など、現代の都市機能の一部として用いられている例が多い。特に旧城下町区域では、

近世以来の歴史文化遺産や都市構造とともに近代の歴史文化遺産が数多く残っているこ

とで、金沢の歴史的街並みの連続性が保たれている。 

④ 近世の歴史文化遺産 

⑤ 近代の歴史文化遺産 
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（２） 地域別特徴 

 日本海に面する水辺エリアにおいては、古代北陸道
ほくりくどう

や港湾関連の施設跡、近世湊町など、

他地域との交流・交易に関わる歴史文化遺産が特徴的であり、河口付近や海岸線を中心に

分布している。河北潟
かほくがた

周辺地域での発掘調査では、古代における海外交流を示唆する考古

学的に重要な遺構が確認されている。また、日本海沿岸には、古代北陸道が通過していた

とされ、北陸道推定地からは道の存在を示す遺跡や周辺集落、駅などの遺跡・遺物が出土

している。海岸部には早くから港湾集落が営まれていたが、近世には加賀藩の外港として

の整備が進められた。大野
お お の

・金石
かないわ

は近世湊町として発展し、金沢城下町と宮腰往還
みやのこしおうかん

で直

線的に結ばれ、北前
きたまえ

船
ぶね

交易によって城下町の経済を支えた。現在は、近世から近代にかけ

て建てられた町家や醤油製造業を営む木造工場建築、船倉などが連なり、湊町らしいたた

ずまいを良く残している。大野湊神社
おおのみなとじんじゃ

には、社
しゃ

叢
そう

林の中に神社社殿が配置され、金沢の伝

統芸能の一端を伝える神事
し ん じ

能
のう

、海の神のための奉納行事等が継続されており、有形・無形

の歴史文化遺産が一体となって残る。 

 

 弥生時代に始まった稲作によって、平野部には広範囲にわたって集落が営まれ、古代か

ら続く水田開発の歴史や、農村文化が現代まで継承されてきた。おまる塚
づか

古墳やびわ塚
づか

古

墳など古代の権力者を祀る古墳が点在するとともに、横江荘遺跡
よこえのしょういせき

など荘園の遺跡が存在

している。中世には木越
き ご し

三光
さんこう

（光
こう

徳寺
と く じ

、光琳寺
こうりんじ

、光専寺
こうせんじ

）や吉藤専光寺
よしふじせんこうじ

など真宗寺院が点

在しており、庶民層にまで新興仏教が浸透していた様子が伺えるが、現在は遺跡や地名と

してその名残を僅かに留めている。近世以降は、加賀平野を網の目のように灌漑
かんがい

用水が整

備され、平野部全域に及んだ新田開発の歴史を伝えている。近代に入り耕地整理が進み、

また近年農地は減少傾向にあるが、灌漑用水は今なお加賀平野を潤している。また近世か

ら続く平野部の農村集落は、ほとんどが旧来の街路・地割を残しており、今もアズマダチ

の農家建築と板塀が連なる農村部の街並みを残している例が多くみられる。 

 

  

① 水辺の歴史文化遺産 ～交流の姿を示す湊・道・集落～ 

② 平野の歴史文化遺産 ～古代から続く水田開発と農耕文化～ 
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 山辺エリアには、津幡
つ ば た

・森本
もりもと

丘陵の裾部や河岸段丘の縁を中心に歴史文化遺産がまとま

って分布している。古代の歴史文化遺産として、加賀平野に迫り出す丘陵の斜面に横穴
よこあな

墓群
ぼ ぐ ん

が多数見つかっている。なお、前田家
ま え だ け

墓所
ぼ し ょ

のある野田山
の だ や ま

墓地
ぼ ち

も丘陵の裾部に位置して

おり、時代を経て墓域としての性質を継承しているともいえる。市域を流れる各河川の中

流部には河岸段丘が発達しているが、それぞれの谷筋には中世新興仏教の寺院跡や山城

跡が点在している。特に「三谷
み た に

法華
ほ っ け

」と呼ばれる三谷
み た に

地区には、今もなお日蓮宗寺院がま

とまって分布する集落として、独特の空間的まとまりを形成している。浅野
あ さ の

川
がわ

と犀川
さいがわ

が形

成した小立野
こ だ つ の

段丘の先端部は、中世の加賀一向
いっこう

一揆
い っ き

の拠点であった金沢
かなざわ

御堂
み ど う

跡と近世加賀

藩の中心であった金沢城跡
かなざわじょうあと

が重複し、金沢の中心地としての性格を継承してきた場所で

ある。金沢城の城下町は、地形的特徴を活かし、城下町の防御、経済活動の拠点としての

機能等を勘案しながら形成されたものであり、江戸時代に完成した城下町の都市構造は、

これまで大きな罹災を免れてきたことから、現在も金沢市街地の街路や土地利用に色濃

く引き継がれている。金沢市街地を取り巻く丘陵部から山地にかけての広範囲には、里山

が形成されており、その植生の分布状況から人々の生活や生業を支えてきた歴史が窺え

る。また、丘陵地の農村部では平野部と同様、加賀藩の経済的基盤を支えるため近世より

新田開発が進められた。現在も棚田や灌漑用の溜め池による水田耕作が行われている地

域が残る。 

 

 山地エリアには、主に中世の争乱や城下町の経済を支えた産業に関わる歴史文化遺産

が、広大な山地に点在するように残っている。中世には越中と通じる二俣
ふたまた

越
ごえ

や小原
お は ら

越
ごえ

など

の間道や、日本海側から山地に通じる河川など、交通の要所を押さえるように山城が築か

れた。近世に入ると、金沢城築城用の石材として、戸室山
とむろやま

から産出する戸室
と む ろ

石
いし

が切り出さ

れた。現在は戸室石切丁場跡
とむろいしきりちょうばあと

となり、石切場の周辺では石材が今も散在し、往時の様子を

偲ばせる。城下町と越中を結ぶ二俣越や塩硝街道
えんしょうかいどう

の中継点には、中世より二俣
ふたまた

と湯涌
ゆ わ く

の

集落が営まれていた。近世には二俣地区は加賀藩の御料紙
ごりょうし

の製造を担う集落として、湯涌

地区は湯治場として栄えるようになり、両地区とも近世の生業を現代に引き継いでいる。

また、市域南部の山地は金銀等を産出する鉱脈があり、犀
さい

川
がわ

上流域には近世初期から倉谷
くらたに

鉱山
こうざん

が開かれ盛況を呈し、近代まで断続的に採石が行われた産業遺産である。信仰の歴史

文化遺産としては九万坊
くまんぼう

と呼ばれる天狗信仰がみられ、山地の信仰として特徴的である。 

 

 

  

③ 山辺の歴史文化遺産 ～中世以来の政治・経済・信仰の拠点～ 

④ 山地の歴史文化遺産 ～近世城下町を支えた地域資源と産業の集落～ 
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金沢市における歴史文化遺産の地域別特徴 
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（３） 金沢市の歴史文化の特徴 

前述した金沢市における歴史文化遺産の時代別・地域別特徴をまとめたものが、以下の模

式図である。定住生活が平野部で見られるようになった縄文中期以降、弥生時代には水田耕

作が始まり拠点的集落が形成された。その後の古代・中世・近世における歴史文化遺産は、

加賀平野だけではなく海岸部や丘陵地・山地まで広がりを見せ、市域全体に展開されてきた。

特に、中世末の金沢
かなざわ

御堂
み ど う

は近世城下町の形成の基盤となり、小立野台地の先端部を中心にし

た歴史文化遺産の濃密な分布が金沢市の歴史文化の特徴となっている。 

金沢市域における歴史文化遺産の時代別・地域別分布の特徴 



第４章 歴史文化遺産の保存・活用に関する方針 

 

89 

第４章 歴史文化遺産の保存・活用に関する方針 

 

１ 歴史文化遺産の現状把握 

（１） 既往の歴史文化遺産調査の課題 

これまで金沢市や国・石川県で行ってきた歴史文化遺産に関する調査について、報告書等

を収集し、整理した。これらの調査状況を「歴史文化遺産の３視点」ごとに整理し、調査が

進んでいない分野や地域を明らかにした。 

調査が進んでいない分野としては、まず、自然環境（歴史文化遺産の周辺環境）が挙げら

れる。文化的景観の選定に伴う自然環境の調査は行われたが、特徴的な植生や希少な動植物

の調査、生息環境等のモニタリングや定期的な確認調査が行われていない。また、戸室
と む ろ

石
いし

等

の地質・鉱物についても行われていない。また、庭園や美術工芸品については、個人所蔵の

ものに関しては調査が不十分である。民俗の分野でも、日々の暮らしや生業に関わる道具や

技術に関しては、市域全体であまり調査が行われていない。 

調査の対象地域の偏りが見られることも課題の一つである。旧城下町区域内に関しては

網羅的に調査されているが、それ以外の地域、特に山間部等では、街並み・集落、建造物を

はじめとする多くの分野で調査が進んでいない。 

こうした調査結果を新たな文化財の指定・登録、保存・活用への取り組みに活かしていく

ことも必要である。指定等文化財に該当しないものであっても、地域の財産として大切にさ

れているものや市民の誇りとなっているものについては、新たな枠組みによる価値付けに

より、保存・活用していく。なお、現在までに把握している未指定の歴史文化遺産は 3,595

件である。 

 

（２） 歴史文化遺産把握の方針 

今後は、調査が不足している旧城下町区域以外の地域において、「地域計画」で保存・活

用の方針を定めていく歴史文化遺産があるか確認をするため、ヒアリング等を実施するこ

とで、歴史文化遺産の洗い出しを進めていく。市内各地域を拠点とする金沢文化財ボランテ

ィア「うめばちの会」に未把握の歴史文化遺産に関する調査カードの作成を依頼し、新たな

歴史文化資産の掘り起こしを進めるとともに、地区公民館長等へのヒアリングを実施し、歴

史文化遺産等の現状を把握していく。 
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歴史文化遺産の３つの視点 

指定等文化財件数 調査状況 ※指定等文化財を除く 未指定 
文化財 

件数 
（概数） 

区分 種別 国 県 市 その他 
主な対象地域 

旧城下町区域 その他地域 

自
然
環
境 

・地形・水系 

記念物 
天然 

記念物 
7 3 6 

保存樹  130 

保存樹林  57 

景観樹   13 

景観樹林  1 

△ 

文化的景観に伴う自然環境、保存樹 

3 

・地質・鉱物 3 

・植生・生物 10 

・気候 0 

都
市
・
農
村
空
間 

・街並み 

・集落 

②周辺地域の 

街並み 文化的景観 1 - - 

景観計画の 

文化的景観区域 

       4 
○ 

都市構造や 

町並み 

△ 

一部地域 

2 

①旧城下町 

区域の街並み 
伝統的建造物群 

保存地区 
4 - - 

こまちなみ 

保存区域   9 
7 

・街道 

・建造物 
有形 

文化財 
建造物 13 21 34 

国登録   116 

景観条例の 

保存対象物 38 

こまちなみ 

保存建造物  46 

○ 

全般 

△ 

一部地域の 

民家、社寺、近代化遺

産、近代和風・洋風建築 

254 

・庭園 

記念物 

名勝 3 3 5 0 

△ 

庭園、風致景観 

※個人所有は不十分 

21 

・遺跡・旧跡 

埋蔵 

文化財 
- - - 

埋蔵文化財 

包蔵地  617 

○ 

年間 150件程度（試掘含む） 

617 

(再掲) 

史跡 6 2 9 0 ○ 
△ 

城館・寺社跡 
56 

伝
統
文
化 

・芸能 
無形 

文化財 
芸能 0 1 2 0 

〇 

伝統芸能 
0 

・美術 

 工芸品 

①美術 

 工芸品 

有形 

文化財 

美術 

工芸品 
33 109 157 0 

△ 

一部 

寺社所蔵品 

△ 

一部寺社所蔵品 

565 

②歴史資料 1,879 

③石造物 ○ 
△ 

一部地域 
21 

④工芸技術 
無形 

文化財 

工芸 

技術 
3 1 0 0 

○ 

諸職・技術 

7 

選定保存 

技術 
1 - 1 - - 

・民俗 

①くらしの 

 道具 

民俗 

文化財 

有形の 

民俗 
5 1 4 国登録   1 

△ 

生活文化財（井戸・洗い場・火の見櫓） 
30 

②くらしの 

 技術 

無形の 

民俗 
0 2 11 - 

○ 

諸職・技術 

△ 

一部地域 
20 

③風習・ 

 行事・食 ○ 

３寺院群の年中行事、用水における 

生活習慣、昔話・伝説、唄（民謡）、 

主な祭・行事 

63 

④信仰･ 

 お祭り 
24 

⑤伝承 13 

⑥たしなみ 2 

計 76 143 229 1,032 － 3,597 

歴史文化遺産の調査状況一覧表 

 ※○：調査が進んでいる、△：あまり進んでいない（対象範囲が限定的）、×：未調査、-：調査不要 
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２ 地域計画の位置付け 

（１） 上位・関連計画との連携 

地域計画は、金沢市の上位構想である「世界の『交流拠点都市金沢』をめざして」（平成

25 年３月）及びその具現化に向け必要な施策をまとめた「世界の交流拠点都市金沢 重点

戦略計画」（平成 31年２月改定）を踏まえ、歴史文化遺産を活かしたまちづくりに関連する

各種計画との整合を図りながら実施していく。 

 

本計画に関連する本市の主な計画は以下のとおりである。 

○「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」 

○「金沢市都市計画マスタープラン」 

○「金沢市景観総合計画」 

○「金沢市環境基本計画」 

○「金沢市歴史的風致維持向上計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化財保存活用地域計画―歴史文化遺産保存活用マスタープラン― の位置付け 

             整合          ◆個別の文化財の保存活用計画等 

具現化 

世界の交流拠点都市金沢 

重点戦略計画 
世界の『交流拠点都市金沢』をめざして 

金沢市文化財保存活用地域計画 

－金沢の歴史文化遺産を守り・活かし・ 

伝えるために－ 
 

○国指定史跡加賀藩主前田家墓所 

保存管理計画 

○国史跡辰巳用水保存管理計画 

○国指定名勝末浄水場園地保存管理計画 

○国史跡金沢城跡保存活用計画 

○国史跡辰巳用水附土清水塩硝蔵跡 

保存管理計画・整備基本計画 

○特別名勝兼六園保存管理計画 

○国指定史跡加越国境城跡群及び道 

切山城跡・松根城跡・小原越 

保存活用計画・整備基本計画 

○金沢市人口ビジョン・総合戦略 

○第２次金沢交通戦略 

○金沢市都市計画マスタープラン 

○金沢市緑のまちづくり計画 

○金沢市歴史的風致維持向上計画（第２期） 

○金沢市環境基本計画（第３次） 

○金沢の農業と森づくりプラン 2025 

○金沢市総合治水対策基本計画 

○金沢市空き家等管理・活用計画 

○金澤町家継承・利用活性化基本計画 

○金沢魅力発信行動計画 

○金沢市持続可能な観光振興推進計画 

○金沢市中心市街地活性化基本計画 

◆関連計画 
連携 

○金沢市住生活基本計画（第３次） 

○金沢市景観総合計画・景観計画 

○金沢市新産業創出ビジョン 

○金沢ＫＯＧＥＩアクションプラン 

○金沢市地域防災計画 

○金沢市公共施設等総合管理計画 

○金沢市地域福祉計画 

○金沢市地域コミュニティ活性化推進計画 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画 

○金沢市学校教育振興基本計画 

○金沢市生涯学習振興基本計画 

〇金沢市文化芸術アクションプラン 

  など 

○兼六園周辺文化の森地域計画 
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〇 総合計画 世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画（平成 25年度～令和４年度） 

「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」は、平成 26 年（2014）２月に策定され（平

成 31 年２月改定）、都市像を踏まえ、10 年間を見据えて講じるべき施策を取りまとめた計

画である。 

その中で、歴史や伝統、学術、文化などの個性を大切にしながら、市民が常に誇りを持ち、

新たな価値を創造し続ける都市としての機能強化を図るため、５つの重点方針を掲げ、取り

組むべき施策を展開することとしている。 
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〇 金沢市都市計画マスタープラン（令和元年度～令和 17年度） 

金沢市都市計画マスタープランは、平成 31年（2019）３月に改定された、おおむね 20

年後を見据えた計画である。金沢市における都市の将来像と基本方針、土地利用など都市

まちづくりの方針を明らかにすることにより、都市計画の総合的、長期的な指針としての

役割を果たすものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆都市づくりの方針 

●土地利用の方針  ●都市基盤整備の方針（市街地基盤づくり） 

●交通施設等整備の方針（交通体系づくり） ●公園緑地整備の方針（憩いの場づくり） 

●農地と森林の整備、保全、活用の方針（農林基盤づくり） 

●都市環境・景観形成の方針（自然と歴史を活かした景観づくり） 

●安全安心な都市づくりの方針（安全安心な環境づくり） 

●主な供給処理施設整備の方針（生活基盤づくり） 

●公共公益施設整備の方針（市民生活を支える施設づくり） 

●市民参加・協働のまちづくり方針 

 

地域別構想（地域に根ざした構想） 

【地域区分】地域別まちづくり方針 
 （小学校下を基本とした町会連合会の９ブロックと同じ９地域に分類） 
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〇 金沢市景観総合計画 

金沢市景観総合計画は、平成 21 年（2009）７月に策定された、本市における景観まち

づくりの長期的な行動指針となる総合計画である。基本理念として「特色ある自然・風土

を保全・活用した景観形成」、「歴史的資産を継承した景観形成」、「地域の時間と暮ら

しに根ざした景観形成」を掲げ「風格と魅力を兼ね備えた世界都市・金沢」を景観目標像

としている。 

 

金沢市景観総合計画（平成 21 年 7 月） 

 

  

（１）従来の景観施策の基本理念を継承・発展 

◇平成４年（1992）に策定した「金沢市都市景観形成基本計画」を継承、発展 

させるとともに、本市における今後の景観形成の理念、基本的な考え方や 

目標を示す。 

（２）将来を見据えた新たな視点の追加 

◇近年の社会情勢や都市構造の変化を反映し、新たに景観形成に向けた課題と 

方向性を把握する。 

◇これまでの本市における景観形成の取り組みとその成果を検証するとともに、 

将来的な視点からみた良好な景観形成の実現に向けた施策の体系化と具体的 

手法を整理する。 

（３）景観法等各種法制度の活用 

◇景観法の施行を受け、本市においても景観法の活用による景観誘導の推進を 

視野に入れた内容の計画とする。 

◇本市における景観誘導施策の効果や現状を踏まえ、景観法や都市計画法、 

文化財保護法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法など、関連する 

法制度の活用や条例との連携等による、総合的な景観誘導施策の展開方針を 

明らかにする。 

（４）全市域を対象とした景観誘導 

◇対象地域は、郊外部も含めた「市全域」に拡大し、これらに対応した、 

新たなマスタープランとして内容を充足し、景観を誘導する。 

◇景観特性（景域、拠点・軸）や、景観の構造（時間・暮らし軸）を再確認する。 

◇市内各地域における景観の現状を把握し、景観形成に向けて必要な施策展開 

の方針を示す。 

（５）協働による景観まちづくり体制の充実・強化 

◇美しい景観のまちづくりに向け、市民、事業者、設計者、施工者、行政の 

協働による施策推進体制の充実、強化を図る。 

◇市民の参画により、地域の暮らしや歴史、文化に根ざした景観を掘り起こし、 

より魅力ある景観まちづくりを展開する。 
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〇 金沢市環境基本計画（平成 30年度～令和 10年度） 

金沢市環境基本計画は、金沢の地域及び環境特性を踏まえ、目指す環境の将来像とそ

の実現に向けた施策体系、諸施策の概要を明らかにするとともに、総合的かつ計画的な

施策の推進により、本市の良好な環境を将来の世代に引き継いでいくための基本的な方

向を示す計画で、平成 30年（2018）3月に第３期計画が策定されている。 

理念として『持続可能な都市「金沢」をつくる』を掲げており、基本目標として「環境

への負荷が小さいまちをつくる」、「潤いのあるまちをつくる」、「市民協働で環境保全

活動に取り組むまちをつくる」を挙げる。 

本市には犀川
さいがわ

、浅野
あ さ の

川
がわ

をはじめとする河川、市内を網の目のように流れる用水、山間

部からまちなかに繋がる「緑の回廊」など、良好な自然環境が継承されてきており、こ

れらを次世代につなげていくため、水系、緑、それに伴う生物多様性の保全や、農林水

産業の振興などを推進していくこととしている。 
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〇 歴史的風致維持向上計画（平成 30年度～令和９年度） 

歴史的風致維持向上計画は、平成 20年（2008）11月「地域における歴史的風致の

維持及び向上に関する法律」の施行に伴い、平成 21年（2009）１月に国からの認定

を受けた計画で、金沢に息づく「歴史的風致」を磨き高めることで、「都市の個性と

魅力の向上」、「伝統文化・伝統工芸の保存・継承」、「観光・産業の振興」を推進

していくための法定計画である。重点区域として旧城下町区域を中心とした範囲を

設定しており、区域内において歴史的風致の維持及び向上のための取り組みを鋭意

進め、歴史まちづくりを推進している。平成 30年（2018）３月に第２期計画が認定

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
歴史的風致維持向上計画における重点区域と主な施策  
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（２） 関連計画・事業 

金沢市では、これまでにまちづくりに関連して多くの独自条例を制定し、このうち、金沢

の歴史的建造物・景観の維持に関する条例は 10を数える。歴史的建造物や街並みを保存建

造物や保存区域として定め、その保存のための規制・誘導や支援制度を実施しているほか、

近世城下町の都市遺産である用水を保全するものや、風致地区、斜面緑地等金沢を特徴付け

ている自然景観の保全を図るものなど、多様な取り組みを進めている。これらの施策と連携

しながら歴史文化遺産の保存・活用を推進していく。  

金沢市の歴史文化遺産を活かしたまちづくりの取り組み 

 

○伝統環境保存条例の制定（1968年） 

○金沢市文化財保護条例（1973年） 

○緑の都市宣言（1974年） 

 

○伝統環境保存条例を景観条例に改正（1989年） 

 

○景観都市宣言（1992年） 

○こまちなみ保存条例（1994年） 

○用水保全条例・屋外広告物条例（1996年） 

○斜面緑地保全条例（1997年） 

○伝統的建造物修復支援制度（1998年） 

 

○金沢市まちづくり条例（2000年） 

○商業環境形成まちづくり条例、金沢市まちなか定住促進条例、緑のまちづくり条例

（2001年） 

○寺社風景保全条例（2002年） 

○歩けるまちづくり推進条例（2003年） 

○防災都市整備条例（2004年） 

○沿道景観形成条例・夜間景観形成条例・市民参加及び協働の推進に関する条例

（2005年） 

○広見等のコミュニティ空間の保存及び活用に関する条例 

・駐車場の適正な配置に関する条例（2006年） 

○文化的景観保存調査事業（2007年～） 

○集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例 

・金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例（2008年） 

○『金沢市歴史遺産保存活用マスタープラン』の策定 

・『金沢市歴史的風致維持向上計画』の認定（2009年） 

   

〇金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例（2013年） 

○川筋景観保全条例（2017年） 

○『歴史的風致維持向上計画（第２期）』の認定（2018年） 

○眺望景観形成条例（2019年） 

○『金沢市文化財保存活用地域計画』の作成（2019年～） 

歴史的景観保全初動期（1960年代～1970年代） 

歴史的景観概念拡大期（1980年代） 

歴史的景観保全手法充実期（1990年代～） 

文化財調査と保護の進展期（2000年代～） 

文化財のさらなる調査、活用期（2010年代～） 
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３ 歴史文化遺産の保存・活用に関する方針 

（１） 基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢市の歴史文化遺産保存・活用の基本目標を、「地域全体で『金沢の歴史文化遺産』を

守り育てる」とする。金沢の歴史と風土に培われ人々が守り伝えてきた多くの歴史文化遺産

は、金沢独自の文化と歴史の結晶であり、それらをかけがえのない市民共有の財産として地

域全体で守り育てていくことは、都市の個性や風格として「金沢らしさ」をさらに醸成して

いくことになる。金沢らしさを感じさせる都市の姿は、自分たちのまちに対する市民の誇り

を高めるとともに、多くの人々に感動を与え、歴史文化遺産を次世代に伝えていく原動力を

生み出すことになる。 

この将来像を実現するためには、その主体となる「市民」、「行政」、「教育・研究機関」、

「企業」が、それぞれの役割を果たしながら「歴史文化遺産の保存と整備」、「人材育成・教

育」、「支援・連携」、「情報発信」に関して一体で取り組んでいく体制の構築が必要である。

さらに、その取り組みについては重要性や緊急性、課題などを十分検討し、その規模や時期

などについてバランスよく実施することが重要となる。  

  地域全体で「金沢の歴史文化遺産」を守り育てる 

金沢の歴史文化遺産を守り育てるための体制 
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 金沢の歴史文化遺産を守り育てるための枠組み 
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（２） 歴史文化遺産の保存・活用に関する課題 

① 多様な歴史文化遺産の幅広い把握 

金沢の歴史文化遺産の現状を見ると、指定または登録

されて文化財として広く知られている歴史文化遺産のほ

か、住民が身近な地域で守り伝えてきた多様な歴史文化

遺産がある。兼六
けんろく

園
えん

や金沢城跡
かなざわじょうあと

などの歴史文化遺産は指

定文化財として保護され、金沢をイメージさせる重要な

歴史文化遺産となっている一方、地域の歴史を物語る遺

産は、種類や価値もきわめて多様である。例えば、地域

の人たちが大切にしてきた小さな祠
ほこら

や湧き水、親から子

へと伝えられてきた土地にまつわる言い伝え、名前の付

いた坂道などがこれにあたる。地域の個性として息づくこのような歴史文化遺産は、生活の

中に溶け込むかたちで存在しているため見過ごされやすいが、その存在は指定文化財など

限られた歴史文化遺産と同様に金沢らしさを形成する重要な要素といえる。 

金沢に培われてきた文化と歴史は、このような現状の価値付けの枠を超えた多様な歴史

文化遺産の存在が明らかになることによって、その独自性がより明確になると考えられる。

守り育てるべき金沢の歴史文化遺産の認識が不十分であることから、それらを地域住民と

共に丹念に拾い上げ、幅広く把握する取り組みが必要である。 

 

② 歴史文化遺産のストーリーとしての整理 

金沢には各時代の多様な歴史文化遺産が分布している。特に、近世以降の有形文化財が現

在も数多く残り、関連する歴史資料も豊富なことから、様々な分野で調査・研究が行われ、

当時の金沢の社会状況や都市構造などが明らかにされてきた。一方、原始から中世の歴史文

化遺産はそのほとんどが埋蔵文化財であり、歴史資料も少ないことから、その実像は発掘調

査など断片的な範囲で明らかになった事実を総合して推定されている。このため、近世以降

の歴史文化遺産が鮮明なかたちで語られるのに比べ、中世以前のものは明確に語られる機

会が少ないのが現状である。しかしながら、中世以前の金沢の歴史には時代や地域で大きな

特徴が見られ、市域に広く分布する歴史文化遺産をいくつかの「歴史のストーリー」として

整理すると、それぞれの歴史文化遺産が存在する意味が際立ってくる。また、金沢の代表的

な歴史文化遺産である近世城下町の歴史文化遺産群が、近代以降の歴史文化遺産群と共存

して現在の都市空間が形成されているだけでなく、中世以前の歴史とその遺産の上に成立

し、その価値が明らかになることにより、金沢の歴史的重層性により厚みが増すことになる。 

「歴史のストーリー」の中で歴史文化遺産を読み解くことにより、金沢の歴史文化遺産に

新たな価値を見出し、評価していくことが必要である。 

道端の祠 
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③ 空間的まとまりとしての歴史文化遺産の把握 

金沢市はこれまで文化財保護制度による歴史文化遺産の保護に加え、市独自条例による

単体及び面的な歴史文化遺産の保護を図ってきた。特に、面的保護に関しては、自然を含む

歴史的な環境を金沢の伝統環境と広く位置付けてその保全に努めるとともに、旧武士居住

地や旧町人居住地など、その歴史的、空間的特徴に価値を置いた保全施策を進めてきた。そ

の結果、都市開発の進む中心市街地において、保存と開発を区分けした歴史的環境の保全に

成果を挙げてきた。しかしながら、これらの取り組みは本来その地域の歴史や文化を建造物

などと一体で示している無形の歴史文化遺産は対象としておらず、加えて価値付けのない

建造物等の歴史文化遺産は近年減少傾向にあり、各地域の歴史性やコミュニティの繋がり

が薄れ、今日まで受け継がれてきた歴史的な雰囲気が失われる可能性が高くなっている。 

これまでの「貴重な文化財とその周辺環境を保全する」視点に「無形の歴史文化遺産や未

指定の歴史文化遺産を含めた空間的なまとまりを貴重な『生きた歴史文化遺産』として保全

する」視点を加え、金沢の歴史文化遺産を保存活用していくことが重要である。 

 

④ 多角的視点による歴史文化遺産の理解の推進 

 金沢市ではこれまで、歴史、自然環境、建築、都市計画、考古学、民俗学等、様々な分野

の調査・研究が大学、行政などによって行われてきた。これらの調査・研究の成果には、金

沢の今後のまちづくりに必要となる重要な視点や提言が含まれており、異なる分野の調査・

研究の成果が活発に交換されることにより新たな

知見が得られ、広くその理解が深まることが大い

に期待できる。しかしながら、現状では調査・研究

の全ての成果を新たな研究の種として簡単に活か

せる仕組みが不十分である。 

金沢の知的財産であるこれまでの調査・研究の

成果について、誰もが活用しやすい仕組みを構築

し、その活用を通して多角的に金沢の歴史文化遺

産に関する理解を深めていくことが重要である。 

 

⑤ 地域や生活に根ざした歴史文化遺産の保存・活用 

金沢市はこれまで行政が主体となって多様な歴史文化遺産の保護に務めてきたが、保護の

対象となる歴史文化遺産は一定の価値付けをされたものに限られている。それら以外の、地

域や住民の生活に根ざした歴史文化遺産について、今後求められるのは「歴史文化遺産を総

合的に把握する」視点であり、「社会全体で歴史文化遺産を継承していく」体制づくりである。 

多様な歴史文化遺産に光を当てて地域の魅力として再評価する作業や、歴史文化遺産の

本質を捉えて未来に伝えていく人材を育成していくためには、関連する諸活動の活発化や

その支援の強化が必要不可欠である。 

文化財ボランティア「うめばちの会」による 

調査の様子 
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（３） 基本方針 

以下の２つを歴史文化遺産保存活用の基本方針とする。 

 

 

 

 

 

 

① 中世以前の歴史文化遺産について改めて捉え直し、古代から現在までの金沢の歴史の連続

性を強調することにより、歴史的重層性を深く捉え、市域全体としての歴史のストーリー

を見出す。 

 

② 個々の歴史文化遺産の保全に不可欠である周辺環境に着目し、関連する無形の歴史文化遺

産や未指定の歴史文化遺産などを含めた空間的なまとまりを『生きた歴史文化遺産』とし

て捉え、総体としての歴史的風致の保全を目指す。 

 

③ 「文化的景観」の観点から旧城下町区域の価値を評価し、地域住民やコミュニティを介在

とし、歴史的建造物と伝統文化を一体として捉え、歴史文化遺産として保存活用していく

ための施策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

① これまでに蓄積されてきた多くの貴重な研究成果と資料の情報を共有化し、積極的に有効

活用できる仕組みづくりを行う。 

 

② 文化財保護法や条例による行政主導の継続的な保存体制に加え、歴史文化遺産に関する市

民の理解や地域の自発的な活動を促すとともに、まちづくり系の団体等とも積極的に連携

しながら、歴史文化遺産保存活用のための幅広い協力体制を築いていく。 

 

③ 地域住民による活発なまちづくり活動が広く歴史文化遺産の保存活用にも拡大していく

ことを目指す。 

 

幅広い視野と多様な価値観で歴史文化遺産を捉え、保存活用を通して

「金沢らしさ」を際立たせる 1 

各主体の活動・成果の情報を共有し、協働で歴史文化遺産の保存・活用・

継承に取り組む 2  
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（４） 個別方針と実現に向けた方策 

【１】 調査・研究の充実 

【個別方針】 

 

【実現化の方策】 

 歴史文化遺産の研究は、歴史学・考古学・美術史学・建築学・造園学・民俗学など学術的

観点からのアプローチに加え、校下や町会単位、市民有志で行われる地域史・郷土史研究な

ど様々な角度から行われており、これらの活動を通じて金沢の歴史文化遺産に関する多様

な資料や情報が蓄積されてきた。こうした調査成果を精査するとともに、改めて「金沢らし

さを伝える歴史文化遺産」を把握するための総合的な調査・研究として推進し、保存活用の

対象となる歴史文化遺産の底上げを図る。その手法として、地区公民館や町会を対象とした

アンケート調査等の継続が考えられる。 

 また、90 ページの表にあるように、調査が進んでいない自然環境、個人所蔵の庭園、美

術工芸品、民俗（くらしの道具・技術）についてはヒアリング等の実施も検討する。 

 

 金沢は非戦災都市のため、旧家など市民が所蔵する多くの歴史資料や有形文化財が残さ

れている。これら金沢ゆかりの歴史資料や歴史文化遺産の散逸を防ぐため、広くその収集・

保存に努める。個人の所蔵・管理が難しいものについては寄贈・寄託を受け付ける。収集し

た歴史文化遺産はリスト化し、行政が管理するシステムを構築する。 

歴史文化遺産のリスト及び、金沢の歴史文化遺産に関する調査研究成果については、金沢

建築アーカイブスや映像資料マイグレーション、金澤町家データベースの作成やリストの

公開等を行ってきた。今後はより一層閲覧・活用しやすくなるためのシステム作りに努め、

データベースの構築・公開を進めていく。 

また、図書館や歴史文化遺産調査研究室との連携により、研究内容を閲覧できる場所づく

りや年報等の刊行もあわせて行う。  

 

 

① 「金沢歴史文化遺産」洗い出し調査 

 

② 金沢ゆかりの文化財の収集、データベース化 

 

金沢固有の歴史文化遺産に関する調査・研究を通して現状を把握し、その本質的価値

や普遍的価値を明らかにする。多様な研究活動を相互に支援するとともに、その成果を

まちづくりや各種事業に反映するため、積極的に公開する。 
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金沢の中心市街地は旧城下町区域であり、古代・中世

の遺跡に加え近世城下町に関する重要な遺構が重層的

に包蔵されているため、平成 23年度から金沢城下町遺

跡を埋蔵文化財包蔵地として保護しており、都市開発等

に伴う発掘調査や、他遺跡の計画的な調査を実施してき

た。今後も調査を継続し、城下町形成の全容の把握に努

めていく。 

また、旧城下町区域外でも、歴史を活かしたまちづく

りを推進する上で各種事業を歴史や文化に裏づけされ

たものとして実施するために、埋蔵文化財調査を適切に

実施していく。価値の明らかにされていない多様な歴史

文化遺産については、今後さらに悉皆的な調査や詳細調

査を継続的に実施し、残存状況の把握や価値の顕在化を

図る。 

 

 

 

 金沢の歴史都市としての価値やその独自性について、

国内に限らず国際的な見地からの比較研究に取り組む。

例えば、日本の城下町研究や海外の城塞都市との学術的

な比較研究、歴史都市で実践されている保存手法やまち

づくり等の事例研究等、金沢の歴史都市としてのあり方

を多方面から探ることが考えられる。また、これらの研

究テーマについて、学術研究機関、行政、市民活動など

様々な活動組織が密接に連携し、国内外の研究者が参加

するシンポジウムを開催するなど、国際的な歴史都市と

してあるべき姿の認識を深めていくものとする。 

 

  

発掘風景 

泉用水取水口（未指定） 

④ 歴史都市としての研究の推進 

金沢城下絵図 

（文政 13年、大友佐泰家蔵） 

③ 埋蔵文化財調査等の継続 
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【２】 文化財保護の対象拡大と保存管理 

【個別方針】 

 

【実現化の方策】 

 歴史文化遺産として価値の認められるものにつ

いて、継続して指定・選定・登録を推進する。近年、

金沢の歴史文化遺産調査や指定等については、世界

遺産登録運動の動向とともに近世城下町の加賀藩

に関連する遺跡や歴史的な建造物、街並みなどを中

心に重点的に進められてきた。具体的には主計
か ず え

町
まち

の

重要伝統的建造物群保存地区選定、金沢城跡
かなざわじょうあと

及び

加賀
か が

藩主前
はんしゅまえ

田家
だ け

墓所
ぼ し ょ

の国史跡指定、惣構跡
そうがまえあと

の市史

跡指定が行われた。以降も辰巳用水附土清水塩硝
たつみようすいつけたりつっちょうずえんしょう

蔵
ぐら

跡
あと

の国史跡指定や卯
う

辰
たつ

山麓
さんろく

及び寺町
てらまち

台
だい

の重要伝統的建造物群保存地区選定、「金沢
かなざわ

の文化
ぶ ん か

的
てき

景観
けいかん

 城下町
じょうかまち

の伝統
でんとう

と文化
ぶ ん か

」の重要文化的景観選定が行われた。 

 今後、これらの取り組みに加え旧城下町周辺地域における歴史文化遺産の指定・登録を推

進し、市域全体としての文化財保護を推進する。なお、金沢市独自の条例により指定されてい

る保存建造物等については、価値の再評価を行い、必要に応じて文化財指定や登録を進める。 

 

 歴史文化遺産の保存は、その根幹を成す本質的価値を次世代へ確実に伝えていくことに

あり、適切な周期で修理を行うことに加え、保存活用計画を作成することが重要である。保

存活用計画は、指定文化財に関して個々の文化財が有する本質的価値と、規模・形態・性質

などの現状に応じて、所有者又は管理団体が本質的な価値を確実に守るための保存・活用の

あり方を検討し、必要なことがらを定めるものであり、日常的な管理の指針、整備・活用の

指針、現状変更の取り扱い、運営体制の整備が計画の大きな柱となる。 

所有者と行政とが協働で文化財の保存活用計画の作成を行うことで、所有者が文化財の

もつ本質的価値、現状と課題を把握することができ、自主的に保存・活用のために行うこと

のできる範囲が明らかとなることに加え、所有者と行政とが同じ価値観を共有することに

よって、所有者による自主的な保存と活用の円滑な促進につなげていく。 

① 文化財保護の推進 

 

整備された惣構跡（市指定史跡） 

② 保存活用計画の作成 

 

文化財の指定・選定・登録を進めるととともにその保存管理を適切に行う。また、多

種多様な歴史文化遺産の価値に対応するため、従来の保護施策を補完する制度も検討

し、さらに幅広い歴史文化遺産の保護を推進する。 
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金沢の指定文化財に関して、その所有者や管理団体と協議・検討しながら順次、保存活用

計画の作成を進める。文化財保護法第 53条の２に基づき、活用の中心となる市所有の国指

定文化財等、また同条に準じて本質的価値の共有が急務となる民間所有の指定文化財等か

ら優先的に進め、それ以外の文化財についてもカルテの作成、定期的な所在確認及び状況確

認（文化財パトロール）を行う。重要伝統的建造物群保存地区については、選定に先立ち地

区の保存計画を定めているが、必要に応じてその計画の見直しを行う。 

保存活用計画の作成にあたっては、学術研究機関とも連携し、金沢職人大学校で学んだ職

人や設計士の協力も得ながら行う。 

 

 

 金沢の歴史的風致を一体となって構成する要素の中で、生活に溶け込むように存在し見

過ごされやすい要素があることに着目し、これらに対する新たな登録制度を検討する。こ

れまでも、金沢市では特定金沢町家をはじめ、独自条例による保護対象となる歴史文化遺

産の認定等が行われてきた。この制度は文化財保護法第 182 条第３項に基づいて検討し、

６類型に分類される文化財に限らず、地域の目立たない歴史文化遺産を金沢市の歴史文化遺

産として登録することにより、その存在を周知して価値を認識する機会とし、気づかれず

に滅失していく状況を抑制するとともに、その保存・活用について地域の関心を高めるこ

とを目的とする。 

 登録の対象は、例えば旧城下町区域内の段丘崖
だんきゅうがい

に作られた坂道や、戦前までに整備され

た用水取入口や橋などの近代土木遺産、石碑や祠
ほこら

、地域住民のコミュニティとなっている

広見など、従来はあまり文化財として認識されていない要素を幅広く含めていく。 

  

③ 「金沢歴史文化遺産登録制度」 の実施 

リスト（登録台帳）へ登録、カルテの作成 

公募（市民団体や行政からの推薦） 

文化財保護審議会にて決定 

協議会で審議 

文化財保護審議会へ諮問 

「金沢歴史文化遺産登録制度」の仕組み 

支援の方法（案）： 

・登録された歴史文化遺産の保存・活用に関する事業に対して補助制

度の創設を検討 

・行政による市内外への積極的な広報を実施 

登録対象： 
(1)有形文化遺産： 

建造物、美術工芸品、旧跡、記念

碑、考古資料その他の歴史的意義又

は文化的意義を有する地域資源 

(2)無形文化遺産： 

風俗慣習、伝承、芸能、伝統技術そ

の他の無形の地域資源 

(3)自然遺産： 

動物（生息地又は繁殖地を含む。）、

植物（自生地を含む。）、地質鉱物、

地形、自然現象その他の自然環境 

(4)複合文化遺産： 

複数の有形文化遺産、無形文化遺産

又は自然遺産が一体となって形成さ

れているもの 

※①地域の特徴を象徴し、②市民によっ

て保護されているものであって、登録

後も継続して保護されるとともに、③

地域の振興等に活用されるものである

ことを要件とする。 
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歴史文化遺産の保存に必要な日常の管理は、所有

者または管理者による実施が基本であるが、その防

災については地域ぐるみで取り組む必要がある。近

年、地震・台風・集中豪雨等による大きな自然災害

が増え、文化財にも多大な被害が生じている。また、

火災・盗難・破壊等の人為災害も発生しており、地

域住民が減少し、コミュニティ力が低下しているな

かで、防災・防犯といった文化財の保存管理は大き

な課題となっている。 

災害等の発生に備えるため、平時から消防局及び

消防団、歴史文化遺産の所有者・管理者と連携のも

と、防火設備設置状況の査察や消防訓練などの取り

組みを続けるとともに、美術工芸品の避難など、被

災した場合の具体的な対応策を検討し、『歴史文化

遺産防災管理対応マニュアル』、『歴史文化遺産ハザ

ードマップ』を整備する。大規模地震等が発生した

場合に備え、隣接市町との連携を含めた広域防災ネットワークを構築し、保護の優先順位を

定めた歴史文化遺産リストの共有、美術工芸品などの避難先の準備をする。また、すべての

歴史文化遺産（特に歴史的建造物）に対して防災施設の設置・更新を進め、火災被害の軽減

を図る。さらに、歴史的建造物の耐震診断も推進し、修理工事等にあわせ耐震補強を進めて

いく。本市は、歴史的街並みに木造建築が密集しているので、伝建地区やこまちなみ保存区

域に限らず防災計画を検討する必要がある。防犯に関しては、定期的に行う文化財パトロー

ルの機会に併せ、防犯に対する文化財所有者・管理者の意識啓発に取り組む。歴史文化遺産

の防災・防犯を推進するには、行政のみならず所有者・管理者、地域住民等の協力・連携が

不可欠であり、防災・防犯を進めていくための協力体制を構築することが必要である。 

 

有形文化財（美術品）や民俗文化財（有形）等の歴史文化遺産の保存に関しては、貴重な

歴史文化遺産の散逸を防ぐための受け皿の確保という観点からも、適切な規模と設備を有

する収蔵施設の整備が重要である。文化財は温湿度や紫外線、虫害などによって劣化が進む

ことから、その価値の損失を防ぐために保存環境の整った収蔵施設が必要である。 

埋蔵文化財の発掘調査による出土遺物の増加もあり、金沢縄文ワールド特別収蔵庫を整

備したが、必要となる規模には達しておらず、今後も収蔵場所の確保について検討が必要で

ある。施設の拡充にあたっては、文化財の保護のみならず、活用についても検討し、地域の

遺産は地域で保存し活用するというサイクルの整備と具現化が必要である。 

④ 文化財の防災・防犯対策 

⑤ 収蔵施設の整備 

金沢市のハザードマップ（水害） 
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【３】 真実性を重視した保存手法・修復技術の適用 

【個別方針】 

  

【実現化の方策】 

 伝統文化の保存と継承を図るため、希少となった伝統工芸や技能については、作品やその

製作過程についての記録作成を行う。 

 伝統技能の後継者を育成し、金沢に伝わる高度な技術・技法の継承を図るとともに、入手

が困難になっている材料の確保にも努める。 

 

 近年の修景工事が行われた歴史文化遺産については、構造形式や材料について検証を行う

とともに、必要に応じて今後の修理で伝統構法（工法）に基づく適切な修復を行うよう努め

る。また、助言・指導を行うアドバイザーの育成やガイドラインの整備を行う。 

さらに、防災の観点からの新しい保存技術の適用や、修復技術の類例研究など、歴史文化

遺産に対する修復技術の向上を図る。 

本市では、これらの伝統的で高度な職人の技の伝承と人材育成を行うため、平成８年（1996）

金沢職人大学校を開校し、中堅職人を対象とした高度な匠の技の継承に努めている。本科（９

科）では、石工、瓦、左官、造園、大工、畳、建具、板金、表具の専門分野を３年間学び、

本科修了生を対象とした修復専攻科では、さらに高度な歴史的建造物の修理技術を３年間学

び、その修了生が、市内の文化財をはじめとする歴史的建造物の修復事業に携わり、高い評

価を得ている。修了生たちが歴史的建造物修復研究会を自主的に設立し、文化財保存のため

さらなる技能・技術の研鑽
けんさん

を深めており、それぞれの専門的立場で現場に生かし、歴史的建

造物の保存、修理などに貢献しているが、今後も文化財の保存及び活用に関する専門技能職

としての役割が大いに期待される。金沢職人大学校を通じて本市がその研究活動事業に補助

するなど積極的に支援することにより、協働による文化財の保存及び活用につなげていく。 

 

文化財の本質的価値を維持するための技術的措置として、真実性を重視した保存手

法・修復技術を正しく理解し、適用していく。また、文化財の修理については、関係機

関との連携を図りながら必要な支援を行う。 

① 保存手法の記録と材料の確保 

② 修復事例の検証と修復技術の向上 
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【４】 保存整備・活用事業の実施 

【個別方針】 

  

【実現化の方策】 

  指定・登録有形文化財の期間限定の公開、発掘調査の現場公開、歴史的建築物のイベン

ト等での利用、関連文化財群のテーマ別の公開事業の企画等、金沢の歴史文化遺産を様々

な方法で公開する機会を増やすことにより、市民の歴史文化遺産に対する関心を高めると

ともにその認識を深める。イベント等の参加者に対してイベントの感想や印象についてア

ンケート調査を行い、そ

の結果を新たな企画に

反映させる。また、企業

や民間団体による公開

事業も推奨し、歴史文化

遺産活用の機会を広げ

ていく。 

 

 金沢の歴史的景観の質を高める整備事業を積極的に推進する。そのため、歴史的風致維持

向上計画に基づく文化財及びその周辺環境の各種整備事業の推進を図る。この計画では「金

沢城公園事業」「本多の森公園事業」など石川県の実施する事業のほか、「土清水塩硝蔵跡
つっちょうずえんしょうぐらあと

」

の整備や市街地内の惣構
そうがまえ

・升形
ますがた

の整備が行われているが、これ

らの整備は復元的手法を用い

た整備としており方針として、

発掘調査の成果や関連史料に

基づく厳密な検討を行った上

で設計に反映させることとし

ている。今後は VR・AR 等の手

法を用いた整備も検討する。 

① 歴史文化遺産の公開 

② 整備事業の推進 

国史跡に設置された説明板 

市内の歴史文化遺産に対する説明板の内容表現の統一性 

（英文併記の方法や、パンフレットとの連携など）を持たせる 

歴史文化遺産を市民が身近に接する機会を増やすことにより、歴史文化遺産に対する

関心を高めていく。また、歴史文化遺産の本質的価値や魅力を快適で分かりやすく伝え

るために、案内解説、体験活動（ソフト）と施設整備（ハード）の総合的な充実を図る。 

町家巡遊 金沢町家塾 
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また、歴史文化遺産を解説する説明板には、正確かつわかりやすい表現を用いるとともに、

外国語表記など表記内容に関する基本ルールを設定し、統一性のあるかたちでの情報提供

に努める。説明版やパンフレットを QRコードで連動させ、多言語や音声ガイダンスの追加、

最新情報を随時更新する等、説明内容の充実化を図る。 

また、個別の文化財のみならず、地域で一体的な整備を行うために、文化財保存活用区域

を設定し、面的に統一感のある整備を検討していく。 

 

 金沢には泉鏡花
いずみきょうか

記念館、室生
む ろ う

犀
さい

星
せい

記念館、ふるさと偉人館、能楽美術館、くらしの博物

館など金沢の歴史・伝統文化を知るための施設が数多くあり、市民が気軽に利用できる茶室

も充実している。金沢の歴史や伝統文化を後世に伝えていく場として、このような歴史・文

化施設の振興を図る。企画展示や公開講座などを通じて施設の魅力を高め、市民が愛着のも

てる施設としてより積極的に活用されるよう努める。 

 

 観光関連の事業と連携し、歴史文化遺産を回遊するルートを設定し、マップの作成等を行

う。また、文化財単体だけでなく複数の文化財をストーリーでまとめた「いしかわ歴史文化

遺産」や「日本遺産」、本計画で設定する関連文化財群を基本として、地域の歴史や文化を

活かしたまちづくり活動を推進する。 

 多数の市民が参加し、見学者が多く集まる「百万石まつり」や「金沢まち博」などのイベ

ントに合わせ、茶室を活用した茶会や文化財の公開事業を実施するなど、無形の文化財の体

験型のコンテンツ（伝統工芸、伝統芸能、茶道、食文化等）の他、里山などでのグリーンツ

ーリズムも充実させていく。 

「兼六園周辺文化の森地域計画」でも示されているとおり、兼六園、金沢城公園、金沢 21

世紀美術館は、それぞれ年間 200万人以上の方が訪れる一方、隣接する周辺施設への波及効

果が限定的であり、地域全体の来訪者数の底上げを目指すとともに、周辺施設の更なる魅力

アップと、相互連携による回遊性の向上が必要となっており、文化観光のさらなる振興を目

指し、展示内容の充実をはじめ、最新技術を活用した展示解説の充実や、多言語化といった

施設の整備に加え、他の関連文化財群、日本遺産等への誘客を促進し、顕在化しているオー

バーツーリズムにしっかり対応することで、「持続可能な文化観光」に向けた取り組みを進

めていく。 

③ 歴史・文化施設の振興 

④ 文化観光との連携 
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【５】 周辺環境の一体的な保全・整備 

【個別方針】 

  

【実現化の方策】 

 

 歴史文化遺産をとりまく周辺環境は多様な要素で構成されており、歴史文化遺産の価値

や魅力が損なわれないように保全を図る。周辺環境は、景観法、都市計画法及び市条例に基

づき規制、誘導による保全を図るとともに、必要に応じて高さ規制の見直し、屋外広告物の

規制拡大、歴史文化遺産の文脈に基づく保全眺望点の維持・拡大の検討を行う。歴史的風致

維持向上計画とも連携して、伝統的建造物群保存地区や歴史的街並みの無電柱化、暗渠
あんきょ

とな

っている用水の開渠
かいきょ

化、河川景観の保全などを図る。 

  

 歴史文化遺産の価値を際立たせ地域の魅力として発信していくため、歴史文化遺産を生

かした周辺環境の整備を行い、周辺環境と歴史文化遺産の一体化に努める。文化的観光の振

興とも連携し、歴史文化遺産を回遊するルートの整備、来訪者の利便性を高めるための駐輪

場整備等を進める。整備においては、埋蔵文化財調査の結果や歴史史料に基づく計画を基本

とし、その地域の歴史を十分に理解し、計画に反映していくことを目指す。 

 

  

① 良好な景観形成を目指した関連施策との連携 

② 歴史文化遺産を生かしたまちづくり 

歴史文化遺産と一体となった周辺環境の保全・整備を図る。歴史文化遺産が存在する

背景となる自然環境や都市空間は、歴史文化遺産の成立と密接に関わる重要な要素であ

り、歴史文化遺産と周辺環境を一体のものとして捉え、その保全・整備を図ることによ

り、金沢の歴史的文脈や地域の個性を際立たせる。 

金沢測量図籍（文政期）と現況を重ねることによっ

て、江戸時代の大手道の復員・形状が現況道路に継

承されていることがわかり、街路整備の際に当時の

計画性を反映させる重要な根拠となる。 

大正期の大野庄用水の取水口と橋がセットで残る例 

歴史文化遺産の関係性を意識した街路整備を行うことで、

歴史的なストーリーを顕在化することが可能となる。 
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歴史文化遺産に関する整備

事業の実施にあたり、公共施設

のデザインの質の向上に努め

る。まちづくりや景観分野の関

係各課と連携しながら、歴史文

化遺産の本質的価値と現状を

考慮し、より質の高い空間づく

りを進める。  

 安易に和風の形態を模倣す

ることは、本来の街並みの文脈

や魅力を損なう場合がある。新

設する施設の規模や位置、色

調、素材の決定に際しては、歴

史文化遺産との調和を図り、新

たな歴史の重層性を生み出す

ことを目標とする。専門家やデ

ザイナーの登用、歴史的空間再

編コンペティション※等の実施により高い水準のデザインを検討するよう努める。特に、旧

城下町区域については、景観計画と連携して建築物や工作物の新築や修景に関する景観ガ

イドラインを作成するなど、区域全体のデザインの調和と向上を図るものとする。 

 

  ※歴史的空間再編コンペティション：「学生のまち・金沢」「歴史都市・金沢」に全国の学生が集い、歴史的な空間との対話を通し

て、学び合い競い合うことで、新しい価値が生まれる学びの場をつくろうとするもの。 

 

歴史文化遺産の背景あるいは歴史文化遺産そのものとして見ることのできる樹木や公園、

緑地、里山などの自然環境、特徴的な植生や希少な動植物、鉱物・地質等を調査、維持管理

することにより、スカイラインや背景としての眺望など、広域的な歴史的景観の保全に努め

る。 

「金沢市緑のまちづくり計画」との連携、風致地区条例や斜面緑地保全条例による規制、

誘導に加え、市域に分布する個々の自然を歴史文化遺産の重要な構成要素として特性を生

かした保護を図る。 

③ デザインの質の向上 

④ 人と共生する自然環境の維持と管理 

都市インフラに関するデザイン

も留意すべき要素である。 

鞍月用水に架かる近代の小橋 

近世だけでなく近代のデザイン

にも評価できる例が多い。 

。 

浅野川大橋に整備された照明 

当時の素材・形状の反映や、夜間時の演出性も合わせて 

考慮することで、橋の魅力がよりひき立つ。 



第４章 歴史文化遺産の保存・活用に関する方針 

 

113 

【６】 人材育成 

【個別方針】 

 

【実現化の方策】 

 

 学校における総合学習の時間などを通じて、地域の歴史や自然環境、歴史文化遺産、景観

など幅広い視点から子どもたちが金沢を学ぶ機会を充実する。子どもたちの原風景となる

自分たちの住むまちへの関心や愛着を豊かに育むため、分

かりやすい授業や教材づくりに努める。 

 現在、金沢市埋蔵文化財センター職員が市内の小学校へ

出向き、遺物見学、勾玉づくりや火起こし体験を通じて地域

の歴史と埋蔵文化財について児童に直接講義を行う「歴史

ふれあい講座」、市内の史跡・建造物など、実物の歴史文化

遺産をフィールドとした歴史体感活動である「子ども歴史

探検隊」などの事業を実施しており、今後も継続して行って

いく。この他、地域コミュニティの核ともいえる無形民俗文

化財及びそれに準ずる民俗芸能等について、学校と連携し、

地域の歴史を学ぶ機会と併せるなど、地域を核として伝統

文化の活性化、担い手の育成を図る。 

 

 

 

 金沢の歴史文化遺産に関する様々なテーマを生涯

学習の場で市民が気軽に学べる機会を提供する。地域

住民の主体的活動である「市民ふるさと歴史研究会」

など意欲的に地域学習を継続する市民団体の自主的

活動を支援する。また、歴史文化遺産に関連する講座

やシンポジウムなどを継続して開催し、歴史文化遺産

に対する関心を高めていく。 

  

「こども金沢市史」 

子ども達に分かりやすく金沢市の歴

史を伝えるよう編纂されている。 

① 子どもたちの学習機会の充実 

② 生涯学習の機会の提供 

市民向けに開催された 

歴史文化遺産シンポジウムの様子 

歴史文化遺産に関する学習機会を提供し、地域学習を進めることにより、金沢に根ざ

した郷土を愛する人づくりを行う。また、歴史文化遺産の保存活用に関わる専門的人材

の育成を図るとともにその活動を支援する。 
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金沢の文化、嗜みを次世代に引き継ぐため、指定・未指定を問わず、官民協働で後継者育

成を図る。講師派遣、継承のための会合や研修など、地域における文化・芸術伝承事業につ

いて支援を行う。「加賀宝生
かがほうしょう

子ども塾」、「金沢素囃子
か な ざ わ す ば や し

子ども塾」、「金沢工芸子ども塾」など、

金沢の伝統芸能や美術工芸の技能伝承体験プログラムについても継続し、次世代に継承す

る人材を育てていく。 

 

 有形・無形の歴史文化遺産を次世代に継承するため、歴史文化遺産に関わる専門的な人材

育成を積極的に進めていく。これまで金沢市は職人大学校、卯
う

辰山
たつやま

工芸
こうげい

工房
こうぼう

を設置し、高度

な伝統技能が習得できる環境を整えている。また、「金沢市

における文化の人づくりの推進に関する条例」、「金沢市も

のづくり基本条例」を制定し、伝統産業の振興と技能継承

及び後継者育成に努めてきた。今後も引き続き技能者を育

成するとともに、歴史文化遺産の保存修復に関して実践的

に技能の向上を図るため、関連する事業の現場との連携

や、内外の技術支援に関する情報交換を積極的に図る。 

 

 歴史文化遺産の保存活用において、市民と行政の連携が重要である。調査・研究やまちづくり、

観光、各種イベントなど様々なテーマにおいて市民の意見・発想を広く求め、歴史文化遺産の保

存活用に生かすことが求められる。また、NPO 法人などの民間団体や地域住民と連携することに

より、歴史文化遺産活用の可能性が大きく広がることが期待される。歴史文化遺産と市民参加の

関わり方として、すでに市内の観光案内を行うボランティアガイド「まいどさん」のほか、金沢
かなざわ

城
じょう

・兼六
けんろく

園
えん

専属のガイド、外国語対応のガイドなど、様々なボランティアガイドが組織されてい

るが、金沢の歴史文化遺産の魅力を直接伝えるガイドの重要性を認識し、定期的な研修の充実を

図り、観光サービスの側面から金沢の歴史文化遺産に関する情報を広く普及していく。このほか、

地域の文化財に興味を持つ市民を対象に、一定期間の研修を経て文化財の調査や行事に参

加してもらうという文化財愛護推進員登録制度から発展した金沢文化財ボランティア「う

めばちの会」の活動が現在行われており、今後も市民主体の活動の支援拡大を進めていく。 

 

 歴史文化遺産の保存活用に貢献した市民や、一定の成果をおさめたプロジェクトを実施

した市民団体等に対しその功績を顕彰する。顕彰の機会を通して市民の歴史文化遺産への

関心を高めるとともに、歴史文化遺産保存活用の活動水準を高めていくことを目標とする。 

④ 伝統技能者の育成 

⑤ 市民参加の拡大 

⑥ 顕彰制度の導入 

卯辰山工芸工房 

③ 文化財等後継者育成の支援 
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【７】 活動支援・連携体制の整備 

【個別方針】 

  

【実現化の方策】 

 市民有志やまちづくり団体による、歴史文化遺産の保存活用に関わる取り組みを支援す

るため、専門家の参加支援や、諸活動に対する支援制度の充実を図る。 

 地域コミュニティの活性化を促進する事業として、本地域計画で設定した金沢歴史文化

遺産登録制度を基本に、歴史文化遺産を広域的に保存活用していく制度の創設を検討する。

創設にあたって、平成 18年（2006）に制定した「金沢市における広見等のコミュニティ空

間の保存及び活用に関する条例」（以下コミュニティ空間条例という）」を参考に、以下のよ

うな体制を構築する。コミュニティ空間条例では、市民の連帯感や地域社会への関心が希薄

となる中、広見や寺社の境内等の昔ながらの空間を保存・再生し活用することによって、コ

ミュニティの活性化を図り次世代に空間を継承していくことを目的としている。金沢歴史

文化遺産登録制度を利用した保存活用制度は、一定の空間や地域に限らず、歴史文化遺産を

介して地域の相互交流や保存活用等の活動の活発化を促すことを目指すものとする。 

このほか、「旧町名復活事業」や「コミュニティ空間保全事業」を積極的に活用し、歴史

文化遺産を保存活用する地域団体等の支援を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 活動支援の充実 

技術・材料 
（技能者・材料の産地

や製造業者など） 

金
沢
歴
史
文
化
遺
産
登
録
制
度 

歴史文化遺産に応じた 

修復、修理の助言など 

協力・支援 

歴史文化遺産 
（有形・無形、指定・未指定） 

金 

沢 

市 

金沢歴史文化遺産保存 

活用計画(仮)の策定 

保存活用団体 
（町会・地域団体・ 

 市民団体など） 

協力・支援 

金沢歴史文化遺産登録制度の保存活用制度（案）の流れ 

市民団体や専門家、行政が一体となった歴史文化遺産の保存活用に関わる仕組みづく

りを進め、地域活動の活性化を促進する。地域と協働して貴重な歴史文化遺産を守り伝

える「金沢型の文化財保存活動」を実現する環境の整備を図る。 
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地域計画作成にあたり組織した「金沢市文化財保存活用地域計画協議会」は、作成後も計

画内容の進捗報告、改定等を検討する場として運営していく。 

意見交換や交流を深めることにより、共通の課題や改善点を見極め、活動の連携を促進す

るとともに、新たな企画づくりに反映させていく。 

 

 

歴史文化遺産の保護にあたっては、助成金や補助金などの公的資金だけでなく、民間から

募る寄付の体制作りが求められる。 

個人からの寄付については、ふるさと納税による「文化の人づくり基金」の呼びかけ等、

ウェブ上で気軽に寄付のできるシステムの導入を進めているが、今後は広く支援者を募る

クラウドファンディングや、保存活用に係るイベント等での関連グッズ販売による寄付な

ど、様々な寄付のあり方を考えていく。 

歴史文化遺産を所有する個人や団体に対し、その保存・活用のための資金調達に関する課

題に対応するため、指定寄付金制度や助成団体による支援制度を紹介するとともに、地域活

性化ファンドからの投資、企業版ふるさと納税、ＰＦＩ、不動産信託などの手法を研究・検

討し、官民協働による歴史文化遺産の保存と活用につなげる。 

また、寄付や投資に対する理解を深めるため、対象となる歴史文化遺産の PR 活動や、経

済団体や民間に対する周知・広報も行っていく。 

② 文化財保存活用地域計画協議会の運営 

③ 歴史文化遺産保護に関する寄付の促進 
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【８】 関連情報の発信 

【個別方針】 

 

【実現化の方策】 

 

 個別の研究成果、発掘調査の結果に基づく成果や歴史資料となる古写真集など収集され

た歴史文化遺産に関連する様々な情報は、市民をはじめ広く発信できるように適切な整理

が必要である。（１）～（７）で述べた一連の歴史文化遺産の調査研究、文化財指定、整備

事業、活用事業等についての様々な情報を一元化し、発信できる拠点づくりを進める。 

 文化財保護課が主体となって歴史都市推進課と連携し、歴史遺産調査研究室を組織して、

その役割を担うものとする。 

 

 

 

 金沢の魅力を、国内のみならず世界に発信するため、インターネットの活用を推進する。

指定文化財の概要、歴史文化遺産リストや研究論文リストなどデータベース化された情報

のほか、機関誌の掲載など、あらゆる文化財情報の総合発信機能を持たせる。歴史文化遺産

の調査研究やまちづくり活動、基金活動など、多様な人がそれぞれの目的に応じて必要な情

報を得るための窓口としてホームページの機能を充実さ

せていく。また、日本に関心を寄せる海外の人たちに向

けたインターネットによる情報発信は、金沢の PRに有効

な手段であり、国際化を進める窓口として重要であるた

め、多言語による観光情報や歴史文化遺産の調査研究情

報の紹介、伝統文化の紹介の充実を図る。 

あわせて SNS 等を利用してリアルタイムで情報を発信

し、現地見学会やイベントの開催情報について速やかな

公開、拡散に努める。  

① 情報発信の拠点づくり 

② インターネット・SNS等の活用 

金沢市のホームページの例 

インターネットや書籍等を活用し、歴史文化遺産に対する適切な情報を発信する。ま

た、歴史文化遺産に関連するまちづくり活動や観光情報を提供することで、歴史学習や

地域活動の円滑化を図るとともに歴史都市金沢を国内外に広く発信する。 
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４ 保存・活用の仕組みづくり 

◆ 関連文化財群と文化財保存活用区域 

金沢を形成する歴史文化遺産は、市域の中で単体として孤立して存在しているのではな

く、一定のテーマを持って、複数の歴史文化遺産がまとまり、自然環境とも有機的な関連性

を持ちながら存在している。ここでいう関連性とは、歴史的関連性や地理的関連性などであ

り、相互に関連性のある一定のまとまりとして歴史文化遺産を捉えたものを「関連文化財群」

とする。これらは相互に密接な関連性を持ち、全体として個々の歴史文化遺産では捉えるこ

とのできない、新たな意味と価値を有している。このような価値と意味は、歴史文化遺産を

より深く、理解されやすい形で広める際に大きな役割を果たす。そして、市民が地域に愛着

を深め、より大きな枠組みで協働し、市外に魅力を発信する上でも重要である。 

また、関連文化財群の趣旨に沿った形で歴史文化遺産が集積し、効果的な活用が可能な地

域を「文化財保存活用区域」に設定する。区域内の建造物など典型的な歴史文化遺産に加え

て、塀や石垣、あるいは水路など、一体的に空間を構成しているものすべてを含める。また、

状況に応じて周辺の自然環境が含まれる。本市においては、このような歴史文化遺産が集積

する地域は、それぞれの地域が持つ自然や歴史・文化などによる多様性が見られる。 

このように、歴史文化遺産を単体で捉えるのではなく、歴史的・地理的に意味を持つまと

まりとして捉えることによって、単体では十分な価値づけが難しかった歴史文化遺産につ

いても光を当てることができ、新たな魅力を引き出すことができる。また、このことによっ

て、歴史文化遺産をより理解しやすい形で活用することができ、総合的な保存の方策を検討

することが可能になる。このような歴史文化遺産のまとまりについての情報を市民、学校、

企業、行政などが共有することで、保存の意識を高め、活用の機会の創出を促進する。当面、

６つの関連文化財群に対して５地区の文化財保存活用区域を設定するが、その関連を示す

と以下のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連文化財群と文化財保存活用区域の関係 

旧金沢城下町の
都市構造と

歴史文化遺産群

農耕文化に関わる
歴史文化遺産群

古代の祭祀・
信仰に関わる

歴史文化遺産群

加賀一向一揆・
戦国期に関わる
歴史文化遺産群

戸室石の採石と
利用に関わる

歴史文化遺産群

湊町の交易・
物流に関わる

歴史文化遺産群

旧城下町区域 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇

金石・大野・
粟崎区域 〇 〇 〇 ◎

旧北国街道
森本・花園区域 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

二俣・田島区域 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇

湯涌温泉街区域 〇 〇 〇 〇 〇

文
化
財
保
存
活
用
区
域

関連文化財群

◎　大きな関連性がある

〇　関連性がある
凡 例
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（１） 関連文化財群の設定 

有形・無形、指定・未指定を問わず地域に存在する様々な歴史文化遺産を、歴史的・地域

的な関連性に基づく一定のまとまりとして価値を見出し、人々の営みを含む相互の関係性

の中でその魅力や価値を高めるための考え方が「関連文化財群」である。 

個別の文化財として評価のし難い歴史文化遺産に、歴史や文化、地域性に応じたストーリ

ーを設定して関連文化財群として結びつけることで、新たな価値と重要な意味を持たせる

ことが可能になる。 

 

関連文化財群の設定により、市民が金沢の歴史的・地域的な関係性を改めて認識する機会

を創出し、コミュニティ活動の活性化を目指す。また、関連文化財群を基本としながら、歴

史文化遺産の調査研究や活動団体の拡充を図ることで、金沢市の歴史文化遺産の新たな価

値の発見と保存・活用、さらに地域の活性化も大いに期待できる。 

このため、金沢市における関連文化財群設定は、①歴史文化遺産を主たるテーマに基づき

文化財群として構成するとともに、②歴史文化遺産の維持・継承に必要な技術や材料の研

究・伝承を進め、③歴史文化遺産を保存・活用する人々の活動との連携を図り、新たに創設

する金沢歴史文化遺産登録制度における複合文化遺産としての位置付けを図るなど、歴史

文化遺産を包括的に保存・継承するための仕組みとして位置付ける。 

関連文化財群のイメージ 

<関連文化財群> 

歴史的・ 

地域的な 

ストーリー 

金沢市の歴史文化遺産 ストーリーに応じた 

歴史文化遺産の抽出 

金沢市の関連文化財群の概念図 

関連文化財群Ⅰ 

主たるテーマの歴史文化遺産 
（有形・無形、指定・未指定問わず） 

歴史文化遺産の継承を 

支える技術・材料 
保存活動団体 

（行政・民間・協働など） 

関連文化財群Ⅱ 

関連文化財群Ⅲ 

金沢の歴史文化遺産 

国・県・市の 

指定文化財 

国登録文化財 

金沢歴史文化遺産 

（仮称） 

未指定の文化財 

自然環境     都市・農村空間     伝統文化 
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個々の歴史文化遺産が持つ規模の大小や有形・無形といった性質や時代別特性、地域別特

性などを踏まえ、金沢市域における関連文化財群のテーマについては、歴史遺産保存活用マ

スタープランで提示された 12 項目のテーマを踏襲し、その周知、活用を積極的に行ってい

くものとする。旧金沢城下町を主たる対象として設定した関連文化財群のテーマは７項目

とし、金沢市域全体を対象として設定した関連文化財群は５項目である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ここで提示する関連文化財群のテーマ設定は、今後さらなる歴史文化遺産の掘り起

こしや新たな価値が見出されることにより、その変化に対応して見直し・拡充を行うことと

し、金沢の歴史文化遺産の面的・総体的な保存・活用の推進につなげていく。現段階で提示

した関連文化財群のテーマ別構成要素は、次表にまとめたとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個別の 

歴史文化遺産

が持つ性質 

① 旧金沢城下町の都市構造と歴史文化遺産群 

（歴史文化の特徴：城下町と文化・経済・流通の歴史文化遺産） 

①－１ 旧金沢城下町の用水と関わる庭園群 

①－２ 旧商人町の歴史的界隈と歴史文化遺産群 

①－３ 金沢のまちの歴史を伝える建築物群「金澤町家」 

①－４ 金沢の近代化を示す歴史文化遺産群 

①－５ 金沢の茶の湯文化に関わる歴史文化遺産群 

①－６ 金沢の能楽文化に関わる歴史文化遺産群 

①－７ 加賀藩御細工所の工芸技術に関わる歴史文化遺産群 

旧
城
下
町
区
域 

② 農耕文化に関わる歴史文化遺産群 
（歴史文化の特徴：農耕文化の歴史文化遺産） 

③ 古代の祭祀・信仰に関わる歴史文化遺産群 

（歴史文化の特徴：農耕文化の歴史文化遺産・ 

海外交流と古代勢力の歴史文化遺産） 

④ 加賀一向一揆・戦国期に関わる歴史文化遺産群 

（歴史文化の特徴：仏教信仰と争乱の歴史文化遺産） 

⑤ 戸室石の採石と利用に関わる歴史文化遺産群 

（歴史文化の特徴：城下町と文化・経済・流通の歴史文化遺産） 

⑥ 湊町の交易・物流に関わる歴史文化遺産群 

（歴史文化の特徴：城下町と文化・経済・流通の歴史文化遺産） 

金
沢
市
域 

歴史文化遺産

の時代別特徴 

歴史文化遺産

の地域別特徴 

【今後関連文化財群として検討するテーマの例】 

（金沢の伝統的な暮らし、歳時に関するもの） 

・金沢の正月行事   ・金沢の婚礼行事   ・金沢の冬のくらし など 

（金沢の歴史・文学に関するもの） 

・軍都としての金沢  ・学都としての金沢  ・金沢の三文豪  など 

（金沢の交通、経済に関するもの） 

・山間地のくらしと越中との交流（歴史の道） ・稲作と用水  ・北国街道筋 

・芭蕉の歩いた金沢  ・塩硝の道 など 
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関連文化財群の分布図【市内全域】 
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「歴史文化遺産の３つの視点」の 

分類 

① 旧金沢城下町の都市構造と 

歴史文化遺産群 

①-1 旧金沢城下町の 

用水と関わる庭園群 

①-2 旧商人町の歴史的 

界隈と歴史文化遺産群 

自
然
環
境 

・地形･水系 ・丘陵の緑           ・卯辰山 

・台地縁の緑          ・小立野台地 

・寺院、神社の境内地の緑 ・寺町台地 

・巨樹・樹林          ・清水 

・台地縁の緑 

・湧水 

・久保市乙剣神社境内の 

 巨樹 
・地質･鉱物 

・植生･生物 

・気候 

都
市
・
農
村
空
間 

・街並み･集落 

①旧城下町区域の 

街並み 

 

②周辺地域の 

街並み 

①旧城下町区域の街並み 

・近世城下町の町割・地割 

・旧町名         ・広見・坂道 

・野田山墓地      ・惣構堀 

・近世城下町の街路網・細街路 

①旧城下町区域の街並み 

・旧武家地の町割・地割 

・旧町名 

・用水沿いの街路 

①旧城下町区域の街並み 

・旧町人地の町割・地割 

・旧町名 

・十間町通り 

・旧新町通り 

・辰巳用水 

・大野庄用水 

・鞍月用水 

・辰巳用水 

・大野庄用水 

・鞍月用水 

・内惣構堀 

・茶屋街（ひがし、にし、主計） 

・寺院群（卯辰山山麓、寺町、小立野） 

・旧武士居住地（長町、里見町等） 

・旧町人居住地（尾張町、旧新町等） 

・門前町（旧観音町、横安江町） 

・近江町市場 

・長町武家屋敷群跡 ・尾張町、袋町、 

 近江町界隈の商店街 

・尾張町、旧新町、 

 十間町界隈の町家群 

・街道 

・旧北国街道 

・旧金沢往還 

・松並木の旧金沢下口往還 

― 

・旧北国街道 

・建造物 

①城郭建築 

②寺社建築 

③武士住宅 

④町家 

⑤農家建築 

⑥近代建築 

⑦近代和風建築 

⑧茶室 

⑨土木構造物 

・城郭建築と藩主関係施設 

  （金沢城、成巽閣等） 

・寺院建築  

 （大乗寺、天徳院、全性寺、観音院、 

  月心寺（直心庵）、宇多須神社、 

  真成寺、龍国寺、高源院、神明宮、 

  上野八幡神社等） 

・神社建築（尾崎神社、金沢神社等） 

・武士住宅（寺島蔵人邸跡等） 

・町家（立野畳店、旧中村邸等） 

・蔵（土蔵、酒蔵等） 

・茶室（夕顔亭等） 

・用水関連施設 

 （取入口、水門、小橋、護岸 

 石積、隧道、釜場など） 

・庭園関連施設 

 （取水口、導水路、護岸石 

 積、土塀など） 

・町家  ・近代建築  ・茶室 

・枯木橋 ・浅野川大橋 

・里程元標 

・やちや酒造 ・坂戸米穀店 

・椿原天満宮 ・観音院 

・旧涌波家住宅主屋  

・経田屋米穀店 ・壽屋 

・元金沢貯蓄銀行 ・田上家 

・旧三田商店  ・金沢文芸館 

・旧村松商店  ・山田仏具店 

・福久屋石黒傳六商店 

・本願寺別院/本堂・経蔵・鐘楼 

・庭園 

・兼六園 

・成巽閣庭園 

・西田家、尾山神社等 

・兼六園 

・成巽閣庭園 

・西田家庭園 

・用水を取り込む住宅の庭園 

― 

・遺跡・旧跡 

・金沢城跡      ・惣構跡 

・加賀八家屋敷跡  ・土清水塩硝蔵跡 

・広坂遺跡      ・藩主前田家墓所 

― 

・惣構跡 

伝
統
工
芸 

・芸能 

・加賀宝生・謡・狂言 

・素囃子        ・紫雪忌 

・加賀万歳（町尽し） ・加賀獅子舞 

・加賀鳶梯子登り   ・上野町もちつき踊り 

― 

・商う品物として： 

 美術工芸品、芸能関連、 

 和菓子、加賀野菜など 

・美術工芸品 

①美術工芸品 

②歴史資料 

③石造物 

④工芸技術 

・近世の金沢城下絵図 

・金沢草図   ・金沢城二ノ丸御殿景観図 

・金沢図屏風・浅野川四季風景図 

・氏子地図   ・加越能文庫 

・伝統工芸技術 

・近世期に描かれた用水関連 

 絵図 

・庭園図 
― 

・民俗 

①くらしの道具 

②くらしの技術 

③風習・行事・食 

④信仰・お祭り 

⑤伝承 

・四万六千日（観音院）   

・地蔵尊祭り（善光寺坂ほか） 

・とうきび市 ・月例祭  ・人形供養会 

・友禅祭  ・一つ灸 ・上野町餅つき踊り 

・春秋例祭  

・金沢百万石まつり  ・百万石茶会 

・氷室行事 ・雪吊り  ・コモ掛け 

・旗源平、福徳種（正月遊びの玩具） 

・コウド跡 ・久保市乙剣宮 

・市媛神社（住吉神社） 

・椿原天満宮例祭 

⑥たしなみ ・茶の湯 ・華道 ― ・茶の湯 
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①-3 金沢のまちの歴史を 

伝える建築物群「金澤町家」 

①-4 金沢の近代化を 

示す歴史文化遺産群 

①-5 金沢の茶の湯文化 

に関わる歴史文化遺産群 

①-6 金沢の能楽文化 

に関わる歴史文化遺産群 

①-7 加賀藩御細工所の工芸

技術に関わる歴史文化遺産群 

・卯辰山公園 ・卯辰山公園 

・都市公園（中央公園、 

 本多の森公園等） 
―  

・大野湊神社社叢 

・本多の森 

― 

①旧城下町区域の街並み 

・近世城下町の町割・地割 

・旧町名 

・近世城下町からの街路網 

①旧城下町区域の街並み 

・近世城下町の町割・地割 

・旧町名 

・近世城下町の街路網 

①旧城下町区域の街並み 

・尾張町界隈の茶の湯に 

 関わる店舗群 

― 

①旧城下町区域の街並み 

・旧町名 

 （職人町：象嵌町、白金町など） 

・辰巳用水 

・大野庄用水 

・鞍月用水 

・寺津用水 

（発電、上水道利用） 

・鞍月用水（工業用水利用） 
― 

・用水（染・和紙など） 

・瓢箪町界隈 

・東山１～２丁目界隈 

・彦三２丁目界隈 

・尾張町１丁目～大手町界隈 

・材木町界隈 

・長町１～２丁目界隈 

― ― 

・二俣地区（二俣和紙） 

・箔団地（伝統技術の継承） 

― ― ― ― ― 

・武士住宅 

 （大屋家住宅、旧森快安邸） 

・町家 

・近代和風住宅（知事公舎） 

・近代洋風住宅 

・門扉、塀 

・石積み 

・建築物 

（軍事・政治・商工業関連） 

・教会建築 

（聖霊病院聖堂等） 

・社寺建築 

（尾山神社神門等） 

・土木関連施設 

 （橋梁、水門、浄水場等） 

・茶室（単体及び武士 

 住宅、町家、近代和 

 風建築の一部など） 

・志摩 

・成巽閣煎茶席 三華亭 

・夕顔亭 

・戸水屋 

・能舞台 

 （大野湊神社、中村神社 

 拝殿、深谷温泉元湯、 

 個人所有の能舞台など） 

・町家（室内作業所を有したもの） 

・卯辰山工芸工房、職人大学校 

など 

 （伝統工芸技術の継承の場） 

・美術工芸品の収蔵・展示施設 

・平木屋染物店 

・武士住宅の庭園 

・町家の庭園 

・見越の松 

・兼六園 ・庭園（露地） 

・西家庭園 

・野村家庭園 
― ― 

・安江町遺跡 

・昭和町遺跡 

・倉谷鉱山跡 ・仙叟宗室墓所（心月寺） ・宝生友千墓所（全性寺） 

・観音院境内 

・城下町の遺跡出土茶器類 

― ― ― 

・加賀宝生・謡・狂言 

・大野湊神社の寺中 

 神事能 

・加賀宝生 ・謡      ・狂言 

・加賀万歳 

・大野湊神社の寺中神事能 

・建築図 

・古写真 

・引札 

・建築図 

・古写真 

・商工便覧 

・九谷焼    ・大樋焼 

・竹細工    ・加賀友禅 

・加賀刺繍  ・金沢漆器 

・和菓子（菓子木型） 

 および販売店 

・茶の湯釜  ・金沢箔 

・加賀象嵌  ・金沢表具 

・能楽美術館所蔵品 

 （能面、装束など） 

・奉納絵馬 

・百工比照 ・御細工所絵図 

・九谷焼   ・大樋焼   ・竹細工 

・加賀友禅 ・加賀刺繍 ・金沢漆器 

・菓子木型 ・茶の湯釜 ・金沢箔 

・加賀象嵌 ・加賀毛針 ・加賀竿 

・二俣和紙 ・金沢和傘 ・銅羅 

・加賀提灯 ・金沢表具 

・建築関連の伝統の職人技 

・庭師などの職人技 

・建具引手、釘隠しなどの 

 金物類 
― 

・茶の湯に関連する行事 

 （初釜など） 

・米沢茶店 

・長生殿 

・まい始め ・針供養 

・七つ橋渡り 

・加賀友禅流し 

・染物の糊を落とす作業 

― ― 
・茶の湯 ・華道 

― 
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「歴史文化遺産の３つの視点」の分類 
② 農耕文化に関わる 

歴史文化遺産群 

③ 古代の祭祀・信仰に関わる 

歴史文化遺産群 

自
然
環
境 

・地形･水系 ・神社社叢 

・屋敷林 

・ため池 

・神社社叢 

・神木 
・地質･鉱物 

・植生･生物 

・気候 

都
市
・
農
村
空
間 

・街並み･集落 

①旧城下町区域の 

街並み 

 

②周辺地域の 

街並み 

②周辺地域の街並み 

・既存集落 

・既存農地 

・耕地整理地 

・棚田 

・農村集落 

 （安原地区、八田地区、森本山間地等） ― 

・灌漑用水 

 （河原市用水、小坂用水、 

  寺津用水、鞍月用水、 

  大野庄用水、長坂用水、 

  泉用水、中村高畠用水） 

・街道 ― 

・旧鶴来往還 

・建造物 

①城郭建築 

②寺社建築 

③武士住宅 

④町家 

⑤農家建築 

⑥近代建築 

⑦近代和風建築 

⑧茶室 

⑨土木構造物 

・農家住宅 

・土蔵 

・神社建築 

・水門 

・棚田の石垣 

・波自加弥神社 

・白山神社 

・大野湊神社 

・西養寺 

・庭園 ― ― 

・遺跡・旧跡 

・西念・南新保遺跡 

・梅田Ｂ遺跡 

・東大寺領横江荘遺跡上荒屋遺跡 

・安原の耕地整理地 

・チカモリ遺跡 

・三小牛ハバ遺跡 

・広坂遺跡 

・上荒屋遺跡 

・小坂古墳群 

・おまる塚・びわ塚古墳 

伝
統
工
芸 

・芸能 ― ― 

・美術工芸品 

①美術工芸品 

②歴史資料 

③石造物 

④工芸技術 

・農書 

 （農業図絵、耕稼春秋、耕作私記等） 

・耕地整理事業完了記念奉納扁額 

・金沢市埋蔵文化財センター及び、 

 金沢市埋蔵文化財収蔵庫収蔵品 

 から関連する歴史資料 

・白山双六 

・真成寺奉納産育信仰資料 

・下馬地蔵尊 

・民俗 

①くらしの道具 

②くらしの技術 

③風習・行事・食 

④信仰・お祭り 

⑤伝承 

⑥たしなみ 

・田祭り、山祭り 

・鍬鎌祭り 

・秋祭り 

・波自加弥祭（しょうが祭） 

・手たたき清水（西養寺） 
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④ 加賀一向一揆・戦国期に 

関わる歴史文化遺産群 

⑤ 戸室石の採石と利用に 

関わる歴史文化遺産群 

⑥ 湊町の交易・物流に関わる歴史文化遺産群 

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間」 

    ～北前船寄港地・船主集落～ 

― 

・戸宝山 

・キゴ山 

・河北潟 

・大野川 

・犀川 

・浅野川 

・防風林 

②周辺地域の街並み 

・山間地集落（二俣・森本地区） 

・平野部集落（木越、八田など） 

②周辺地域の街並み 

・採石場 

・山林 

・山間集落（戸室新保、俵、田島など） 

・辰巳用水（石樋） 

②周辺地域の街並み 

・湊町の町割・地割 

・港湾集落 

 （大野町区域、金石区域） 

・大野庄用水 

・旧北国街道 

・その他の脇道（往還、山道など） 

・石引道 ・旧北国街道 

・旧宮腰往還 

・旧粟崎道（浜往来） 

・寺院（本願寺金沢別院、二俣本泉寺、 

 専光寺、大乗寺、伝燈寺、善性寺、 

 慶覚寺など） 

・本泉寺山門 

・金沢城石垣 

・旧奥村家土塀石積 

・五輪塔（本性寺、高岸寺、波着寺墓地等） 

・石灯籠（小坂神社、椿原天満宮、神明宮等） 

・狛犬（豊国神社、椿原天満宮等） 

・敷石・礎石（本泉寺山門等） 

・寺院境内地（五輪塔、灯籠等） 

・手洗鉢（寺院・神社） 

・野田山墓地の墓石等 

・町家 

 （観田家住宅 主屋・西塀・西蔵） 

・近代建築 

・蔵（山車蔵含む） 

・工場建築（直江家（直源醤油）、醤油・製材など） 

・寺社建築 

 （大野湊神社、日吉神社、専長寺松帆榭、 

  本龍寺鐘楼など） 

・二俣本泉寺九山八海の庭 ・兼六園（ことじ石灯籠、噴水、石樋） 

・庭石 ― 

・金沢城本丸跡（金沢御堂比定地） 

・高尾城跡、御廟谷 

・蓮如上人墓（四十万） 

・城跡（堅田城跡、松根城跡、柚木城跡等） 

・寺院跡（吉藤専光寺、若松本泉寺、 

 木越光徳寺・光専寺・光琳寺等） 

・道場跡（砂子坂たたらば跡等） 

・亀田館跡（南森本） 

・戸室石切丁場 

（※660haの範囲に 1,345 箇所が確認 

 されている） 

・普正寺遺跡（中世港湾集落跡） 

・戸水 C遺跡(古代国津） 

・金石本町遺跡 

・二俣いやさか踊り ― 

・大野湊神社の寺中神事能 

・悪魔払い 

・山王悪魔払い 

・真宗関連の書籍・典籍 

・三帖和讃並正信念仏偈四帖（県指定） 

・戸室山初年号等留帳 （後藤文庫） 

・河北郡戸室山開之事等留帳 （後藤文庫） 

・穴生勤方帳 （穴太政五郎氏旧蔵） 

・宮腰町絵図 

・紙本著色蓮湖真景之図 

・海運に関する記録など 

・大野湊神社関係資料（大絵馬） 

・北前船に関する資料など 

・木谷家文書、中山家関係資料 

・銭屋五兵衛関連史料（銭屋五兵衛家年々留附留帳） 

・蓮如忌 

・報恩講 

・盆墓参りの切籠（キリコ）献上 

・石工道具 ・粟崎八幡神社方奉納絵馬額面 

・大野湊神社奉納行事 

・大野湊神社の夏季大祭 

・米上げ 

・曳山 
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 江戸時代最大大名の城下町として栄えた金沢には、当時からの歴史を伝える有形・無形の

文化財が数多く残り、伝統文化・工芸技術とともに一体となって歴史的風致を形成している。

現在も当時の都市構造（坂道、広見
ひ ろ み

を取り込む街路網、惣構跡
そうがまえあと

、用水網など）、武士住宅、

武家庭園、寺社建築や町家及び近代建築、歴史的街並みなどが良好に残り、それらの中で近

世以来の伝統を伝える「加賀
か が

象嵌
ぞうがん

」「加賀
か が

友禅
ゆうぜん

」「金沢
かなざわ

箔
はく

」などの工芸技術や、武士の嗜みであ

った能楽
のうがく

や茶の湯文化が町民に引き継がれ、生活文化として根付いている。  

① 旧金沢城下町の都市構造と歴史文化遺産群 

関連文化財群の分布図【旧金沢城下町の都市構造と歴史文化遺産群】 
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①－１ 旧金沢城下町の用水と関わる庭園群 

旧城下町区域内には各階層、各時代の庭園が残る。また、区域内を縦横に流れる用水は現

在も都市空間に潤いを与え、様々な利用がなされている。兼六
けんろく

園
えん

や成巽閣
せいたつみかく

、長町
ながまち

武家
ぶ け

屋敷
や し き

等の庭園は、用水の水を利用した曲水が流れ、都市構造と居住空間が一体となった歴史文化

遺産を構成している。 

課題 
・個人宅の庭園をはじめ、文化財としての価値付けが明確でないものがあり、保存継承に必要な措置や、

活用の可能性を把握しきれていない。 

対応 

・用水と庭園群について、現状と文化財としての価値を明らかにするため詳細調査を実施する。調査結果

に基づき指定、登録等を行い、保護措置を図る。 

・調査結果を公表し、文化財としての価値を市民と共有し、活用が可能なものについては積極的に保存修

理、整備して公開する。 

 

①－２ 旧商人町の歴史的界隈と歴史文化遺産群 

藩政時代に北国街道や往還の沿道に広がっていた町人地の中で、尾張
お わ り

町
ちょう

界隈は城の大手

前として有力町人の大店が並ぶ商業の中心地であった。現在も大型町家や近代建築を中心

に、各時代の歴史文化遺産と、そこに息づく金沢随一の商人地としての伝統文化が、独特の

歴史的界隈を形成している。  

課題 
・建造物だけでなく、店舗としての機能や扱う商品に関する文化財としての価値付けが明確でない。 

・歴史的界隈としての啓発が不十分。 

対応 

・文化財価値を明らかにするため、建造物の詳細調査を実施する。 

・調査結果に基づき指定、登録等を行い、保護措置を図る。 

・調査結果の積極的な開示を行い、歴史的界隈としての価値を市民と共有する。 

 

①－３ 金沢のまちの歴史を伝える建築物群「金澤町家」 

近世から昭和戦前までに建築された金澤
かなざわ

町家
ま ち や

は、建築年代や建築様式によって意匠に特徴

がみられる。気候風土に合わせて住まいと生業が共存する場として人々の暮らしを支え、継

承されてきており、戦災を逃れた金沢でも城下町の歴史的資源として、文化的景観を形成す

る重要な要素となっている。 

課題 
・木造建物の滅失は毎年ゆるやかになっているが、依然として歴史的建造物の減少に歯止めがかかってい

ない。 

対応 

・現存する町家の状況を把握するための定期的な調査と、文化財価値を明らかにするための建造物の詳

細調査を継続する。 

・特に保全及び活用の必要が高いものについては「特定金澤町家」として積極的に登録し、保全を図る。 

・所有者（管理者）に対して町家の維持に必要な修理などの支援を行う。 

・民間の活用団体と連携し、活用のための支援策（流通・活用のコーディネート等）を提案する。 
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① －４ 金沢の近代化を示す歴史文化遺産群 

 明治維新後に建設された旧陸軍関連施設、文教施設などの近代建築、近代土木遺産など、

都市としての発展を示す歴史文化遺産がある。文化財として指定、登録されている建築物だ

けでなく、大正から昭和初期に一般住宅として建てられた近代建築が残り、金沢市の歴史的

景観の重層性を支える要素となっている。大正期に架橋された浅野
あ さ の

川
がわ

大橋
おおはし

と犀川
さいがわ

大橋
おおはし

や、昭

和初期に建設された近代水道施設である末浄水場
すえじょうすいじょう

施設、大正期に設置された浅野川大橋袂
あさのがわおおはしたもと

の火
ひ

の見
み

櫓
やぐら

等が登録有形文化財として登録されている。この他にも、近代を中心に産業や交

通・通信に関わる土木構造物や工作物は多数残っている。  

 

課題 
・文化財としての価値付けが明確でないものがあり、指定・登録文化財として保護対象となっているものは

多くない。 

対応 

・近代建築や土木構造物の現状把握、活用の可能性を確認し、文化財としての価値を明らかにするための

詳細調査を実施する。 

・調査結果に基づき積極的に指定、登録等を行い、保護措置を図る。 

・調査結果の積極的な開示を行い、旧城下町の歴史的重層性を示す一つの文化財群として、価値を市民

と共有する。 

 

 

①－５ 金沢の茶の湯文化に関わる歴史文化遺産群 

 近世城下町では、３代前田利常に招かれた茶人である宗和流の金森
かなもり

宗和
そ う わ

や裏千家の仙叟
せんそう

宗室
そうしつ

らによって茶の湯の文化が広まった。現在も総合芸術として認知され、工芸、庭園、茶

室など関連する歴史文化遺産群が数多く残る。 

藩政時代に藩士の嗜みとして奨励された茶の湯は、上級家臣から平士階級まで広く浸透

した。また、藩士たちと交流のあった上層町人達の間にも次第に広がりをみせるようになり、

近世末期になると町人の間でも日常的に茶の湯稽古、茶会が行われ、近世から近代にかけて

町家の一室に茶室が設けられ、現在も残っている例が確認されている。金沢市内では現在も

多くの茶室や和菓子屋があり、茶の湯を嗜む人口も層が厚い。 

 

課題 ・茶の湯文化への親しみやすさを維持し、金沢の茶の湯文化を市内外へ発信、さらなる振興を目指す。 

対応 

・茶道に親しむ機会の創出（全国学生大茶会・金沢茶道子ども塾）、民間事業者等との連携による体験型

の観光メニューの推進をする。 

・百万石大茶会等民間事業を支援し、金沢を中心とした茶の湯文化の発信を継続する。 
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① －６ 金沢の能楽文化に関わる歴史文化遺産群 

 加賀の能は、藩の能役者が舞う「藩主の能」と庶民が神に奉納する神事能を舞う「庶民の

能」がある。５代前田綱紀が宝生流を取り入れたことから「加賀宝生
かがほうしょう

」として栄え、城下町

の外港であった宮腰
みやのこし

（現金石
かないわ

）に近い大野湊神社
おおのみなとじんじゃ

では慶長
けいちょう

９年（1604）から神事
し ん じ

能
のう

が奉納

されている。現在も能舞台や能装束など、能楽に関連する歴史文化遺産がある。 

 

課題 ・後継者の育成と、能楽文化への親しみやすさの維持が課題である。 

対応 

・能楽に親しむ機会（加賀宝生子ども塾、民間事業者と連携した体験型観光メニューなど）を創出する。 

・能楽を発信する拠点施設として、金沢能楽美術館の運営、練習・発表の機会創出、情報発信を行う。 

・金沢市指定無形文化財「加賀宝生」、金沢市指定無形民俗文化財「大野湊神社の寺中神事能」の継承、

後継者育成の支援を行う。 

・能楽に必要な舞台、衣装、道具類の維持・修繕の支援を行う。 

 

 

①－７ 加賀藩御細工所の工芸技術に関わる歴史文化遺産群 

 ５代前田綱紀が拡充・整備した加賀藩御細工所
お さ い く し ょ

の伝統と技術を継承する伝統工芸が現在

も数多く残る。 

加賀藩の保護によって高度な技が確立した工芸技術は、伝統的な地場産業として海外輸

出向けの装飾品（磁器・象嵌
ぞうがん

・漆器など）の製作が行われた。金沢における明治期から昭和

期にかけての産業生産高の上位には、金銀箔、漆器、陶磁器、染色物、銅器・青銅器などの

占める割合が高く、藩政時代の高度な技術を生かした工芸の分野が、金沢の地場産業として

成立したことが窺え、現代に入り作業形態が変化した分野もあるが、現在も作業環境や技術

を色濃く受け継いだ伝統工芸技術が数多く残る。 

 

課題 ・伝統工芸分野の後継者不足が深刻である。 

対応 

・「縁付金箔製造」の後継者育成事業を実施する。 

・伝統産業分野への新規参入者への支援を行う。 

・伝統工芸に親しむ機会（金沢工芸子ども塾の実施、民間事業者と連携した体験型観光メニューなど）を

創出する。 

・卯辰山工芸工房における技術研修者へ奨励金を交付する。 

  



 

 

130 

関連文化財群の分布図【農耕文化に関わる歴史文化遺産群】 

 金沢市域には、原始から開拓された平野部の水田や集落をはじめ、荘園跡や新田開発の痕

跡、山間地の棚田、ため池、灌漑用水など、農耕文化に関する歴史文化遺産がある。 

加賀藩では年貢増収を目的に早くから新田開発が奨励され、城下町という巨大な消費地と需

要を賄う周辺部の農村の関係が次第に構築されていった。現在、金沢に残る農家建築のほとん

どは切妻造瓦葺妻入
きりづまづくりかわらぶきつまいり

形式で、表構えは武士住宅にもみられるアズマダチである。また、山間

部は城下町区域と歴史的・文化的に密接に関わりながらも独特の民俗を受け継いできている。 

  

課題 

・景観計画における、伝統環境保存区域（二俣・田島地区、湯涌温泉街地区）以外の農村集落について

は、調査不足である。 

・特に山間部の集落の状況把握と保護は不十分で、高齢化・人口減少の進む中、生業に関わる生活文

化や年中行事といった民俗文化の記録保存・継承が大きな課題となっている。 

・農村景観を形成する農地やその担い手は減少傾向にあり、良好な景観や伝統野菜「加賀野菜」の維

持・継承が課題となっている。 

対応 

・集落民俗調査（地域住民へのヒアリングやワークショップ等）を実施する。 

・希少民俗事例の詳細調査及び文化財的視点からの保護施策を実施する。 

・民俗芸能・行事に関する後継者育成、コミュニティの活性化の支援をする。 

・農業振興については関係課と連携し、伝統的な農耕文化の体験や食文化の継承、普及に努める。 

  

② 農耕文化に関わる歴史文化遺産群 
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 金沢市域には、原始の祭祀や古代豪族の権力を伝える古墳群、白山
はくさん

信仰など祭祀
さ い し

・信仰の

様相を伝える歴史文化遺産がある。北陸地方では７世紀後半から地方豪族の氏寺
うじでら

が確認さ

れているが、金沢 21 世紀美術館建設に伴い発掘調査が行われた広坂
ひろさか

遺跡で古代の瓦溜まり

が発見され、区画溝の一角や柵列跡も確認され、大規模な古代寺院跡であったことがわかり、

広坂廃寺と呼ばれるようになった。また、野田山丘陵に位置する三小牛
み つ こう じ

ハバ遺跡は８世紀か

ら 10 世紀の山間寺院跡で、昭和 26 年（1951）に銅板鋳出仏
どうばんちゅうしゅつぶつ

が採集され、発掘調査では

「三千寺
さ ん ぜん じ

」の墨書
ぼくしょ

土器
ど き

や「山寺
やまでら

」と記された木簡
もっかん

、布目瓦
ぬのめがわら

、写経
しゃきょう

定規
じょうぎ

が確認されている。

寺中町
じちゅうまち

の大野湊神社
おおのみなとじんじゃ

の社
しゃ

叢
そう

は、建
けん

長
ちょう

年間の移遷以来 750 年に亘り「寺中の森」といわれ神

域として比較的よく原植生が保たれている。 

 

課題 

・金沢市埋蔵文化財センター（金沢縄文ワールド）、金沢市埋蔵文化財収蔵庫、「チカモリ遺跡」（国指定

史跡）などの見学施設があるが、情報発信が不足している。 

・国指定史跡の東大寺領横江荘遺跡（上荒屋遺跡）は、「上荒屋史跡公園」として整備・公開されている

が、保存活用計画がなく、施設の老朽化が見られる。 

対応 

・金沢市埋蔵文化財センターを核とした埋蔵文化財の積極的な公開、他の見学施設と連携、さらなる情

報発信を行う。 

・見学施設や整備された史跡等の活用（社会科見学や生涯学習の場など）を促す。 

   

③ 古代の祭祀・信仰に関わる歴史文化遺産群 

関連文化財群の分布図 【古代の祭祀・信仰に関わる歴史文化遺産群】 
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 中世の加賀一向
いっこう

一揆
い っ き

にまつわる寺院・御堂
み ど う

跡や、山地に点在する戦国期の山城跡など、中

世の争乱に関わる遺跡を中心とした歴史文化遺産がある。近世以前からは海側・山側へ向か

う間道として田近
た ぢ か

越
ごえ

、小原
お は ら

越
ごえ

、二俣
ふたまた

越
ごえ

などの往来が発達し、加越国境城跡群
かえつくにざかいしろあとぐん

など、山間部の

山城を結ぶ間道
かんどう

として、あるいは城下町と越中を結ぶ流通経路として用いられた。 

加賀一向一揆に関連する歴史文化遺産として、高尾城跡
たかおじょうあと

、金沢御堂跡
かなざわみどうあと

や若松本泉寺跡
わかまつほんせんじあと

等、山

城跡や寺跡が市全域に点在している。金沢御堂は犀川
さいがわ

と浅
あさ

野川
の が わ

に挟まれた小立野
こ だ つ の

台地の先端部

分に位置する一大拠点であった。当地は後に前田家の居城として金沢城
かなざわじょう

が築かれた。御堂は本

丸のあった場所に建てられていたと伝えられているが、正確な位置等は確定されていない。若

松本泉寺跡は、北加賀における一向一揆の中心地として機能した。政治・軍事・流通をも支配

する城郭寺院として寺内町も形成していたと考えられている。当時の施設配置などは不明であ

るが、現在は土塁や平坦面など僅かに造成の痕跡が確認できる。 

 

課題 

・市の中世史を代表する出来事で、歴史の重層性を示す関連文化財群であるが、近世城下町に比べ、

情報発信が不足している。 

・山間部の道は近代に入りその必要性が薄まったことから廃れつつある。 

対応 

・史料調査、遺構の文化財的詳細調査と出土遺物等の指定・登録を推進する。 

・金沢市埋蔵文化財センターを核とした、出土遺物の積極的な公開・活用を行う。 

・古道の管理など、市民協働による維持管理体制を構築する。 

・山城遺構に精通した市民「山城マイスター」を養成する。 

  関連文化財群の分布図【加賀一向一揆・戦国期に関わる歴史文化遺産群】 

④ 加賀一向一揆・戦国期に関わる歴史文化遺産群 
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 戸室
と む ろ

石
いし

は金沢城の石垣に利用され、加賀藩の管理の下で一般利用が制限されていた。現在

も採石跡や運搬ルート、建造物など戸室石に関わる歴史文化遺産がある。戸室石切丁場は

金沢
かなざわ

城
じょう

築城に用いた戸室石を採石した丁場
ちょうば

で、現在も採石された石が周辺に点在し、往時

の様子を伝えている。金沢城跡の石垣は、技法や意匠の多様性に特色があり、「野面積
の づ らづ み

」、「打
うち

込
こみ

ハギ」、「切込
きりこみ

ハギ」など様々な技法の石積が見られ、城郭整備とともに発展を遂げた歴史

が窺える。城内の石垣は戸室石で築かれ、石材は戸室山から採石されたものである。元和９

年に建立された天
てん

徳院
とくいん

（山門：県指定文化財）の側に、金沢城築城の時、石曳きの安全祈願

を願い祀られた下馬
げ ば

地蔵
じ ぞ う

尊
そん

があり、藩政期から行われているとされる地蔵祭りに天徳院境内

で地元住民による奉納踊りがある。さらに、旧石引道の一部で、台地を南東に伸びる石引通

を中心に９月に行われる「御山
お や ま

祭り」では、石曳きの歴史を再現して御輿のほか戸室石の巨

石を曳山として通りを練り歩く。 

 

課題 ・戸室石に関連する文化の認知度が高くない。 

対応 
・戸室石文化の情報発信を行うとともに、石川県と協働して戸室石切丁場の保護施策を検討する。 

・市内石製文化財の市民協働による調査を実施する。 

  

 近世に藩の外港として流通経済の中心的役割を担っていた金石
かないわ

（旧宮腰
みやのこし

）や城下へ運ぶ物

資の集積地で醤油造りでも栄えた大野
お お の

を中心に、交易と水運に関わる歴史文化遺産がある。 

日本遺産「北前
きたまえ

船
ぶね

寄港地
き こ う ち

・船主集落
せんしゅしゅうらく

」の構成文化財が所在する金石・大野・粟崎
あわがさき

区域は、

優れた景観を有し、曳山を伴う祭礼行事など、湊町特有の文化が息づいている区域である。

犀川
さいがわ

と旧宮腰
みやのこし

往還
おうかん

で城下町と結ばれ、城下を支えた金石は、城下町金沢の外港として加賀藩

⑤ 戸室石の採石と利用に関わる歴史文化遺産群 

⑥ 湊町の交易・物流に関わる歴史文化遺産群 

関連文化財群の分布図【戸室石の採石と利用に関わる歴史文化遺産群】 
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の流通経済の中心であった場所で、北前船の港として全国に知られていた。現在も、北前商

人ゆかりの町家や寺院など歴史的建造物が数多く残り、それらには茶室が設えられており、

折に触れて茶会が催されている。また、金石地区では民俗行事も盛んであり、17 町会に依代

を備えた曳山があり、その他の町会は全て規模の大きな太鼓台を持ち、藩政期より行われる

８月の「大野湊神社
おおのみなとじんじゃ

の夏季
か き

大祭
たいさい

」（市指定無形民俗文化財）に町内を廻る。金石と並ぶ藩政期

からの港町大野は、河北
か ほ く

潟
がた

と浅野川の水運を利用して城下へ運ばれる物資の集積地であった

場所で、加賀藩によって始められた醤油造りが現在も受け継がれ、大野町における醤油醸造

の始祖と言われる直江家では明治初期に造られた醤油蔵で現在でも往時の生業が行われて

おり、また、醤油蔵と一体となった町家が居宅として残る。天平
てんぴょう

５年（733）に由来する日
ひ

吉
よし

神社
じんじゃ

では、７月の夏祭りに、昭和初期以前から「山王
さんのう

悪魔
あ く ま

払
ばら

い」（市指定無形民俗文化財）

が 600 戸余の家々を廻って演じられるほか、祭りの中日には神輿が町内を回り、大きな賑わ

いを見せる。粟崎には北前船航行の安全を祈って奉納された船
ふな

絵馬
え ま

（粟崎八幡神社奉納絵馬
あわがさきはちまんじんじゃほうのうえま

額面
がくめん

・市指定有形民俗文化財）があり、往時の繁栄を想起させる。 

 

課題 
・日本遺産としての発信・活用が不十分である。 

・民俗文化財の発信・活用が不十分である。 

対応 

・関係市町と連携し、日本遺産発信事業（講演会・探訪会等）を積極的に展開する。 

・日本遺産構成要素の多言語解説板を設置する。 

・民俗文化財の後継者育成事業を支援する。 

  関連文化財群の分布図【湊町の交易・物流に関わる歴史文化遺産群】 
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（２） 文化財保存活用区域の設定 

 文化財保存活用区域とは、関連文化財群の趣旨に沿った形で歴史文化遺産が集積し、効果

的な活用が可能な地域のことで、一定の区域内において、活用が可能な歴史文化遺産のまと

まりのことである。これらの地域を「文化財保存活用区域」として設定し、歴史文化遺産の

保存・活用に関する施策を積極的に展開することで、本市が潜在的に持つ地域ごとの魅力を

さらに引き出し、地域の歴史文化遺産に関する愛護意識を育て、地域全体で歴史文化遺産を

守り育てる体制の構築を進めることを狙いとする。本地域計画では、以下の５地区を中心に

「文化財保存活用区域」を設定する。 

設定した文化財保存活用区域においては、文化財と一体となって価値をなす周辺環境を

保全するために、景観計画・都市計画マスタープランなどの各種関連計画、金沢市の独自条

例による文化財の周辺環境の規制を効果的に活用するとともに、文化財自体の魅力を高め

るような整備活用事業を積極的に実施していくものとする。なお、旧城下町区域には、「歴

史的風致維持向上計画」における重点区域も含まれており、歴史的風致の維持向上を図るた

めの整備事業と連携していく。 

 

① 旧城下町区域 

構成する歴史文化遺産に国指定（選定）文化財が多く含まれ、多様な文化財の保存・活

用の取り組みを展開することが可能な区域。 

 

② 金石・大野・粟崎区域 

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間―北前船寄港地・船主集落」の構成

文化財が所在する。湊町特有の文化が育まれている区域。 

 

③ 旧北国街道森本・花園区域 

旧北国街道の遺構である県指定史跡「松並木の旧金沢下口往還」の街道筋と合わせ、「三

谷法華」や加越国境城跡群など中世以来の景観・文化を色濃く残す区域。 

 

④ 二俣・田島区域 

二俣本泉寺を中心として、二俣和紙、県指定無形民俗文化財「二俣いやさか踊り」など、

山間集落の歴史文化が色濃く残る区域。 

 

⑤ 湯涌温泉街区域 

「金沢湯涌江戸村」に移築された国指定文化財建造物等が集積しているほか、温泉街、塩

硝街道など地域資源も豊富であり、さらなる活用整備が望まれる区域。 

 

区域における歴史文化遺産は、次表にまとめたとおりである。 
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文化財保存活用区域の位置図 

① 旧城下町区域 

② 金石・大野・粟崎区域 ③ 旧北国街道森本・ 花園区域 

⑤ 湯涌温泉街区域 ④ 二俣・田島区域 
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※①旧城下町区域の歴史文化遺産は、関連文化財群①「旧金沢城下町の都市構造と歴史文化遺産群」と同じ。 

※②金石・大野・粟崎区域の歴史文化遺産は、関連文化財群⑥「湊町の交易・物流に関わる歴史文化遺産群」と同じ。 

 

「歴史文化遺産の３つの視点」の 

分類 

③ 旧北国街道 

森本・花園区域 
④ 二俣・田島区域 ⑤ 湯涌温泉街区域 

自
然
環
境 

・地形･水系 

・神社社叢 

・屋敷林 

・溜め池 

・戸宝山 

・キゴ山 

・醫王山神社社叢 

・屋敷林 

・溜め池 

・神社社叢 

・屋敷林 

・玉泉湖 

・溜め池 

・地質･鉱物 

・植生･生物 

・気候 

都
市
・
農
村
空
間 

・街並み･集落 

①旧城下町区域の 

街並み 

 

②周辺地域の 

街並み 

②周辺地域の街並み 

・既存集落 

・既存農地 

・農村集落 （八田・森本山間地） 

・山間地集落（森本地区） 

②周辺地域の街並み 

・既存集落 

・既存農地 

・山間地集落（二俣・田島地区） 

②周辺地域の街並み 

・既存集落 

・既存農地 

 

・灌漑用水 （河原市用水）  ・灌漑用水（高用水） 

・街道 

・旧北国街道 

（松並木の旧金沢下口往還） 

・小原越 ・田近越 

・石引道 

・二俣越 

・その他の脇道（往還、山道など） 

・湯涌街道 

（塩硝街道・土清水塩硝蔵跡） 

 

・建造物 

①城郭建築 

②寺社建築 

③武士住宅 

④町家 

⑤農家建築 

⑥近代建築 

⑦近代和風建築 

⑧茶室 

⑨土木構造物 

・農家住宅 

（八田家住宅・菊知家住宅・伊東

家住宅） 

・土蔵 

・神社建築 

・寺院建築（本興寺山門） 

・波自加弥神社 

・農家住宅 

・寺院（二俣本泉寺） 

・本泉寺山門 

・本泉寺手水舎 

・武士住宅 

（旧平尾家住宅・旧多賀家表門・ 

 旧永井家住宅） 

・町家 

（旧松下家住宅・旧山川家住宅） 

・農家住宅 

（旧平家住宅・旧高田家住宅・ 

 旧野本家住宅・旧園田家住宅・ 

 旧宮下家住宅主屋・ 

 旧市谷家住宅主屋・ 

旧北尾家門） 

・商家 

（旧鯖波本陣石倉家住宅・ 

 旧中屋家行在所母屋・表門） 

・庭園 ― ・二俣本泉寺九山八海の庭 ― 

・遺跡・旧跡 

・加越国境城跡群及び道 

・城跡（堅田城跡・梨木城跡） 

・堅田館跡 

・亀田館跡 

・戸室石切丁場 

・城跡（柚木城跡、高峠城跡） 

・城跡 

（フクジン山城跡・白見城跡・ 

 平下城跡・町城跡） 

伝
統
文
化 

・芸能 ・加賀獅子 ・二俣いやさか踊り ・湯涌念仏踊り 

・美術工芸品 

①美術工芸品 

②歴史資料 

③石造物 

④工芸技術 

・本興寺文書 

・木造日蓮上人坐像 

・麦喰獅子 

・木造随身像 

・紺紙金字妙法蓮華経巻第六 

・宝乗寺梵鐘 

・版本三帖和讃正信念仏偈 

・本泉寺文書 

・二俣和紙 

・金沢湯涌夢二館所蔵品 

・旧白雲楼ホテル発電施設 

・民俗 

①くらしの道具 

②くらしの技術 

③風習・行事・食 

④信仰・お祭り 

⑤伝承 

⑥たしなみ 

・波自加弥祭（しょうが祭） 

・田祭り・山祭り 

・三谷法華 

・二俣和紙 ・氷室開き 
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関連文化財群のうち、「旧金沢城下町の都市構造と歴史文化遺産群」については、構成する

歴史文化遺産に国指定のものや国選定の文化財が多く含まれ、多様な文化財の保存活用の取

り組みを展開することが可能であり、中心市街地における市民参加の機会も多いと考えられ

る。 

 

課題 

・観光客の賑わいを見せる一方、急増する外国人を含めた観光客への対応や情報発信の不足が見られる。

また、その集中による周辺住民の生活への影響等が見られる。 

・公有化された歴史的建造物（旧森紙店、旧田上家）の整備、活用が進んでいない。 

対応 

・観光振興における課題は、関係課との連携を図りながら、「兼六園周辺文化の森地域計画（2021 年５月認

定）」との整合性をとり、文化施設（博物館、美術館等）、歴史的建造物などの施設間の連携、回遊性の向上

を目指す。 

・歴史的建造物の保存活用・整備計画を作成し、適切な修理、整備を実施する。 

・他の文化財保存活用区域への周遊ルートを創出し、旧城下町に留まらない、より広い面として金沢市の歴

史文化遺産を魅せるネットワークを構築する。 

 

 

日本遺産「北前
きたまえ

船
ぶね

寄港地
き こ う ち

・船主
せんしゅ

集落
しゅうらく

」の構成文化財が所在する金石
かないわ

・大野
お お の

・粟崎
あわがさき

区域

は、優れた景観を有し、曳山を伴う祭礼行事など、湊町特有の文化が息づいている区域であ

る。犀川
さいがわ

と旧宮腰往還
みやのこしおうかん

で城下町と結ばれ、城下を支えた金石（旧宮腰
みやのこし

）は、城下町金沢の

外港として加賀藩の流通経済の中心であった場所で、北前船の港として全国に知られてい

た。現在も、北前商人ゆかりの町家や寺院など歴史的建造物が数多く残り、それらには茶室

が設えられており、折に触れて茶会が催されている。また、金石地区では民俗行事も盛んで

あり、17 町会に依代を備えた曳山があり、その他の町会は全て規模の大きな太鼓台を持ち、

藩政期より行われる８月の「大野湊神社
おおのみなとじんじゃ

の夏季
か き

大祭
たいさい

」（市指定無形民俗文化財）に町内を廻

る。金石と並ぶ藩政期からの港町大野は、河北
か ほ く

潟
がた

と浅
あさ

野川
の が わ

の水運を利用して城下へ運ばれる

物資の集積地であった場所で、加賀藩によって始められた醤油造りが現在も受け継がれてい

る。また、天平
てんぴょう

５年（733）に由来する日吉
ひ よ し

神社
じんじゃ

では、７月の夏祭りに、昭和初期以前から

「山王
さんのう

悪魔
あ く ま

払
ばら

い」（市指定無形民俗文化財）が演じられるほか、祭りの中日には神輿が町内を

回り、大きな賑わいを見せる。粟崎には北前船航行の安全を祈って奉納された船
ふな

絵馬
え ま

（粟崎
あわがさき

八幡神社奉納絵馬額面
はちまんじんじゃほうのうえまがくめん

・市指定有形民俗文化財）があり、往時の繁栄を想起させる。 

 

課題 
・旧城下町の海の玄関口としての発信・活用が不十分である。 

・祭りや芸能などの民俗文化財や、湊町特有の生業と結びついた優れた景観の発信・活用が不十分である。 

対応 

・日本遺産発信事業（講演会・探訪ツアー等）を積極的に展開する。 

・日本遺産構成文化財の多言語解説板設置する。 

・民俗文化財の後継者育成事業を支援する。 

・旧城下町からの周遊ルートを示し、湊町特有の優れた景観の情報発信を行う。 

  

② 金石・大野・粟崎区域 

① 旧城下町区域 
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旧北国街道は、江戸時代に北陸における陸上交通の最も主要な幹線であったが、城下の下口

から北に伸びた沿道に位置する森本
もりもと

は、越中へ向かう福光
ふくみつ

道
みち

の分岐点、河北
か ほ く

潟
がた

周辺の中継地と

して栄えた場所で、参勤交代に利用された街道の面影をとどめる藩政期以来の「松並木
ま つ なみ き

の

旧金沢下口往還
きゅうかなざわしもぐちおうかん

」（県指定史跡）や、緩やかに蛇行する沿道に歴史的街並みが残る。付近の波
は

自加弥
じ か み

神社
じんじゃ

は、全国唯一の生姜の神を祀る神社として知られ、毎年６月 15 日の「波自加弥祭

（しょうが祭）」には、全国からの生姜等香辛料生産者や料理店関係者等の参拝や奉納が行わ

れる。 

また、山側へ向かう間道として田近
た ぢ か

越
ごえ

、小原
お は ら

越
ごえ

などの往来が発達し、加越国境
かえつくにざかい

城跡群
しろあとぐん

など山

間部の山城を結ぶ間道
かんどう

として、あるいは城下町と越中を結ぶ流通経路として用いられていた。

三谷
み た に

地区は西側を旧北国
ほっこく

街道
かいどう

に接し、中世には時宗の寺院や道場があったと伝えられている。

街道沿いには在地武士の城館が点在し、彼らを庇護者として日蓮宗寺院が建立され、後に「三谷
み た に

法華
ほ っ け

」と称されるようになった。現在も地区内の平野部や山裾には城館跡や法華宗寺院が多く

分布し、総体として中世、近世の山辺の集落の雰囲気を伝えている地区である。周辺の日蓮宗

信徒の各家では田ノ神、山ノ神を祀る祭り・祭りが行われ、古式の慣行を今に伝えている。 

 

課題 

・地域特有の年中行事や祭り、文化的所産は把握しきれていない。 

・加越国境城跡群及び道など、中世・近世の景観が残っているが、調査や情報の発信が不十分で知られて

いない。 

対応 

・集落の民俗調査を実施し、記録保存と継承を行う。 

・希少民俗事例の詳細調査及び文化財的視点からの保護施策を実施する。 

・民俗芸能・行事に関する後継者育成、活動の場の提供等の支援を行う。 

・市民協働による往来ルートの管理、整備を実施する。 

・加越国境城跡群及び道の整備と、指定のための追加調査を実施する。 

 

  

③ 旧北国街道森本・花園区域 
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二俣
ふたまた

・田島
たのしま

区域は県指定名勝と市指定建造物を有する二俣本
ふたまたほん

泉寺
せ ん じ

を中心として、伝統の二俣

和紙、県指定無形民俗文化財の二俣
ふたまた

いやさか踊
おど

りなど、山間集落としての歴史文化が色濃く残

る区域となっている。城下町と越中を結ぶ旧二俣
ふたまた

越
ごえ

の途中に位置する二俣には、文明
ぶんめい

３年（1471）

造園とされる「九山八
く せ んは っ

海
かい

の庭」（県指定名勝）、文政
ぶんせい

６年（1823）建築の「本泉寺
ほ ん せん じ

山門
さんもん

」（市指

定文化財（建造物））が位置するほか、地域の特徴を示す歴史的建造物も多い。蓮如
れんにょ

ゆかりの

地として浄土真宗の精神文化が色濃く残り、本泉寺境内では、寿
じゅ

永
えい

２年（1183）の頃より踊ら

れていたと言われている「二俣
ふたまた

いやさか踊
おど

り」が盆踊りとして盛大に催されるなど、現在も宗

教民俗行事が盛んである。二俣は、加賀藩への献上紙漉き場として藩の庇護を受けていたこと

もあり、現在でも、伝統工芸の手漉和紙の技術を担う地域となっている。また、集落の南西に

位置する戸室山
と む ろや ま

には金沢城
かなざわじょう

築城に用いた戸室
と む ろ

石
いし

を採石した戸室
と む ろ

石切丁場
いしきりちょうば

があり、現在も採石

された石が周辺に点在し、往時の様子を伝えている。 

湯涌
ゆ わ く

温泉街
おんせんがい

区域
く い き

は、金沢湯涌
かなざわゆわく

江戸
え ど

村
むら

に国・県・市指定の文化財建造物が集積しているほか、

温泉街のまちなみ、また南砺
な ん と

市
し

五箇山
ご か や ま

から土清水塩硝蔵
つっちょうずえんしょうぐら

跡
あと

に火薬の材料を運んだ塩硝
えんしょう

街道
かいどう

な

ど地域資源が豊富にあり、さらなる活用整備が望まれる区域となっている。藩政期に越中
えっちゅう

五箇山
ご か や ま

で生産された火薬原料となる塩硝を城下へ運ぶルート「塩硝街道
えんしょうかいどう

」の中継点であった

湯涌は、歴代藩主が湯治場としていた古くからの温泉地である。かつて加賀藩が幕府に雪を献

上していたとされるほど雪は貴重であったが、それに因んだ藩政期に由来する「氷室
ひ む ろ

開
びら

き」等

の行事が温泉街で繰り広げられている。また、金沢湯涌江戸村には、かつての金沢城下町など

に建てられていた町家、武士住宅などの重要文化財、県、市の指定有形文化財建造物を一団と

して移築し、その保存が図られているが、事業に関わる多くの職人が伝統技術を学び、継承し

ていく重要な機会にもなっている。 

課題 

・区域を対象とした建造物調査は行われているが、他の文化的所産については把握しきれていない。 

・地域の高齢化や人口減少により、地域特有の年中行事や祭りといった民俗文化財の継承が課題である。 

また、温泉街としてのさらなる活性化が求められている。 

・湯涌江戸村の歴史的建造物があまり活用されていない。 

対応 

・塩硝街道を中心とした周辺の文化財総合調査を実施するとともに、関連する土清水塩硝蔵跡の史跡整備を

進める。 

・温泉街の歴史的風致を活かした環境整備を実施する。 

・湯涌江戸村の文化財建造物の適切な維持管理、温泉街の環境整備と合わせたさらなる活用を進める。 

 

課題 

・区域を対象とした建造物調査は行われているが、他の文化的所産については把握しきれていない。 

・地域の高齢化や人口減少により、地域特有の年中行事や祭りといった民俗文化財や、二俣和紙などの生

業の継続が課題である。 

対応 

・関係課と連携し、区域への定住促進、コミュニティの活性化を図る。民俗芸能・行事、工芸技術に関する後

継者育成、活動の場の提供等の支援を行う。 

・二俣和紙の保護に向けた技術調査を実施する。 

・二俣本泉寺所蔵史料の指定に向けた調査を実施する。 

⑤ 二俣・田島区域 

④ 湯涌温泉街区域 
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第５章 歴史文化遺産の保存・活用に関する措置 

前章に示した、歴史文化遺産の保存・活用の８つの個別方針に基づいて今後の取り組みを進

めていく。また、事業の実施にあたっては、市費、県費、国費（文化財補助金、地方創生推進

交付金等）を積極的に活用していく。 

１ 歴史文化遺産の保存・活用に関する措置 

【１】 調査・研究の充実 

金沢固有の歴史文化遺産に関する調査・研究事業 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 
「
金
沢
歴
史
文
化
遺
産
」
洗
い
出
し
調
査 

1-1 『金沢歴史文化遺産』洗い出し調査 

市内の未指定文化財の情報を収集、整理

し、順次文化財的な視点から必要な調査を

行い、その保護措置を図る。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ04～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

1-2 歴史文化遺産の保存・活用にかかる 

市民ニーズの把握調査 

より効果的な保存・活用事業を推進するた

めに、市民向けのアンケートを定期的に実

施、分析し、新規施策につなげる。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ04～ ◎ ◎ 〇 〇 市費 

金
沢
ゆ
か
り
の
文
化
財
の
収
集
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化 

1-3 職人道具の収集・公開 

藩政期からの高度な技を受け継いできた金

沢の職人が使用してきた道具や、伝統的な

職人の道具に関する文献等を収集し、保存

する。収集道具及び文献について、将来的

にはこれらを展示し、公開する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ12～ 〇 ◎ 〇 〇 市費 

1-4 金澤町家の悉皆調査、データベース化 

金澤町家の保全活用推進を図る上で、対象

区域内に残る町家の情報を正確に把握する

ため、悉皆調査を４～５年毎に実施し、デー

タベースを整備している。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ20～ 〇 ◎ △ 〇 市費 

1-5 近世文書、郷土史料の収集・公開 

金沢に関する近世史料、郷土史料を収集、

データベース化し、順次公開する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
 随時 〇 ◎ 〇 〇 市費 

1-6 「平成の百工比照」収集・公開 

金沢美術工芸大学において、過去から現

在に至るまでの工芸の手業、道具、素材

などの調査、研究、資料保存を行う。 

文化芸術アクシ

ョンプラン 
Ｈ21～ 〇 ◎ 〇 ◎ 市費 

埋
蔵
文
化
財
の
調
査 

1-7 埋蔵文化財発掘調査・試掘確認調査 

歴史都市の認定や重要文化的景観の選定

によってその価値が全国的に認められてい

る旧城下町区域において、藩政期における

埋蔵文化財の面的保護の必要性から同区

域を埋蔵文化財包蔵地として周知し、開発

と埋蔵文化財保護との調整を実施。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ23～ △ ◎ △ 〇 

（文化庁）国宝重要文

化財等保存・活用事業

費補助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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【２】 文化財保護の対象拡大と保存管理 

文化財の指定・選定・登録の推進及び適切な保存管理に資する事業 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

文
化
財
保
護
の
推
進 

2-1 重要伝統的建造物群保存地区の保存 

重伝建４地区における保存のため、地区

内建造物の修理修景や環境整備に対す

る助成を行う。各地区防災計画に基づ

き、防火水槽の設置や消火器、住警器の

設置補助を行う。 

伝統的建造物群

保存地区保存計

画 

Ｈ13～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（文化庁）国宝重要文化財

等保存・活用事業費補助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

2-2 金澤町家の再生・活用 

金澤町家の再生活用を推進するため、対

象区域内の金澤町家の内外部の修繕・

補強に対し支援する。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ22～ 〇 ◎ 〇 〇 

（国交省）社会資本整備総

合交付金 

市費 

2-3 歴史的建築物の活用を支援 

大多数が民間所有である歴史的建築物

の保全のため、修理・流通支援から、これ

までなかった活用に関する支援を行う。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ03～ 〇 ◎ ◎ △ 

（内閣府）地方創生推進交

付金 

市費 

その他寄付金等 

2-4 記念物の保存対策調査 

市内にある庭園を対象に、歴史的価値の

高い庭園を掘り起こし、文化財として価値

付けすることで、これらを後世に遺し、金

沢の庭園文化を継承する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ14～ △ ◎ △ 〇 

（文化庁）国宝重要文化財

等保存・活用事業費補助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

2-5 加越国境城跡群及び道の詳細調査 

史跡指定地南側に分布する二俣越、高

峠城跡、荒山城跡について、詳細調査を

実施し、保護施策を検討する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ28～ 〇 ◎ △ 〇 

（文化庁）国宝重要文化財

等保存・活用事業費補助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

2-6 戸室石切丁場跡の保存・活用 

金沢城石垣築造に用いられた戸室石の

産出場である石切丁場について、石川県

と協働で保護施策を検討する。 

金沢城跡保存活

用計画 
Ｈ16～ 〇 ◎ △ ◎ 

県費 

市費 

2-7 市内文献史料等の詳細調査 

市内に残る文献等の歴史資料を調査し、

その保護を図る。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ28～ △ ◎ △ ◎ 

（文化庁）国宝重要文化財

等保存・活用事業費補助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

2-8 文化財等パトロールの実施 

文化財等の適切な継承を図るため、専門

家によるパトロールを定期的に実施する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｓ53～ ◎ ◎ 〇 〇 

県費 

市費 

2-9 国重要文化財・石川県指定文化財

の保存修理 

国重要文化財等・石川県指定文化財等

を適切に保存するため、所有者等が行う

修理事業等への助成を行うもの。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｓ53～ ◎ ◎ 〇 〇 

（文化庁）国宝重要文化財

等保存・活用事業費補助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

2-10 市指定文化財等の保存修理 

市指定文化財・指定保存建造物等を適

切に保存するため、所有者等が行う修理

事業等への助成を行うもの。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｓ53～ ◎ ◎ 〇 〇 

（国交省）社会資本整備総

合交付金 

市費 

2-11 文化財・歴史文化遺産に対する補

助制度の見直し 

「金沢歴史文化遺産登録制度」の創設を

機に、市内文化財等の保存・活用を行う

団体の活動支援制度の新設や、既存の

文化財等に対する補助制度の見直しを

検討する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ04～ △ ◎ △ △ 

（文化庁）文化芸術振興費

補助金 

市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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【３】 真実性を重視した保存手法・修復技術の向上 

真実性を重視した保存手法・修復技術の理解と適用 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

文
化
財
保
護
の
推
進 

2-12 文化財指定のための詳細調査 

市内に数多く残る歴史文化遺産につい

て、文化財指定や指定保存対象物指定

に向けた現況調査等を実施する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ16～ △ ◎ △ 〇 

（文化庁）国宝重要文

化財等保存・活用事業

費補助金 

市費 

2-13 加賀野菜のブランド力向上 

生産者や流通事業者と連携しながら、イ

ベント等で普及啓発を行い、加賀野菜を

含む金沢産農産物のブランド力の向上を

図る。 

金沢の農業と森

づくりプラン

2025 

金沢産農産物ブ

ランド新戦略 

Ｈ9～ ◎ 〇 ◎ △ 市費 

2-14 現代建築レガシー承継事業 

建築文化の形成に重要な著名建築家に

よる建築の継承に向け長寿命化や建築的

価値の維持等ガイドラインを作成し、一部

市有施設の建物診断、基盤整備を実施。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

Ｒ03～ 

Ｒ10 
△ ◎ ◎ ◎ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

（文化庁）国宝重要文

化財等保存・活用事業

費補助金 市費 

保
存
活
用
計 

画
の
作
成 

2-15 保存活用計画の作成を推進 

文化財の本質的価値を所有者と共有し、

継承することを目的として、指定文化財等

の保存活用計画の作成を推進する。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

Ｒ04～ ◎ ◎ ◎ 〇 

（文化庁）国宝重要文

化財等保存・活用事業

費補助金 

市費 

市
登
録
制
度
の

創
設
・
実
施 

2-16 『金沢歴史文化遺産登録制度』の

創設・実施 

市内の未指定文化財を幅広く保護するた

めの登録制度を創設、実施する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ04～ ◎ ◎ ◎ 〇 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

（文化庁）文化芸術振

興費補助金 市費  

文
化
財
の
防
災
・ 

 

防
犯
対
策 

2-17 文化財防火に関する講習会の開催 

所有者・管理者に対して文化財防火に関

する講習を実施。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ02～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

2-18 歴史文化遺産防災・防犯マニュア

ル、ハザードマップの検討・整備 

市内における歴史文化遺産の防火・防災

関係マニュアルを検討・整備する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ04～ 〇 ◎ 〇 △ 市費 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 

保
存
手
法
の
記
録

と
材
料
の
確
保 

3-1 木端板製作業務委託 

板葺石置屋根建造物の維持管理に欠か

せない材料である木端板の製作。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ29～ △ ◎ △ △ 市費 

3-2 各種文化財修理報告書の作成 

文化財の修理経過について、修理方針

の策定～竣工までを記録した修理報告

書を作成し、後の検討材料とする。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ08～ △ ◎ 〇 △ 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用事業費補

助金 

市費 

修
復
事
例
の
検
証
と 

修
復
技
術
の
向
上 

3-3 調査・整備指導委員会の設置・開催 

歴史文化遺産の調査及び整備にあたり、専

門的知見から指導・助言を受けるための委

員会を設置・開催する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

必要に応

じて随時 
△ ◎ 〇 ◎ 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用事業費補

助金 

市費 

3-4 金沢職人大学校の運営 

中堅職人を対象として必要かつ高度な歴

史的建造物の修理技術を学び、市内の

文化財をはじめとする歴史的建造物の修

復事業に携わる人材を育成する。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

Ｈ08～ 〇 ◎ ◎ ◎ 市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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【４】 保存整備・活用事業の実施 

案内解説、体験活動（ソフト）と施設整備（ハード）の総合的な充実 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 

歴
史
文
化
遺
産
の
公
開 

歴
史
文
化
遺
産
の
公
開 

4-1 旧北国街道を活かした歴史探訪事業 

石川中央都市圏で歴史的結びつきが深い旧

北国街道を活かしたウォークを開催し、文化

財、歴史文化遺産を活用した４市２町の広域

連携、広域交流の促進を図る。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ02～ 〇 ◎ △ △ 

（内閣府）地方創生推進

交付金 

市費 

4-2 金沢の歴史的建造物発信事業 

これからのまちづくりに携わる全国の学生等

に対し、金沢の歴史的建造物や文化財等へ

の理解を深め、その魅力を広く発信することを

目的に、市内の歴史的建築を巡るツアーを開

催する。 

「木の文化都

市・金沢」 
Ｒ03～ 〇 ◎ △ ◎ 

（内閣府）地方創生推進

交付金 

市費 

4-3 日本遺産（北前船寄港地・船主集落）の

発信 

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異

空間～北前船寄港地・船主集落～」に関する情

報発信を促進させる事業を展開する。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ01～ ◎ ◎ 〇 〇 

（文化庁）文化芸術振興

費補助金 

市費 

4-4 加賀獅子の公開推進 

市指定無形民俗文化財「加賀獅子」の百万石

まつりへの参加を支援し、無形民俗文化財の

継承及び活性化を図る。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｓ53～ 〇 〇 ◎ △ 

（文化庁）文化芸術振興

費補助金 

市費 

4-5 広域連携による古代文化の啓発・発信 

縄文時代から近世までの史跡・考古資料など

の歴史遺産の保存・活用を図るため、本市を

中心とした連携中央都市圏が共同でその魅

力を高め、全国に情報発信する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ28～ 〇 ◎ △ 〇 

（内閣府）地方創生推進

交付金 

市費 

4-6 建築文化プロモーションを展開 

金沢の建築文化の魅力や歴史を市民等に分

かりやすく伝える映像を発信、アーキテクチャ

ーウィークにおける各種建築関連事業の情報

を発信する。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｒ03～ 〇 ◎ 〇 〇 

（内閣府）地方創生推進

交付金 

市費 

整
備
事
業
の
推
進 

4-7 野田山墓地の整備 

国史跡「加賀藩主前田家墓所」のバッファゾ

ーンともなる野田山墓地について、墓参環境

の改善を視野に、自然環境及びその歴史性

を重視した再整備を実施。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ20～ 

Ｒ07 
△ ◎ 〇 〇 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

市費 

4-8 国史跡金沢城跡の整備 

金沢城公園は石川県の歴史・文化・伝統を継

承する「象徴」であり、復元等整備を行うことに

より、新たな交流人口の拡大と都心地区の魅

力向上を推進する。 

金沢城跡保存活

用計画 

兼六園周辺文化

の森地域計画 

Ｈ07～ 

Ｒ09 
△ ◎ 〇 ◎ 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用整備費補

助金 

県費 

4-9 国史跡辰巳用水附土清水塩硝蔵跡の

史跡整備 

国史跡「辰巳用水」に追加指定された「土清

水塩硝蔵跡」について、整備基本計画に基づ

き史跡整備を実施し、保存と管理を図る。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

辰巳用水附土清

水塩硝蔵跡整備

基本計画 

Ｈ25～ 

Ｒ09 
〇 ◎ △ ◎ 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用事業費補

助金・史跡等公有地化補

助金 

（石川県）文化財関係補

助金 市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 

整
備
事
業
の
推
進 

整
備
事
業
の
推
進 

4-10 国史跡加賀藩主前田家墓所の史跡整備 

国史跡「加賀藩主前田家墓所」について、市

民が歴史にふれられる場所として、整備基本

計画に基づき史跡整備を実施。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

加賀藩主前田家

墓所整備基本計

画 

Ｈ22～ 〇 ◎ △ ◎ 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用事業費補

助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

4-11 国史跡辰巳用水の整備 

国史跡「辰巳用水」について、緊急対策が必

要となる箇所の補修工事、及び案内板や安

全施設の整備等の活用支援対策工事を実

施。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

辰巳用水附土清

水塩硝蔵跡整備

基本計画 

Ｈ22～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用事業費補

助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

4-12 国史跡加越国境城跡群及び道の史跡

整備 

国史跡「加越国境城跡群及び道」を歴史遺産

として確実に保存・活用し、誘客促進を実現

するため、保存活用計画及び整備基本計画

に基づいた史跡整備を実施する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

加越国境城跡群

及び道整備基本

計画 

Ｈ28～ 〇 ◎ 〇 ◎ 

（文化庁）国宝重要文化

財等保存・活用事業費補

助金 

（石川県）文化財補助金 

市費 

4-13 伝統的寺社建造物修復の助成 

対象区域における寺社等の建物、土塀、山

門、石積みの修復に対し助成を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｓ45～ 

Ｒ09 
◎ 〇 〇 △ 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

市費 

4-14 にし茶屋街の修景整備 

藩政期の面影を今に伝える「にし茶屋

街」において、地区内建造物の修理修景

整備等に対し助成を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ01～ 

Ｒ09 
◎ 〇 〇 △ 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

市費 

4-15 史跡等標示板多言語化の推進 

主要な史跡等標示板について、多言語化整

備を実施し、来訪した外国人観光客の歴史都

市・金沢への理解を深める。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ01～ △ ◎ 〇 △ 

（文化庁）文化財多言語

化解説整備事業補助金 

市費 

4-16 文化観光の推進（多言語化） 

外国人旅行者向けに観光パンフレットや観光

マップ、周遊マップ等を多言語化し、歴史的

風致としての観光地をエリア別に紹介する。ま

た、観光情報のスマートフォン対応サイトなど

を多言語で開設する。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

持続可能な観光

振興計画 2021 

Ｈ30～ 

Ｒ09 
△ ◎ 〇 △ 

（観光庁）地域観光資源

の多言語化整備事業補助

金 

市費 

4-17 金沢らしい夜間景観創出事業 

旧城下町区域に残る石垣、歴史的建造物、

惣構跡、用水網、川筋といった歴史的資産を

ライトアップすることで、金沢の文化的景観を夜

間においても連なりとして見せることで、魅力的

な夜間景観を創出するとともに、夜間の回遊性

を高めるためのルート整備を行う。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

夜間景観アクシ

ョンプログラム 

Ｈ30～ 

Ｒ05 
△ ◎ 〇 〇 

（国交省）都市構造再編

集中支援事業費補助金 

市費 

4-18 景観修景への助成 

景観関連条例指定区域において、道路に面

する部分における板塀、土塀、生垣等の外構

部分の修景に関する工事について助成を行

う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｓ58～ 

Ｒ09 
◎ ◎ 〇 △ 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

市費 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 

整
備
事
業
の
推
進 

整
備
事
業
の
推
進 

4-19 歴史的建造物保存活用事業の推進 

価値付けされた歴史的建造物及びその敷地

を取得し、保存活用の方針を検討し、建造物

の修理復元を行い、市民や観光客に広く公

開活用する。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ21～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 〇 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

（内閣府）地方創生推進

交付金 

市費 

4-20 長町景観地区の保全活用 

長町景観地区の魅力を更に向上させ、その

価値を発信するため、土塀保全整備やまちな

み修景補助を通して、同地区の保全・活用を

推進する。 

土塀保全計画 Ｈ26～ ◎ ◎ 〇 〇 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

市費 

4-21 「金沢の冬の風物詩」の魅力向上･発信 

金沢の「冬の風物詩」である薦掛け・雪吊りと

いった本市特有の暮らしに根ざした景観を保

全・継承するとともに、その魅力に触れる機会

を創出する。 

 

持続可能な観光

振興計画 2021 
Ｒ02～ 〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）社会資本整備

総合交付金 

市費 

4-22 観光案内板整備事業 

金沢市観光戦略プランや歴史的風致維持向

上施策の実施に伴い再整備された新たな名

所やコンテンツを活用した観光ルートを開拓

する。また、既存の観光案内サインや、案内ホ

ームページの更新を行い、市内の回遊性の

向上を図る。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

持続可能な観光

振興計画 2021 

Ｈ21～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 △ 市費 

歴
史
・
文
化
施
設
の
振
興 

4-23 金沢箔技術振興研究所・金沢箔作業

場の運営 

金沢箔の振興を図るため、産地支援や調査

研究を担う研究所と技術研修を行う作業場を

運営する。 

金沢 KOGEIアク

ションプラン 
Ｈ22～ △ ◎ ◎ △ 市費 

4-24 歴史・文化施設の連携による活性化 

石川県立美術館・石川県立歴史博物館・国

立工芸館・金沢能楽美術館などの拠点施設

のハブとしての機能を充実させ、兼六園周辺

文化の森に集積する『工芸』・『美術』に関連し

た文化施設との回遊パスポートを通じた連携

を図る。 

 

兼六園周辺文化

の森地域計画 
Ｒ03～ 〇 ◎ 〇 〇 

（文化庁）文化芸術振興

費補助金 

県費 

市費 

4-25 加賀友禅技術振興研究所の運営 

加賀友禅の振興、活性化を図るため、産地支

援や調査研究を担う研究所を運営する。 

金沢 KOGEIアク

ションプラン 
Ｈ21～ △ ◎ ◎ 〇 市費 

文
化
観
光
と
の
連
携 

4-26 金沢湯涌江戸村リビングヒストリー（生

きた歴史体感プログラム）事業 

重要文化財等に新たな価値を付加するため、

訪日外国人観光客が体感・体験できる、往時

を再現した復元行事や歴史体験行事を実施

する。 

 

文化庁「日本

博」プログラム

事業 

Ｈ31～ 〇 ◎ ◎ ◎ 
（文化庁）文化芸術振興

費補助金 

4-27 加賀藩の遺産を活かした着地型旅行

商品の開発 

藩政時代から受け継がれる金沢の魅力(歴

史・伝統・文化・食等）を活かした着地型旅行

商品を企画・造成し、誘客を促進する。 

 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ22～ 〇 〇 ◎ △ 市費 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

（始期～ 

終期） 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  

文
化
観
光
と
の
連
携 

4-28 湯涌温泉受入環境の向上 

湯涌温泉街の受入環境向上を図るため、湯

涌温泉観光事業協同組合が実施する各種ハ

ード整備事業に対し支援する。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｓ60～ △ 〇 ◎ △ 市費 

4-29 プレミアムツアーコーディネート事業 

伝統工芸を中心に金沢独自の伝統芸能や食

文化等を組み入れたプレミアムな旅を旅行会

社に発信し、現地コーディネートすることで、

「ほんもの」の豊かさを感じることのできる特別

感のある上質な旅行商品造成を促進する。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ26～ △ 〇 ◎ △ 市費 

4-30 湯涌温泉街活性化、にぎわいの創出 

四季折々の自然や伝統行事を堪能するイベ

ントを実施し、湯涌の魅力の向上・発信と誘客

促進を図る。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ22～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

4-31 茶屋街のにぎわいの創出 

ひがし、にし、主計町茶屋街において、地域

を活用した地元のイベントを通じて、花街文化

を守りながら、四季を通じた茶屋街の魅力を

全国に発信する。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ23～ ◎ 〇 ◎ △ 市費 

4-32 金沢百万石まつりの開催 

金沢の基礎を築いた前田利家の偉業を偲ん

だ「金沢百万石まつり」を開催し、武者行列等

金沢の歴史を感じる追体験を促すとともに、

誘客の促進と市内中心部の活性化を図る。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｓ27～ ◎ ◎ ◎ △ 市費 

4-33 「金沢城・兼六園四季物語」の開催 

金沢城公園・兼六園の四季折々のライトアッ

プやナイトイベントを県・市共同で実施する。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ14～ 〇 ◎ 〇 △ 

(内閣府)地方創生推進交

付金 

県費 市費 

4-34 通訳ガイドの育成支援 

外国人旅行者や観光関連事業者の多様なニ

ーズに応え、快適な滞在型観光を推進するた

め、金沢の通訳ガイド（全国・地域通訳案内

士、ボランティアガイド）の育成を支援する。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ29～ 〇 〇 ◎ △ 

(内閣府)地方創生推進交

付金 

市費 

4-35 外国人観光客へのガイドの充実・促進 

来沢する外国人観光客対応のため、英語等

を用いた観光案内や、市内でのボランティア

ガイドを実施して、金沢を訪れる外国人観光

客の利便性を図り、文化観光の実現を図る。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ04～ △ 〇 ◎ △ 
石川県負担金 

市費 

4-36 芸妓文化の発信 

金沢の至宝である金沢芸妓の魅力を広く発

信して、金沢全体の魅力向上を図る。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ04～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

4-37 加賀百万石回遊ルートの魅力向上 

金沢城鼠多門と鼠多門橋の完成により、長町

武家屋敷跡、尾山神社を経て、金沢城、兼六

園、本多の森公園に至る加賀藩ゆかりの歴史

遺産を巡る「加賀百万石回遊ルート」が形成さ

れるため、その魅力を向上する施策を実施。 

兼六園周辺文化

の森地域計画 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ01～ 

Ｒ09 
△ ◎ ◎ △ 

（文化庁）文化資源活用

事業費補助金 

県費 

市費 

4-38 食文化ツーリズムの発信 

金沢の魅力の中心といえる食文化に関わる観

光コンテンツの魅力をより一層高めるため、食

を通じその土地の歴史や文化を体感する「食

文化ツーリズム」の視点で一層取り組み、外国

人観光客向け広域旅行に係る商品化及びプ

ロモーションによる観光誘客事業を行う。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｒ02～ △ ◎ ◎ △ 

(内閣府)地方創生推進交

付金 

市費 
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【５】 周辺環境の一体的な保全・整備 

周辺環境の保全・整備により金沢の歴史的文脈・地域の個性を際立たせる 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

良
好
な
景
観
形
成
を
目
指
し
た
関
連
施
策
と
の
連
携 

5-1 「こまちなみ」の保存 

市内９箇所で指定している「こまちなみ保存

区域」において、区域の特性を生かした建

造物の修景整備や環境整備に対する助成

を行い、訪日外国人を含めた旅行客の満

足度向上やインバウンドの促進を図る。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ06～ ◎ 〇 〇 △ 

（国交省）社会資本整

備総合交付金 

（観光庁）歴史的観光

資源高質化支援事業費

補助 

市費 

5-2 下新町通り修景整備事業 

こまちなみ保存区域である「旧新町区

域」の約 400ｍ区間において、無電柱

化、道路修景整備を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ28～ 

Ｒ07 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）無電柱化推

進計画事業補助 

市費 

5-3 ひがし茶屋街無電柱化事業 

重要伝統的建造物群保存地区である東山

ひがしの一番丁、三番丁、四番丁通り、及

び観光バス駐車場からひがし茶屋街までの

アプローチとなるルート（計 L＝約 660ｍ）に

おいて無電柱化を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ23～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）無電柱化推

進計画事業補助 

市費 

5-4 旧北国街道（ふくろう通り）無電柱化事業 

旧町名が復活した袋町地内において約

430ｍ区間の無電柱化を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ27～ 

Ｒ06 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）無電柱化推

進計画事業補助 

市費 

5-5 金沢城お堀通り（尾﨑神社前）無電柱

化事業 

お堀通りの金沢城黒門前から尾﨑神社まで

の約 210ｍ区間の無電柱化を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ04～ 

Ｒ07 
〇 ◎ 〇 △ 

 （国交省）無電柱化

推進計画事業補助 

市費 

5-6 観音町通り無電柱化事業 

国道 359号から観音院へ至る約 490ｍ区

間において無電柱化を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ28～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）無電柱化推

進計画事業補助 

市費 

5-7 (都)寺町今町線東山～森山無電柱化

事業 

東山交差点から森山一丁目交差点までの

約 280ｍ区間において、無電柱化と道路の

修景整備を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ28～ 〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）防災・安全

交付金（道路事業） 

県費 

5-8 (都)小立野線無電柱化事業 

北陸学院前交差点から金沢大学附属病院

前までの約 530ｍ区間において、無電柱化

と道路の修景整備を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ25～ 〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）防災・安全

交付金（道路事業） 

県費 

5-9 (都)専光寺野田線寺町３丁目～５丁

目無電柱化事業 

寺町５丁目から寺町３丁目交差点付近（妙

法寺前付近）までの約 300ｍ区間におい

て、無電柱化と道路の修景整備を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ28～ 〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）防災・安全

交付金（道路事業） 

県費 

5-10 旧古寺町無電柱化事業 

犀川大橋北詰から鞍月用水までの約 420ｍ

区間において、無電柱化を行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ04～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）社会資本整

備総合交付金 

市費 

5-11 浅野川風情の道整備事業 

こまちなみ保存区域の「旧新町区域」と「旧

彦三一番丁・母衣町区域」内の道路修景整

備を、国道 159号から彦三町１丁目地内の

約 760ｍ区間において行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ04～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）社会資本整

備総合交付金 

市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

（始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

良
好
な
景
観
形
成
を
目
指
し
た
関
連
施
策
と
の
連
携 

5-12 川筋景観保全事業 

条例に基づく川筋景観保全区域において、

川の風情と調和した景観を保全・形成して

いくために効果的な民地の緑化、建物外観

の修景、室外機などの屋外設備への目隠し

等の川筋景観の向上に寄与する工事につ

いて助成を行う。また、川筋景観の魅力向

上のため、道路等の修景整備を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ29～ 

Ｒ09 
◎ 〇 ◎ △ 

（国交省）社会資本整

備総合交付金 

市費 

5-13 眺望景観形成事業 

条例に基づく眺望景観形成区域の眺望点

から近い区域（近景形成区域）におい

て、金沢らしい眺望景観を形成していく

ために効果的な建物屋根の修景、室外機

などの屋外設備への目隠し、民地の緑化

等の眺望景観の向上に寄与する工事につ

いて助成を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ01～ 

Ｒ09 
◎ 〇 ◎ △ 

（国交省）社会資本整

備総合交付金 

市費 

5-14 斜面緑地保全育成事業 

斜面緑地保全区域において、遠望風致を

保全するために効果的な高木植栽工事、

斜面緑地の保全に係る活動等について助

成を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ12～ 

Ｒ09 
◎ 〇 ◎ △ 市費 

5-15 良好な広告景観形成事業 

景観上支障となる、周辺景観を阻害する屋

外広告物等の撤去に対し助成を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

H08～ 

Ｒ09 
〇 〇 ◎ 〇 市費 

5-16 旧鶴来街道（県道～六斗の広見、蛤

坂）修景整備事業 

県道～六斗の広見:旧野田道から六斗の広

見までの約 350ｍ区間において、無電柱

化、道路修景整備を行う。 

蛤坂:旧鶴来街道にある蛤坂（L=約 200ｍ）

において、無電柱化、道路修景整備を行う。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ20～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 △ 

（国交省）無電柱化推

進計画事業補助 

市費 
 

歴
史
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り 

5-17 辰巳用水の修景整備 

一部が国史跡に指定されている辰巳用水

について、金沢美術工芸大学新キャンパス

との一体的な景観創出、歴史文化遺産を取

り入れた環境整備を図るため、修景整備を

行う。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ02～ 

Ｒ04 
△ ◎ 〇 〇 

(国交省）都市構造再編

集中支援事業費補助 

市費 

5-18 まちなか辰巳用水の修景 

まちなかを流れる辰巳用水の一部である西

外惣構について、開渠化の促進や護岸等

の修景整備を行い、歴史文化遺産である用

水を活かした良好な景観創出を図る。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｒ01～ 

Ｒ09 
△ ◎ △ 〇 

（国交省）社会資本整

備総合交付金 

5-19 歩けるまちづくりの推進 

まちなかの賑わい創出や金沢らしい趣のあ

るまちづくりにつなげるため、歩けるまちづく

りを推進し、公共交通の利用促進及び利便

性向上を図る。 

 

金沢市における

歩けるまちづく

りの推進に関す

る条例 

Ｈ15～ ◎ ◎ ◎ 〇 市費 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  

歴
史
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り 

5-20 歩けるアートベンチの設置推進 

日本遺産「北前船寄港地・船主集落」の認

定を機に、北前船をモチーフとしたベンチ

を都心軸に設置することで、歩いて観光す

る来街者や市民の回遊性向上とまちなかに

憩いと賑わいの創出を図る。 

 

金沢市における

歩けるまちづく

りの推進に関す

る条例 

Ｈ30～ 〇 ◎ 〇 △ 市費 

5-21 公共シェアサイクル「まちのり」の運営 

公共シェアサイクルのネットワークを拡充す

ることで、市民や来街者の回遊性の向上と

中心市街地の活性化を図る。 

 

金沢市自転車活

用推進計画 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ24～ 

Ｒ06 
〇 ◎ 〇 △ 市費 
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【６】 人材育成 

保存活用に関わる専門的人材の育成支援、 

学習機会の提供による郷土を愛する人づくりの事業 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

子
ど
も
た
ち
の
学
習
機
会
の
充
実 

6-1 「子どもマイスタースクール」の実施・

運営 

次代を担う小中学生を対象に、金沢職人大

学校に所属する現役の職人が講師となり、

伝統的な技術や体験談、伝統文化につい

て講義し、すそ野の拡大を目指す。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ14～ 〇 ◎ ◎ 〇 市費 

6-2 「加賀宝生子ども塾」の実施・運営 

市指定無形文化財「加賀宝生」を子どもた

ちに教えることを通じ、美や礼節など能楽が

有する固有の文化性を人づくりに生かすと

ともに、金沢の伝統文化を次代に引き継

ぎ、すそ野拡大を目指す。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 

金沢市歴史的風致

維持向上計画 

Ｈ14～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（国交省）地方創生推

進交付金 

市費 

6-3 「金沢素囃子子ども塾」の実施・運営 

市指定無形文化財「金沢素囃子」を子ども

たちに教えることを通じ、金沢の伝統文化を

次代に引き継ぐとともにすそ野を拡大し、本

市の伝統芸能の振興発展に資する。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 

金沢市歴史的風致

維持向上計画 

Ｈ17～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（国交省）地方創生推

進交付金 

市費 

6-4 「金沢工芸子ども塾」の実施・運営 

金沢のもつ工芸の伝統や人材を生かし、子

どもの頃からものづくりの楽しさを体験させる

ことを通じて、工芸の素質、素養を磨き、将

来の一流工芸作家の発掘と育成に資する。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 

金沢市歴史的風致

維持向上計画 

Ｈ20～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（国交省）地方創生推

進交付金 

市費 

6-5 「金沢・茶道子ども塾」の実施・運営 

藩政期から連綿と受け継がれ、伝統工芸や

食文化等にまで広がりを持つ「金沢の茶道」

を子どもたちが学び、体験することで、未来

の茶道文化の担い手育成につなげる。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 

金沢市歴史的風致

維持向上計画 

Ｈ22～ 〇 ◎ ◎ 〇 

（国交省）地方創生推

進交付金 

市費 

6-6 「こども芸術文化体験フェスタ」の実施 

金沢市の文化の未来を担う人材の育成を

目的とし、小・中学生の親子を対象に、多様

な分野の芸術・文化を気軽に体験できる機

会を夏と冬に設ける。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 
Ｒ02～ 〇 ◎ 〇 〇 

（国交省）地方創生推

進交付金 

市費 

6-7 歴史ふれあい講座・古代体験の実施 

市内小学校を対象に地域の遺跡や出土遺

物を使った歴史ふれあい講座を実施し、ふる

さと教育に資する。また、「金沢縄文ワールド」

で様々な古代体験メニューを企画・実施する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ12～ 〇 ◎ 〇 △ 

（文化庁）国宝重要文

化財等保存・活用事業

費補助金 

市費 

6-8 加賀野菜等の消費回復を推進 

加賀野菜等の地元農産物を学校給食に提

供するほか、市内飲食店と連携したフェア

開催による消費回復と食育を図る。 

金沢の農業と森づ

くりプラン 2025 

金沢産農産物ブ

ランド新戦略 

Ｒ03～ △ 〇 ◎ △ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

6-9 加賀野菜等地元食材を学ぶ機会の提供 

食材提供、生産者交流会、副読本の配布

等を通じて、児童や園児の農業に対する理

解を深め、食育の推進を図る。 

金沢の農業と森づ

くりプラン 2025 

金沢産農産物ブ

ランド新戦略 

Ｈ18～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

6-10 「海幸金沢」消費回復を推進 

金沢の海の幸の学校給食への食材提供を

実施し、消費回復を図る。 

金沢で食する海の

幸魅力向上計画 
Ｒ03～ △ 〇 ◎ △ 市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 

子
ど
も
た
ち
の
学
習
機
会
の
充
実 

6-11 「海幸金沢」の食育を推進 

水産関係事業者と連携し、魚食に関する食

育を推進し、魚食文化の普及や消費拡大を

図る。 

金沢で食する海の

幸魅力向上計画 
Ｈ30～ △ 〇 ◎ △ 市費 

6-12 ふるさと体験学習推進事業 

子ども会や小学校を対象に見学・体験プロ

グラムを組み合わせたバスツアーを実施す

ることで、子供たちに金沢の歴史・文化を肌

に感じてもらい、伝統を守りながら、新しい

学問や文学、技術などが共存する「住みよ

い文化都市金沢」への愛着や誇りを深めて

もらうことを目的とする。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ25～ 〇 ◎ 〇 ◎ 市費 

6-13 ジュニアかなざわオンライン検定 

子供たちが金沢の歴史・文化等について学

び、その習熟度を高めることにより、ふるさと

金沢を知る意欲を引き出すとともに、 将来

金沢を発信できる人材を育成する。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ18～ 〇 ◎ ◎ ◎ 市費 

6-14 「こども金沢市史」の販売 

金沢の原始から現代までをわかりやすくまと

めた参考資料を作成し、市内の書店及び市

政情報コーナーで販売。市立図書館及び

市内の小中学校図書館へ配付。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ14～ △ ◎ △ ◎ 市費 

6-15 和食のジュニアエリートの養成 

金沢芽生会や料理職人塾と連携し、小中

学生が和食料理人の技と心を学ぶ研修会

を開催する。修了生（中高生）の高度研修

会を隔年開催し、金沢の食文化の継承に

資する。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

Ｒ01～ △ ◎ ◎ △ 市費 

6-16 金沢ふるさと学習の推進 

パンフレット・壁新聞等の作成と展示会の開

催、金沢ふるさと学習の実践、「偉人に学ぶ

自分の生き方・夢作文」コンクールの実施、

調べ学習で偉人関連施設見学を行う際の

バス代の助成など、ふるさとを学ぶ活動に

対して支援を行う。 

金沢市学校教育

振興基本計画 
Ｈ23～ ◎ 〇 ◎ △ 市費 

6-17 社会科副読本の作成 

「のびゆく金沢」の改訂及び印刷製本、「華

やか金沢」の改訂及び印刷製本を実施し、

ふるさと教育に資する。 

金沢市学校教育

振興基本計画 
Ｓ54～ 〇 ◎ 〇 △ 市費 

6-18 中学校文化活動魅力創出事業の実施 

「中学生文化創造夢空間」の開催や中学生

の日常の文化活動・文化部活動の活性化

を通して、金沢の文化に触れ、学び、継承

していく人材の育成に資する。 

金沢市学校教育

振興基本計画 
Ｈ14～ 〇 ◎ 〇 ◎ 市費 

6-19 観能教室の開催 

伝統芸能（加賀宝生能、和泉流狂言）の鑑

賞教室を開催し、伝統芸能に触れる機会の

提供と継承人材の育成に資する。 

金沢市学校教育

振興基本計画 
Ｈ24～ △ ◎ 〇 ◎ 市費 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

生
涯
学
習
の
機
会
の
創
出 

6-20 地域コミュニティ活性化を支援 

地区公民館において、「ふるさと教育」及び

「地域からの人づくり」の実践を目的として、

地域の歴史再発見や地域文化の伝承等、

地域で子供を育む活動の推進を行う。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ12～ ◎ 〇 ◎ 〇 市費 

6-21 「高砂大学校」の企画・運営 

65歳以上の高齢者を対象に、新しい知識

や教養を身につけ、すすんで人と交わり、

楽しく生きがいのある生活を求めるための

学習を行う。※歴史・文化にかかる講習あり 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｓ38～ 〇 ◎ 〇 〇 市費 

6-22 「高砂大学院」の企画・運営 

高砂大学校修了者を対象に、より健康で社

会の変化に対応できる知識・教養・技術を

身につけてもらうための専門課程学習を実

施。※歴史・文化に関する専門コースあり 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｓ46～ 〇 ◎ 〇 〇 市費 

6-23 「金沢・建築文化会議」の実施 

「建築とまちづくりを考える」をテーマに、識

者による基調講演とパネルディスカッション

を開催する。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ30～ 〇 ◎ 〇 ◎ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

 
 

文
化
財
等
後
継
者
育
成
の
支
援 

6-24 芸妓文化の継承支援 

芸妓や料亭組合を直接支援し、伝統的な

芸妓文化の保存・育成を図る。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 
  〇 〇 ◎ △ 市費 

6-25 「縁付金箔製造」の継承支援 

国選定保存技術「縁付金箔製造」がユネス

コ無形文化遺産に登録されたことを契機と

して、その技術を後世に保存継承するととも

に、現代の生活に活かすための創意工夫

や活用の拡大を目指し、後継者育成支援

及び伝統技術の周知に取り組む。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ03～ △ ◎ ◎ 〇 

（文化庁）文化芸術振

興費補助金 

市費 

6-26 地域無形民俗文化財の保存継承 

保存継承への方策を探るため懇話会開催

により課題の解決を図り、金沢の無形民俗

文化財の保存継承へ繋げる。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ30～ △ 〇 ◎ 〇 

（文化庁）文化芸術振

興費補助金 

市費 

6-27 伝統芸能伝習者の認定・奨励 

金沢に受け継がれてきた伝統芸能・民俗芸

能について、その伝習者及び伝習団体に

「金沢の文化の人づくり奨励金」を支給し、

後継者育成を図る。 

金沢市における

文化の人づくり

の推進に関する

条例 

Ｒ01～ ◎ 〇 ◎ △ 

金沢市の文化の人づく

り基金 

市費 

6-28 食文化継承連携事業の推進 

地元に伝わるふるさとの味や調理方法、食育の

知識を学ぶ公開講座やワークショップを開催。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

  ◎ 〇 ◎ △ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

6-29 起業家チャレンジ実践事業 

（和食の若手料理人部門） 

和食の料理人として起業を志す若者や開業

して間もない若手の和食の料理人を支援。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

Ｒ01～ ◎ 〇 ◎ △ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

6-30 若手料理人の育成支援 

「和食の聖地金沢」の実現をめざし、料理人等

の海外派遣・受入を支援することで、国内外の

若手料理人が和食を学ぶ環境を整備する。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

  ◎ 〇 ◎ △ 市費 

6-31 「全日本高校生 WASHOKUグランプ

リ」の開催 

次世代を担う料理人の発掘・育成のため、全

国の高校生を対象とした和食グランプリを開

催。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

Ｈ30～ ◎ 〇 〇 △ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

伝
統
技
能
者
の
育
成 

6-32 卯辰山工芸工房技術研修者の認

定・奨励 

金沢卯辰山工芸工房に技術研修者として

在籍する者に対し、奨励金を交付する。 

金沢市における

文化の人づくり

の推進に関する

条例 

金沢市文化芸術

アクションプラン 

Ｈ01～ ◎ 〇 ◎ △ 

金沢市の文化の人づく

り基金 

市費 

6-33 工芸のつなぎ手人材の育成 

金沢の工芸の歴史、技術、作品、使い方な

ど、工芸に関する全般的な知識を体系的に

習得し、普段の生活から工芸品に触れ、使

ってもらうための「販路コーディネート」や新

分野との「技術マッチング」等、工芸の需要

を創出できる「つなぎ手人材」を育成する。 

金沢 KOGEIアク

ションプラン 
Ｒ02～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

6-34 伝統産業技術研修者の育成 

金沢に育まれてきた伝統工芸品産業の専門

的な知識及び技術を修得しようとする者、及び

その者を雇用する者に対し奨励金を交付する。 

金沢 KOGEIアク

ションプラン 
Ｈ02～ ◎ 〇 ◎ △ 

金沢市文化の人づくり

基金 

市費 

6-35 工芸工房開設の奨励 

中心市街地等における伝統工芸産業の工

芸家及び職人の創作活動の場を確保する

ため、当該中心市街地等の区域内にある商

店街の空き店舗等の利用による職人工房

の開設に要する経費に対して補助金を交

付する。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ10～ 

Ｒ09 
◎ 〇 ◎ △ 市費 

6-36希少伝統産業専門塾の開設・運営 

高齢化と後継者不足から厳しい状況にある

伝統工芸品産業において、手仕事に関心

のある市民を対象に専門塾を開設する。 

金沢 KOGEIアク

ションプラン 
Ｈ08～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

 
 

市
民
参
加
の
拡
大 

6-37 「金沢マイクロツーリズム」を推進 

金沢らしい体験コンテンツ等を組み込んだ

観光客向けの旅行商品を開発し、地元民に

モニター体験してもらう機会を設けることで、

市民の地元観光への興味を喚起し、金沢

のまちを再発見する契機とする。 

 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｒ03～ 〇 ◎ ◎ △ 

(内閣府)地方創生推進

交付金 

市費 

6-38 「全国学生大茶会」の開催 

「茶の湯のまち金沢」として、本市の茶道文

化及び茶室の魅力を広く発信するため、全

国から大学茶道部を招聘し、学生主体の大

茶会を開催する。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 

金沢市文化財保存

活用地域計画 

Ｈ30～ ◎ ◎ 〇 〇 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

6-39 文化財の魅力を市民協働で発信 

学生や地域で活動するボランティア、地元

企業との協働で、文化財の魅力発信や地

域産業の普及を展開し、住民の地域への

文化財愛護精神を醸成する。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ03～ 〇 ◎ ◎ ◎ 市費 

6-40 「金沢歴史遺産探訪月間」の開催 

文化財ボランティア「うめばちの会」をはじめ

とするボランティア団体、地域住民、文化財

所有者等と連携・協働して、さまざまな歴史

遺産探訪事業を集中的に展開し、市民の

文化財保護への理解と協力を図る。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ20～ 〇 ◎ 〇 〇 

（文化庁）国宝重要文

化財等保存・活用事業

費補助金 

市費 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

実施主体 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

市
民
参
加
の
拡
大 

6-41 観光ガイド人材育成事業 

外国人旅行者に対する観光案内のため、一

般市民ガイドを対象とし、歴史的風致の内容

を「正しく」、「わかりやすく」説明するための

研修会を開催し、外国語能力の向上を図る。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ30～ 

Ｒ09 
〇 ◎ 〇 〇 市費 

6-42 文化財ボランティアの活動を支援 

文化財愛護推進員が中心となって組織化さ

れたボランティア団体「うめばちの会」が主

体となって、地元住民等と協働で行う文化

財保護活動や歴史遺産の啓発活動など、

市民レベルでの文化財愛護の活動を支援

するもの。 

 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

金沢市文化財保

存活用地域計画 

Ｈ21～ 〇 〇 ◎ 〇 

（文化庁）文化芸術振

興費補助金 

市費 

 

顕
彰
制
度
の
導
入 

6-43 「匠の技」の顕彰 

本市の伝統的で高次な職人の技に永年従

事し、技術の保存、後継者の育成、業界の

振興発展に貢献のあった人物を表彰する。 

。 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 
Ｈ10～ 〇 ◎ ◎ 〇 市費 

6-44 『金沢歴史文化遺産』顕彰制度 

市民提案型の「金沢歴史文化遺産登録制

度」に基づき、保存団体を認定、支援すると

ともに、特筆すべき活動実績のあった団体

を優秀団体として顕彰する。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ04～ 〇 ◎ ◎ 〇 市費 
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【７】 活動支援・連携体制の整備 

地域協働で歴史文化遺産を継承する「金沢型の文化財保存活動」を実現する環境整備 

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究  
 

活
動
支
援
の
充
実 

7-1 観光ボランティアガイドの支援 

市内の主要観光エリアに観光ボランティア

ガイド｢まいどさん｣を常時配置し、観光案内

を充実するとともに、ガイドを通した観光客

の生の声、ニーズを把握する。 

金沢市持続可能

な観光振興推進

計画 2021 

Ｈ06～ 〇 〇 ◎ △ 市費 

7-2 旧町名復活を支援 

旧町名復活の推進にかかる活動及び旧町

名継承まちづくり協定に基づく活動に対し

支援を行い、地域における住民相互の連帯

意識の醸成及び住民によるまちづくりの活

性化を図る。 

金沢市地域コミ

ュニティ活性化

推進計画 

金沢市歴史的風

致維持向上計画 

Ｈ10～ ◎ 〇 ◎ △ 

地域コミュニティ活性

化基金 

市費 

7-3 コミュニティ活動の支援 

（用具購入等補助） 

地域コミュニティ醸成の一環として、町会等

がコミュニティ活動の推進に使用する伝統

芸能用具の購入費等や、これらを収納する

収納庫の設置・修繕費に対して助成し、地

域社会の連帯感の育成と地域コミュニティ

活動の活性化を図る。 

金沢市地域コミ

ュニティ活性化

推進計画 

Ｈ03～ 〇 〇 ◎ △ 

地域コミュニティ活性

化基金 

市費 

7-4 金沢もてなしの伝統文化資産保存活

用奨励金 

伝統文化資産に認定した料亭や和風旅館

に対し、保存活用のための奨励金を交付。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

  △ 〇 ◎ △ 市費 

7-5 金沢の料亭改修事業費の補助 

金沢固有の食文化を担う料亭の施設改修

等を支援。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

～Ｒ05 △ 〇 ◎ △ 市費 

7-6 金沢の料亭経営安定化利子補給金 

料亭の経営安定化を図るため、事業資金の

融資に対し年利１％以内の額で利子補給。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

  △ 〇 ◎ △ 市費 

7-7 金沢の茶屋文化継承事業費補助 

金沢固有の茶屋文化を後世に継承するた

め、施設改修や資産・権利継承等を支

援。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

～Ｒ05 △ 〇 ◎ △ 
（内閣府）地方創生推

進交付金 

7-8 金沢の茶屋文化継承資金利子補給金 

金沢固有の茶屋文化を後世に継承するた

め、施設改修費や権利継承費等への融資

などに対する茶屋経営者の支払利子を全

額補給 など。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

  △ 〇 ◎ △ 市費 

7-9 金沢の料亭等若手料理人・仲居宿舎

借り上げ費の補助 

金沢固有の食文化を担う料亭等に就業す

る若手料理人・仲居の人材確保を図るた

め、宿舎の借り上げを支援。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

Ｒ03～ 

Ｒ04 
△ 〇 ◎ △ 市費 

7-10 金沢港周辺地域の活性化 

既存路線バスネットワークと連携し、文化

財保存活用区域である金石・大野・粟崎地

区への金沢駅発着の周遊シャトルバスの運

行実験を実施、まちあるきマップを改訂。 

 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ01～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業 

団体 

教育 

研究 

歴
史
文
化
遺
産
保
護
に
関
す
る
寄
付
の
促
進 

7-11 文化の人づくり基金積立金 

伝統文化の継承発展及び新たな文化の創

造を担う人材の育成のため基金を積み立

て。 

金沢市文化芸術

アクションプラン 
Ｈ01～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

7-12 文化財保護の寄付金制度の創設・

運営 

歴史文化遺産保護に関する寄付制度の創

設と運営。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ01～ ◎ ◎ ◎ △ 

民間支援金 

市費 

7-13 歴史的建築物の活用を支援（再掲） 

大多数が民間所有である歴史的建築物の

保全のため、修理・流通支援から、これ

までなかった活用に関する支援を行う。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｒ03～ 〇 ◎ ◎ △ 

（内閣府）地方創生推

進交付金 

市費 

その他寄付金等 



 

158 

【８】 関連情報の発信 

歴史文化遺産に関する適切な情報の発信 

 

  

番号／事業名／事業概要 関係計画等 

実施期間 

(始期～

終期) 

実施主体 

財源 
市民 行政 

企業・ 

団体 

教育・ 

研究  
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
活
用 

8-1 五感で楽しむ金沢の食材 PR事業 

首都圏及び関西圏のホテルで金沢産食材

を提供するフェアを開催し PRを行う。 

金沢の農業と森づ

くりプラン 2025 

金沢産農産物ブ

ランド新戦略 

Ｈ29～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

8-2 金沢産農産物の魅力発信 

金沢産農産物の魅力を発信し、加賀野菜

等の認知度向上や販売促進を図る。 

金沢の農業と森づ

くりプラン 2025 

金沢産農産物ブ

ランド新戦略 

Ｒ01～ 〇 ◎ ◎ △ 

（内閣府）地方創生

推進交付金 

市費 

8-3 金沢産農林水産物商品化を推進 

ブランド認定された金沢産農林水産物を活

用した加工商品の開発を支援し、高付加価

値化と消費拡大を図る。 

金沢の農業と森づ

くりプラン 2025 

金沢産農産物ブ

ランド新戦略 

Ｒ03～ △ ◎ ◎ △ 市費 

8-4 「海幸金沢」ブランド普及を促進 

令和 2年度に発表した「海幸金沢」等の金

沢の海の幸ブランドのイメージ向上と定着を

図る。 

金沢で食する海

の幸魅力向上計

画 

Ｒ03～ 〇 ◎ ◎ △ 

（内閣府）地方創生

推進交付金 

市費 

8-5 「海幸金沢」の魅力発信 

金沢の海の幸の魅力を市民等に情報発信

することで、認知度向上や販売促進を図

る。 

金沢で食する海

の幸魅力向上計

画 

Ｈ25～ 〇 ◎ ◎ △ 市費 

8-6 金沢の食文化の継承及び振興 

金沢の食文化の継承及び振興をめざし、関

係団体と連携し、市民への意識啓発や国内

外への情報発信、食育・安全安心対策等を

推進する。食文化推進事業補助金、金沢

食文化フェスタの開催など。 

金沢の食文化の

魅力発信行動計

画 

～Ｒ05 〇 ◎ ◎ △ 

（内閣府）地方創生

推進交付金 

市費 

8-7 歴史文化遺産ＨＰ・ＳＮＳの運営 

タイムリーで効果的な歴史文化遺産に関

する情報の発信。 

金沢市文化財保

存活用地域計画 
Ｈ18～ 〇 ◎ 〇 〇 市費 

8-8 「平成の百工比照」の魅力を発信 

市民に向けた公開を目的とした展示会を開

催するとともに、国外向けに収集資料の概

要説明を英訳しホームページで発信する。 

文化芸術アクシ

ョンプラン 

Ｒ02～ 

Ｒ04 
〇 ◎ 〇 〇 市費 

※ ◎：施策実施の主体となる 
〇：施策に受動的に関わる 
△：状況により協力する 
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２ 文化財保存活用区域における措置 

前表で挙げた措置の中で、設定した各文化財保存活用区域内で実施するものは以下のとおり

である。これらの施策は措置のうちでも優先的かつ積極的に取り組むべき事項として位置づけ

る。いずれも再掲であり、事業概要に記した番号は前表のものと一致している。 

（１） 旧城下町区域 

保存・活用の 

個別方針 
事業名 事業概要／番号 

実施期間 

(始期～

終期) 

（１）調査・研究の充実 
『金沢歴史文化遺産』 

洗い出し調査（総合調査） 

未指定文化財の情報を収集、整理し、順次文化財的な視点

から必要な調査を行い、その保護措置を図る。（1-1） 
Ｒ04～ 

（２）文化財保護の対象 

拡大と保存管理 

重要伝統的建造物群保存地

区保存事業 

重伝建４地区における保存のため、地区内建造物の修理修景

や環境整備に対する助成を行う。各地区防災計画に基づき、防

火委水槽の設置や消火器、住警器の設置補助を行う。（2-1） 

Ｈ13～ 

記念物保存対策調査 

市内にある庭園を対象に、歴史的価値の高い庭園を掘り起こ

し、文化財として価値付けすることで、これらを後世に遺し、金

沢の庭園文化を継承していくことを目的とする。（2-4） 

Ｈ14～ 

指定文化財修理の支援 
指定文化財等を適切に保存するため、所有者等が行う修理

事業等への助成を行うもの。（2-9，2-10） 
Ｓ53～ 

（４）保存整備・ 

活用事業の実施 

金沢城跡整備事業 

金沢城公園は石川県の歴史・文化・伝統を継承する「象徴」で

あり、復元等の整備を行うことにより、新たな交流人口の拡大

と都心地区の魅力向上を推進する。（4-8） 

Ｈ07～ 

加賀藩主前田家墓所史跡整

備事業 

国史跡「加賀藩主前田家墓所」について、市民が歴史にふれ

られる場所として、史跡整備を実施。（4-10） 
Ｈ22～ 

史跡等標示板等の多言語化

の推進 

旧城下町区域の観光ルートにある主要な史跡等標示板につ

いて、多言語化整備を実施し、来訪した外国人観光客の歴史

都市・金沢への理解を深める。（4-15） 

Ｒ01～ 

歴史的建造物保存活用事業 

（旧森紙店、旧田上家） 

歴史的風致形成建造物及びその敷地を取得し、建造物の修

理復元を行い、市民や観光客に広く公開活用する。（4-19） 
Ｈ21～ 

金沢百万石まつりの開催 

藩祖・前田利家公が金沢の基礎を築いた偉業を偲んだ「金沢

百万石まつり」を開催することにより、誘客の促進と市内中心

部の活性化を図る。（4-32） 

Ｓ27～ 

加賀百万石回遊ルート魅力

向上事業 

長町武家屋敷跡から尾山神社を経て、金沢城、兼六園、本多の

森公園に至る加賀藩ゆかりの歴史遺産を巡るルート「加賀百万

石回遊ルート」、その魅力を向上する施策を実施する。（4-37） 

Ｒ01～ 

（５）周辺環境の一体的 

な保全・整備 

市内無電柱化等修景整備事

業 

景観と歴史的風致の向上を見据え、無電柱化、道路修景整

備を行う。（5-2ほか） 
Ｈ25～ 

浅野川風情の道整備事業 

こまちなみ保存区域の「旧新町区域」と「旧彦三一番丁・母衣

町区域」内の道路修景整備を、国道 159号から彦三町１丁目

地内の約 760ｍ区間において行う。（5-11） 

Ｒ04～ 

まちなか辰巳用水の修景 
西外惣構について、開渠化の促進や護岸等の修景整備を行

い、歴史文化遺産を活かした良好な景観創出を図る。（5-18） 

Ｒ01～ 

Ｒ09 

（６）人材育成 

芸妓文化の継承支援 
芸妓や料亭組合を直接支援し、伝統的な芸妓文化の保存・

育成を図る。（6-24） 
  

縁付金箔保存継承事業 

「縁付金箔製造」の技術を後世に保存継承するとともに、現代

の生活に活かすための創意工夫や活用の拡大を目指し、後

継者育成支援及び伝統技術の周知に取り組む。（6-25） 

Ｒ03～ 

全国学生大茶会の開催 

「茶の湯のまち 金沢」として、本市の茶道文化及び茶室の魅

力を広く発信するため、全国から大学茶道部を招聘し、学生

主体の大茶会を開催する。（6-38） 

Ｈ30～ 

（７）活動支援・連携 

体制の整備 

観光ボランティアガイドの

支援 

 市内の主要観光エリアに観光ボランティアガイド｢まいどさ

ん｣を常時配置し、観光案内を充実するとともに、ガイドを通し

た観光客の生の声、ニーズを把握する。（7-1） 

Ｈ06～ 
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（２） 金石・大野・粟崎区域 

 

（３） 旧北国街道森本・ 花園区域 

保存・活用の 

個別方針 
事業名 事業概要／番号 

実施期間 

(始期～

終期) 

（１）調査・研究の充実 
『金沢歴史文化遺産』の 

洗い出し調査（総合調査） 

未指定文化財の情報を収集、整理し、順次文化財的な視点

から必要な調査を行い、その保護措置を図る。（1-1） 
Ｒ04～ 

（２）文化財保護の対象 

拡大と保存管理 

文献史料等の詳細調査 
市内寺社等に残る文献等の歴史資料を調査し、その保護を

図る。（本龍寺文書等）（2-7） 
Ｈ28～ 

指定文化財修理等の支援 
指定文化財等を適切に保存するため、所有者等が行う修理

事業等への助成を行う。（2-9，2-10） 
Ｓ53～ 

（４）保存整備・ 

活用事業の実施 

日本遺産「北前船寄港地・

船主集落」の推進 

講演会や探訪会など、北前船に関する情報発信を促進させ

る事業を展開する。（4-3） 
Ｒ01～ 

史跡等標示板多言語化の 

推進 

主要な史跡等標示板について、多言語化整備を実施し、来

訪した外国人観光客の歴史都市・金沢への理解を深める。

（4-15） 

Ｒ01～ 

（６）人材育成 

無形民俗文化財の継承 
無形民俗文化財の保持団体による懇話会を開催し、課題の

解決、保存継承へ繋げる。（6-26） 
Ｈ30～ 

文化財の魅力を協働で発信 

地域で活動するボランティア、地元企業との協働で、文化財

の魅力発信や地域産業の普及を展開し、住民の地域への文

化財愛護精神を醸成する。（みやのこしこまち）（6-39） 

Ｒ03～ 

（７）活動支援・連携 

体制の整備 

金沢港周辺地域の 

活性化事業の展開 

既存路線バスネットワークと連携し、金沢駅発着の周遊シャト

ルバスの運行実験を実施、まちあるきマップを改訂。（7-10） 
Ｒ01～ 

保存・活用の 

個別方針 
事業名 事業概要／番号 

実施期間 

(始期～

終期) 

（１）調査・研究の充実 
『金沢歴史文化遺産』の 

洗い出し調査（総合調査） 

未指定文化財の情報を収集、整理し、順次文化財的な視点

から必要な調査を行い、その保護措置を図る。（1-1） 
Ｒ04～ 

（２）文化財保護の対象 

拡大と保存管理 

加越国境城跡群等詳の 

詳細調査 

史跡指定地南側に分布する二俣越、高峠城跡、荒山城跡に

ついて、詳細調査を実施し、保護施策を検討する。（2-5） 
Ｈ28～ 

指定文化財修理等の支援 
指定文化財等を適切に保存するため、所有者等が行う修理

事業等への助成を行う。（2-9，2-10） 
Ｓ53～ 

加賀野菜ブランド力向上 

生産者や流通事業者と連携しながら、イベント等で普及啓発

を行い、加賀野菜を含む金沢産農産物のブランド力の向上を

図る。（2-13） 

Ｈ09～ 

（４）保存整備・ 

活用事業の実施 

旧北国街道を活かした 

歴史探訪 

石川中央都市圏で歴史的結びつきが深い旧北国街道を活か

したウォークを開催し、文化財、歴史文化遺産を活用した４市

２町の広域連携、広域交流の促進を図る。（4-1） 

Ｒ02～ 

加越国境城跡群等の 

史跡整備 

国史跡「加越国境城跡群及び道」を歴史遺産として確実に保

存・活用し、誘客促進を実現するため、保存活用計画及び整

備基本計画に基づいた史跡整備を実施する。（4-12） 

Ｈ28～ 

（６）人材育成 無形民俗文化財の継承 
無形民俗文化財の保持団体による懇話会を開催し、課題の

解決、保存継承へ繋げる。（6-26） 
Ｈ30～ 
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（４） 二俣・田島区域 

 

（５） 湯涌温泉街区域 

保存・活用の 

個別方針 
事業名 事業概要／番号 

実施期間 

(始期～

終期) 

（１）調査・研究の充実 
『金沢歴史文化遺産』の 

洗い出し調査（総合調査） 

未指定文化財の情報を収集、整理し、順次文化財的な

視点から必要な調査を行い、その保護措置を図る。（1-1） 
Ｒ04～ 

（２）文化財保護の対象 

拡大と保存管理 

文献史料等の詳細調査 
市内に残る文献等の歴史資料を調査し、その保護を図

る。（二俣本泉寺文書等）（2-7） 
Ｈ28～ 

指定文化財修理等の支援 
指定文化財等を適切に保存するため、所有者等が行う修

理事業等への助成を行う。（2-9，2-10） 
Ｓ53～ 

文化財指定に向けた詳細調査 

市内に数多く残る歴史文化資産について、文化財指定

や指定保存対象物指定に向けた詳細調査等を実施す

る。（2-12） 

Ｈ16～ 

（４）保存整備・ 

活用事業の実施 
史跡等標示板多言語化の推進 

主要な史跡等標示板について、多言語化整備を実施し、

来訪した外国人観光客の歴史都市・金沢への理解を深

める。（4-15） 

Ｒ01～ 

（６）人材育成 

無形民俗文化財の継承 
無形民俗文化財の保持団体による懇話会を開催し、課題

の解決、保存継承へ繋げる。（二俣いやさか踊り）（6-26） 
Ｈ30～ 

文化財の魅力を協働で発信 

学生や地域で活動するボランティア、地元企業との協働

で、文化財の魅力発信や地域産業の普及を展開し、住

民の地域への文化財愛護精神を醸成する。（6-39） 

Ｒ03～ 

『金沢歴史文化遺産』顕彰 

制度 

市民提案型の「金澤歴史文化遺産登録制度」に基づき、

保存団体を認定、支援、顕彰（二俣和紙等）（6-44） 
Ｒ04～ 

保存・活用の 

個別方針 
事業名 事業概要／番号 

実施期間 

(始期～

終期) 

（１）調査・研究の充実 
『金沢歴史文化遺産』の洗い

出し調査（総合調査） 

未指定文化財の情報を収集、整理し、順次文化財的な

視点から必要な調査を行い、その保護措置を図る。（1-1） 
Ｒ04～ 

（２）文化財保護の対象 

拡大と保存管理 

指定文化財の適切な維持管理 
指定文化財等を保存・継承するため、適切な修理と維持

管理を行う。（2-9、2-10） 
Ｓ53～ 

文化財指定に向けた詳細調査 

市内に数多く残る歴史文化資産について、文化財指定や

指定保存対象物指定に向けた詳細調査等を実施する。

（2-12） 

Ｈ16～ 

（４）保存整備・ 

活用事業の実施 

土清水塩硝蔵跡の史跡整備 

平成 25 年３月 27 日に国史跡「辰巳用水」に追加指定さ

れた「土清水塩硝蔵跡」について、史跡整備を実施し、保

存と活用を図る。（4-9） 

Ｈ25～ 

金沢湯涌江戸村リビングヒス

トリー事業の実施 

重要文化財等に新たな価値を付加するため、訪日外国

人観光客が体感・体験できる、往時を再現した復元行事

や歴史体験行事を実施する。（4-26） 

Ｈ31～ 

湯涌温泉受入環境向上事業の

支援 

湯涌温泉街の受入環境向上を図るため、湯涌温泉観光

事業協同組合が実施する各種ハード整備事業に対し支

援する。（4-28） 

Ｓ60～ 

湯涌温泉街のにぎわいを創出 
四季折々の自然や伝統行事を堪能するイベントを実施

し、湯涌の魅力の向上・発信と誘客促進を図る。（4-30） 
Ｈ22～ 

（６）人材育成 無形民俗文化財の継承 
無形民俗文化財の保持団体による懇話会を開催し、課題

の解決、保存継承へ繋げる。（湯涌念仏踊り）（6-26） 
Ｈ30～ 
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３ 重点的に行う措置 

（１） 『金沢歴史文化遺産登録制度』の創設と運営 

指定文化財、国登録文化財に準ずる金沢市の歴史文化を構成するモノやコト、市民の誇りに

なっている歴史文化遺産を拾い上げ、市民主体で行われてきたその継承を支援する新たな歴史

文化遺産の保護制度を創設する。 

登録された歴史文化遺産に対する支援については、新たに補助制度を検討するほか、歴史文

化遺産を地域の誇りとしてもらうために、登録認定証等、金沢市が認めた歴史文化遺産である

という証となるものを交付し、また、行政主体で積極的に市内外へ広報するとともに、国その

他の団体からの歴史文化遺産振興にかか

る支援制度の斡旋を含めた保存・活用のた

めのアドバイス、さらには登録後、その歴

史文化遺産の保存・活用に著しく貢献した

と認められる団体等についての顕彰制度

も併せて設け、地域を歴史文化遺産の保

存・活用の主体としながら、行政との協働

体制のもと、地域の歴史文化遺産を守り伝

える体制の構築を目指す。 

 

（２） 文化財等の保存活用計画作成を推進 

金沢市に所在する指定文化財等の多くは個人や団体の所有となっており、その維持管理及び

活用についても所有者の責務となっている。しかし、所有者がその文化財の本質的価値を十分

に理解できていないケースも多く、維持管理の範囲と現状変更の許可等が必要な場合との境界

線が明確でないがゆえに、改変による文化財的価値の減少が生じるおそれや、所有者が維持管

理や修理・修繕等について不安を抱いている現状もある。 

所有者と行政とが協働で文化財の保存活用計画の作成を行うことで、双方が同じ価値観を共

有しながら、文化財の持つ本質的価値、現状と課題を把握し、今後の保存・活用の方向性を共

に見出していく。それにより、所有者による自主的な保存と活用の円滑な促進につなげていく。

国指定文化財だけでなく、市指定文化財等についてもその将来にわたる文化財的価値の継承を

目指し、計画的な保存管理と活用のために必要な整備の計画作成を推進する。 

 

（３） 無形民俗文化財・選定保存技術等の後継者育成支援 

金沢の文化、嗜
たしな

みを次世代に引き継ぐため、指定・未指定を問わず、官民協働で後継者育成

を図る。講師派遣、継承のための会合や研修など、地域における文化・芸術伝承事業について

支援を行うとともに、「加賀宝生子ども塾」、「金沢工芸子ども塾」など、金沢の伝統芸能や美術

工芸の技能伝承体験プログラムについても継続し、次世代に継承する人材を育てる。 

金沢歴史文化遺産登録制度のイメージ 
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第６章 歴史文化遺産の保存・活用の推進体制 

１ 金沢市の体制 

（１） 保存・活用のための体制整備 

①市の体制整備 

本市では、文化財保護と一体となったまちづくりの推進を目指し、文化財保護行政と

まちづくり行政との連携を強化するため、地方自治法第 180条の７の規定に基づき、平

成 13年度（2001年度）より市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の事務部局

の職員に補助執行させてきた。令和２年（2020）４月１日の地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の施行を受け、観光、まちづくり等の部局との連携をより強固とし、よ

り効果的な文化財の保存・活用を実現するため、令和３年（2021）４月１日から文化財

保護部局は市長の事務部局へと移行している。 

組織としては、文化スポーツ局内に文化財の保全、活用を担当する「文化財保護課」・

「歴史都市推進課」、文化振興を担う「文化政策課」を置き、文化財を含む市域の歴史

文化遺産全般の保全、活用、整備並びに指導等に関する業務を行っている。 

また、文化財保護とまちづくりの整合を図るため、都市政策局、都市整備局及び土木

局の関連課を「まちづくりフロア」として一体的に集中配置することにより、関連課の

部局横断的な連携の強化を図っている。地域計画の実施にあたっては、「文化財保護課」

が事務局となり、庁内の関係各課との連携を強化し、歴史文化遺産の保存・活用を推進

する。また、本市の歴史文化遺産を通じて関係のある専門機関や組織とも協働していく。 

  

金沢市における文化財保存活用地域計画推進のための組織体制 

文化スポーツ局

歴史都市推進課

文化財保護課

都市政策局

交通政策課

歩ける環境推進課

土木局

道路建設課

道路管理課

内水整備課

文化政策課

都市整備局

景観政策課

緑と花の課

市街地再生課

住宅政策課

建築指導課

都市計画課

歴史遺産調査研究室

埋蔵文化財センター

金沢職人大学校（本科９科、修復専攻科）

瓦科 修復専攻科

まちづくりフロア

文化財行政部門

経済局

商工業振興課

クラフト政策推進課

観光政策課

産業政策課

環境局

環境政策課

農林水産局

農業水産振興課

消防局

予防課

市民局

市民協働推進課

教育委員会

生涯学習課

図書館総務課

学校指導課
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文化財行政部門における体制 

組織 主な業務内容 構成 

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局 

文化政策課 文化振興に関する計画・施策 など 職員 17（事務） 

文化財保護課 

歴史的文化遺産の保護及び継承 

埋蔵文化財の調査、保存、公開及び活用 

・埋蔵文化財センター ・金沢縄文ワールド 

職員 15（事務 4、専門８、土

木 2、建築 1）（兼務：造園 1） 

 

審
議
会
等 

文化財保護審議会 指定等文化財 

委員 10（建築 1、絵画 1、工

芸 2、考古 2、庭園 1、植物

1、民俗 1、教育 1） 

 埋蔵文化財調査委員会 埋蔵文化財 
委員 4 

（考古 2、郷土史 1、教育 1） 

 
文化財保存活用 

地域計画協議会 

金沢市文化財保存活用地域計画の作成、変更、

措置の進捗確認 

委員 15 

（文化財 3、景観 1、住民団

体 2、所有者 2、観光 1、郷土

史 1、協力団体 1、行政 4）、 

歴史都市推進課 

伝統的建造物群保存地区 

こまちなみの保存育成 

寺社風景の保全 

歴史建造物の保全及び整備 

歴史的みち筋の整備 

文化的景観の保護 

公益社団法人金沢職人大学校 に関すること 

・金澤町家情報館 

職員 15 

（事務 5、土木 4、建築 6） 

 歴史遺産調査研究室 

 

審
議
会
等 

伝統的建造物群保存 

地区保存審議会 
伝統的建造物群保存地区 

委員 14（文化財 1、建築 3、

景観 2、歴史 1、経済 1、弁護

士 1、地元 4、県 1） 

 金澤町家保全活用審議会 金澤町家 

委員 14 

（建築 4、不動産 2、景観 1、

経済 3、弁護士 1、公募 3） 

 用水保全審議会 保全用水 
委員 12（学識 3 郷土史 1、民

間 4、行政 4） 

 こまちなみ保存委員会 こまちなみ保存区域、保存建造物 委員 10（学識 7、民間 3） 

 歴史まちづくり協議会 

歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関

する協議並びに認定歴史的風致維持向上計画

の実施にかかる連絡調整 

委員 14（建築 1、建築史 1、

郷土史 1、都市計画 1、文化

財 1、民間 2、県 3、市 4) 

部
外
団
体 

公益財団法人 

金沢芸術創造財団 

金沢市が設置する 10ヵ所の芸術文化施設の運営 

・金沢歌劇座       ・金沢市文化ホール 

・金沢市アートホール   ・金沢市民芸術村 

・金沢卯辰山工芸工房   ・金沢湯涌創作の森 

・金沢 21世紀美術館    ・金沢能楽美術館 

公益財団法人 

金沢文化振興財団 

金沢市の文化施設等の管理運営 

・寺島蔵人邸     ・中村記念美術館    ・金沢くらしの博物館 

・安江金箔工芸館   ・金沢ふるさと偉人館  ・泉鏡花記念館 

・金沢湯涌夢二館   ・金沢蓄音器館     ・前田土佐守家資料館 

・室生犀星記念館   ・徳田秋聲記念館    ・金沢市老舗記念館 

・金沢文芸館     ・金沢湯涌江戸村    ・鈴木大拙館 

・谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 

茶室の管理運営 

・旧高峰家・旧検事正官舎   ・松声庵    ・旧園邸・松向庵 

公益財団法人横浜記念 

金沢の文化創生財団 
伝統芸能の継承および育成に関する事業 

公益社団法人金沢職人大学校 金沢に残る伝統的で高度な職人の技の伝承と人材の育成 
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連携を強化する関連部局・関係機関・団体 

 

 

 組織 主な連携内容 

庁
内
の
関
連
部
局 

都
市
政
策
局 

企画調整課 金沢港周辺活性化、市街地活性化に関する計画、施策 

金沢美大事務局 美術工芸研究所関係事業 

交通政策課 第２次金沢交通戦略に関連する事業 

歩ける環境推進課 公共シェアサイクル「まちのり」運営事業 

都
市
整
備
局 

都市計画課 まちづくり・地域づくり、木の文化都市関連計画・施策に関すること 

景観政策課 
景観の保存育成及び創出（風致地区・景観地区の保存育成、景観形成

に係る計画立案など）、景観誘導施策、景観向上事業に関すること 

緑と花の課 
緑のまちづくり計画、緑化推進・保全に関する計画及び施策に関する

こと 

市街地再生課 
市街地再開発、防災まちづくり、公益財団法人金沢まちづくり財団に

関すること 

住宅政策課 住宅政策、空き家活用に関すること 

建築指導課 建築行政（建築基準法、都市計画法に基づく確認等）に関すること 

経
済
局 

産業政策課 食文化の継承及び振興、金沢港の振興に関する計画・施策に関すること 

商工業振興課 商工業の振興、ものづくり会館に関すること 

クラフト政策推進課 伝統工芸の保全・振興施策、人材育成に関すること 

観光政策課 文化観光、伝統芸能・伝統工芸を核とした観光施策に関すること 

環境局 環境政策課 自然環境の保全、野生動植物の保護に関する業務 

農林水産局 農業水産振興課 食文化（加賀野菜ほか特産品）に関する計画・施策に関すること 

市民局 市民協働推進課 伝統文化を基盤とした地域コミュニティ、旧町名の復活に関すること 

教
育
委
員
会 

学校指導課 学校におけるふるさと教育に関する計画・施策に関すること 

生涯学習課 歴史・文化等に関する社会教育事業、中央公民館に関すること 

図書館総務課 図書館、近世史料館に関すること 

消防局 予防課 文化財等に関する防火防災の計画・施策 など 

石
川
県 

石川県教育委員会事務局文化財課 石川県内の国指定、県指定等の文化財の保存・活用に関すること 

石川県金沢城調査研究所 金沢城・兼六園の調査研究、資料の収集及び情報発信に関すること 

石川県県民文化スポーツ部文化振興課 文化振興にかかる総合的な企画調整及び推進に関すること 

石川県土木部公園緑地課 金沢城跡・兼六園の管理及び整備に関すること 

石川県立歴史博物館 

（いしかわ赤レンガミュージアム） 

石川県内の歴史文化、自然に関する資料の収集、保存、調査研究及び

教育普及に関すること 

石川県立美術館 

（石川県文化財保存修復工房） 

石川県関係の美術資料、美術作家に関する調査研究、資料の収集・保

存、展示普及に関すること 

公益財団法人 

石川県埋蔵文化財センター 
県内の発掘調査、埋蔵文化財に関すること 

金沢中警察署 

金沢東警察署 

金沢西警察署 

銃砲刀剣類の発見届に関すること 

そ
の
他 

北前船日本遺産推進協議会 

日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・

船主集落～」の活用、関係自治体及び団体の連携、観光振興及び地域

活性化に関すること 
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②市民との協働体制の構築 

金沢市の市民活動の活動内容や分野を見ると、歴史遺産を活用することの重要性を

市民も一定レベルまで認識しており、多くの活動団体が金沢の歴史や文化を活かすこ

とを前提として活動している。一方、資金協力について呼びかけや、活動団体同士の

横のつながり、協働体制の構築については発達途上の面も見受けられる。情報の拠点

となる場所や、活動を継続していくためのサポートが必要である。さらに、こうした

様々な団体等との協働体制を強化するため、法に基づく「文化財保存活用支援団体」

に指定していく事も検討する。 

 
■金沢市における文化財等の保存・活用に関わる主な団体の一覧 

●伝承芸能系の団体 

 

●学術・研究系の団体 

 

●芸能・芸術系の団体 

 

 

団体の名称 主な活動エリア 活動の概要 

二俣いやさか踊り保存会 二俣地区 二俣いやさか踊りの継承など 

加賀とびはしご登り保存会 市内全域 加賀鳶梯子登りの継承など 

ジョンカラ節保存会 東長江地区 東長江ジョンカラ節の保存、継承 

大野町山王悪魔払保存会 大野町地区 山王悪魔払の継承など 

加賀獅子保存協会 市内全域 加賀獅子の保存、継承、技術振興、普及 

八田さかたおどり保存会 八田地区 八田さかたおどりの継承など 

加賀万歳保存会 市内全域 加賀万歳の保存、継承 

大野湊神社神事能奉賛会 金石地区 神事能の開催 

上野町餅つき踊り保存会 上野町地区 餅つき踊りの継承など 

南無とせ節保存会 鞍月地区 南無とせ節の継承など 

大野湊神社夏季祭礼行事奉賛会 金石地区 大野湊神社夏季大祭の運営 

金沢奴行列保存会 市内全域 奴行列の継承など 

湯涌念仏踊り保存会 湯涌地区 湯涌念仏踊りの継承など 

金沢市民謡保存連合会 市内全域 市内に伝わる民謡、踊りの伝承、振興 

団体の名称 主な活動エリア 活動の概要 

辰巳用水にまなぶ会 辰巳用水流域 辰巳用水の啓発、保全 

加能民俗の会 市内全域 市内民俗の研究、発信など 

団体の名称 主な活動エリア 活動の概要 

金沢能楽会 市内全域 加賀宝生の演能、継承など 

金沢素囃子保存会 市内全域 金沢素囃子の演奏、継承など 

金沢市音楽文化協会 市内全域 音楽文化（邦楽、洋楽）の普及、発信、国際交流、人材育成 

百万石夏おどり実行委員会 市内全域 盆踊り事業の開催 



第６章 歴史文化遺産の保存・活用の推進体制 

167 

●伝統技能系の団体 

 

●まちづくり系の団体 

 

●その他団体等 

団体の名称 主な活動エリア 活動の概要 

金沢金箔伝統技術保存会 市内全域 縁付金箔製造技術の研究、継承 

公益社団法人金沢職人大学校 市内全域 金沢に残る伝統的で高度な職人の技の伝承と人材の育成 

特定非営利活動法人 

金澤町家研究会 
市内全域 金澤町家の保全と活用に関する活動 

一般社団法人 

金澤町家活用推進機構 
市内全域 金澤町家の活用の促進に関する活動 

特定非営利活動法人 

石川県茅葺き文化研究会 
湯涌地区 茅葺き屋根建造物の補修用の材料供給のため、茅場を維持管理 

歴史的建造物修復研究会 市内全域 文化財保存のための技能、技術の研鑽 

一般財団法人 

石川県文化財保存修復協会 
市内全域 文化財の保存・修復及び技術者の育成 

団体の名称 主な活動エリア 活動の概要 

びわ塚保存会 二塚地区 びわ塚の管理、清掃 

おまる塚保存会 二塚地区 おまる塚の管理、清掃 

上荒屋遺跡公園愛護会 上荒屋地区 上荒屋遺跡公園の管理、清掃 

金沢東山・ひがしの町並みと文

化を守る会 
東山地区 

東山ひがし伝統的建造物群保存地区内の保存を主体としたまち

づくり 

主計町まちづくり協議会 主計町 
主計町伝統的建造物群保存地区内の保存を主体としたまちづく

り 

卯辰山麓地区まちづくり協議会 東山地区 卯辰山麓伝統的建造物群保存地区内の保存を主体としたまちづくり 

寺町台まちづくり協議会 寺町・野町地区 寺町台伝統的建造物群保存地区内の保存を主体としたまちづくり 

新町・鏡花通りを良くする会 下新町 旧新町を泉鏡花のイメージでストーリーのある通りにする活動 

大野こまちなみ研究所 大野地区 大野町こまちなみ保存区域内の保存を主体としたまちづくり 

大野みらい・まちなみ委員会 大野地区 大野町こまちなみ保存区域を核とした大野地区のまちづくり 

金澤東山まちづくり協議会 東山地区 浅野川園遊会をはじめとした、浅野川界隈のまちづくり 

長町武家屋敷界隈を愛する会 長町地区 長町武家屋敷界隈の環境保全と大野庄用水、鞍月用水の保全 

にし茶屋街を愛する会 野町１丁目地内 にし茶屋街の保存を主体としたまちづくり 

卯辰山を愛する会 東山地区 卯辰山山麓寺院群を中心としたまちづくり 

金沢市景観サポーター 市内全域 市内巡回、景観資源の取材及び調査など 

金沢市景観みまもりたい 市内全域 景観パトロール、景観出前講座などの啓発活動など 

金沢文化財ボランティア 

「うめばちの会」 
市内全域 

市主催の文化財活用イベント補助 

文化財活用自主イベントの企画、運営など 

みやのこしこまち 金石地区 金石地区の歴史文化遺産等の案内 

田上公民館ふるさと歴史研究会 田上地区 田上地区の歴史文化の研究 

団体の名称 主な活動エリア 活動の概要 

一般社団法人金沢市観光協会 市内全域 金沢市を中心とする観光事業の振興 

金沢市公民館連合会 市内全域 公民館の活動に関すること 

金沢市町会連合会 市内全域 町会の活動に関すること 

金沢商工会議所 市内全域 商工業の振興、地域づくりに関すること 
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③企業・団体、教育・研究機関との連携 

地元企業やＮＰＯ法人等の協力を受けて文化財を保護していくための方策を研究す

るとともに、学校教育機関との連携を進める。次代を担う子どもたちが金沢の歴史文化

遺産に親しみを持ち、その保護に対する理解を深めることは、子どもの持つ個性を伸ば

し、感性をはぐくむことにつながるとともに、歴史文化遺産の次代の担い手としての成

長が期待されることから、学校教育分野と積極的に連携し、伝統文化や文化財について

理解を深め、親しむ機会の充実を図るための取組を強化していく。行動基盤が地域に密

着している小・中学生の豊かな感受性を刺激し、地域の歴史文化遺産、またその成り立

ちを理解する人材を育てるため、小・中学校の活用を積極的に図っていく。 

また、高等教育機関においては、より高度な水準で地域の歴史文化に関与する可能性

があることから、積極的に連携を図っていく。 

 

 

 本計画の基本目標である「地域全体で『金沢の歴史文化遺産』を守り育てる」の実

現には、活動の主体となる「市民」、「行政」、「企業・団体」、「教育・研究機関」が本

計画に参画し、それぞれの役割を果たしながら、一体として取り組んでいくことが必

要である。基本目標の達成に向け、体制のさらなる整備を進めていく。 

 

 

  

計画推進体制のイメージ 



第６章 歴史文化遺産の保存・活用の推進体制 

169 

（２） 計画の進捗管理と自己評価の方法 

①金沢市文化財保存活用地域計画協議会の組織 

地域計画の推進にあたっては、引き続き文化財保護課が事務局となって「金沢市文

化財保存活用地域計画協議会」を組織し、地域計画の進捗の報告、適宜変更の検討、

次期計画の作成を行う。 

 

②自己評価の方法 

◆ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

第５章に示した措置のうち、金沢市が主体となって重点的に行う措置については、毎年

目標値を設定して自己評価を行い、協議会に報告する。毎年実施する事業については、協

議会において目的、手法、効果及び市民等との連携の観点から評価を行い、課題点を整理

し、翌年度の事業実施に活かしていくためにＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行う。こ

れらの評価に関しては、令和 10年度以降に新たな次期地域計画を策定する際の基礎資料

とする。 

◆協働・連携による事業の推進 

事業の実施にあたって、文化財保護審議会委員をはじめとする有識者、国・県の助言を

受け、歴史文化遺産所有者はもちろんのこと、市民、関連団体の積極的な参加・参画を得

ながら協働・連携により事業を推進していく。 

◆計画の見直し 

めまぐるしく変化する社会環境に対応し、歴史文化遺産の保存に関する突発的な事案

にも対応していくため、令和６年度において令和３年度から令和６年度にかけての事業

を総括して評価し、令和７年度以降の事業についての見直しを行うこととする。計画期

間の変更、文化財の保存に影響を与えるおそれのある変更、地域計画の実施に支障が生

じるおそれのある変更が生じた場合においては、文化庁長官に対して変更の認定申請を

行い、それ以外の軽微な変更があった場合は、その変更の内容について、石川県を経由し

て文化庁へ情報提供することとする。 

 

 

  

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

施策の展開

事業の実施

ＤＯ 実施

評価結果の活用

・施策や事業の優先度の決定

・事業の改善、取捨選択

・事業実施方法・主体の検討 など

ＡＣＴＩＯＮ 反映

次年度実施計画の作成

予算の編成・配分

ＰＬＡＮ 計画

評価の実施

・進捗状況及び課題の確認

・成果の検証

ＣＨＥＣＫ 評価

文化財保存活用

地域計画協議会

の評価
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆国指定/選定文化財
名              称 所　在　地 指定年月日

1- 1- 1 有形 建造物
尾崎神社 本殿附厨子･中門･ 透塀･拝殿及び
弊殿 附 棟札三枚

金沢市丸の内5-5 昭和25年 8月29日

1- 1- 2 有形 建造物 尾山神社神門 附 棟札一枚 金沢市尾山町11-1 昭和25年 8月29日

1- 1- 3 有形 建造物
金沢城石川門 表門･表門北方 太鼓塀･表門
南方太鼓塀･櫓門 ･続櫓･櫓･附属左方太鼓
塀･附 属右方太鼓塀

金沢市丸の内71 昭和25年 8月29日

1- 1- 4 有形 建造物 成巽閣  附 棟札一枚 金沢市兼六町1-2 昭和25年 8月29日
1- 1- 5 有形 建造物 金沢城三十間長屋 金沢市丸の内71 昭和32年 6月18日

1- 1- 6 有形 建造物 旧第四高等中学校本館
石川四高記念文化交流館
金沢市広坂2-2-5

昭和44年 3月12日

1- 1- 7 有形 建造物 旧松下家住宅
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

昭和46年12月28日

1- 1- 8 有形 建造物
旧鯖波本陣石倉家住宅主屋･ 土蔵･馬屋･表
門

金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

昭和46年12月28日

1- 1- 9 有形 建造物 大乗寺仏殿 附 棟札一枚 金沢市長坂町ル10 昭和58年 6月 2日

1- 1- 10 有形 建造物
旧金澤陸軍兵器支廠 旧第五號兵器庫 ･旧第
六號兵器庫･ 旧第七號兵器庫･附通用門

石川県立歴史博物館
金沢市出羽町3-1

平成 2年 9月11日

1- 1- 11 有形 建造物 志摩 金沢市東山1-13-21 平成15年12月25日
1- 1- 12 有形 建造物 金沢城土蔵（鶴丸倉庫） 金沢市丸の内71-18 平成20年 6月 9日
1- 1- 13 有形 建造物 旧石川県第二中学校本館 金沢市飛梅町148 平成29年11月28日
1- 2- 1 有形 絵画 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 奈良国立博物館 昭和25年 8月29日

1- 2- 2 有形 絵画
紙本著色三十六歌仙切
 (朝忠)佐竹家伝来

金沢市東山３丁目 昭和25年 8月29日

1- 2- 3 有形 絵画
紙本著色三十六歌仙切
 (忠視)佐竹家伝来

金沢市十間町 昭和25年 8月29日

1- 2- 4 有形 絵画
紙本墨画西湖図
弘治九年閏三月十三日の年記

石川県立美術館 昭和25年 8月29日

1- 2- 5 有形 絵画
紙本著色四季耕作図六曲屏風
久隅守景筆

石川県立美術館 昭和42年 6月15日

1- 3- 1 有形 彫刻 銅造阿弥陀如来坐像 金沢市寺町5-5-28 昭和25年 8月29日
1- 4- 1 有形 国宝工芸品 色絵雉香炉　仁清作 石川県立美術館 昭和26年 6月 9日

1- 4- 2 有形 工芸品
蒔絵朱鞘大小 刀中身
無銘 伝前田利家所用

金沢市尾山町 昭和25年 8月29日

1- 4- 3 有形 工芸品 色絵梅花図平水指　仁清作 石川県立美術館 昭和25年 8月29日
1- 4- 4 有形 工芸品 陶製茶碗 銘筒井筒 金沢市石引４丁目 昭和25年 8月29日
1- 4- 5 有形 工芸品 秋野蒔絵硯箱 金沢市十間町 昭和27年 3月29日
1- 4- 6 有形 工芸品 能装束  緑地桐鳳凰文唐織 石川県立美術館 昭和49年 6月 8日
1- 4- 7 有形 工芸品 備前矢筈口耳付水指 金沢市太陽が丘１丁目 昭和60年 6月 6日
1- 4- 8 有形 工芸品 色絵雌雉香炉　仁清作 石川県立美術館 昭和40年 5月29日
1- 4- 9 有形 工芸品 和歌浦蒔絵見台 石川県立美術館 平成10年 6月30日

1- 5- 1 有形 書籍･典籍
手鑑  後鳥羽天皇宸記
以下二百一葉

金沢市立中村記念美術館 昭和25年 8月29日

1- 5- 2 有形 書籍･典籍 三代嗣法書 石川県立美術館 昭和25年 8月29日

1- 5- 3 有形 書籍･典籍
韶州曹渓山六祖師壇経
紙背仮名消息

石川県立美術館 昭和25年 8月29日

1- 5- 4 有形 書籍･典籍
仏果碧巌破関撃節 上下
(一夜碧巌集)

石川県立美術館 昭和25年 8月29日

1- 5- 5 有形 書籍･典籍
紙本支那禅刹図式
(寺伝五山十刹図)　二巻

石川県立美術館 昭和25年 8月29日

1- 5- 6 有形 書籍･典籍
紺紙金字法華経第四
平 清盛･頼盛筆 附 蒔絵経筥　一合

金沢市十間町 昭和25年 8月29日

1- 5- 7 有形 書籍･典籍 紙本墨書作庭記 金沢市十間町 昭和25年 8月29日

1- 5- 8 有形 書籍･典籍
紙本墨書恵慶集  下
附 同書上(烏丸光宏等四人筆)
・平目地蒔絵文様筥

金沢市立中村記念美術館 昭和25年 8月29日

1- 5- 9 有形 書籍･典籍
紙本墨書後深草天皇宸翰御
消息 (九月十八日御花押)

金沢市長町２丁目 昭和25年 8月29日

1- 5- 10 有形 書籍･典籍
夢窓疎石墨蹟  偈語
貞和五年歳余前二日

金沢市立中村記念美術館 昭和36年 2月17日

1- 5- 11 有形 書籍･典籍
羅漢供養講式稿本断簡
道元筆

石川県立美術館 昭和41年 6月11日

1- 5- 12 有形 書籍･典籍 平家重筆懐紙（ふねのうち） 金沢市立中村記念美術館 平成21年 7月10日
1- 5- 13 有形 書籍･典籍 藤原重輔筆懐紙（たちいつる） 金沢市立中村記念美術館 平成21年 7月10日
1- 5- 14 有形 書籍･典籍 春日懐紙（紙背春日本万葉集） 石川県立歴史博物館 平成21年 7月10日
1- 6- 1 有形 古文書 加賀郡牓示札（石川県加茂遺跡出土） 石川県立埋蔵文化財センター 平成22年 6月29日

1- 7- 1 有形 考古資料
埴輪  犬  群馬県佐波郡境町大字
上武士天神山古墳出土

金沢市石引４丁目 昭和33年 2月 8日

番号 種別
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名              称 所　在　地 指定年月日番号 種別

1- 7- 2 有形 考古資料
埴輪  男子立像  群馬県佐波郡境町
大字上武士天神 山古墳出土

金沢市石引４丁目 昭和33年 3月25日

1- 7- 3 有形 考古資料 中屋サワ遺跡出土品 金沢市埋蔵文化財センター 平成26年 8月21日

1- 10- 1 無形 工芸技術
銅鑼
保持者　三代　魚住為楽

金沢市長町１丁目

指定
  平成14年 7月 8日
認定
  平成14年 7月 8日

1- 10- 2 無形 工芸技術
彫金
保持者　中川　衛

金沢市入江２丁目

指定
  昭和53年4月16日
認定
  平成16年 9月 2日

1- 10- 3 無形 工芸技術
友禅
保持者　二塚長生

金沢市窪３丁目

指定
  昭和30年5月12日
認定
  平成22年 9月 6日

1- 11- 1 民俗 有形民俗 金沢の金箔製作用具 金沢市 昭和46年12月15日
1- 11- 2 民俗 有形民俗 北陸地方の木地製作用具 金沢市 昭和47年 8月 3日
1- 11- 3 民俗 有形民俗 加賀の手漉和紙の製作用具及び民家 金沢市 昭和49年 2月18日
1- 11- 4 民俗 有形民俗 加賀象嵌製作用具 金沢市 昭和49年11月19日
1- 11- 5 民俗 有形民俗 真成寺奉納産育信仰資料 金沢市東山2-25-73 昭和57年 4月21日
1- 13- 1 記念物 史跡 チカモリ遺跡 金沢市新保本5-47 昭和62年2月23日

1- 13- 2 記念物 史跡 東大寺領横江荘遺跡 金沢市上荒屋
昭和47年 3月14日
平成18年 7月28日
平成28年10月 3日

1- 13- 3 記念物 史跡 金沢城跡 金沢市丸の内71 平成20年6月17日
1- 13- 4 記念物 史跡 加賀藩主前田家墓所 金沢市野田町野田山1-1ほか 平成21年2月12日

1- 13- 5 記念物 史跡 辰巳用水 附 土清水塩硝蔵跡
金沢市上辰巳町壱字112-3ほか
大桑町カ218番1ほか

平成22年 2月22日
平成25年 3月27日

1- 13- 6 記念物 史跡 加越国境城跡群及び道 金沢市松根町ほか 平成27年10月7日

1- 14- 1 記念物 名勝 成巽閣庭園 金沢市兼六町1-2
昭和 4年 4月 2日
平成29年 2月 9日

1- 14- 2 記念物
特別
名勝

兼六園 金沢市兼六町1-1 昭和60年 3月20日

1- 14- 3 記念物 名勝 末浄水場園地 金沢市末町1-1ほか 平成22年 2月22日
1- 15- 1 記念物 天然記念物 山科の大桑層化石産地と甌穴 金沢市山科町 昭和16年 1月27日
1- 15- 2 記念物 天然記念物 松月寺のサクラ 金沢市寺町5-5-22 昭和18年 8月24日
1- 15- 3 記念物 天然記念物 堂形のシイノキ 金沢市広坂2-1-1 昭和18年 8月24日

1- 15- 4 記念物
特別

天然記念物
カモシカ 昭和30年 2月15日

1- 15- 5 記念物 天然記念物 イヌワシ 昭和40年 5月12日
1- 15- 6 記念物 天然記念物 マガン 昭和46年 6月28日
1- 15- 7 記念物 天然記念物 ヒシクイ 昭和46年 6月28日
1- 16- 1 金沢の文化的景観 城下町の伝統と文化 金沢市広坂１丁目ほか 平成22年 2月22日
1- 17- 1 東山ひがし重要伝統的建造物群保存地区 金沢市東山１丁目 平成13年11月14日
1- 17- 2 主計町重要伝統的建造物群保存地区 金沢市主計町 平成20年 6月 9日
1- 17- 3 卯辰山麓重要伝統的建造物群保存地区 金沢市東山２丁目ほか 平成23年11月29日
1- 17- 4 寺町台重要伝統的建造物群保存地区 金沢市野町１丁目ほか 平成24年12月28日
1- 18- 1 縁付金箔製造 金沢市 平成26年10月23日

伝統的建造物群

文化的景観

選定保存技術

伝統的建造物群
伝統的建造物群
伝統的建造物群
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆石川県指定文化財
名              称 所　在　地 指定年月日

2- 1- 1 有形 建造物 成巽閣煎茶席三華亭 金沢市兼六町1-2 昭和38年 7月 3日

2- 1- 2 有形 建造物 旧高田家住宅
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

昭和47年 1月25日

2- 1- 3 有形 建造物 旧山川家住宅　主屋･土蔵
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

昭和47年 1月25日

2- 1- 4 有形 建造物 成巽閣辰巳長屋 金沢市兼六町1-2 昭和48年 2月 5日

2- 1- 5 有形 建造物 旧平家住宅
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

昭和50年10月 7日

2- 1- 6 有形 建造物
元金沢貯蓄銀行
（旧北陸銀行尾張町支店）

金沢市尾張町1-11-8 昭和51年 9月21日

2- 1- 7 有形 建造物 城南荘（旧横山邸）居宅　ほか一棟 金沢市広坂1-8-19 昭和54年12月19日
2- 1- 8 有形 建造物 大乗寺法堂（含祖堂） 金沢市長坂町ル10 昭和57年 1月12日
2- 1- 9 有形 建造物 大乗寺山門 金沢市長坂町ル10 昭和57年 1月12日

2- 1- 10 有形 建造物
大乗寺総門 附棟札一枚
附 大乗寺伽藍

金沢市長坂町ル10 昭和57年 1月12日

2- 1- 11 有形 建造物
大野湊神社 佐那武社
附 棟札二枚

金沢市寺中町ハ163 昭和57年 1月12日

2- 1- 12 有形 建造物 大野湊神社 八幡社 金沢市寺中町ハ163 昭和57年 1月12日
2- 1- 13 有形 建造物 大野湊神社 神明社 金沢市寺中町ハ163 昭和57年 1月12日
2- 1- 14 有形 建造物 成巽閣土蔵（道具蔵） 金沢市兼六町1-2 昭和58年 1月25日
2- 1- 15 有形 建造物 旧金沢第三中学校玄関棟 金沢市大樋町16-1 平成元年 3月23日
2- 1- 16 有形 建造物 夕顔亭 金沢市兼六町1-1 平成元年10月23日
2- 1- 17 有形 建造物 旧津田玄蕃邸玄関 金沢市兼六町1-1 平成 3年 4月11日
2- 1- 18 有形 建造物 本願寺金沢別院　本堂 金沢市笠市町2-47 平成17年 3月25日
2- 1- 19 有形 建造物 本願寺金沢別院　経蔵 金沢市笠市町2-47 平成17年 3月25日
2- 1- 20 有形 建造物 本願寺金沢別院　鐘楼 金沢市笠市町2-47 平成17年 3月25日
2- 1- 21 有形 建造物 天徳院山門　附棟札一枚 金沢市小立野4-4-4 平成19年12月25日
2- 2- 1 有形 絵画 絹本著色伯陽図 石川県立美術館 昭和35年 5月27日
2- 2- 2 有形 絵画 紙本著色前田利家画像 金沢市金石西 昭和35年 5月27日
2- 2- 3 有形 絵画 紙本著色南蛮渡来図六曲屏風 金沢市二俣町 昭和35年 5月27日

2- 2- 4 有形 絵画
紙本砂子地淡彩群猿図六曲屏風
円山応挙筆

石川県立美術館 昭和43年 2月26日

2- 2- 5 有形 絵画 紙本金地著色耕作図六曲屏風 石川県立美術館 昭和43年 2月26日
2- 2- 6 有形 絵画 紙本金地著色盛上菊図六曲屏風 石川県立美術館 昭和43年 2月26日

2- 2- 7 有形 絵画
紙本砂子地淡彩槇檜図六曲屏風
俵屋宗達筆

石川県立美術館 昭和43年 2月26日

2- 2- 8 有形 絵画 紙本泥引著色松樹禽鳥図六曲屏風 石川県立美術館 昭和43年 2月26日

2- 2- 9 有形 絵画
紙本金地著色御所絵六曲屏風
伝岩佐又兵衛筆

金沢市小将町 昭和43年 2月26日

2- 2- 10 有形 絵画
紙本金地著色光悦色紙張交秋草図
六曲屏風

石川県立美術館 昭和43年 2月26日

2- 2- 11 有形 絵画 紙本著色四季草花図六曲屏風 石川県立美術館 昭和43年 2月26日
2- 2- 12 有形 絵画 絹本著色大智禅師画像 石川県立美術館 昭和44年 2月18日
2- 2- 13 有形 絵画 紙本著色菊花図 尾形乾山筆 金沢市元町2丁目 昭和44年 2月18日

2- 2- 14 有形 絵画
雲金砂子著色陶淵明林和靖図六曲屏風
狩野常信筆

金沢市元町2丁目 昭和44年 2月18日

2- 2- 15 有形 絵画
紙本金地著色花鳥図六曲屏風
狩野尚信筆

金沢市青草町 昭和44年 2月18日

2- 2- 16 有形 絵画 金地水墨虎之図六曲屏風 岸駒筆 石川県立美術館 昭和44年 2月18日
2- 2- 17 有形 絵画 絹本著色徹通禅師画像 石川県立美術館 昭和44年 2月18日
2- 2- 18 有形 絵画 絹本著色明峯禅師画像 石川県立美術館 昭和44年 2月18日
2- 2- 19 有形 絵画 絹本著色千体仏画像 石川県立美術館 昭和44年 2月18日
2- 2- 20 有形 絵画 紙本墨画十六羅漢図 長谷川左近筆 石川県立美術館 昭和44年 2月18日
2- 2- 21 有形 絵画 紙本著色沢庵和尚像 自画賛 石川県立美術館 昭和44年 3月19日
2- 2- 22 有形 絵画 絹本著色魚籃観音図 金沢市湯涌町 昭和45年11月25日
2- 2- 23 有形 絵画 紙本金地著色群鶴図六曲屏風 石川県立美術館 昭和57年 4月 6日

2- 2- 24 有形 絵画
紙本墨画淡彩四季耕作図六曲屏風
久隅守景筆

石川県立美術館 昭和59年 7月10日

2- 2- 25 有形 絵画 紙本著色祇園会図 伝長谷川久蔵筆 石川県立美術館 昭和59年 7月10日
2- 2- 26 有形 絵画 紙本著色前田利家画像 石川県立歴史博物館 昭和59年 7月10日
2- 2- 27 有形 絵画 紙本著色小塚内匠助画像 石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日

2- 2- 28 有形 絵画
紙本著色金沢城下図（犀川口町図）
六曲屏風

石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日

2- 2- 29 有形 絵画
紙本著色圓智院妙浄（篠原一孝夫人）画像
附紺紙金泥妙法蓮華経　漆塗経箱

石川県立美術館 昭和62年 1月14日

2- 2- 30 有形 絵画 紙本著色奥村永福夫妻画像 石川県立美術館 昭和62年 1月14日
2- 2- 31 有形 絵画 紙本著色山崎長国画像 石川県立美術館 昭和62年 1月14日
2- 2- 32 有形 絵画 板絵彩色三十六歌仙額 金沢市丸の内 平成17年3月15日

番号 種別
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名              称 所　在　地 指定年月日番号 種別

2- 2- 33 有形 絵画 紙本金地著色観桜・観楓図六曲屏風 石川県立美術館 平成30年1月30日
2- 4- 1 有形 工芸品 粉引茶碗    銘楚白 石川県立美術館 昭和35年 5月27日
2- 4- 2 有形 工芸品 青井戸茶碗    銘宝樹庵 石川県立美術館 昭和35年 5月27日
2- 4- 3 有形 工芸品 大樋焼烏香炉 石川県立美術館 昭和35年 5月27日
2- 4- 4 有形 工芸品 鶴文様青手古九谷大平鉢 石川県立美術館 昭和42年10月 2日
2- 4- 5 有形 工芸品 古九谷色絵粟鶉平鉢 石川県立美術館 昭和42年10月 2日
2- 4- 6 有形 工芸品 古九谷色絵布袋図平鉢 石川県立美術館 昭和45年11月25日
2- 4- 7 有形 工芸品 虎溪三笑蒔絵織部棚 石川県立美術館 昭和45年11月25日
2- 4- 8 有形 工芸品 女儀御輿 石川県立美術館 昭和45年11月25日
2- 4- 9 有形 工芸品 陶製白雁香合 石川県立美術館 昭和45年11月25日
2- 4- 10 有形 工芸品 野々宮図硯箱 石川県立美術館 昭和45年11月25日
2- 4- 11 有形 工芸品 古九谷色絵百花ちらし双鳥図平鉢 石川県立美術館 昭和51年12月 9日

2- 4- 12 有形 工芸品
刀  銘相州小田原八幡山住辻村五郎
右衛門尉藤原清平

石川県立美術館 昭和53年 3月 7日

2- 4- 13 有形 工芸品 刀  銘賀州住兼若 石川県立美術館 昭和53年 3月 7日
2- 4- 14 有形 工芸品 刀  銘越中守藤原高平花押 石川県立美術館 昭和53年 3月 7日
2- 4- 15 有形 工芸品 歌書箪笥 石川県立美術館 昭和55年 7月10日
2- 4- 16 有形 工芸品 秋月野景蒔絵硯箱 石川県立美術館 昭和57年 1月12日
2- 4- 17 有形 工芸品 古九谷色絵鳳凰図平鉢 石川県立美術館 昭和57年 1月12日
2- 4- 18 有形 工芸品 鉄打出鳩置物 石川県立美術館 昭和57年 7月12日
2- 4- 19 有形 工芸品 古九谷青手樹木図平鉢 石川県立美術館 昭和59年 7月10日
2- 4- 20 有形 工芸品 蒔絵南蛮人図硯箱 金沢市立中村記念美術館 昭和59年 7月10日

2- 4- 21 有形 工芸品
紫紺威獅子牡丹仏胴具足 雲海光尚作
長家伝来

石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日

2- 4- 22 有形 工芸品
黒漆打刀拵 中身 備前国長船住
左近將監長光造
附 朱塗打刀拵

金沢市山の上町 平成元年 1月 9日

2- 4- 23 有形 工芸品 飴釉手付水指 大樋美術館 平成12年10月24日
2- 4- 24 有形 工芸品 飴釉茶碗　銘聖 金沢市十間町 平成12年10月24日
2- 4- 25 有形 工芸品 焼飯釜　一口　鉉１把 金沢市十間町 平成12年10月24日
2- 4- 26 有形 工芸品 葫盧様釜　一口　鐶１双 石川県立美術館 平成12年10月24日
2- 4- 27 有形 工芸品 蒔絵菊慈童図薬籠箱 石川県立美術館 平成17年 3月25日
2- 4- 28 有形 工芸品 蒔絵螺鈿白楽天図硯箱 石川県立美術館 平成17年 3月25日
2- 4- 29 有形 工芸品 古九谷青手桜花散文平鉢 石川県立美術館 平成17年 3月25日

2- 4- 30 有形 工芸品
黒韋肩紅白糸威腹巻　古制背
板付　長家伝来

石川県立美術館 平成17年 3月25日

2- 4- 31 有形 工芸品 住吉蒔絵硯箱 石川県立美術館 平成18年10月20日
2- 4- 32 有形 工芸品 蒔絵亀図鞍・鐙 石川県立美術館 平成24年 9月21日
2- 4- 33 有形 工芸品 黒楽茶碗　銘北野　附 添状 石川県立美術館 平成30年 1月30日
2- 5- 1 有形 書籍･典籍 紙本墨書天神名号  雪舟筆 金沢市兼六町 昭和44年 2月18日
2- 5- 2 有形 書籍･典籍 紙本墨書温泉頌山中の句 石川県立美術館 昭和59年 7月10日
2- 5- 3 有形 書籍･典籍 絹本墨書薄木版下絵詩歌 石川県立美術館 昭和62年 1月14日
2- 5- 4 有形 書籍･典籍 手鑑（２７４葉） 石川県立美術館 平成 8年 4月 9日
2- 5- 5 有形 書籍･典籍 紙本墨書三帖和讃 金沢市本町2丁目 昭和58年 1月25日
2- 5- 6 有形 書籍･典籍 紙本墨書持名鈔 金沢市本町2丁目 昭和58年 1月25日
2- 5- 7 有形 書籍･典籍 紙本墨書浄土真要鈔 金沢市本町2丁目 昭和58年 1月25日
2- 5- 8 有形 書籍･典籍 版本  三帖和讃並正信念仏偈 金沢市二俣町 昭和58年 1月25日
2- 5- 9 有形 書籍･典籍 版本  三帖和讃並正信念仏偈 金沢市四十万町 昭和58年 1月25日
2- 5- 10 有形 書籍･典籍 紙本墨書大般若経 石川県立歴史博物館 平成 7年 2月21日
2- 5- 11 有形 書籍･典籍 紙本墨書大般若経零本　附　断簡９葉 石川県立歴史博物館 平成 7年 2月21日
2- 5- 12 有形 書籍･典籍 賦何人連歌　(１巻・８紙） 金沢市元町2丁目 平成12年 3月14日
2- 6- 1 有形 古文書 弥郡文書 金沢市小立野2丁目 昭和57年 1月12日
2- 6- 2 有形 古文書 篠島家文書 石川県立歴史博物館 昭和57年 4月 6日
2- 6- 3 有形 古文書 山口家文書 石川県立図書館 昭和57年 4月 6日
2- 6- 4 有形 古文書 伊藤家文書 石川県立図書館 昭和57年 4月 6日
2- 6- 5 有形 古文書 後藤家文書 石川県立歴史博物館 昭和59年 7月10日
2- 6- 6 有形 古文書 銭屋五兵衛家年々留 附 留帳 金沢市金石西1丁目 昭和59年 7月10日
2- 6- 7 有形 古文書 小宮山家文書 石川県立歴史博物館 昭和63年 4月 8日
2- 6- 8 有形 古文書 岩佐家文書 石川県立歴史博物館 昭和63年 4月 8日
2- 6- 9 有形 古文書 金沢専光寺文書 金沢市本町2丁目 平成 2年 9月26日
2- 6- 10 有形 古文書 畠山義総関係文書 石川県立歴史博物館 平成20年 4月30日
2- 6- 11 有形 古文書 織田信長朱印状 石川県立歴史博物館 平成20年 4月30日
2- 6- 12 有形 古文書 後奈良天皇宸翰女房奉書 石川県立歴史博物館 平成20年 4月30日
2- 7- 1 有形 考古資料 柱根  金沢市ﾁｶﾓﾘ遺跡出土 金沢市埋蔵文化財収蔵庫 昭和61年 3月22日
2- 7- 2 有形 考古資料 珠洲秋草文壺  珠洲市正院町出土 石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日
2- 7- 3 有形 考古資料 珠洲鳥樹文壺  富山県氷見市阿尾出土 石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日

2- 7- 4 有形 考古資料
珠洲鳥樹文小壺  珠洲市宝立町
春日野法住寺出土

石川県立歴史博物館 昭和61年 8月22日

2- 7- 5 有形 考古資料 東大寺領横江荘遺跡上荒屋遺跡出土遺物　一括 金沢市埋蔵文化財センター 平成23年 2月 1日

2- 7- 6 有形 考古資料 野々江本江寺遺跡出土品 金沢市埋蔵文化財センター 平成26年 1月10日
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

名              称 所　在　地 指定年月日番号 種別

2- 7- 7 有形 考古資料 堅田館跡出土品 金沢市埋蔵文化財センター 平成31年 2月 1日
2- 8- 1 有形 歴史資料 紙本著色加州金平鉱山絵巻 石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日
2- 8- 2 有形 歴史資料 紙本著色辰巳用水絵図 石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日
2- 8- 3 有形 歴史資料 紙本著色能登国採魚図会 石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日
2- 8- 4 有形 歴史資料 中山家関係資料 金沢市立玉川図書館 平成 7年 2月21日

2- 8- 5 有形 歴史資料
本多政重・政長関係資料
附　火事装束

藩老本多蔵品館 平成12年 3月14日

2- 8- 6 有形 歴史資料 前田土佐守家関係資料 前田土佐守家資料館 平成18年10月20日
2- 8- 7 有形 歴史資料 寛文七年金沢図 石川県立図書館 平成22年 4月 2日
2- 8- 8 有形 歴史資料 加越能文庫 金沢市立玉川図書館 平成22年 4月 2日
2- 8- 9 有形 歴史資料 延宝金沢図 石川県立図書館 平成23年12月20日
2- 8- 10 有形 歴史資料 加賀藩士上木家文書 石川県立歴史博物館 平成27年 2月 3日
2- 8- 11 有形 歴史資料 金沢十九枚御絵図及び関係資料 石川県立図書館 平成29年 1月24日

2- 8- 12 有形 歴史資料
金沢瑞泉寺文書
附黒漆塗長持・御用箪笥

金沢市立玉川図書館 令和 3年 1月29日

2- 9- 1 無形 芸能 一調一管小鼓 金沢市野町2-25-20
指定 ・認定
 平成24年10月29日

2- 10- 1 無形 工芸技術 加賀友禅
加賀友禅技術保存会
金沢市小将町8-8

指定 ・認定
 昭和53年 7月13日

2- 11- 1 民俗 有形民俗
長岡博男眼鏡コレクション
附 眼鏡史関係資料

石川県立歴史博物館 昭和61年 3月22日

2- 12- 1 民俗 無形民俗 二俣いやさか踊り
二俣いやさか踊り保存会
金沢市二俣町

指定 ・認定
 平成 7年10月 3日

2- 12- 2 民俗 無形民俗 加賀鳶梯子登り
加賀とびはしご登り保存会
金沢市

指定 ・認定
 平成21年12月 1日

2- 13- 1 記念物 史　跡 御廟谷 金沢市額谷町 昭和 4年 5月10日
2- 13- 2 記念物 史　跡 松並木の旧金沢下口往還 金沢市北森本町･梅田町 昭和50年 1月 8日

2- 14- 1 記念物 名　勝
西田家庭園
玉泉園及び灑雪亭露路並びに庭園

金沢市小将町8-5 昭和35年 5月27日

2- 14- 2 記念物 名　勝 二俣本泉寺九山八海の庭 金沢市二俣町子8、子9 昭和45年11月25日
2- 14- 3 記念物 名　勝 尾山神社庭園（旧金谷御殿庭園） 金沢市尾山町11-1 昭和53年12月21日
2- 15- 1 記念物 天然記念物 並木町のマツ並木 金沢市並木町 昭和15年 1月 6日
2- 15- 2 記念物 天然記念物 持明院の妙蓮生育地 金沢市神宮寺3-12-15 昭和63年 1月 8日
2- 15- 3 記念物 天然記念物 下涌波のモウソウキンメイチク林 金沢市下涌波町鳥毛15 平成14年 8月27日
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◆金沢市指定文化財
名              称 所　在　地 指定年月日

3- 1- 1 有形 建造物 長田菅原神社拝殿 金沢市長田1-5-3 昭和33年11月21日

3- 1- 2 有形 建造物 平尾家
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

昭和50年 1月29日

3- 1- 3 有形 建造物 旧園邸 金沢市西町3番丁17-7 平成 6年 5月11日
3- 1- 4 有形 建造物 大野湊神社旧拝殿 金沢市寺中町ハ163 平成11年 4月30日
3- 1- 5 有形 建造物 立野家住宅主屋・土蔵 金沢市大工町37 平成15年 9月11日
3- 1- 6 有形 建造物 全性寺山門 金沢市東山2-18-10 平成16年 1月21日
3- 1- 7 有形 建造物 妙国寺山門 金沢市東山2-18-9 平成16年 1月21日
3- 1- 8 有形 建造物 本光寺山門 金沢市東山2-19-43 平成16年 1月21日
3- 1- 9 有形 建造物 蓮昌寺山門 金沢市東山2-11-23 平成16年 4月21日
3- 1- 10 有形 建造物 妙泰寺山門 金沢市東山2-17-15 平成16年 4月21日
3- 1- 11 有形 建造物 西養寺本堂・鐘楼 金沢市東山2-11-35 平成17年 4月11日
3- 1- 12 有形 建造物 立像寺本堂・鐘楼 金沢市寺町4-1-2 平成17年 4月11日
3- 1- 13 有形 建造物 旧涌波家住宅主屋 金沢市東山1-5-14 平成17年 7月11日
3- 1- 14 有形 建造物 本泉寺山門 金沢市二俣町子8 平成17年12月 1日
3- 1- 15 有形 建造物 聖霊病院聖堂 金沢市長町1-5-30 平成18年 7月11日

3- 1- 16 有形 建造物 旧野本家住宅
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

平成19年 3月12日

3- 1- 17 有形 建造物 高岸寺本堂・鐘楼 附 棟札７枚 金沢市寺町5-2-25 平成20年 5月 1日

3- 1- 18 有形 建造物
専長寺本堂 附 棟札一枚・旧鬼瓦一対、松帆榭及
び山門

金沢市金石西4-19-56 平成21年10月 1日

3- 1- 19 有形 建造物 如来寺本堂 金沢市小立野5-1-15 平成21年12月11日

3- 1- 20 有形 建造物 旧永井家住宅
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

平成22年 9月 1日

3- 1- 21 有形 建造物 旧多賀家表門・仲間部屋
金沢湯涌江戸村
金沢市湯涌荒屋町35-1

平成23年 9月 1日

3- 1- 22 有形 建造物 旧かみや主屋・土蔵 金沢市東山1-26-17 平成24年 3月12日

3- 1- 23 有形 建造物
善福寺本堂附絵図２枚
（屋根棟折之図、建物之恰好細見図）

金沢市橋場町8-6 平成25年 4月11日

3- 1- 24 有形 建造物 旧つちや 金沢市主計町2-3 平成25年 4月11日
3- 1- 25 有形 建造物 松山寺本堂・山門 附 棟札３枚 金沢市東兼六町5-6 平成26年 4月11日
3- 1- 26 有形 建造物 慈雲寺冨田家石廟群 附 燈籠2基 金沢市東山2-10-10 平成26年 4月11日
3- 1- 27 有形 建造物 小坂神社本殿 金沢市山の上町42-1 平成26年10月14日

3- 1- 28 有形 建造物
佐奇神社拝殿（旧天徳院前田綱紀御霊堂）附 棟
札

金沢市佐奇森町ホ113 平成27年 2月12日

3- 1- 29 有形 建造物
本龍寺本堂・山門・土塀・鐘楼
附 棟札

金沢市金石下本町1-23 平成29年11月21日

3- 1- 30 有形 建造物
大乗寺御霊堂・碧巌蔵
附 棟札

金沢市長坂町ル10 平成30年 4月 2日

3- 1- 31 有形 建造物 旧中や  金沢市東山1-13-7 平成30年10月 1日
3- 1- 32 有形 建造物 松風閣（旧広坂御広式御対面所） 金沢市本多町3-2-1 平成31年 4月 1日
3- 1- 33 有形 建造物 奥村家（宗家）上屋敷跡土塀 金沢市下石引町1-1 令和 2年 1月31日
3- 1- 34 有形 建造物 平木屋染物店  金沢市片町2-31-38 令和 3年 7月 1日
3- 2- 1 有形 絵画 尾山神社神門原図 金沢市立玉川図書館 昭和34年11月 3日
3- 2- 2 有形 絵画 絹本著色　前田利家･同夫人画像 金沢市野田町 昭和35年11月 3日
3- 2- 3 有形 絵画 紙本著色　恭翁運良画像 石川県立美術館 昭和36年11月 3日
3- 2- 4 有形 絵画 絹本著色　高畠定吉夫妻画像 石川県立美術館 昭和49年 3月 1日
3- 2- 5 有形 絵画 絹本著色　親鸞聖人絵伝 金沢市本町２丁目 昭和50年 7月 1日
3- 2- 6 有形 絵画 絹本著色　仏涅槃図 金沢市十一屋町 昭和51年 3月22日
3- 2- 7 有形 絵画 紙本著色　心岩自画像 金沢市寺町５丁目 昭和51年 3月22日

3- 2- 8 有形 絵画

絹本著色愛染明王画像
　附 愛染明王画像裏書
　附 鉄塔愛染明王記
　附 愛染明王画像極書

石川県立美術館 昭和52年 3月 1日

3- 2- 9 有形 絵画 絹本著色　仏涅槃図 石川県立美術館 昭和52年 3月 1日
3- 2- 10 有形 絵画 紙本著色　生駒内膳直勝画像 石川県立美術館 昭和52年 3月 1日
3- 2- 11 有形 絵画 紙本著色　高巌寺歴代和尚頂相 石川県立美術館 昭和52年 3月 1日
3- 2- 12 有形 絵画 板地彩色　絵馬額面 前田土佐守家資料館 昭和52年11月11日
3- 2- 13 有形 絵画 絹本著色　阿弥陀三尊来迎図 石川県立美術館 昭和52年11月11日
3- 2- 14 有形 絵画 絹本著色　方便法身尊影 金沢市金石西４丁目 昭和52年11月11日
3- 2- 15 有形 絵画 絹本著色　弘法大師画像 石川県立美術館 昭和53年 4月11日
3- 2- 16 有形 絵画 紙本著色　双鶏図衝立 金沢市里見町 昭和53年 4月11日
3- 2- 17 有形 絵画 紙本著色　金沢城二ノ丸御殿景観図 金沢市立玉川図書館 昭和54年 4月21日
3- 2- 18 有形 絵画 紙本著色　辰巳旧園新造客殿図 金沢市立玉川図書館 昭和54年 4月21日
3- 2- 19 有形 絵画 紙本著色　浅野川四季風景図 金沢市泉野町６丁目 昭和63年 3月11日
3- 2- 20 有形 絵画 紙本著色　蓮湖真景之図 金沢市大野町４丁目 平成 2年 4月11日
3- 2- 21 有形 絵画 絹本著色　青面金剛画像 金沢市東山１丁目 平成15年 9月11日
3- 2- 22 有形 絵画 色入花丸色紙団扇文葛扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日

番号 種別
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3- 2- 23 有形 絵画 色無杜若文葛扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 24 有形 絵画 色入萩桔梗小柴垣文葛扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 25 有形 絵画 岩波濤文尉扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 26 有形 絵画 芦鷺文乱扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 27 有形 絵画 色無女郎花文葛扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 28 有形 絵画 桐樹文神扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 29 有形 絵画 竹垣文男扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 30 有形 絵画 牡丹唐草文鬼扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 31 有形 絵画 鉄線文葛扇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 2- 32 有形 絵画 紙本墨画布袋図 金沢市立中村記念美術館 平成23年 1月11日
3- 2- 33 有形 絵画 絹本著色鶉図 金沢市立中村記念美術館 平成23年 1月11日
3- 2- 34 有形 絵画 絹本著色本願寺三上人像・附 桐箱 金沢市笠市町 平成26年10月14日
3- 2- 35 有形 絵画 絹本著色十王図 金沢市宝町 平成28年 1月21日
3- 2- 36 有形 絵画 絹本著色釈迦三尊十六善神図 金沢市東山１丁目 平成29年 6月29日
3- 3- 1 有形 彫刻 麦喰獅子 金沢市花園八幡町 昭和42年11月 3日
3- 3- 2 有形 彫刻 木造随身像 金沢市花園八幡町 昭和52年 3月 1日
3- 3- 3 有形 彫刻 木造仏涅槃像 金沢市中央通町 昭和53年 4月11日
3- 3- 4 有形 彫刻 尾山神社所蔵能面 金沢能楽美術館 平成 9年 1月30日
3- 3- 5 有形 彫刻 父尉 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 6 有形 彫刻 小尉 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 7 有形 彫刻 飛出 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 8 有形 彫刻 悪尉 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 9 有形 彫刻 長霊癋見 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 10 有形 彫刻 茗荷悪尉 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 11 有形 彫刻 二十余 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 12 有形 彫刻 般若 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 13 有形 彫刻 蛙 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 14 有形 彫刻 真蛇 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 15 有形 彫刻 小面 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 16 有形 彫刻 節木増 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 17 有形 彫刻 曲見 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 18 有形 彫刻 中将 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 3- 19 有形 彫刻 木造不動明王坐像 金沢市寺町５丁目 平成26年 1月14日
3- 3- 20 有形 彫刻 本造二天像 金沢市東山１丁目 平成27年 4月13日
3- 3- 21 有形 彫刻 木造日蓮聖人坐像 附 胎内舎利塔 金沢市薬師町 平成27年 9月11日
3- 3- 22 有形 彫刻 石造金剛力士立像（吽形） 金沢市長土塀 平成28年 9月12日
3- 3- 23 有形 彫刻 銅造菩薩立像 金沢市暁町 令和2年 1月31日
3- 4- 1 有形 工芸品 鋳造三具足 金沢市寺町５丁目 昭和51年 3月22日
3- 4- 2 有形 工芸品 蒟醤卓 石川県立美術館 昭和52年 3月 1日
3- 4- 3 有形 工芸品 絹本地刺繍仏涅槃図 金沢市野町１丁目 昭和53年 4月11日
3- 4- 4 有形 工芸品 常徳寺梵鐘 金沢市寺町５丁目 昭和55年12月 1日
3- 4- 5 有形 工芸品 少林寺梵鐘 金沢市野町３丁目 昭和55年12月 1日
3- 4- 6 有形 工芸品 宝乗寺梵鐘 金沢市車町 昭和55年12月 1日
3- 4- 7 有形 工芸品 扇形梅の絵香合 金沢市立中村記念美術館 平成 2年 4月11日
3- 4- 8 有形 工芸品 紅地入子菱松橘向鶴丸文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 9 有形 工芸品 白地花菱亀甲向鶴丸文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 10 有形 工芸品 紅地幸菱椿折枝文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 11 有形 工芸品 紅白黒段替麻葉四季花丸文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 12 有形 工芸品 紅地枝垂桜文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 13 有形 工芸品 萌葱紅段替桧垣蒲公英石畳芙蓉文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 14 有形 工芸品 紅地牡丹唐草文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 15 有形 工芸品 紅白段替花亀甲繋牡丹折枝文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 16 有形 工芸品 茶白茶段替縞芝鉄線唐草文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 17 有形 工芸品 茶地霞楓文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 18 有形 工芸品 黒紅段流水萩扇散文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 19 有形 工芸品 金地霞松楓文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 20 有形 工芸品 白紅萌葱段七宝繋麻葉雲草花文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 21 有形 工芸品 濃萌葱地籬菊文唐織 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 22 有形 工芸品 金茶地二重襷鳳凰文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 23 有形 工芸品 段雷文鱗雲丸竜文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 24 有形 工芸品 金茶浅葱白茶段花雷文牡丹唐草文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 25 有形 工芸品 白樺萌葱茶段菊流水文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 26 有形 工芸品 縞地白金茶段藤花文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 27 有形 工芸品 白紅等段笹竜胆文小振袖 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 28 有形 工芸品 紺白格子段熨斗目 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 29 有形 工芸品 紅鼠段雲輪宝向鶴菱地文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 30 有形 工芸品 格子文厚板 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 31 有形 工芸品 紅地村雲菊鉄線雪芝文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 32 有形 工芸品 淡黄鼠段秋草文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 33 有形 工芸品 紅地霞桜花文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 34 有形 工芸品 白茶地団扇雲板花鳥文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日

7



名              称 所　在　地 指定年月日番号 種別
3- 4- 35 有形 工芸品 鼠濃淡段秋草文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 36 有形 工芸品 紅地霞飛鶴流水菊文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 37 有形 工芸品 紫地藤花春草文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 38 有形 工芸品 紺地四季草花破七宝繋文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 39 有形 工芸品 紺地丸紋尽文縫箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 40 有形 工芸品 藍地撫子文摺箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 41 有形 工芸品 水浅葱地波千鳥文摺箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 42 有形 工芸品 染分地網目流水葵文摺箔 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 43 有形 工芸品 蜀江文錦袷狩衣 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 44 有形 工芸品 紺地瓦尽文袷狩衣 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 45 有形 工芸品 白地秋草扇流水梶葉文長絹 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 46 有形 工芸品 濃茶地透垣夕顔文長絹 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 47 有形 工芸品 淡萌葱地枝垂桜胡蝶楓筏文長絹 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 48 有形 工芸品 紺地柳流水文長絹 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 49 有形 工芸品 紫地籬鉄線文長絹 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 50 有形 工芸品 緋地雲菱丸龍文舞衣 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 51 有形 工芸品 白茶地荒磯文袷法被 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 52 有形 工芸品 紫地羽団扇立涌文側次 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 53 有形 工芸品 萌葱地鉄線唐草文側次 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 54 有形 工芸品 紅地小葵花丸文大口袴 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 55 有形 工芸品 紫褐地桐菊鳳凰文半切 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 56 有形 工芸品 胴箔地南天文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 57 有形 工芸品 胴箔地椿文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 58 有形 工芸品 胴箔地桜文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 59 有形 工芸品 濃茶地柳雪輪文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 60 有形 工芸品 胴箔地枝垂桜文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 61 有形 工芸品 紅白段霞唐花唐草文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 62 有形 工芸品 胴箔地鱗文鬘帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 63 有形 工芸品 紺地楓文腰帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 64 有形 工芸品 胴箔地七宝繋文腰帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 65 有形 工芸品 紅地杜若流水文腰帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 66 有形 工芸品 胴箔地藤花文腰帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 67 有形 工芸品 浅葱地梅桜藤文腰帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 68 有形 工芸品 鉄紺地羽団扇文腰帯 金沢能楽美術館 平成16年 7月12日
3- 4- 69 有形 工芸品 青井戸茶碗　銘雲井 金沢市立中村記念美術館 平成20年12月26日
3- 4- 70 有形 工芸品 砧青磁平水指　銘青海波 金沢市立中村記念美術館 平成20年12月26日
3- 4- 71 有形 工芸品 唐物肩衝茶入蒲生肩衝 金沢市立中村記念美術館 平成21年12月11日
3- 4- 72 有形 工芸品 唐物肩衝茶入利休小肩衝 金沢市立中村記念美術館 平成21年12月11日
3- 4- 73 有形 工芸品 共筒茶杓（本多安房守宛贈筒） 金沢市立中村記念美術館 平成21年12月11日
3- 5- 1 有形 書籍･典籍 高山右近自筆書状 石川県立美術館 昭和34年11月 3日
3- 5- 2 有形 書籍･典籍 氏子地図 金沢市本多町３丁目 昭和35年11月 3日
3- 5- 3 有形 書籍･典籍 紙本墨書正信偈註 金沢市四十万町 昭和50年 7月 1日
3- 5- 4 有形 書籍･典籍 紺紙金字妙法蓮華経巻第六 金沢市車町 平成20年 3月11日

3- 6- 1 有形 古文書 本興寺文書 金沢市薬師町
昭和37年11月 3日
平成18年 4月11日

3- 6- 2 有形 古文書 津田文書　附　懐中獣面神像 金沢市立玉川図書館 平成26年 1月14日
3- 6- 3 有形 古文書 宇多須神社文書 金沢市東山1-30-8 平成30年10月 1日

3- 7- 1 有形 考古資料
「の」字状石製品
金沢市三小牛ハバ遺跡出土品

金沢市埋蔵文化財センター 平成16年10月12日

3- 7- 2 有形 考古資料
石製装飾品一括
金沢市北塚遺跡出土品

金沢市埋蔵文化財センター 平成16年10月12日

3- 7- 3 有形 考古資料
獣形勾玉
金沢市寺中遺跡出土

金沢市埋蔵文化財センター 平成19年 3月12日

3- 7- 4 有形 考古資料 金沢市無量寺B遺跡出土金属製品一括 金沢市埋蔵文化財センター 平成19年 3月12日
3- 7- 5 有形 考古資料 金沢市大友西遺跡出土銅製品一括 金沢市埋蔵文化財センター 平成19年 3月12日

3- 7- 6 有形 考古資料
金沢市西念・南新保遺跡
出土遺物一括

金沢市埋蔵文化財センター 平成22年 9月 1日

3- 7- 7 有形 考古資料 三千寺跡（三小牛ハバ遺跡）出土品
金沢市埋蔵文化財センター
ほか

令和 3年 3月31日

3- 8- 1 有形 歴史資料 寺島蔵人邸関係資料
寺島蔵人邸
金沢市大手町

平成 6年 5月11日

3- 8- 2 有形 歴史資料 大野湊神社関係資料 金沢市寺中町
平成11年 4月30日
平成14年12月11日

3- 8- 3 有形 歴史資料 常福寺北方心泉関係資料 金沢市小将町 平成14年12月11日
3- 8- 4 有形 歴史資料 成巽閣所蔵前田家関係資料 金沢市兼六町 平成17年 7月11日
3- 8- 5 有形 歴史資料 紙本著色辰巳用水絵巻 金沢市立玉川図書館 平成21年10月 1日
3- 8- 6 有形 歴史資料 千石谷十七日講関係資料 金沢市上平町 平成21年12月11日
3- 8- 7 有形 歴史資料 旧竹沢御殿の時鐘 金沢市小立野町・笠市町 平成27年 2月12日
3- 8- 8 有形 歴史資料 小坂神社石造物群 金沢市山の上町 平成27年 4月13日
3- 8- 9 有形 歴史資料 キンストレーキ 金沢大学医学部記念館 平成28年 1月21日
3- 8- 10 有形 歴史資料 加賀藩校扁額 金沢大学資料館 平成29年 6月29日
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

名              称 所　在　地 指定年月日番号 種別
3- 8- 11 有形 歴史資料 宇多須神社関係資料 金沢市東山1-30-8 平成30年10月 1日

3- 9- 1 無形 芸能 加賀宝生
公益社団法人金沢能楽会
金沢市石引4-18-3

指定 ・認定
 昭和25年 8月21日

3- 9- 2 無形 芸能 金沢素囃子
金沢素囃子保存会
金沢市本多町3-2-1

指定 ・認定
 昭和55年10月 1日

3- 11- 1 民俗 有形民俗 粟崎八幡神社奉納絵馬額面 金沢市粟崎町 昭和57年 3月 1日
3- 11- 2 民俗 有形民俗 紙本著色身延山全景俯瞰図 金沢市弥生1丁目 平成15年 9月11日
3- 11- 3 民俗 有形民俗 氷見晃堂使用指物製作用具 金沢市常盤町 平成16年10月12日
3- 11- 4 民俗 有形民俗 加賀獅子舞用具　附・法被 金沢市 昭和61年10月 1日

3- 12- 1 民俗 無形民俗 ジョンカラ節
長江谷ジョンカラ節保存会
金沢市東長江町井20

指定 ・認定
 昭和34年11月 3日

3- 12- 2 民俗 無形民俗 山王悪魔払
大野町文化財保存会
山王祭奉賛会
金沢市大野町4丁目ハ38

指定 ・認定
 昭和36年11月 3日

3- 12- 3 民俗 無形民俗 加賀獅子
加賀獅子保存協会
金沢市広坂1-1-1

指定 ・認定
 昭和40年11月 3日

3- 12- 4 民俗 無形民俗 さかたおどり
八田さかたおどり保存会
金沢市八田町1346

指定 ・認定
 昭和49年 3月 1日

3- 12- 5 民俗 無形民俗 加賀万歳
加賀万歳保存会
金沢市本多町3-3-13

指定 ・認定
 昭和50年 1月29日

3- 12- 6 民俗 無形民俗 大野湊神社の寺中神事能
大野湊神社神事能奉賛会
金沢市寺中町ハ163

指定 ・認定
 昭和60年 5月 1日

3- 12- 7 民俗 無形民俗 上野町餅つき踊
上野町餅つき踊り保存会
金沢市小立野3-27-47

指定 ・認定
 平成 9年 1月30日

3- 12- 8 民俗 無形民俗 南無とせ節
南無とせ節保存会
金沢市戸水１丁目

指定 ・認定
 平成19年12月 3日

3- 12- 9 民俗 無形民俗 大野湊神社の夏季大祭
大野湊神社夏季祭礼行事奉
賛会
金沢市寺中町ハ163

指定 ・認定
 平成23年 9月 1日

3- 12- 10 民俗 無形民俗 奴行列
金沢奴行列保存会
金沢市東蚊爪町チ55-2

指定 ・認定
 平成25年 1月11日

3- 12- 11 民俗 無形民俗 湯涌念仏踊り
湯涌念仏踊り保存会
金沢市芝原町

指定 ・認定
 平成27年 9月11日

3- 13- 1 記念物 史跡 古府縄文遺跡 金沢市古府町南851 昭和47年11月 3日

3- 13- 2 記念物 史跡 寺島蔵人邸跡
寺島蔵人邸
金沢市大手町10-3

昭和49年 3月25日

3- 13- 3 記念物 史跡 おまる塚古墳 金沢市北塚町東152 平成10年 4月 2日
3- 13- 4 記念物 史跡 びわ塚古墳 金沢市南塚町118 平成10年 4月 2日

3- 13- 5 記念物 史跡 堅田城跡
金沢市堅田町、岩出町、深谷
町地内

平成18年 7月11日

3- 13- 6 記念物 史跡 長坂用水（法師の隋道） 金沢市大桑町、別所町 平成20年12月26日

3- 13- 7 記念物 史跡 金沢城惣構跡 金沢市広坂１丁目ほか
平成20年12月26日
平成29年 6月29日
平成29年11月21日

3- 13- 8 記念物 史跡

加賀八家墓所
附　参道及び墓道
　　　開禅寺長家墓石３基
　　　玉龍寺前田対馬守家墓石12基

金沢市野田町野田山1-2ほか 平成25年4月11日

3- 13- 9 記念物 史跡
本多家上屋敷西面門跡及び塀跡
附道跡

金沢市本多町3丁目61-1の一
部ほか

平成25年 9月11日

3- 14- 1 記念物 名勝 心蓮社庭園 金沢市山の上町4-11 平成元年 5月 1日
3- 14- 2 記念物 名勝 辻家庭園 金沢市寺町1-8-48 平成16年11月11日
3- 14- 3 記念物 名勝 西家庭園 金沢市長町3-1-57 平成19年12月 3日
3- 14- 4 記念物 名勝 松風閣庭園 金沢市本多町3-2-1 平成20年 5月 1日
3- 14- 5 記念物 名勝 千田家庭園 金沢市長町1-4-22 平成25年 1月11日
3- 15- 1 記念物 天然記念物 大野湊神社社叢 金沢市寺中町ハ163 昭和57年 3月 1日
3- 15- 2 記念物 天然記念物 東原のみずばしょう自生地 金沢市東原町コ75-1 昭和58年 4月 1日
3- 15- 3 記念物 天然記念物 板ケ谷町八幡神社スギ 金沢市板ケ谷町 平成元年 5月 1日
3- 15- 4 記念物 天然記念物 妙法寺のドウダンツツジ 金沢市寺町4-2-6 平成20年 3月11日
3- 15- 5 記念物 天然記念物 醫王山神社社叢 金沢市二俣町ツ24 平成28年 3月11日
3- 15- 6 記念物 天然記念物 国見町八幡神社社叢 金沢市国見町ロ127 令和 2年 9月25日
3- 18- 1 加賀纏製作 金沢市 平成28年 9月12日選定保存技術

9



◆国登録文化財
登録番号 名　　　称 所在地 登録年月日

4- 1- 1 17-0001 有形 建造物
金沢市立玉川図書館別館
（旧専売公社C-1号工場）

玉川町2-20 平成 8年12月20日

4- 1- 2 17-0004 有形 建造物 旧三田商店 尾張町1-8-5 平成 9年 6月12日
4- 1- 3 17-0005 有形 建造物 旧陸軍第九師団司令部庁舎 出羽町3-2 平成 9年12月12日
4- 1- 4 17-0006 有形 建造物 旧陸軍金沢偕行社 出羽町3-2 平成 9年12月12日
4- 1- 5 17-0039 有形 建造物 浅野川大橋 橋場町・主計町～東山 平成12年12月 4日
4- 1- 6 17-0040 有形 建造物 犀川大橋 片町～野町・千日町 平成12年12月 4日
4- 1- 7 17-0043 有形 建造物 末浄水場　一号緩速沈殿池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 8 17-0044 有形 建造物 末浄水場　二号緩速沈殿池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 9 17-0045 有形 建造物 末浄水場　三号緩速沈殿池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 10 17-0046 有形 建造物 末浄水場　一号緩速ろ過池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 11 17-0047 有形 建造物 末浄水場　二号緩速ろ過池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 12 17-0048 有形 建造物 末浄水場　三号緩速ろ過池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 13 17-0049 有形 建造物 末浄水場　四号緩速ろ過池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 14 17-0050 有形 建造物 末浄水場　五号緩速ろ過池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 15 17-0051 有形 建造物 末浄水場　六号緩速ろ過池 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 16 17-0052 有形 建造物 末浄水場　緩速浄水集合井 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 17 17-0053 有形 建造物 末浄水場　緩速浄水ポンプ室 末町1-1 平成13年 8月28日
4- 1- 18 17-0059 有形 建造物 やちや酒造主屋 大樋町8-32 平成14年 8月21日
4- 1- 19 17-0060 有形 建造物 やちや酒造道具蔵 大樋町8-32 平成14年 8月21日
4- 1- 20 17-0061 有形 建造物 やちや酒造酒蔵 大樋町8-32 平成14年 8月21日
4- 1- 21 17-0062 有形 建造物 島村家住宅主屋 神谷内町ト4 平成14年 8月21日
4- 1- 22 17-0070 有形 建造物 尾山神社東神門 尾山町11-1 平成15年 7月 1日
4- 1- 23 17-0071 有形 建造物 大屋家住宅主屋 長町1-1-37 平成15年 7月 1日
4- 1- 24 17-0072 有形 建造物 大屋家住宅表門 長町1-1-37 平成15年 7月 1日
4- 1- 25 17-0073 有形 建造物 大屋家住宅北塀 長町1-1-37 平成15年 7月 1日
4- 1- 26 17-0074 有形 建造物 大屋家住宅南塀 長町1-1-37 平成15年 7月 1日
4- 1- 27 17-0075 有形 建造物 西家住宅主屋 長町3-1-57 平成15年 7月 1日
4- 1- 28 17-0076 有形 建造物 西家住宅土蔵 長町3-1-57 平成15年 7月 1日
4- 1- 29 17-0077 有形 建造物 中村家住宅主屋 東山1-4-33 平成15年 7月 1日
4- 1- 30 17-0078 有形 建造物 長田家住宅主屋 橋場町5-10 平成15年 7月 1日
4- 1- 31 17-0079 有形 建造物 伊東家住宅主屋 花園八幡町ハ100甲 平成15年 7月 1日
4- 1- 32 17-0080 有形 建造物 細川家住宅主屋 東蚊爪町チ12甲 平成15年 7月 1日
4- 1- 33 17-0081 有形 建造物 西検番事務所 野町2-25-17 平成15年 7月 1日
4- 1- 34 17-0083 有形 建造物 旧本多家住宅長屋門 本多町3-2-1 平成15年 7月 1日
4- 1- 35 17-0085 有形 建造物 泉家住宅主屋 昌永町14-20 平成16年 3月 1日
4- 1- 36 17-0086 有形 建造物 泉家住宅土蔵 昌永町14-20 平成16年 3月 1日
4- 1- 37 17-0087 有形 建造物 小泉家住宅主屋 本多町1-17-10 平成16年 3月 1日
4- 1- 38 17-0088 有形 建造物 木村家住宅主屋 彦三町2-11-11 平成16年 3月 1日
4- 1- 39 17-0089 有形 建造物 旧村松商店（村松商事ビル） 尾張町1-8-1 平成16年 3月 1日
4- 1- 40 17-0090 有形 建造物 中村神社拝殿（旧金沢城二の丸能舞台） 中村町16-1 平成16年 3月 1日
4- 1- 41 17-0091 有形 建造物 金沢神社本殿（旧金沢城明倫堂鎮守） 兼六町1-3 平成16年 3月 1日
4- 1- 42 17-0092 有形 建造物 金沢神社拝殿 兼六町1-3 平成16年 3月 1日
4- 1- 43 17-0093 有形 建造物 北村家住宅主屋 菊川2-8-10 平成16年 3月 1日
4- 1- 44 17-0094 有形 建造物 経田屋米穀店 東山1-17-7 平成16年 3月 1日
4- 1- 45 17-0095 有形 建造物 浅永家住宅主屋 浅野本町1-14-18 平成16年 3月 1日
4- 1- 46 17-0096 有形 建造物 浅永家住宅土蔵 浅野本町1-14-18 平成16年 3月 1日
4- 1- 47 17-0097 有形 建造物 旧宮下家住宅主屋 北袋町ヱ36 平成16年 3月 1日
4- 1- 48 17-0098 有形 建造物 旧市谷家住宅主屋 北袋町ヱ36 平成16年 3月 1日
4- 1- 49 17-0099 有形 建造物 旧北尾家門 北袋町ヱ36 平成16年 3月 1日
4- 1- 50 17-0100 有形 建造物 旧中屋家行在所主屋 北袋町ヱ36 平成16年 3月 1日
4- 1- 51 17-0101 有形 建造物 旧中屋家行在所表門 北袋町ヱ36 平成16年 3月 1日
4- 1- 52 17-0102 有形 建造物 平木家住宅主屋 菊川1-11-5 平成16年 6月 9日
4- 1- 53 17-0103 有形 建造物 平木屋旗店 菊川1-12-1 平成16年 6月 9日
4- 1- 54 17-0104 有形 建造物 澁江家住宅主屋 東山1-4-1 平成16年 6月 9日
4- 1- 55 17-0105 有形 建造物 藤本家住宅主屋 東山3-16-14 平成16年 6月 9日
4- 1- 56 17-0106 有形 建造物 谷庄古美術店主屋 十間町44 平成16年 6月 9日
4- 1- 57 17-0107 有形 建造物 佐藤家住宅主屋 十一屋町14-27 平成16年 6月 9日
4- 1- 58 17-0109 有形 建造物 浜名家住宅主屋 扇町11-12 平成16年11月 8日
4- 1- 59 17-0110 有形 建造物 浜名家住宅土蔵 扇町11-12 平成16年11月 8日
4- 1- 60 17-0111 有形 建造物 平木屋染物店主屋 片町2-31-38 平成16年11月 8日
4- 1- 61 17-0112 有形 建造物 北中家住宅主屋 泉2-21-7 平成16年11月 8日
4- 1- 62 17-0113 有形 建造物 八田家住宅主屋 今町ル1 平成16年11月 8日
4- 1- 63 17-0114 有形 建造物 八田家住宅西蔵 今町ル1 平成16年11月 8日
4- 1- 64 17-0115 有形 建造物 八田家住宅南蔵 今町ル1 平成16年11月 8日
4- 1- 65 17-0116 有形 建造物 旧石川銀行橋場支店 尾張町1-7-10 平成16年11月 8日
4- 1- 66 17-0117 有形 建造物 辻家住宅主屋 寺町1-8-48 平成16年11月 8日
4- 1- 67 17-0118 有形 建造物 辻家住宅表門及び塀 寺町1-8-48 平成16年11月 8日

種別番号
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

登録番号 名　　　称 所在地 登録年月日種別番号
4- 1- 68 17-0128 有形 建造物 浅野川大橋詰火の見櫓 東山3-1-2先 平成17年11月10日

4- 1- 69 17-0145 有形 建造物
若草教会（旧日本基督教団金沢教会）
礼拝堂

若草町13-44 平成18年 3月 2日

4- 1- 70 17-0146 有形 建造物 本泉寺手水舎 二俣町子８ 平成18年 3月 2日
4- 1- 71 17-0148 有形 建造物 本岡家住宅主屋 元町2-7-7 平成18年 3月27日
4- 1- 72 17-0149 有形 建造物 本岡家住宅東蔵 元町2-7-7 平成18年 3月27日
4- 1- 73 17-0150 有形 建造物 本岡家住宅西蔵 元町2-7-7 平成18年 3月27日
4- 1- 74 17-0151 有形 建造物 本岡家住宅内門及び築地塀 元町2-7-7 平成18年 3月27日
4- 1- 75 17-0152 有形 建造物 角島家住宅店舗及び主屋 安江町5-14 平成18年 3月27日
4- 1- 76 17-0157 有形 建造物 上野家住宅旧診療所 石引１-15-31 平成18年10月18日
4- 1- 77 17-0158 有形 建造物 上野家住宅主屋 石引１-15-31 平成18年10月18日
4- 1- 78 17-0159 有形 建造物 上野家住宅土蔵 石引１-15-31 平成18年10月18日
4- 1- 79 17-0160 有形 建造物 菊知家住宅主屋 北森本町ル15 平成18年11月29日
4- 1- 80 17-0161 有形 建造物 菊知家住宅土蔵 北森本町ル15 平成18年11月29日
4- 1- 81 17-0162 有形 建造物 菊知家住宅表門 北森本町ル15 平成18年11月29日
4- 1- 82 17-0164 有形 建造物 戸水屋菓子店店舗兼主屋 寺町2-3-1 平成19年10月2日
4- 1- 83 17-0165 有形 建造物 戸水家住宅土蔵 寺町2-3-1 平成19年10月2日
4- 1- 84 17-0186 有形 建造物 旧小倉家住宅離れ 芳斉1-1-7 平成20年 4月18日
4- 1- 85 17-0188 有形 建造物 旧小倉家住宅離れ表門 芳斉1-1-7 平成20年 4月18日
4- 1- 86 17-0189 有形 建造物 戸板ホール（旧戸板村役場庁舎） 二口町ロ17 平成20年 4月18日
4- 1- 87 17-0205 有形 建造物 清水家住宅主屋 中央通町8-15 平成21年 4月28日
4- 1- 88 17-0206 有形 建造物 清水家住宅表門及び塀 中央通町8-15 平成21年 4月28日
4- 1- 89 17-0207 有形 建造物 観田家住宅主屋 金石西2-12-3 平成22年 9月10日
4- 1- 90 17-0208 有形 建造物 観田家住宅西蔵 金石西2-12-3 平成22年 9月10日
4- 1- 91 17-0209 有形 建造物 観田家住宅西塀 金石西2-12-3 平成22年 9月10日
4- 1- 92 17-0210 有形 建造物 田辺家住宅主屋 寺町1-138 平成24年8月13日
4- 1- 93 17-0211 有形 建造物 田辺家住宅門及び塀 寺町1-138 平成24年8月13日
4- 1- 94 17-0212 有形 建造物 あかつき屋 暁町623 平成24年8月13日
4- 1- 95 17-0213 有形 建造物 金沢市民芸術村事務所棟 大和町1-21 平成24年8月13日
4- 1- 96 17-0214 有形 建造物 宝円寺本堂 宝町358 平成24年8月13日
4- 1- 97 17-0215 有形 建造物 宝円寺庫裏 宝町358 平成24年8月13日
4- 1- 98 17-0216 有形 建造物 宝円寺山門及び築地塀 宝町358 平成24年8月13日
4- 1- 99 17-0217 有形 建造物 旧野村家住宅主屋 香林坊2-141 平成26年4月25日
4- 1- 100 17-0218 有形 建造物 旧野村家住宅土塀 香林坊2-141 平成26年4月25日
4- 1- 101 17-0249 有形 建造物 石黒商店店舗兼主屋 十間町53 平成27年8月4日
4- 1- 102 17-0250 有形 建造物 中西家住宅主屋 瓢箪町16-5 平成27年8月4日

4- 1- 103 17-0257 有形 建造物
石川県立美術館広坂別館
（旧陸軍第九師団長官舎）

出羽町1 平成28年11月29日

4- 1- 104 17-0258 有形 建造物 天神橋 材木町～豊国町 平成28年11月29日
4- 1- 105 17-0259 有形 建造物 大桑配水場旧計量室 大桑町サ乙3-3 平成28年11月29日
4- 1- 106 17-0260 有形 建造物 末浄水場旧着水井上屋 末町1-1 平成28年11月29日
4- 1- 107 17-0268 有形 建造物 旧渡辺材木店店舗兼主屋 東山2-1-17 平成29年5月2日
4- 1- 108 17-0269 有形 建造物 飯田家住宅主屋 小立野5-5-15 平成29年10月27日
4- 1- 109 17-0270 有形 建造物 飯田家住宅塀 小立野5-5-15 平成29年10月27日
4- 1- 110 17-0281 有形 建造物 旧高田桶店店舗兼主屋 扇町5-13 平成30年3月27日
4- 1- 111 17-0281 有形 建造物 彦三町家 安江町4-20 平成30年11月2日
4- 1- 112 17-0284 有形 建造物 金沢町家兼六 昭和町9-10 令和1年9月10日
4- 1- 113 17-0285 有形 建造物 川上幼稚園園舎 幸町17-34 令和1年9月10日

4- 1- 114 17-0300 有形 建造物
旧石川県庁舎本館（石川県政記念しいのき
迎賓館）

広坂2-1-1 令和3年6月24日

4- 1- 115 17-0301 有形 建造物 旧新保商店店舗 安江町1-14 令和3年6月24日
4- 1- 116 17-0302 有形 建造物 旧新保商店主屋 安江町1-15 令和3年6月24日
4- 11- 1 00027 民俗 有形民俗 金沢の売薬製造・販売用具 金沢市 平成25年3月12日

11



◆こまちなみ保存建造物
番号 建物名称 区域名 所　在　地 登録年月日

1 奥田家長屋門 里見町 里見町53-1 平成8年3月27日
2 中西家住宅 〃 里見町54-2 平成8年3月27日
3 石崎商店 旧新町 尾張町2-6-36 平成8年3月27日
4 清水家住宅 〃 尾張町2-9-7 平成8年3月27日
5 伊崎家所有建物 〃 尾張町2-9-10 平成8年3月27日
6 金丸家住宅 〃 下新町6-20 平成8年3月27日
7 橋本家住宅主屋・蔵・工場 大野町 大野町1丁目30 平成9年9月22日
8 浜本家住宅主屋・蔵・工場 〃 大野町1丁目37 平成9年9月22日
9 光谷家住宅 〃 大野町３丁目12-3 平成9年9月22日

10 宮崎家住宅主屋・蔵 〃 大野町３丁目34 平成9年9月22日
11 直江家住宅主屋・蔵・工場 〃 大野町４丁目16 平成9年9月22日
12 笹島家住宅主屋・蔵 〃 大野町４丁目31 平成9年9月22日
13 喜楽家住宅主屋・蔵 〃 大野町４丁目65 平成9年9月22日
14 山守家住宅主屋・蔵 〃 大野町４丁目77 平成9年9月22日
15 三輪家住宅主屋・蔵・工場 〃 大野町４丁目104 平成9年9月22日
16 近村家住宅 〃 大野町４丁目152 平成9年9月22日
17 橘家住宅主屋・蔵 〃 大野町５丁目62 平成9年9月22日
18 菊田家住宅 〃 大野町５丁目66 平成9年9月22日
19 山上家住宅 里見町 里見町16-1 平成10年2月12日
20 宝生寿し 大野町 大野町４丁目72 平成10年6月1日
21 井奈家住宅 旧御歩町 東山１丁目1-17-22 平成10年6月1日
22 越村家住宅 旧天神町 天神町2-19-13 平成10年10月1日
23 桒島家住宅 旧御歩町 東山1-21-3 平成10年10月1日
24 新谷家所有建物 旧天神町 天神町2-3-34 平成12年11月1日
25 清水家住宅 〃 天神町2-3-31 平成12年11月1日
26 宮村家住宅 〃 天神町2-10-31 平成12年11月1日
27 紺谷家住宅 〃 天神町2-19-15 平成12年11月1日
28 小松家住宅 〃 扇町5-4 平成12年11月1日
29 黒田家所有建物 旧彦三一番丁・母衣町 尾張町2-16-35 平成12年11月1日
30 下徳家住宅 水溜町 水溜町14 平成14年2月21日
31 旧河村家住宅 〃 水溜町４ 平成14年2月21日
32 毛利質店 〃 水溜町２番２ 平成14年2月21日
33 沖彌一郎商店・土蔵 金石 金石西2-12-17 平成20年2月21日
34 安原家住宅 〃 金石西2-7-13 平成20年2月21日
35 久保市乙剣宮社殿 旧新町 下新町6-21 平成25年3月21日
36 旧高田桶屋 〃 扇町5-13 平成26年12月22日
37 料亭　一葉　茶室・土蔵 〃 下新町5-3 平成28年12月12日
38 三津守家住宅 大野町 大野町５丁目72 平成29年4月3日
39 三津守家工場・蔵 〃 大野町５丁目32 平成29年4月3日
40 松原家住宅 天神町 天神町２丁目42 平成29年4月3日
41 中村家住宅・土蔵 大野町 大野町５丁目58 平成29年4月3日
42 河合家住宅 金石 金石西１丁目26-8 平成29年5月11日
43 尾山家住宅 大野町 大野町4-84 平成30年3月22日
44 新保家住宅 大野町 大野町3-42-1 平成30年3月22日
45 岸家所有建物 旧彦三一番丁・母衣町 彦三町1-9-12 平成31年1月21日
46 宮﨑家住宅 旧彦三一番丁・母衣町 彦三町1-13-30 平成31年1月21日
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆特定金澤町家

番号 登録年月日
登録
番号

所　在　地 番号 登録年月日
登録
番号

所　在　地

1 令和2年7月1日 01-01 下本多町六番丁41-4 41 令和2年10月28日 02-18 寺町3丁目2－32

2 令和2年7月1日 01-02 池田町3番丁21-2 42 令和2年10月28日 02-19 寺町3丁目14-9

3 令和2年7月1日 01-03 香林坊2丁目10-8 43 令和2年10月28日 02-20 有松1丁目5－14

4 令和2年7月1日 01-04 武蔵町5-26 44 令和2年10月28日 02-21 笠舞3丁目18-4

5 令和2年7月1日 01-05 武蔵町5-27 45 令和3年3月23日 03-01 里見町42－3

6 令和2年7月1日 01-06 博労町67 46 令和3年3月23日 03-02 茨木町58－3

7 令和2年7月1日 01-07 西町四番丁17-6 47 令和3年3月23日 03-03 水溜町30

8 令和2年7月1日 01-08 長町3丁目6-23 48 令和3年3月23日 03-04 木倉町6-6

9 令和2年7月1日 01-09 長町3丁目9-25 49 令和3年3月23日 03-05 木倉町6-5

10 令和2年7月1日 01-10 芳斉1丁目4-30 50 令和3年3月23日 03-06 片町2丁目27－12

11 令和2年7月1日 01-11 芳斉1丁目4-30-1 51 令和3年3月23日 03-07 香林坊2丁目9-4

12 令和2年7月1日 01-12 尾張町1丁目9-4 52 令和3年3月23日 03-08 十間町53

13 令和2年7月1日 01-13 安江町18-10 53 令和3年3月23日 03-09 十間町54

14 令和2年7月1日 01-14 笠市町10-1 54 令和3年3月23日 03-10 中央通町8-15

15 令和2年7月1日 01-15 瓢箪町15-19 55 令和3年3月23日 03-11 長土塀2丁目8-16

16 令和2年7月1日 01-16 大手町1-2 56 令和3年3月23日 03-12 長土塀2丁目16-19

17 令和2年7月1日 01-17 大手町5-18 57 令和3年3月23日 03-13 彦三町1丁目4－11

18 令和2年7月1日 01-18 兼六町2-28 58 令和3年3月23日 03-14 安江町4－20

19 令和2年7月1日 01-19 幸町10-22 59 令和3年3月23日 03-15 本町2丁目20-7

20 令和2年7月1日 01-20 野町1丁目3-58 60 令和3年3月23日 03-16 此花町1-31

21 令和2年7月1日 01-21 野町2丁目32-18 61 令和3年3月23日 03-17 笠市町6-15

22 令和2年7月1日 01-22 寺町3丁目11-23 62 令和3年3月23日 03-18 橋場町3-24

23 令和2年7月1日 01-23 大野町7丁目50 63 令和3年3月23日 03-19 橋場町5－20

24 令和2年10月28日 02-01 茨木町53番 64 令和3年3月23日 03-20 材木町7-19

25 令和2年10月28日 02-02 武蔵町7-14 65 令和3年3月23日 03-21 材木町9-3

26 令和2年10月28日 02-03 長町１丁目7-10 66 令和3年3月23日 03-22 兼六元町3-39

27 令和2年10月28日 02-04 長土塀2丁目5-18 67 令和3年3月23日 03-23 扇町8-22

28 令和2年10月28日 02-05 三社町11-8-1 68 令和3年3月23日 03-24 本多町1丁目17-10

29 令和2年10月28日 02-06 三社町11-8-2、3 69 令和3年3月23日 03-25 菊川2丁目15-9

30 令和2年10月28日 02-07 芳斉1丁目4-28 70 令和3年3月23日 03-26 野町2丁目32-8

31 令和2年10月28日 02-08 尾張町2丁目14-20 71 令和3年3月23日 03-27 野町3丁目15-30

32 令和2年10月28日 02-09 金沢市安江町1-14 72 令和3年3月23日 03-28 寺町1丁目4-3

33 令和2年10月28日 02-10 金沢市安江町1-15 73 令和3年3月23日 03-29 寺町2丁目12-1

34 令和2年10月28日 02-11 瓢箪町9-2 74 令和3年3月23日 03-30 寺町2丁目4-2

35 令和2年10月28日 02-12 扇町11-31 75 令和3年3月23日 03-31 東山3丁目13－17

36 令和2年10月28日 02-13 菊川１丁目12-13 76 令和3年3月23日 03-32 二俣町子14

37 令和2年10月28日 02-14 菊川1丁目9-1 77 令和3年3月23日 03-33 山の上町11－1

38 令和2年10月28日 02-15 菊川1丁目26－4

39 令和2年10月28日 02-16 野町2丁目1-7

40 令和2年10月28日 02-17 野町4丁目1-5
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆景観条例に基づく指定保存建造物
番号 種別 建造物名 所　在　地 指定年月日

1 近代洋風建築 旧ウイン館(北陸学院第二幼稚園) 金沢市飛梅町1-10 昭和58年4月11日
2 町　家 旧森紙店 金沢市野町1-2-34 昭和58年4月11日
3 近代洋風建築 金沢市立図書館別館 金沢市玉川町2-20 昭和59年4月11日
4 茶屋建築 旧諸江屋 金沢市東山1-13-24 昭和59年4月11日
5 武士住宅 野坂邸 金沢市彦三町1-7-38 昭和60年4月11日
6 町　家 俵屋 金沢市小橋町2-4 昭和60年4月11日
7 武士住宅 超雲寺庫裏 金沢市芳斉1-16-8 昭和61年4月11日
8 近代和風建築 金沢市立中村記念美術館旧中村邸 金沢市本多町3-2-30 昭和61年4月11日
9 武士住宅表門 旧加賀藩士高田家長屋門 金沢市長町2-6-1 昭和62年4月11日

10 近代和風建築 寿屋 金沢市尾張町2-4-12 昭和62年4月11日
11 近代和風建築 旧石川県警察本部長公舎 金沢市小立野5-11-1 昭和63年4月11日
12 町　家 旧川縁米穀店 金沢市茨木町53 平成1年4月11日
13 町　家 経田屋米穀店 金沢市東山1-17-7 平成1年4月11日
14 武士住宅 旧森快安邸 金沢市橋場町2-17 平成2年4月21日
15 町　家 正田善嗣家 金沢市東山1-5-13 平成2年4月21日
16 茶屋建築 旧越濱 金沢市東山1-14-8 平成3年4月22日
17 武士住宅 越村邸 金沢市兼六元町9-33 平成3年4月22日
18 近代洋風建築 旧三田商店 金沢市尾張町1-8-5 平成4年4月21日
19 武士住宅表門 新家邸長屋門 金沢市長町1-1-4 平成4年4月21日
20 近代洋風建築 旧石川銀行橋場支店 金沢市尾張町1-7-10 平成5年4月12日
21 町　家 福久屋石黒傳六商店 金沢市尾張町1-10-8 平成5年10月21日
22 近代和風建築 山錦楼 金沢市寺町5-1-38 平成7年4月11日
23 近代洋風建築 旧田上家 金沢市尾張町1-5-20 平成9年4月10日
24 寺院山門 本願寺金沢別院山門 金沢市笠市町2-47 平成13年9月21日
25 町　家 髙木糀商店 金沢市東山1-9-3 平成14年4月22日
26 武士住宅 大屋家 金沢市長町1-1-37 平成15年4月21日
27 近代洋風建築 旧村松商店（村松商事（株）ビル） 金沢市尾張町1-8-1 平成15年10月21日
28 武士住宅 平木家 金沢市菊川1-11-5 平成16年5月11日
29 農家住宅 本岡家住宅 金沢市元町2-7-7 平成17年11月21日
30 農家住宅 八田家住宅 金沢市今町ル1 平成17年11月21日
31 農家住宅 伊東家住宅 金沢市花園八幡町ハ100-甲 平成17年11月21日
32 農家住宅 菊知家住宅 金沢市北森本町ル15 平成18年4月21日
33 町　家 坂戸米穀店 金沢市春日町11-28 平成19年4月23日
34 近代和風建築 観田家住宅 金沢市金石西2-12-3 平成21年4月21日
35 近代洋風建築 旧田上医院 金沢市尾張町1-5-20 平成22年4月21日
36 近代和風建築 旧佐野家住宅 金沢市片町2-5-17 平成22年4月21日
37 日本建築 西家住宅 金沢市長町3-1-57 令和2年3月23日
38 西洋建築 飯田家住宅 金沢市小立野5-5-15 令和2年3月23日
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆金沢市保存樹指定一覧表（昭和５４年度～：計１３０本）
（令和３年１月21日現在）

番号 指定番号 樹種名
樹高
（ｍ）

幹周
（ｍ）

枝巾
（ｍ）

樹木所在地 所有者 指定年月日

1 1 ケヤキ 33 7.83 25 野町２丁目1-8 神明宮 昭和55年3月27日
2 4 ケヤキ 33 5.27 28 笠舞本町２丁目8-15 日吉神社 〃
3 5 ケヤキ 30 5.10 20 十一屋町3-32 八幡神社 〃
4 9 スダジイ 9 4.22 15 大浦町ヘ190 個人 〃
5 10 ケヤキ 28 4.19 15 吉原町チ49 郡家神社 〃
6 11 ケヤキ 26 4.14 24 神田１丁目15-20 神田神社 〃
7 12 ケヤキ 24 4.04 16 間明１丁目85 御馬神社 〃
8 14 ケヤキ 20 3.88 18 下新町6-21 久保市乙剣宮 〃
9 15 ケヤキ 24 3.74 14 長田１丁目5-3 長田菅原神社 〃
10 17 アカマツ 15 3.50 15 橋場町2-17 個人 〃
11 18 イチョウ 32 3.45 20 大野町５丁目81 日吉神社 〃
12 19 ケヤキ 24 3.39 12 新保本町２丁目173 八幡神社 〃

13 21 アカマツ 6
2.35
1.35
2.50

19.5 宝町7-10 法人 昭和56年3月28日

14 24 クロマツ 28 3.20 20 野町１丁目2-37 個人 〃
15 26 イチョウ 16 3.10 15 寺町５丁目6-38 国泰寺 〃
16 27 モミ 25 3.10 9 東兼六町5-6 松山寺 〃
17 31 モミ 25 2.81 9 東兼六町5-6 松山寺 〃
18 37 ケヤキ 30 4.00 20 十一屋町3-32 八幡神社 昭和56年10月28日
19 39 ケヤキ 27 3.82 15 南森本町イ3 住吉神社 〃
20 40 ケヤキ 23 3.77 9 間明１丁目85 御馬神社 〃
21 41 ケヤキ 25 3.03 16 寺町１丁目6-50 闕野神社 〃
22 45 クロマツ 20 2.94 20 長町２丁目6-40 等雲寺 〃
23 47 スダジイ 19 2.80 15 中央通町16-1 犀川神社 〃
24 48 イチョウ 20 2.68 12 泉１丁目3-8 泉八幡神社 〃
25 49 クロマツ 20 2.63 14 高畠１丁目182 高畠神社 〃
26 53 ゴヨウマツ 12 2.53 7 小立野５丁目2-5 個人 〃
27 54 イチョウ 12 2.52 8 黒田１丁目152 靱神社 〃
28 58 モミ 28 2.88 18 飛梅町1-10 法人 昭和57年10月28日
29 59 イチョウ 20 2.72 13 飛梅町1-5 個人 〃
30 61 イチョウ 20 2.67 15 森山１丁目11-2 西善寺 〃
31 62 イチョウ 20 2.58 11 森山２丁目19-32 浄光寺 〃
32 63 モミ 28 2.25 15 菊川１丁目12-2 個人 〃
33 64 アカマツ 20 2.21 15 宝町6-13 瑞雲寺 〃

34 66 ヤマモモ 12
0.59
1.61

7 長町１丁目3-32 法人 〃

35 68 クロマツ 20 2.69 18 長町１丁目1-37 個人 〃
36 70 ゴヨウマツ 18 1.90 13 野町３丁目15-8 泉野菅原神社 〃

37 71 ゴヨウマツ 18
1.53
1.53

10 尾張町２丁目16-19 個人 昭和59年9月26日

38 72 クロマツ 18 2.90 16 小立野３丁目23-3 聞敬寺 〃
39 73 クロマツ 20 1.98 18 彦三１丁目7-35 光福寺 〃
40 74 クロマツ 19 2.07 17 小立野５丁目1-15 如来寺 〃
41 76 ｷﾞﾝﾓｸｾｲ 9 11 寺町５丁目2-20 長久寺 昭和60年9月25日
42 77 ｷﾞﾝﾓｸｾｲ 9 11 寺町５丁目2-20 長久寺 〃
43 78 モチノキ 15 1.54 14 野町３丁目18-10 開禅寺 〃
44 80 イチョウ 18 2.33 12 丸の内5-5 尾崎神社 昭和61年10月31日
45 81 クロマツ 18 1.86 12 打木町西130 打木濱神社 〃
46 82 ケヤキ 18 3.27 18 示野町イ1 示野神社 〃
47 83 ケヤキ 18 2.64 15 寺町５丁目2-20 長久寺 昭和62年10月1日
48 87 モミ 18 2.63 10 長坂１丁目7-27 長坂野神社 〃
49 88 ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 16 2.50 12 石引２丁目5-30 慶恩寺 〃
50 90 クロマツ 20 3.30 12 野町３丁目2-37 光専寺 平成1年11月11日

51 91 ケヤキ 23 2.79 20
寺町１丁目8-37
朝日プラザ犀川

法人 平成3年3月29日

52 92 ｷﾝﾓｸｾｲ 8 9 八日市出町8 個人 平成4年3月31日
53 94 トチノキ 18 1.81 7 長土塀１丁目3-8 個人 平成5年3月30日
54 95 ｿﾒｲﾖｼﾉ 17 2.60 16 野町３丁目24-32 玉龍寺 〃
55 96 クスノキ 19 1.88 8 城南２丁目6-35 藤棚白山神社 〃
56 97 ゴヨウマツ 7 1.55 8 竪町16 個人 平成6年3月30日
57 98 ｺｳﾖｳｻﾞﾝ 25 2.60 10 清瀬町日吉神社参道脇 個人 〃
58 99 アベマキ 30 3.40 15 三小牛町5-23 個人 〃
59 100 イスノキ 15 1.50 10 此花町11-27 安江八幡宮 平成7年3月29日
60 101 イスノキ 16 1.30 10 此花町11-27 安江八幡宮 〃
61 102 クスノキ 20 2.20 12 此花町11-27 安江八幡宮 〃
62 103 スダジイ 11 3.40 12 東山３丁目15-10 個人 平成8年3月28日
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番号 指定番号 樹種名
樹高
（ｍ）

幹周
（ｍ）

枝巾
（ｍ）

樹木所在地 所有者 指定年月日

63 104 イチョウ 25 3.00 13 安江町15-52 東別院 平成8年3月28日
64 105 イチョウ 20 3.40 11 安江町15-52 東別院 〃
65 106 ｷﾞﾝﾓｸｾｲ 10 2.00 10 小将町6-18 個人 平成9年2月17日
66 108 ケヤキ 23 2.30 10 福増町南325 個人 〃
67 109 ケヤキ 20 2.10 7 福増町南325 個人 〃
68 110 イチョウ 17 2.50 10 粟崎町チ７ 専念寺 平成10年3月30日
69 111 イチョウ 16 2.30 10 粟崎町チ７ 専念寺 〃
70 113 スギ 20 4.20 16 末町五-66-1 日吉神社 平成11年3月18日
71 114 スギ 18 2.60 10 末町五-66-1 日吉神社 〃
72 115 クスノキ 21 2.20 11 額谷町ワ20-1 個人 〃
73 116 タブノキ 13 2.30 11 大浦町ヘ191 豊栄神社 〃
74 117 クロマツ 14 2.10 8 中央通町16-1 犀川神社 平成12年2月17日
75 118 クロマツ 12 2.40 8 中央通町16-1 犀川神社 〃
76 119 クロマツ 12 1.60 8 中央通町16-1 犀川神社 〃
77 120 モミ 19 1.60 8 長町３丁目1-57 個人 〃
78 121 スダジイ 13 4.60 12 石引３丁目2-5 個人 〃
79 122 タブノキ 12 2.70 10 寺町５丁目70 承証寺 平成13年2月15日
80 123 ケヤキ 20 3.10 10 泉１丁目3-8 泉八幡神社 〃
81 124 クロマツ 12 1.80 9 大野町４丁目51 名声寺 〃
82 126 エノキ 12 3.50 12 金石西１丁目19-14 冬瓜西の宮 平成14年2月25日
83 128 タブノキ 11 2.63 13 中屋１丁目1 産王神社 〃
84 130 ケヤキ 18 2.80 11 上安原町528 個人 〃
85 131 ケヤキ 22 2.50 9 上安原町528 個人 〃
86 132 ケヤキ 20 3.57 16 入江２丁目438 入江白山神社 〃
87 133 モミ 23 1.80 15 水溜町18 個人 平成15年2月25日
88 134 モミ 20 1.40 10 水溜町18 個人 〃
89 136 マキ 8 1.80 8 東蚊爪町チ22甲 個人 〃
90 137 タブノキ 21 3.75 10 法光寺町ト16 法光寺熊野神社 平成15年2月25日
91 138 モミ 20 4.00 15 蓮如町ハ10 個人 〃
92 139 サイカチ 8 3.65 3 南森本町イ３ 住吉神社 平成16年3月25日
93 140 ウメ 8 2.40 7 弥生３丁目3-30 個人 〃
94 141 コウヤマキ 17 2.45 10 弥生１丁目16-1 個人 平成17年3月2日
95 142 アカマツ 18 2.65 6 弥生１丁目16-1 個人 〃
96 143 ケヤキ 18 3.40 15 昌永町13-25 廣誓寺 〃
97 144 ケヤキ 18 2.95 15 昌永町13-25 廣誓寺 〃
98 145 ケヤキ 18 2.95 15 昌永町13-25 廣誓寺 〃
99 146 ケヤキ 16 2.10 15 昌永町13-25 廣誓寺 〃
100 147 タブノキ 8 2.00 6 昌永町13-25 廣誓寺 〃
101 148 クロマツ 13 2.65 6.5 昌永町13-25 廣誓寺 〃
102 149 スギ 18 3.20 12 河原市町ハ42 個人 平成18年3月30日
103 150 スギ 20 3.20 10 河原市町ハ42 個人 〃
104 151 ゴヨウマツ 12 1.95 8 東山２丁目10-10 慈雲寺 〃
105 152 ｽｲﾘｭｳﾋﾊﾞ 8 1.88 6 東山２丁目10-10 慈雲寺 〃
106 153 サルスベリ 6 2.20 5 東山２丁目14-22 来教寺 〃
107 154 ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 6 2.40 9 卯辰町ホ10 専光寺 〃
108 156 タブノキ 8 2.35 13.5 高柳町10-21 高柳町八幡神社 平成19年3月26日
109 157 スダジイ 5.5 3.76 4 中橋町2-28 個人 〃
110 158 クロマツ 16 2.60 10 南塚町118 南塚町八幡神社 平成20年3月26日
111 159 クロマツ 16 2.40 10 南塚町118 南塚町八幡神社 〃
112 160 エノキ 19 2.00 9 片町２丁目13-20 養智院 〃
113 161 アカマツ 11 2.20 7 尾山町6-22 個人 平成21年3月26日
114 162 クロマツ 8 2.60 13 金石味噌屋町６番３７号 専長寺 〃
115 164 イチョウ 10 2.10 10 野町３丁目10-15 玉泉寺 〃
116 165 イスノキ 7.5 2.73 6.7 香林坊２丁目5-29 個人 平成24年3月27日
117 166 ヒイラギモクセイ 8.5 1.87 7 片町２丁目3-3 法人 〃
118 167 ケヤキ 20 3.00 18 野町２丁目１-１４ 大蓮寺 〃
119 168 ケヤキ 17 3.20 15 野町２丁目１-１４ 大蓮寺 〃
120 169 スダジイ 17 4.40 20 若松町セ104番地1 法人 平成26年6月5日
121 170 ケヤキ 20 3.20 15 吉原町チ49 吉原町郡家神社 〃
122 171 ヤブツバキ 7 1.75 5.8 泉野町２丁目18番6号 個人 〃
123 172 ゴヨウマツ 14 1.90 6.2 泉野町２丁目18番6号 個人 〃

124 173 ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ 20
4.70
1.40

12 薬師町ロ75 本興寺 平成28年3月1日

125 174 ツバキ 5.1
1.20
1.30

4.2 寺町３丁目9-46 個人 〃

126 175 スギ 25 2.80 10 薬師町ハ135 八幡神社 平成29年3月2日
127 176 スギ 25 2.57 8 薬師町ハ135 八幡神社 〃
128 177 ケヤキ 23 2.95 12 薬師町ハ135 八幡神社 〃
129 178 ゴヨウマツ 8 1.50 5.5 大手町9-13 個人 平成30年2月28日
130 179 クロマツ 10 1.57 10 東山１丁目20-18 個人 令和1年11月20日
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆金沢市保存樹林指定一覧表（昭和５４年度～：計５７箇所）
（令和３年１月21日現在）

番号 指定番号 樹林名 緑被率 指定年月日
ケヤキ、スギ、タブ等高木 39本 　 昭和56年3月28日
ヒサカキ等低木 230本 2,717㎡ （822坪) 77%

計 269本
スギ、黒松、モミ等高木 38本 昭和56年10月28日
ヒサカキ等低木 600本 5,203㎡ （1,574坪) 35%

計 638本
スギ、赤松、イチョウ等高木 38本 昭和56年10月28日
ツバキ等低木 78本 2,076㎡ （628坪) 58%

計 116本

ケヤキ、イチョウ、タブ等高木 31本 昭和57年10月28日

ツバキ等低木 65本 2,354㎡ （712坪) 47%
計 96本

ケヤキ、黒松等高木 26本 昭和57年10月28日
ツバキ、ツツジ等低木 330本 1,815㎡ （549坪) 62%

計 356本
ケヤキ、タブノキ等高木 35本 昭和57年10月28日
ツバキ、ツツジ等低木 374本 3,967㎡ （1,200坪) 47%

計 409本
スギ、黒松等高木 71本 昭和58年10月3日
サツキ、ツバキ等低木 3,260本 23,140㎡ （7,012坪) 38%

計 3,331本
スギ、ケヤキ等高木 51本 昭和58年10月3日
モッコク、モミジ等低木 540本 6,171㎡ （1,870坪) 70%

計 591本
スギ、赤松等高木 84本 昭和58年10月3日
ツバキ、ヒサカキ等高木 520本 10,473㎡ （3,173坪) 33%

計 604本
スギ、ケヤキ等高木 26本 昭和58年10月3日
エノキ、ツツジ等低木 380本 5,570㎡ （1,687坪) 32%

計 406本
スギ、シイ等高木 25本 昭和58年10月3日
ツバキ、アオキ等低木 230本 3,150㎡ （954坪) 41%

計 255本
スギ、ケヤキ、タブ等高木 35本 昭和59年9月26日
モミジ、ヒサカキ等高木 200本 1,137㎡ （344坪) 90%

計 235本
スギ、ケヤキ、モミ等高木 78本 昭和59年9月26日
サカキ、ツツジ等低木 310本 11,057㎡ （3,350坪) 32%

計 388本
タブ、ケヤキ等高木 30本 昭和59年9月26日
ツバキ、ヒサカキ等低木 2,160本 2,357㎡ （714坪) 45%

計 2,190本
ケヤキ、エノキ等高木 30本 昭和59年9月26日
ツバキ、ヒサカキ等低木 2,160本 6,925㎡ （2,098坪) 65%

計 2,190本
エノキ、モミ等高木 30本 昭和59年9月26日
ツツジ、ヒサカキ等低木 2,220本 3,269㎡ （990坪) 70%

計 2,275本
モミ、赤松、スギ、サクラ 昭和60年9月25日
サザンカ等 49,000㎡ （14,800坪) 76%

計　約 12,000本
スギ、タブ、ケヤキ、モミジ 昭和60年9月25日
サツキ等 2,294㎡ （694坪) 30%

計 439本
スダジイ、ケヤキ、タブ、 昭和60年9月25日
サカキ、モミジ、ユズリハ等 4,271㎡ （1,292坪) 35%

計 339本
スギ、モミ、ボダイジュ、 昭和60年9月25日
黒松、モミジ、サカキ等 1,983㎡ （600坪) 48%

計 140本
スギ、イチョウ、ツバキ、 昭和60年9月25日
サツキ、モミジ等 4,095㎡ （1,238坪) 78%

計 1,845本
ケヤキ、スギ、イチョウ、 昭和60年9月25日
モミジ、サカキ、ヒサカキ等 1,872㎡ （566坪) 80%

計 226本

樹種及び本数 所在地及び面積

1 1 八坂神社樹林
千田町イ35-1

3 3
上野八幡神社樹
林

小立野２丁目4-1

樹冠面積　1,200㎡

樹冠面積　2,100㎡

2 2 椿原天満宮樹林
天神町１丁目1-13

樹冠面積　1,800㎡

5 5 浅野神社樹林
浅野本町１丁目6-1

樹冠面積　1,130㎡

4 4
安江住吉神社樹
林

北安江町２丁目15－37

樹冠面積　1,100㎡

7 7 天徳院樹林
小立野４丁目4-4

樹冠面積　8,800㎡

6 6 春日神社樹林
増泉２丁目1-1

樹冠面積　1,850㎡

9 9
石川護国神社樹
林

石引４丁目18-1

樹冠面積　3,500㎡

8 8 龍淵寺樹林
野町３丁目19-60

樹冠面積　4,300㎡

11 11 石浦神社樹林
本多町３丁目1-30

樹冠面積　1,280㎡

10 10 静明寺樹林
材木町28-18

樹冠面積　1,780㎡

13 13 尾山神社樹林
尾山町11-1

樹冠面積 3,500㎡

12 12 日吉神社樹林
三口新町３丁目21-3

樹冠面積 1,020㎡

15 16 西養寺樹林
東山２丁目11-35

樹冠面積　4,500㎡

14 15 心蓮社樹林
山の上町4-11

樹冠面積　1,050㎡

17 18 大乗寺樹林
長坂町ル10

樹冠面積　37,000㎡

16 17 蓮昌寺樹林
東山２丁目11-23

樹冠面積　2,300㎡

19 20 本覚寺樹林
野町３丁目18-4

樹冠面積　1,500㎡

18 19 金剛寺樹林
寺町５丁目6-45

樹冠面積　690㎡

21 22 青雲寺樹林
旭町３丁目1-20

樹冠面積　3,200㎡

20 21 金沢神社樹林
兼六町1-3

樹冠面積　950㎡

22 23 山科神社樹林
山科１丁目15－37

樹冠面積　1,500㎡
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番号 指定番号 樹林名 緑被率 指定年月日樹種及び本数 所在地及び面積

モミ、スギ、クヌギ、ケヤキ、 昭和60年9月25日
ツバキ、ヒサカキ等 2,806㎡ （631坪) 70%

計 258本

ケヤキ、タブ、イチョウ等高木 22本 昭和61年10月31日

ツバキ、モミジ等低木 41本 1,567㎡ （474坪) 35%
計 63本

モミ、タブ、ケヤキ等高木 昭和61年10月31日
ﾂﾊﾞｷ、ﾔﾏﾓﾐｼﾞ、ｱｵｷ等低木 4,803㎡ （1,453坪) 27%

タブ、モミジ、スギ、モミ、 昭和61年10月31日
コナラ、ミズキ、ヒサカキ等 20,072㎡ （6,072坪) 80%

計　約 8,000本
スギ、ケヤキ、タブ等高木 29本 昭和61年10月31日
ﾂﾊﾞｷ、ﾔﾏﾓﾐｼﾞ、ｱｵｷ等低木 1,070本 1,530㎡ （463坪) 75%

計 1,099本
スギ、ケヤキ、タブ 昭和61年10月31日
ツバキ等 3,147㎡ （952坪) 51%

計 445本
ｹﾔｷ、ﾀﾌﾞ、ｴﾉｷ、黒松高木 31本 昭和61年10月31日
ツバキ、サカキ等低木 82本 1,140㎡ （346坪) 60%

計 113本
ｽｷﾞ、ｼﾗｶｼ、ｴﾉｷ等高木 20本 昭和62年10月1日
ツバキ、タブノキ等低木 40本 639㎡ （193坪) 91%

計　約 60本
イヌシデ、スギ、モミ、ケヤキ 昭和62年10月1日
サカキ、ヒサカキ、ツバキ等 5,404㎡ （1,634坪) 80%

計　約 1,000本
スギ、ケヤキ、エノキ、モミジ 平成1年11月1日
クヌギ、モミ、ツバキ等 2,980㎡ （901坪) 77% 　

計　約 260本
ケヤキ、スギ、シイ、モミジ、 平成3年3月29日
クヌギ、ツバキ、ゴンズイ等 2,559㎡ （775坪) 69%

計　約 260本
平成4年3月31日

ヤブニッケイ、ハンノキ等 3,184㎡ （963坪) 80%
計　約 400本

平成7年3月29日
スギ、イチョウ、サカキ等 4,060㎡ （1,228坪) 52%

計　約 260本
ケヤキ、ツバキ、クヌギ 平成9年2月17日
スギ、モチ、コウヨウザン 3,040㎡ （921坪) 74%

計　約 150本
平成15年2月25日

エノキ等 1,213㎡ （367坪) 88%
　 　

平成15年2月25日
5,380㎡ （1,630坪) 37%

ヒサカキ等 　
スギ、アンズ、シイ等 平成16年3月25日
　 1,025㎡ （311坪） 85% 　
　 　

平成16年3月25日
　 5,293㎡ （1604坪） 72%
　 　

平成16年3月25日
　 3,112㎡ （943坪） 95%
　 　
ケヤキ、スギ、イチョウ等 平成16年3月25日
　 2,399㎡ （727坪） 29%
　 　

平成17年3月2日
　 2,980㎡ （903坪) 30% 　
　 　
ケヤキ、クロマツ、 平成17年3月2日
イロハモミジ等 3,964㎡ （1,201坪) 15%
　 　
スダジイ、ヤブツバキ 平成18年3月30日
モウソウチク等 1,172㎡ （355坪） 80%

23 24 神明社樹林
田上町イ67

樹冠面積　1,460㎡

25 26 本行寺樹林
本多町２丁目9-34

樹冠面積　1,300㎡

24 25 猿丸神社樹林
笠舞３丁目23-15

樹冠面積　550㎡

27 28 龍国寺樹林
東山２丁目25-72

樹冠面積　1,150㎡

26 27 小坂神社樹林
山の上町42-1

樹冠面積　16,000㎡

29 30 宇佐神社樹林
北塚町ハ137

樹冠面積　690㎡

28 29 児安神社樹林
大樋町11-1

樹冠面積　1,600㎡

31 34 野間神社樹林
小坂町ツ１

樹冠面積　4,350㎡

30 32 八幡神社樹林
錦町6-23

樹冠面積　580㎡

33 37 八幡神社樹林
岸川町ヲ129

樹冠面積　1,760㎡

32 36 少名彦神社樹林
田上本町タ23-1

樹冠面積　2,300㎡

34 38
花園八幡町ハ163

樹冠面積　2,547㎡

35 39
泉野町３丁目15-14

樹冠面積　2,100㎡

波自加彌神社樹
林

泉野櫻木神社樹
林

スダジイ、ケヤキ、クヌギ、

タブ、ケヤキ、黒松、サクラ

36 40
百坂町ロ120

樹冠面積　2,250㎡

37 41
千木町カ55

樹冠面積　1,074㎡

百坂菅原神社樹
林

千木町日吉神社
樹林

ケヤキ、モミジ、ハンノキ、

38 42
　宝町6-14

樹冠面積　2,010㎡

39 43
弥勒町ヨ11

樹冠面積　880㎡

宝円寺樹林

弥勒町住吉神社
樹林

アカマツ、ケヤキ、タブノキ
イチョウ、サツキ、ツツジ、

40 44
粟崎町ヘ49-3

樹冠面積　3,830㎡

41 45
中村町16-1

樹冠面積　2,970㎡

粟崎八幡神社樹
林

中村神社樹林
ケヤキ、イチョウ、サクラ等

アカマツ、エノキ、ケヤキ等

42 46
四十万町リ63-1

樹冠面積　1,690㎡

43 47
諸江町上丁170

樹冠面積　880㎡
少彦名神社樹林

四十万八幡神社
樹林

ケヤキ、クロマツ、スダジイ等

44 48
子来町57-3

樹冠面積　600㎡

45 49
月影町イ62

樹冠面積　930㎡

宝泉寺樹林

花園神社樹林
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 指定番号 樹林名 緑被率 指定年月日樹種及び本数 所在地及び面積

モミ、マツ、ケヤキ 平成19年3月26日
アカガシ、モチノキ等 3,128㎡ (948坪） 53%

ケヤキ、エノキ、スギ等 平成19年3月26日
1,535㎡ (465坪） 93%

ケヤキ、タブノキ、 平成20年3月26日
アカマツ、イチョウ等 1,252㎡ （379坪） 63%

スギ、エノキ、タブノキ等 平成20年3月26日
4,631㎡ （1,403坪） 64%

計 134本
ケヤキ、スギ、エノキ、 平成21年3月26日
ハゼノキ等 2,736㎡ (829坪） 52%

計 124本
タブノキ、スギ、ケヤキ、 平成21年3月26日
イロハモミジ等 5,281㎡ （1,600坪） 63%

計 37本
平成21年3月26日

ヒサカキ等 1,318㎡ (399坪） 43%
計 42本

平成22年3月25日
クロマツ、シュロ等 1,147㎡ (347坪） 84%

計 74本
平成27年10月13日

イチョウ、スギ等 1,960㎡ (593坪） 77%
計 80本

ケヤキ、タブノキ、スギ、 平成27年10月13日
イチョウ、クロマツ等 1,517㎡ (459坪） 66%

計 40本
イチョウ、マツ、タブ、 平成28年3月1日
スダジイ、スギ等 6,878㎡ （2,080坪） 52%

計 220本
アカマツ、イロハモミジ、 平成30年2月28日
サルスベリ、シラカシ等 1,165㎡ （352坪） 59%

計 40本

46 50
尾山町7-3

樹冠面積　1,658㎡

47 51
笠舞本町２丁目1-10

樹冠面積　1,423㎡

大谷廟所樹林

樹林（個人）

48 52
佐奇森町ホ113

樹冠面積　785㎡

49 53
寺町４丁目2-2

樹冠面積　2,975㎡
実成寺樹林

佐奇神社樹林

50 54
寺町４丁目1-6

樹冠面積　1,425㎡

51 55
寺町４丁目1-2

樹冠面積　3,311㎡

本性寺樹林

立像寺樹林

52 56
額谷町ロ130-2

樹冠面積　572㎡

53 57
田中町ろ27

樹冠面積　965㎡

スギ、モミ、ケヤキ、ツバキ、

スギ、モミ、ケヤキ、マキノキ、

額東神社樹林

正八幡神社樹林

54 58
不動寺町ト10

樹冠面積　1,517㎡

55 59
泉野出町２丁目16－3

樹冠面積　1,006㎡

タブノキ、ツバキ、ウラジロガシ、
軻遇突知神社樹
林

八幡神社樹林

56 60
利屋町カ１

樹冠面積　3,610㎡

57 61
横川4丁目1

樹冠面積　697㎡

日吉神社樹林

横川神社樹林
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆金沢市景観樹指定一覧表（平成１３年度～：計１３本）
（令和３年１月21日現在）

番号 指定番号 樹種名
樹高
（ｍ）

幹周
（ｍ）

枝巾
（ｍ）

所在地
所有者
区分

所有者 指定年月日

1 1 ハゼノキ 6.0 1.95 3.5 御影町28-2 個人 個人 平成14年2月25日
2 2 ウメ 9.0 1.10 5.0 泉野町２丁目7-2 個人 個人 〃

0.58
3 3 クロマツ 9.5 1.25 5.5 新竪町3-88 法人 法人 〃
4 5 アカマツ 6.0 1.30 5.5 香林坊２丁目11-19 神社 貴船明神 平成14年12月24日
5 6 ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 6.5 1.10 4.0 元菊町17-41 個人 個人 〃
6 7 ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 12.5 2.00 7.0 小立野３丁目27-37 個人 個人 〃
7 8 スダジイ 18.0 3.15 15.0 今泉町 神社 八幡神社 平成16年10月22日
8 9 アンズ 6.0 1.30 5.0 橋場町13-17 法人 法人 平成17年11月4日
9 10 アカマツ 8.5 0.95 4.5 東山１丁目18-21 個人 個人 平成18年10月30日
10 11 エノキ 11.0 1.30 9.0 長町１丁目1-27 個人 個人 〃
11 12 ラカンマキ 5.5 1.00 6.5 高柳町チ153 個人 個人 平成24年3月27日
12 13 クロマツ 9.4 1.10 4.8 長町3-9-25 法人 法人 平成28年3月1日
13 14 カクレミノ 5.0 1.10 3.5 材木町７-19 個人 個人 平成29年3月2日

◆金沢市景観樹林指定一覧表（平成13年度～：計１箇所）
（令和3年1月21日現在）

番号 指定番号 樹林名 樹種及び本数 緑被率 指定年月日
スギ、ウラジロガシ 平成17年11月4日
イヌシデシロダモ 64%

ヒサカキ等

所在地及び面積

1 1 宝乗寺樹林
車町ハ103番地
2,068㎡(627坪）

樹冠面積1,332㎡

20



巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆埋蔵文化財包蔵地
番号 遺跡番号 埋蔵文化財包蔵地名称 所　在　地 種別 出土品 主時代 立地

1 100100 宿の岩遺跡
金沢市菊水町、白
山市河内板尾

その他
(信仰)

中世 山地

2 100200 倉ヶ岳城跡
金沢市倉ケ岳町、
白山市知気寺

城館 中世 山地

3 100300 おおうら山墳墓群 金沢市住吉町
その他

(墓)
古代 山地

4 100400 護摩堂跡 金沢市小原町
その他
(信仰)

中世 山地

5 100500 冠ヶ嶽城跡 金沢市小原町 城館
その他
(不詳)

山地

6 100600 小原兜山遺跡 金沢市小原町 散布地
縄文土器、磨製石斧、石
鐘、凹石

縄文 山地

7 100700 熊走遺跡 金沢市熊走町 散布地 磨製石斧 縄文 山地
8 100800 鴛原遺跡 金沢市鴛原町 散布地 縄文土器、石器 縄文 山地

9 100900 娚杉Ａ遺跡 金沢市娚杉町 集落
土器、磨製石斧、石鏃、石
鐘

縄文 山地

10 101000 娚杉Ｂ遺跡 金沢市娚杉町 散布地 縄文 山地
11 101100 娚杉Ｃ遺跡 金沢市娚杉町 散布地 縄文 山地
12 101200 娚杉Ｄ遺跡 金沢市娚杉町 散布地 縄文 山地
13 101300 娚杉Ｅ遺跡 金沢市娚杉町 散布地 縄文 山地
14 101400 狐塚堡跡 金沢市白見町 城館 中世 山地
15 101500 黒壁山遺跡 金沢市別所町 城館 近世 山地
16 101600 山川三河守砦跡 金沢市山川町 城館 中世 山地
17 101700 中戸遺跡 金沢市中戸町 集落 土器、石鏃、凹石 縄文 河岸段丘
18 101800 天池遺跡 金沢市中戸町 散布地 土器、石鏃 縄文 丘陵

19 101900 水淵城跡 金沢市水淵町 城館
その他
(不詳)

山地

20 102000 相合谷城跡 金沢市相合谷町 城館 空濠、平坦面
その他
(不詳)

山地

21 102100 下鴛原遺跡 金沢市下鴛原町 集落 縄文土器、石器 縄文 河岸段丘
22 102200 鷹之巣城跡 金沢市西市瀬町 城館 中世 山地

23 102300 瀬領遺跡 金沢市瀬領町 集落
土器、打・磨製石斧、石
鏃、石匙

縄文 山地

24 102400 菅池Ａ遺跡 金沢市菅池町 散布地 縄文 山地
25 102500 菅池Ｂ遺跡 金沢市菅池町 散布地 縄文 山地
26 102600 菅池Ｃ遺跡 金沢市管池町 散布地 石器（石刃） 旧石器 山地

27 102700 東市瀬遺跡 金沢市東市瀬町 集落
縄文土器、石錘、打製・磨
製石斧、凹石、石皿、敲石

縄文 河岸段丘

28 102800 白見城跡 金沢市田子島町 城館
その他
(不詳)

山地

29 102900 湯涌荒屋遺跡
金沢市湯涌町・荒
屋町

散布地 珠洲焼 中世 河岸段丘

30 103000 福神山城跡 金沢市湯涌町 城館
その他
(不詳)

山地

31 103100 湯涌遺跡 金沢市湯涌町 集落 古墳 河岸段丘
32 103200 古郷町Ａ遺跡 金沢市古郷町 散布地 加賀焼 中世 山地

33 103300 古郷寺跡 金沢市古郷町 社寺
その他
(不詳)

丘陵

34 103400 横谷町遺跡 金沢市横谷町 散布地
その他
(不詳)

山地

35 103500 平下城跡 金沢市芝原町 城館
その他
(不詳)

その他

36 103600 東町遺跡 金沢市東町 散布地 土器 縄文 河岸段丘

37 103700 町城跡 金沢市東町 城館
その他
(不詳)

山地

38 103800 上山遺跡 金沢市上山町 散布地 縄文 河岸段丘

39 103900 四十万南遺跡
金沢市四十万町・
白山市曽谷町

散布地
須恵器、珠洲焼、加賀古
陶

古代 台地

40 104000 四十万ヒッカジ遺跡
金沢市四十万町・
白山市曽谷町

散布地 須恵器 古代 山地

41 104100 四十万Ｃ遺跡 金沢市四十万町 散布地 片刃石斧 縄文 山地
42 104200 四十万Ｄ遺跡 金沢市四十万町 散布地 石器 旧石器 山地

43 104300 三十刈遺跡
金沢市三十刈町・
四十万町

散布地 土師器、須恵器 古代 台地

44 104400 四十万遺跡 金沢市四十万町 散布地 打製石斧 縄文 台地
45 104500 四十万Ｂ遺跡 金沢市四十万町 散布地 土師器、須恵器、珠洲焼 古代 台地
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46 104600 四十万中世墓 金沢市四十万町
その他

(墓)
過去に五輪塔群が所在 中世 山地

47 104700 額谷遺跡 金沢市額谷町 集落
弥生土器、土師器、鉄製
品、石製品、石塔類、珠洲
焼、陶磁器、骨片

古墳 山地

48 104800 額谷ドウシンダ遺跡 金沢市額谷町 集落
縄文土器、弥生土器、須
恵器、土師器、青磁、石器

弥生 山地

49 104900 額谷城跡 金沢市額谷町 城館 古代 山地

50 105100 額新町遺跡 金沢市額新町 集落
縄文土器、打製石斧、弥
生土器、土師器、須恵器、
珠洲焼

古代 扇状地

51 105200 大額キョウデン遺跡 金沢市大額３丁目 集落
弥生土器、石器、勾玉、土
師器、須恵器、陶磁器

弥生 台地

52 105300 扇台遺跡 金沢市馬替１丁目 集落
縄文土器、石器、弥生土
器､土師器、須恵器、陶磁
器

弥生 扇状地

53 105400 扇ヶ丘ハワイゴク遺跡
金沢市馬替１丁
目、野々市市扇ヶ
丘

集落
縄文土器、石器、弥生土
器､土師器、陶磁器

縄文 扇状地

54 105500 金沢市馬替２丁目 集落
縄文土器、石器、石製品、
須恵器、土師器

縄文 扇状地

55 105600 高尾公園遺跡 金沢市高尾町 集落 土師器、須恵器 古代 台地
56 105700 高尾イシナ塚古墳 金沢市高尾台 古墳 古墳 台地

57 105800 高尾Ａ遺跡
金沢市高尾町・高
尾

散布地 土師器、須恵器 古代 山地

58 105900 高尾Ｃ遺跡 金沢市高尾町 散布地 土器 弥生 台地
59 106000 高尾Ｂ遺跡 金沢市高尾 散布地 須恵器 古代 山地

60 106100 高尾天神堂遺跡
金沢市高尾町・高
尾台

集落
弥生土器、土師器、須恵
器

古代 台地

61 106200 高尾新町遺跡
金沢市高尾町・高
尾台

散布地 土師器、須恵器 古代 台地

62 106300 高尾新マトバ遺跡 金沢市高尾台 散布地 土器 古代 台地

63 106400 高尾城跡 金沢市高尾町 城館
弥生土器、土師器、須恵
器、灰釉陶器、中世陶磁
器

中世 山地

64 106500 狐青横穴群 金沢市高尾町 横穴墓 古墳 山地
65 106600 高雄山寺遺跡 金沢市高尾 散布地 土師器、須恵器 古代 山地
66 106700 高尾古墳 金沢市高尾 古墳 古墳 山地
67 106800 高尾じょうざぶろう横穴 金沢市高尾 横穴墓 古墳 山地

68 106900 窪遺跡 金沢市窪４丁目 散布地
土師器、須恵器、中世陶
磁器

古墳 台地

69 107000 窪２丁目遺跡 金沢市窪２丁目 集落
弥生土器、土師器、珠洲
焼、石器

弥生 台地

70 107100 満願寺山遺跡 金沢市窪 散布地 土器、石鏃 弥生 山地
71 107200 満願寺山古墳群 金沢市窪 古墳 古墳 山地
72 107300 満願寺山砦跡 金沢市窪 城館 中世 山地

73 107400 山科かわらば遺跡 金沢市山科 生産遺跡
素焼瓦片多量、窯道具、
陶磁器

近世 河岸段丘

74 107500 山科やなした遺跡 金沢市山科 集落
須恵器、土師器、珠洲焼、
越前焼、加賀焼、輸入陶
磁器

中世 河岸段丘

75 107600 山科かなした遺跡 金沢市山科 散布地 土師器 古墳 河岸段丘

76 107700 山科遺跡 金沢市山科町 散布地
縄文土器、土師器、須恵
器、五輪塔様式墓石

縄文 河岸段丘

77 107800 山科かねつき堂遺跡 金沢市山科町 散布地
縄文土器、須恵器、壺（古
銭入り）、鏡面、五輪塔

縄文 丘陵

78 107900 山科草山遺跡 金沢市山科町 散布地 土師器 古代 丘陵

79 108000 高橋セボネ遺跡
金沢市横川、野々
市市高橋町

集落 弥生 扇状地

80 108100 横川・本町遺跡
金沢市横川３丁
目、野々市市本町

集落
弥生土器，管玉、管玉未
製品、ガラス小玉，須恵
器，土師器

古墳 扇状地

81 108200 久安トノヤシキ遺跡 金沢市久安１丁目 散布地 古墳 扇状地
82 108300 久安さんまい川遺跡 金沢市久安 散布地 須恵器 古代 扇状地
83 108400 有松Ｄ遺跡 金沢市有松 散布地 須恵器、珠洲焼 古代 扇状地
84 108500 有松Ｂ遺跡 金沢市有松 散布地 須恵器小片 古代 河岸段丘

85 108600 有松Ｃ遺跡 金沢市有松 散布地
縄文土器、弥生土器、土
師器

縄文 河岸段丘

86 108700 有松Ａ遺跡 金沢市有松 集落 土器１３０点 縄文 扇状地
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87 108800 寺地向田遺跡
金沢市伏見台３丁
目

散布地 須恵器、土師器 古代 扇状地

88 108900 円光寺向田遺跡
金沢市伏見台３丁
目

散布地 須恵器 古代 扇状地

89 109001 寺地シンドロ遺跡 金沢市寺地 散布地 須恵器、土師器 古墳 扇状地
90 109100 円光寺Ａ遺跡 金沢市円光寺 散布地 土器 縄文 河岸段丘
91 109200 円光寺Ｂ遺跡 金沢市円光寺 散布地 石鏃 縄文 台地
92 109300 寺地Ｂ遺跡 金沢市寺地 散布地 須恵器、土師器 古代 台地
93 109400 寺地Ａ遺跡 金沢市寺地 散布地 打製石斧、須恵器 縄文 河岸段丘
94 109500 泉野遺跡 金沢市泉野町 散布地 打製石斧２３点 縄文 河岸段丘
95 109600 泉野出狐田遺跡 金沢市泉野出町 散布地 打製石斧 縄文 河岸段丘
96 109700 十一屋遺跡 金沢市十一屋町 散布地 打製石斧、石棒 縄文 河岸段丘
97 109800 大乗寺山Ｂ遺跡 金沢市山科町 散布地 古墳 丘陵
98 109900 長坂古墳群 金沢市長坂 古墳 古墳 丘陵

99 110000 長坂経塚 金沢市長坂
その他
(経塚)

経字石約200ヶ 中世 丘陵

100 110100 長坂Ａ遺跡 金沢市長坂 散布地 石槍、珠洲焼、灯明皿 縄文 河岸段丘
101 110200 旧野村練兵場遺跡 金沢市長坂 散布地 石斧 縄文 河岸段丘
102 110300 長坂Ｂ遺跡 金沢市長坂 散布地 土師器 古墳 丘陵
103 110400 大乗寺山遺跡 金沢市長坂 散布地 打製・磨製石斧 縄文 丘陵
104 110500 野田山遺跡 金沢市野田町 散布地 須恵器 古墳 丘陵
105 110600 さこ山Ｃ遺跡 金沢市三小牛町 散布地 縄文 丘陵

106 110700 三小牛ハバ遺跡 金沢市三小牛町 社寺
須恵器、土師器、瓦、彩釉
陶器、曲物、木簡、漆碗

古代 丘陵

107 110800 三小牛さこ山Ｂ遺跡 金沢市三小牛町 散布地 土器、石斧 縄文 丘陵

108 110900 三小牛さこ山遺跡 金沢市三小牛町 その他
和同開珎、須恵器（甕
か）、金銅器、鉄製品

古代 丘陵

109 111000 三小牛作業場遺跡 金沢市三小牛町 散布地 石斧、石鏃、土器 縄文 丘陵
110 111100 三小牛オンマ山遺跡 金沢市三小牛町 散布地 土師器、須恵器、瓦 古代 丘陵
111 111200 大桑アナグチ遺跡 金沢市大桑 集落 須恵器、土師器 古代 河岸段丘
112 111300 大桑ジョウデン遺跡 金沢市大桑 集落 土師器、須恵器、陶磁器 中世 河岸段丘

113 111400 大桑七兵衛平北遺跡 金沢市大桑町 散布地
縄文土器、須恵器、土師
器

縄文 丘陵

114 111500 大桑七兵衛平遺跡 金沢市大桑町 散布地 須恵器、瓦 古代 丘陵
115 111600 大桑町中平遺跡 金沢市大桑町 集落 土器片、石斧、石鐘 縄文 丘陵
116 111700 つつじが丘遺跡 金沢市別所町 散布地 石器、土器 縄文 丘陵
117 111800 別所遺跡 金沢市別所町 散布地 縄文 丘陵

118 111901 辰巳用水
金沢市上辰巳町～
兼六町

その他
(用水)

近世 丘陵

119 112000 涌波遺跡（土清水塩硝蔵） 金沢市涌波町 生産遺跡 瓦、陶磁器 近世 河岸段丘
120 112100 土清水遺跡 金沢市土清水町 散布地 須恵器 古代 丘陵
121 112200 末遺跡 金沢市末町 散布地 縄文土器、打製石斧 縄文 河岸段丘
122 112300 館遺跡 金沢市館町 散布地 磨製石斧 縄文 丘陵
123 112400 館山遺跡 金沢市館山町 散布地 石器 縄文 丘陵
124 112500 光専寺遺跡 金沢市末町 社寺 中世 河岸段丘
125 112600 館山町ウエノヤマ遺跡 金沢市館山町 散布地 縄文 丘陵
126 112700 末窯跡群浅川支群 金沢市浅川町 生産遺跡 須恵器 古代 丘陵
127 112800 末窯跡群辰巳支群 金沢市辰巳町 生産遺跡 須恵器 古代 丘陵
128 112900 末窯跡群末支群 金沢市末町 生産遺跡 須恵器 古代 丘陵
129 113000 上辰巳遺跡 金沢市浅川町 散布地 縄文土器 縄文 丘陵

130 113100 浅川町・袋板屋町遺跡
金沢市浅川町・袋
板屋町

散布地
その他
(不詳)

河岸段丘

131 113200 寺屋敷跡 金沢市袋板屋町 城館
その他
(不詳)

丘陵

132 113300 上辰巳カズコズ遺跡 金沢市上辰巳町 その他 近世 河岸段丘
133 113400 上辰巳南遺跡 金沢市上辰巳町 その他 陶磁器、石製品、銭貨 近世 河岸段丘

134 113500 木目谷城跡 金沢市蓮如町 城館
その他
(不詳)

丘陵

135 113600 俵シンボグチ丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
136 113700 俵サンミョウ丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
137 113800 俵オオバヤシ南丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
138 113900 俵大池南丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
139 114000 俵大池北丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
140 114100 俵テングヤマ丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
141 114200 俵スアラシ丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
142 114300 俵オーゾ丁場跡 金沢市俵町 生産遺跡 近世 その他
143 114400 俵ニカヤマノヤマ丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 縄文土器 近世 扇状地
144 114500 俵小学校裏山丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
145 114600 中山オーゾウ丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
146 114700 中山モクリザワ丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
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147 114800 中山城山丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
148 114900 中山ナガヤマ丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
149 115000 中山キタヤマ東丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
150 115100 中山コーノス北丁場跡 金沢市中山町 生産遺跡 近世 その他
151 115200 平等Ｂ丁場跡 金沢市平等本町 生産遺跡 近世 その他
152 115300 平等Ａ丁場跡 金沢市平等本町 生産遺跡 近世 その他
153 115400 キゴ山西丁場跡 金沢市平等本町 生産遺跡 近世 その他
154 115500 キゴ山西オクノタニ丁場跡 金沢市平等本町 生産遺跡 近世 その他

155 115600 湯谷原グンドウ坂南丁場跡 金沢市平等本町 生産遺跡 近世 その他

156 115700 キゴ山西コシハラ丁場跡 金沢市平等本町 生産遺跡 近世 その他

157 115800 戸室山遺跡 金沢市戸室別所 散布地
その他
(不詳)

その他

158 115900 キゴ山遺跡 金沢市小豆沢町 散布地 石器、土器 縄文 その他
159 116000 小豆沢ナガヤマ丁場跡 金沢市小豆沢町 生産遺跡 弥生土器、陶磁器、石材 近世 その他
160 116100 小豆沢ムカイヤマ丁場跡 金沢市小豆沢町 生産遺跡 近世 その他

161 116200 キゴ山北シシガタン丁場跡 金沢市湯谷原町 生産遺跡 近世 その他

162 116300 湯谷原オクノタン丁場跡 金沢市湯谷原町 生産遺跡 近世 その他
163 116400 湯谷原オクノタン南丁場跡 金沢市湯谷原町 生産遺跡 近世 その他
164 116500 湯谷原ワキンタン丁場跡 金沢市湯谷原町 生産遺跡 近世 その他
165 116600 湯谷原ドント丁場跡 金沢市湯谷原町 生産遺跡 近世 その他
166 116700 別所オオヤマ丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
167 116800 別所アンバ丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
168 116900 別所ミヤ丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
169 117000 別所戸室権現下丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
170 117100 別所コミヤ丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
171 117200 湯谷原オーヤマ丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他

172 117300 戸室別所アマイケ南丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他

173 117400 別所コイト丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
174 117500 別所ヤマナカ丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他
175 117600 別所ダヨモン丁場跡 金沢市戸室別所 生産遺跡 近世 その他

176 117700 戸室新保遺跡 金沢市戸室新保町 散布地 石器 縄文 その他

177 117800 新保シンボツジ丁場跡
金沢市戸室新保、
俵町

生産遺跡 近世 その他

178 117900 新保コヅツミ丁場跡 金沢市戸室新保 生産遺跡 近世 その他
179 118000 新保トビヤマ丁場跡 金沢市戸室新保 生産遺跡 近世 その他
180 118100 新保ハヤシノキ丁場跡 金沢市戸室新保 生産遺跡 近世 その他
181 118200 新保ローカ北丁場跡 金沢市戸室新保 生産遺跡 近世 その他
182 118300 新保タニ丁場跡 金沢市戸室新保 生産遺跡 近世 その他

183 118400 新保大渡丁場跡
金沢市戸室新保、
清水町

生産遺跡 近世 その他

184 118500 清水大渡北丁場跡 金沢市清水町 生産遺跡 近世 その他
185 118600 清水スケン丁場跡 金沢市清水町 生産遺跡 石垣材 近世 その他

186 118700 清水ショウズ溜池南丁場跡 金沢市清水町 生産遺跡 近世 その他

187 118800 清水町遺跡 金沢市清水町 散布地
その他
(不詳)

丘陵

188 118900 田島スナハシ丁場跡 金沢市田島町 生産遺跡 近世 その他
189 119000 田島黒坂丁場跡 金沢市田島町 生産遺跡 石垣材 近世 その他
190 119100 田島殿様丁場跡 金沢市田島町 生産遺跡 近世 その他

191 119200 小原堡跡 金沢市菱池小原町 城館
その他
(不詳)

山地

192 119300 田島城跡 金沢市田島町 城館 中世 山地
193 119400 大菱池遺跡 金沢市大菱池町 散布地 土器 縄文 山地

194 119500 小菱池遺跡 金沢市前山 散布地
その他
(不詳)

山地

195 119600 白兀山山頂遺跡 金沢市白兀山 散布地
その他
(不詳)

山地

196 119700 奥医王山山頂遺跡 金沢市奥医王山 散布地
その他
(不詳)

山地

197 119800 医王山鳶岩・大岩遺跡 金沢市大池平 散布地
その他
(不詳)

山地

198 119900 三千坊遺跡 金沢市国見平 散布地
その他
(不詳)

山地

199 120000 二俣町鷹城・一の木戸跡 金沢市二俣町 散布地
その他
(不詳)

山地

200 120100 平尾本泉寺跡 金沢市二俣町 社寺 中世 山地
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201 120200 下安原海岸遺跡 金沢市下安原町 集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、銅鏃、石鏃、砥石、
玉類、打製石斧、紡鐘車

弥生 砂丘

202 120300 専光寺海岸遺跡 金沢市専光寺町 散布地 土師器 古代 砂丘

203 120400 打木町東遺跡 金沢市打木町 集落

縄文土器、弥生土器、土
師器、石器、珠洲焼、近世
陶磁器、土製品、木製品、
金属製品、石製品

近世 沖積平野

204 120500 下安原遺跡 金沢市下安原町 集落
土器、石斧、殊文鏡、陶磁
器
、木製品、銅銭

弥生 沖積平野

205 120600 安原工業団地Ａ遺跡 金沢市下安原町東 集落
弥生土器、石鏃、土師器、
須恵器、陶器、銭貨

古代 沖積平野

206 120700 安原工業団地Ｂ遺跡
金沢市福増町北・
安原町

集落
弥生土器、須恵器、土師
器

弥生 沖積平野

207 120800 福増遺跡 金沢市福増町南 集落 土師器 古代 沖積平野

208 120900 福増カワラケダ遺跡
金沢市いなほ・白
山市横江町

集落
弥生土器、土師器、須恵
器、石器、ガラス玉、木製
品、木製祭祀具

弥生 扇状地

209 121000 下福増Ｂ遺跡 金沢市いなほ 集落
縄文土器、弥生土器､石
器、土師器、須恵器、金属
製品

弥生 扇状地

210 121100 中屋サワ遺跡 金沢市いなほ 集落

縄文土器、弥生土器、須
恵器、土師器、木簡、土師
質皿、陶磁器、土偶、石
器、石製品、漆器、木製品

縄文 扇状地

211 121200 中屋Ｂ遺跡 金沢市中屋南 集落 縄文土器、土師器 縄文 扇状地
212 121300 中屋東遺跡 金沢市中屋南 集落 須恵器、土師器 古代 扇状地

213 121400 横江Ａ遺跡
金沢市上荒屋・白
山市横江町

散布地
石斧、縄文土器、弥生土
器

古代 扇状地

214 121500 横江荘遺跡
金沢市上荒屋・白
山市横江町

生産遺跡
縄文土器、土師器、須恵
器､土師質皿

古代 扇状地

215 121700 上荒屋住宅遺跡 金沢市上荒屋 散布地 抉入片刃石斧 弥生 扇状地

216 121800 御経塚オッソ遺跡
金沢市上荒屋・
野々市市御経塚

集落 土器類 弥生 扇状地

217 121900 野代遺跡
金沢市八日市・
野々市町野代

散布地 縄文土器 縄文 扇状地

218 122000 中屋遺跡 金沢市中屋町 集落 縄文土器、石器、石製品 縄文 扇状地

219 122100 中屋ヘシタ遺跡
金沢市中屋町・福
増町

集落
弥生土器、須恵器、施?陶
器、土製品、石製品

弥生 沖積平野

220 122200 矢木マツノキダ遺跡 金沢市矢木 集落
弥生土器、土師器、打製
石斧

弥生 扇状地

221 122300 矢木ヒガシウラ遺跡 金沢市矢木 散布地 弥生土器、土師器、石器 古墳 扇状地

222 122400 上安原陸橋遺跡
金沢市上安原町・
上安原南

散布地 土器 弥生 扇状地

223 122500 矢木ジワリ遺跡 金沢市矢木 集落
弥生土器、石剣、打製石
斧、石鏃、石鋸、凹石、砥
石、土師器、珠洲焼

弥生 扇状地

224 122600 森戸バイパス遺跡 金沢市森戸 散布地 土師器 古墳 扇状地
225 122700 森戸本町遺跡 金沢市森戸 散布地 大形磨製石斧 縄文 扇状地
226 122800 森戸住宅遺跡 金沢市森戸 散布地 打製石斧 縄文 扇状地

227 122900 上安原遺跡 金沢市上安原町 集落
縄文土器、弥生土器、石
器、石製品、須恵器、土師
器、陶磁器、銭貨

弥生 沖積平野

228 123000 上安原カナワリ遺跡 金沢市上安原町 散布地 土師器 古墳 沖積平野

229 123100 南塚遺跡
金沢市南塚町・神
野

集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、石器、木製
品

縄文 沖積平野

230 123200 南塚Ｂ遺跡
金沢市南塚町・神
野

集落 土師器 古墳 沖積平野

231 123300 神野遺跡 金沢市神野町西 集落

弥生土器、須恵器、土師
器、勾玉、管玉、ガラス
玉、折敷、木製祭祀具、石
斧、石鏃

古墳 沖積平野

232 123500 緑団地下水処理場遺跡 金沢市中屋町 散布地
土師質灯明皿、五輪塔、
人骨

中世 沖積平野

233 123600 緑団地公園遺跡 金沢市上安原町 散布地 土師器 古墳 沖積平野
234 123700 上安原緑団地遺跡 金沢市上安原町 散布地 土器 弥生 沖積平野

235 123800 豊穂遺跡 金沢市豊穂町 集落
土師器、須恵器、土師皿、
陶磁器、木製品

古代 沖積平野
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236 123900 吉藤専光寺跡 金沢市専光寺町 社寺
須恵器、土師質土器、陶
器、磁器、土鐘

中世 沖積平野

237 124000 専光寺養魚場遺跡 金沢市専光寺町 集落 弥生土器、石器、木製品 弥生 沖積平野
238 124100 専光寺染色団地遺跡 金沢市専光寺町 散布地 土器 古墳 沖積平野

239 124200 佐奇森遺跡 金沢市佐奇森町 集落
縄文土器、弥生土器、石
器、土師器、須恵器、陶磁
器、木製品、銭貨

弥生 沖積平野

240 124300 稚日野遺跡 金沢市稚日野町 散布地 打製石斧、須恵器、勾玉 古墳 沖積平野

241 124400 御館前遺跡 金沢市専光寺町 散布地
その他
(不詳)

沖積平野

242 124500 赤土遺跡 金沢市赤土町 集落 弥生 沖積平野
243 124600 北塚古墳群 金沢市北塚町 古墳 古墳 沖積平野
244 124617 おまる塚古墳 金沢市北塚町 古墳 古墳 沖積平野
245 124618 宇佐神社古墳 金沢市北塚町 古墳 古墳 沖積平野

246 124700 北塚遺跡 金沢市北塚町 集落

御物石器、打製石斧、石
器、縄文土器、弥生土器、
土師器、須恵器、陶磁器、
木製品

縄文 沖積平野

247 124701 北塚Ａ遺跡 金沢市北塚町 集落

土器多数、磨製石斧、打
製石斧、石鏃、石鐘、凹
石、磨石、土鐘、ヒスイ玉、
ヒスイ大珠

縄文 沖積平野

248 124800 北塚西遺跡 金沢市北塚町 散布地 土器 古墳 沖積平野

249 124900 袋畠遺跡 金沢市袋畠町 集落
土師器、須恵器、碧玉原
石

古墳 沖積平野

250 125000 上宮寺跡
金沢市八日市１丁
目・野々市町押野

社寺 土器類 中世 扇状地

251 125100 八日市Ｃ遺跡
金沢市八日市２丁
目

集落
弥生土器、土師器、須恵
器、石器

古代 扇状地

252 125200 八日市Ｄ遺跡
金沢市八日市１丁
目

集落
縄文土器、土師器、須恵
器、土師器、陶磁器、石製
品

古代 扇状地

253 125300 八日市Ｂ遺跡
金沢市八日市３丁
目

集落
縄文土器、土師器、須恵
器、打製石斧

古代 扇状地

254 125400 八日市サカイマツ遺跡 金沢市八日市 集落
縄文土器、須恵器、土師
器、石器、木製品

古代 扇状地

255 125500 八日市ヤスマル遺跡
金沢市八日市５丁
目

集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、木製品

弥生 扇状地

256 125600 新保本町西遺跡 金沢市新保本 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、打製石斧、中世陶器

古墳 扇状地

257 125800 新保本町東遺跡 金沢市新保本 集落
弥生土器、磨製石斧、土
師器、管玉

弥生 扇状地

258 125900 新保本町ツカダ遺跡 金沢市新保本 散布地 土器 弥生 扇状地
259 126000 新保本町南遺跡 金沢市新保本 散布地 中世 扇状地

260 126100 押野西遺跡
金沢市押野・西金
沢

集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、越前焼、珠
洲焼、石器、玉類、石製品

弥生 扇状地

261 126200 押野大塚古墳
金沢市押野・野々
市市押野

古墳 直刀 古墳 扇状地

262 126300 西金沢新町遺跡 金沢市西金沢 集落 土師器 古墳 扇状地
263 126500 保古町遺跡 金沢市西金沢 集落 須恵器 古代 扇状地
264 126700 黒田Ｂ遺跡 金沢市黒田 集落 墨書土器、須恵器 古代 扇状地
265 126800 黒田町三角点遺跡 金沢市黒田 集落 墨書土器、須恵器 古墳 沖積平野

266 126900 黒田町遺跡 金沢市黒田 集落
土師器、須恵器、施釉陶
器、人形、斎串、曲物、瓦

古代 沖積平野

267 127000 松島ナカオサ遺跡 金沢市松島 散布地 須恵器、土師器、珠洲焼 古代 沖積平野

268 127100 古府Ｂ遺跡 金沢市古府 散布地
弥生土器、陶器、打製石
斧

弥生 沖積平野

269 127200 古府クルビ遺跡 金沢市古府 集落
弥生土器、打製石斧、土
師器、須恵器、銅鏡片、石
製紡鐘車、珠洲焼

古墳 沖積平野

270 127300 古府カタガリ遺跡 金沢市古府 集落 弥生土器 弥生 沖積平野

271 127400 高畠遺跡 金沢市高畠町
その他

(墓)
土師器、管玉、石釧、玉未
製品、石冠、鉄製工具

古墳 沖積平野

272 127500 玉鉾遺跡 金沢市玉鉾 散布地 土師器、石剣（不詳） 古墳 扇状地

273 127600 玉鉾Ｂ遺跡
金沢市玉鉾・玉鉾
町

散布地 須恵器、土師器 古代 扇状地
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274 127700 米泉遺跡 金沢市米泉町 集落

縄文土器、土偶、石器、石
製品、弓、アンギン様編
布、藍胎漆器、弥生土器、
須恵器、土師器

縄文 扇状地

275 127800 米泉６丁目遺跡 金沢市米泉６丁目 集落 弥生 扇状地

276 127900 泉本町７丁目遺跡 金沢市西泉７丁目 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、陶磁器、土師器皿

中世 扇状地

277 128000 増泉穴田遺跡 金沢市増泉５丁目 散布地 弥生土器 弥生 扇状地
278 128100 増泉遺跡 金沢市増泉１丁目 散布地 土師器、須恵器 古代 扇状地

279 128200 神田遺跡 金沢市神田２丁目 集落
弥生土器、土師器、須恵
器

弥生 扇状地

280 128300 犀川鉄橋遺跡
金沢市大豆田本
町・本江町

集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、木製品、石
器

古墳 扇状地

281 128400 長坂用水
金沢市寺町４～５
丁目

集落 近世 河岸段丘

282 128500 法島遺跡 金沢市法島町 散布地 土器、打製石斧 縄文 河岸段丘

283 128600 元菊町遺跡
金沢市元菊町・三
社町・大和町

集落
陶磁器、石製品、金属製
品、銭貨、木製品

近世 扇状地

284 128700 三社町遺跡 金沢市三社町 集落
近世陶磁器、石製品、金
属製品、木製品。

近世 扇状地

285 128800 醒ヶ井遺跡 金沢市醒ヶ井町 集落
弥生土器、近世陶磁器・
土器・金属器・石器

近世 扇状地

286 128900 昭和町遺跡 金沢市昭和町 集落
弥生土器、石器、近世陶
磁器、土器、土製品、銭
貨、木製品、石製品、瓦。

近世 扇状地

287 129001 木ノ新保遺跡
金沢市木ノ新保・
堀川町・北安江

集落
陶磁器、瓦、木製品、金属
製品、石製品

近世 扇状地

288 129004 木ノ新保遺跡
金沢市木ノ新保、
堀川町、北安江

集落
陶磁器、漆器、桶、木製
品、土人形、数珠、銭貨、
人骨

近世 扇状地

289 129100 本町１丁目遺跡 金沢市本町 集落

弥生土器、陶磁器、土師
器、土人形、かんざし、漆
椀、盆、石器、木製品、石
製品、金属製品、銭貨

近世 扇状地

290 129200 片町２丁目遺跡 金沢市片町２丁目 集落
陶磁器、土師質土器、土
製品、金属製品、銭貨

近世 扇状地

291 129201 片町２丁目遺跡（５番地点） 金沢市片町２丁目 集落 近世 扇状地

292 129202 片町２丁目遺跡 金沢市 集落 近世 扇状地
293 129300 竪町遺跡 金沢市竪町 散布地 凹石 縄文 扇状地

294 129600 長氏屋敷跡
金沢市玉川町・芳
斉１丁目

城館 陶磁器 近世 扇状地

295 129700 村井氏屋敷跡 金沢市長町１丁目 城館 近世 扇状地

296 129800 穴水町遺跡 金沢市長土塀 集落
木製品、石製品、金属製
品。

近世 扇状地

297 129900 玉川町遺跡 金沢市玉川町 集落 古墳 扇状地
298 130000 広坂２丁目遺跡 金沢市広坂２丁目 散布地 須恵器 古代 河岸段丘

299 130100 広坂１丁目遺跡 金沢市広坂１丁目 社寺
土器、施陶器、瓦、陶磁
器、五輪塔、木器、石製
品、金属製品

古代 河岸段丘

300 130200 金沢城跡 金沢市丸の内 城館
石器、須恵器、土師器、
瓦、陶磁器、木製品、金属
製品、石製品

近世 河岸段丘

301 130300 兼六園遺跡 金沢市兼六町 城館
石鏃、陶磁器、土師器皿、
木製品、漆器、金属製品、
石製品

近世 河岸段丘

302 130401
金沢市城下町遺跡(前田氏
（直之系）屋敷跡地区)

金沢市高岡町 城館 近世 河岸段丘

303 130402
金沢城下町遺跡（前田氏
（長種系）屋敷跡地区)

金沢市大手町 集落

縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、陶磁器、
瓦、石製品、金属製品、銭
貨

近世 河岸段丘

304 130403
金沢城下町遺跡(奥村氏
（分家）屋敷跡地区)

金沢市小将町 集落 近世 扇状地

305 130404
金沢城下町遺跡(奥村氏
（宗家）屋敷跡地区)

金沢市石引 集落 陶磁器 近世 河岸段丘

306 130405
金沢城下町遺跡（本多氏屋
敷跡地区）

金沢市出羽町 集落
陶磁器、土器、瓦、金属製
品、土師器皿、石製品

近世 河岸段丘

307 130406
金沢城下町遺跡（安江町地
区）

金沢市安江町 集落
陶磁器、木製品、金属製
品、石製品

近世 扇状地
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308 130407
金沢城下町遺跡（広坂２丁
目地区）

金沢市広坂２丁目 集落 近世 河岸段丘

309 130416
金沢城下町遺跡（飛梅町地
区）

金沢市飛梅町 集落 近世 河岸段丘

310 130418
金沢城下町遺跡（高岡町地
点）

金沢市高岡町 集落

縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、瓦、奈良二
彩、銅製帯金具、陶磁器、
漆器、木製品、金属製品、
銭貨

近世 河岸段丘

311 130419
金沢城下町遺跡（下本多町
地区）

金沢市下本多町 集落

縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、陶磁器、土
人形、石製品、金属製品、
銭貨

近世 扇状地

312 130420
金沢城下町遺跡（長町地
区）

金沢市長町１丁目 集落
近世陶磁器、石製品、金
属製品

近世 扇状地

313 130421 金沢城下町遺跡 金沢市広坂ほか
その他

(城下町)
近世 河岸段丘

314 130500 北安江遺跡
金沢市北安江・西
念

集落
弥生土器、土師器、陶磁
器、木製品、石器、玉類

弥生 扇状地

315 130601 瓢箪町遺跡 金沢市瓢箪町 集落
陶磁器、土師皿、土製品、
金属製品、硯

近世 扇状地

316 130700 横山氏屋敷跡 金沢市横山町 集落 近世 扇状地
317 130800 小橋町遺跡 金沢市小橋町 集落 近世 扇状地

318 130901 東山１丁目遺跡 金沢市東山１丁目 集落
珠洲焼、白磁、古瀬戸、近
世陶磁器、鉄滓、石製品、
金属製品、木製品、瓦

近世 扇状地

319 131000 東山１丁目南水溜跡 金沢市東山１丁目 その他 近世 扇状地
320 131100 東山遺跡 金沢市東山１丁目 散布地 石鏃 縄文 丘陵

321 131200 常盤町遺跡
金沢市常磐町・東
御影町

散布地
その他
(不詳)

丘陵

322 131300 東御影町遺跡 金沢市東御影町 散布地
その他
(不詳)

丘陵

323 131400 卯辰山窯跡 金沢市末広町 生産遺跡 古代 丘陵

324 131500 宇多須城跡 金沢市卯辰町 城館
その他
(不詳)

丘陵

325 131600 笠舞Ｂ遺跡 金沢市笠舞２丁目 集落
縄文土器、石斧、石鏃、骨
角器

縄文 河岸段丘

326 131700 笠舞Ａ遺跡 金沢市笠舞１丁目 集落

縄文土器多量、石鏃、石
槍、石匙、石錐、石錘鐘、
石皿、砥石、磨石、凹石、
ヒスイ玉、釣針、針状骨器

縄文 河岸段丘

327 131800 三口新町遺跡 金沢市三口新町 散布地
土師器、須恵器、墨書土
器あり

古代 河岸段丘

328 131900 大桑橋遺跡 金沢市花里町 散布地 弥生土器、鉄器 弥生 河岸段丘

329 132000 経王寺遺跡
金沢市小立野・宝
町

社寺
近世陶磁器、火鉢、土人
形、飾り金具

近世 河岸段丘

330 132100 小立野４丁目遺跡
金沢市小立野４丁
目

その他
(墓)

瓦、陶磁器 近世 河岸段丘

331 132200 小立野ユミノマチ遺跡
金沢市小立野５丁
目

集落
陶磁器、土師器、瓦、石製
品、金属製品、鉄砲玉、木
製品

近世 河岸段丘

332 132300 崎浦御塚遺跡
金沢市小立野２丁
目

古墳 古墳 河岸段丘

333 132400 上野本町遺跡
金沢市小立野２丁
目

散布地 石器（不明） 縄文 河岸段丘

334 132500 旧上野射撃場遺跡
金沢市小立野１丁
目

散布地 縄文 河岸段丘

335 132600 鈴見遺跡 金沢市鈴見町 散布地 土師器 古代 河岸段丘

336 132700 田上遺跡
金沢市田上町・杜
の里

集落 縄文土器 縄文 河岸段丘

337 132800 若松八幡社遺跡 金沢市若松町 散布地 中世 河岸段丘
338 132900 若松本泉寺跡 金沢市若松町 社寺 中世 丘陵
339 133000 若松大池遺跡 金沢市若松町 散布地 石鏃 縄文 丘陵

340 133100 若松遺跡 金沢市上若松町 集落
縄文土器、弥生土器、石
器、土師器、須恵器、陶磁
器、漆器、鉄滓、土製品

古代 河岸段丘

341 133200 田上西遺跡 金沢市田上町 集落
土師器、須恵器、陶磁器、
木製品、石製品、漆器、金
属製品、銭貨

中世 河岸段丘
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342 133300 田上北遺跡 金沢市田上町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、珠洲焼、鉄滓

古代 河岸段丘

343 133400 田上東遺跡 金沢市田上町 集落
縄文土器、石器、石製品、
弥生土器、土師器、珠洲
焼、鉄滓

古代 河岸段丘

344 133500 榊原神社遺跡 金沢市田上町 城館 中世 河岸段丘

345 133601 田上南遺跡 金沢市田上町 集落

縄文土器、石器、弥生土
器、土師器、須恵器、土師
器、珠洲焼、越前焼、加賀
焼、輸入陶磁器、土錘、砥
石、金属器、銭貨

古代 河岸段丘

346 133701 田上本町遺跡
金沢市若松町・田
上町北

集落 土師器、須恵器、珠洲焼 古墳 河岸段丘

347 133800 若松マキノ遺跡 金沢市角間新町 散布地
縄文土器、土師器、須恵
器、珠洲焼

古代 丘陵

348 133900 角間川遺跡 金沢市角間町 散布地
縄文土器、土師器皿、陶
磁器

縄文 丘陵

349 134000 角間乾場山遺跡 金沢市角間町 散布地
縄文土器、打製石斧、土
師器

縄文 丘陵

350 134100 妙国寺門前遺跡 金沢市東山２丁目 集落 陶磁器、瓦 近世 丘陵
351 134200 山ノ上横穴群 金沢市山の上町 横穴墓 古墳 丘陵
352 134300 御所遺跡 金沢市御所町 散布地 土器、磨製石斧 縄文 丘陵
353 134400 御所二条館跡 金沢市御所町 城館 中世 丘陵
354 134500 御所八塚山古墳群 金沢市御所町 古墳 古墳 丘陵
355 134600 東長江横穴群 金沢市東長江町 横穴墓 古墳 丘陵

356 134700 東長江遺跡
金沢市東長江町・
御所町

集落
須恵器、土師器、土製品、
磁器

古代 河岸段丘

357 134800 東長江イチノタニ城跡 金沢市東長江町 城館
その他
(不詳)

丘陵

358 134900 鼻尾城跡 金沢市東長江町 城館 中世 丘陵

359 135000 三ノ坂遺構群Ａ地点 金沢市山王町
その他

(街道等)
中世 丘陵

360 135100 三ノ坂遺構群Ｂ地点 金沢市御所町
その他

(街道等)
中世 丘陵

361 135200 長屋城跡 金沢市東長江町 城館
その他
(不詳)

丘陵

362 135300 夕日寺遺跡 金沢市夕日寺町 散布地 磨製石斧、石鏃 縄文 丘陵

363 135400 三ノ坂遺構群Ｃ地点 金沢市夕日寺町
その他

(街道等)
中世 丘陵

364 135502 夕日寺跡 金沢市夕日寺町 社寺 中世 丘陵
365 135600 伝燈寺横穴群 金沢市伝燈寺町 横穴墓 古墳 丘陵
366 135700 伝燈寺遺跡 金沢市伝燈寺町 散布地 土器、磨製石斧 縄文 丘陵
367 135800 伝燈寺城跡 金沢市伝燈寺町 城館 中世 丘陵
368 135900 夕日寺Ｂ遺跡 金沢市夕日寺町 散布地 土師器 古代 丘陵
369 136000 釣部Ａ遺跡 金沢市釣部町 散布地 土師器、須恵器 古代 丘陵
370 136100 釣部横穴 金沢市釣部町 横穴墓 古墳 丘陵
371 136101 釣部横穴 金沢市釣部町 横穴墓 古墳 丘陵

372 136200 三ノ坂遺構群Ｄ地点 金沢市柚木町
その他

(街道等)
中世 丘陵

373 136300 三ノ坂遺構群Ｅ地点 金沢市釣部町
その他

(街道等)
中世 丘陵

374 136400 三ノ坂遺構群Ｇ地点 金沢市釣部町
その他(街道

等)
中世 丘陵

375 136500 三ノ坂遺構群Ｆ地点 金沢市釣部町
その他

(街道等)
中世 丘陵

376 136600 釣部砦跡 金沢市釣部町 城館 中世 丘陵
377 136700 高峠城跡 金沢市小二又町 城館 中世 丘陵

378 136800 普正寺番屋砂丘遺跡 金沢市普正寺町 散布地 石斧、石鏃、石剣、須恵器 縄文 砂丘

379 136900 普正寺遺跡 金沢市普正寺町 集落

須恵器、磨製石斧、土師
器、中国磁器、古瀬戸、常
滑系土器、珠洲焼、火鉢、
木器、漆器、銅銭、懸仏、
石佛、五輪塔、板碑

中世 砂丘

380 137000 普正寺高畠遺跡 金沢市普正寺町 集落
土師器、須恵器、鉄製鎌、
陶磁器、石製品、五輪塔、
板碑

古墳 沖積平野

381 137100 金石本町遺跡 金沢市金石本町 集落

弥生土器、土師器、須恵
器、陶磁器、木簡、木製祭
祀具、土製品、木製品、石
製品、銭貨

古代 沖積平野
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382 137200 寺中御台場遺跡 金沢市寺中町
その他
(台場)

近世 沖積平野

383 137300 金石北遺跡
金沢市金石北・大
野町

散布地 石斧、石鏃 縄文 砂丘

384 137400 観音堂Ｂ遺跡 金沢市観音堂町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、青磁、白磁、陶磁器

弥生 沖積平野

385 137500 観音堂遺跡 金沢市観音堂町 散布地
その他
(不詳)

沖積平野

386 137600 松村どのまえ遺跡 金沢市松村 散布地 土器、石鏃 弥生 沖積平野

387 137700 松村Ａ遺跡 金沢市松村 集落
磨製石斧、打製石斧、石
鏃、縄文土器、弥生土器、
土師器、須恵器、木製品

縄文 沖積平野

388 137800 松村Ｂ遺跡 金沢市松村 散布地
石斧、石鏃、土器、伊万里
染付

縄文 沖積平野

389 137900 松村高見遺跡 金沢市松村３丁目 集落
弥生土器、石斧、管玉、須
恵器、土師器

弥生 沖積平野

390 138000 松村平田遺跡 金沢市松村 散布地 土器、石斧、石鏃 弥生 沖積平野
391 138100 松村西の城遺跡 金沢市松村 散布地 土師器、須恵器 古墳 沖積平野

392 138200 松村寺の前遺跡 金沢市松村
その他

(墓)
五輪塔（空輪） 中世 沖積平野

393 138300 寺中南遺跡 金沢市寺中町 散布地 古墳 沖積平野

394 138400 寺中遺跡 金沢市寺中町 集落
弥生土器、磨製石斧、石
鏃、砥石、硬玉製匂玉、碧
玉質管玉未製品

弥生 沖積平野

395 138500 寺中Ｂ遺跡 金沢市寺中町 集落

弥生土器、土師器、須恵
器、陶磁器、土師質土器、
木製品、石器、石製品、玉
類、銭貨

弥生 沖積平野

396 138600 畝田・寺中遺跡
金沢市畝田西・寺
中町

集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、陶磁器、石
器、玉類、木製品

古墳 沖積平野

397 138700 畝田遺跡 金沢市畝田西 集落

縄文土器、弥生土器、環
状石斧、石鏃、軟玉、碧玉
質管玉未製品、木製品
（農具多数）、土師器、須
恵器、珠洲焼

古代 沖積平野

398 138800 畝田大徳川遺跡 金沢市畝田 集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、磁器、木製
品

古墳 沖積平野

399 138900 畝田御台場跡 金沢市畝田
その他
(台場)

近世 沖積平野

400 139001 畝田Ｂ遺跡 金沢市畝田中 集落

弥生土器、土師器、須恵
器、施?陶器、帯金具、珠
洲焼､石製品、木製品、貝
殻

古代 沖積平野

401 139100 畝田Ｃ遺跡
金沢市畝田中・畝
田東・無量寺町

集落

土偶、弥生土器、土師器、
須恵器、施?陶器、珠洲
焼、陶磁器、石製品、木製
品

古墳 沖積平野

402 139200 畝田ナベタ遺跡 金沢市畝田東 集落

縄文土器、弥生土器、石
器、土師器、須恵器、施釉
陶器、斎串、土製仏像、木
製品、石製品、金属製品、
陶磁器、銭貨

古代 沖積平野

403 139300 畝田・無量寺遺跡
金沢市畝田東・無
量寺町

集落
弥生土器、須恵器、土師
器、フイゴ羽口、木製品

古代 沖積平野

404 139400 無量寺Ｃ遺跡 金沢市無量寺町 集落
弥生土器、石器、管玉、須
恵器、土師器、石製品、木
製品、漆器、銭貨

古代 沖積平野

405 139500 無量寺Ｄ遺跡 金沢市無量寺町 集落
弥生土器、石器、管玉、須
恵器、土師器、石製品、木
製品、漆器、銭貨

古代 沖積平野

406 139600 桂・寺中遺跡
金沢市桂町・寺中
町

集落
弥生土器、石器、土師器、
須恵器、陶磁器、石製品、
木製品

弥生 沖積平野

407 139700 桂町南遺跡 金沢市桂町 集落
土師器、須恵器、陶磁器、
木製品、石製品

中世 沖積平野

408 139800 桂遺跡 金沢市桂町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、珠洲焼、青磁、銅銭

古墳 沖積平野
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409 139900 無量寺Ｂ遺跡 金沢市無量寺町 集落
弥生土器、双頭龍文鏡
片、銅鏃、木製品、石器

弥生 沖積平野

410 140000 無量寺遺跡 金沢市無量寺町 集落

弥生土器、土師器、珠洲
焼、越前焼、陶磁器、漆
器、石臼 、木製品、銭貨

中世 沖積平野

411 140100 無量寺金沢港遺跡 金沢市無量寺町 散布地 土器 弥生 沖積平野

412 140200 桜田・示野中遺跡
金沢市桜田町・示
野中町

集落

弥生土器、緑色凝灰岩
片、石器、石製品、土師
器、須恵器、木製品、陶磁
器

弥生 沖積平野

413 140300 出雲じいさまだ遺跡
金沢市出雲町・桜
田町

集落
弥生土器、土師器、須恵
器、施?陶器、陶磁器、木
製品、石製品、玉類

古墳 沖積平野

414 140400 若宮遺跡 金沢市若宮町 散布地 珠洲焼、灯明皿 中世 扇状地

415 140500 薬師堂遺跡 金沢市薬師堂町 集落
弥生土器、木器、管玉、土
師器

古墳 扇状地

416 140600 北町遺跡 金沢市北町 散布地 打製石斧 縄文 沖積平野
417 140701 北町北遺跡 金沢市北町 集落 古代 沖積平野

418 140800 駅西本町一丁目遺跡
金沢市駅西本町１
丁目

集落
弥生土器（法仏式，月影
式）木器

弥生 扇状地

419 140900 二口町遺跡 金沢市駅西本町 集落 弥生土器、土師器 弥生 扇状地
420 141000 二口シミヅ遺跡 金沢市駅西本町 散布地 土師器 古墳 扇状地

421 141100 西念クボ遺跡
金沢市西念・駅西
本町

散布地 土器 縄文 沖積平野

422 141200 西念ネジタ遺跡 金沢市西念 散布地 弥生土器、打製石斧 弥生 扇状地
423 141300 二口六丁Ａ遺跡 金沢市駅西本町 集落 弥生土器、土師器 古墳 沖積平野

424 141400 二口六丁Ｂ遺跡 金沢市二ツ屋町 集落
弥生土器、土師器、石鏃、
木製品（鍬、火きり臼、た
も、編み物具等）

弥生 沖積平野

425 141500 藤江Ａ遺跡 金沢市藤江南 集落 須恵器、土師器、木製品 古代 沖積平野

426 141601 藤江Ｂ遺跡 金沢市藤江北 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、木製品、石製品、金属
製品、小銅鐸、銅剣、銅鏡

弥生 沖積平野

427 141700 藤江Ｃ遺跡 金沢市藤江北 集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、陶磁器､石
器、木製品、骨角器、銭貨

古墳 沖積平野

428 141800 藤江Ｃ古墳群 金沢市藤江 古墳 古墳 沖積平野

429 141900 二ツ屋町遺跡 金沢市二ツ屋町 散布地
弥生土器、石器、土師器、
須恵器、木製品

弥生 沖積平野

430 142000 西念東遺跡 金沢市西念 散布地 土師器、打製石斧 弥生 沖積平野

431 142100 西念・南新保遺跡 金沢市駅西新町 集落

弥生土器、土師器、須恵
器、石庖丁、打製・磨製石
斧等石器、玉類、多数の
木製品、鉄器、犬骨、重圏
文鏡、ガラス玉

弥生 沖積平野

432 142200 南新保三枚田遺跡 金沢市南新保町 集落
弥生土器、土師器、管玉、
打製石斧、木製品

古墳 沖積平野

433 142300 南新保Ｄ遺跡 金沢市南新保町 集落
弥生土器、土師器、石器、
鍬等木製品

弥生 沖積平野

434 142400 南新保Ｂ遺跡 金沢市南新保町 散布地 土器 弥生 沖積平野

435 142500 南新保Ｃ遺跡 金沢市南新保町 集落
弥生土器、石器、銅釧、土
師器、須恵器、陶磁器、木
製品

古墳 沖積平野

436 142600 南新保Ｅ遺跡 金沢市南新保町 集落
弥生土器、石器、須恵器、
土師器、陶磁器、木製品

中世 沖積平野

437 142700 南新保北遺跡 金沢市南新保町 集落
弥生土器、石器、土師器
皿、陶磁器、木製品、漆器

弥生 沖積平野

438 142800 戸水Ｂ遺跡 金沢市戸水町 集落

弥生土器、分銅型土製
品、石器、須恵器、土師
器、陶磁器、土師質皿、木
製品、石製品、分銅型土
製品

弥生 沖積平野

439 142900 戸水・大友遺跡 金沢市鞍月 集落 土器、土師器、須恵器 弥生 沖積平野
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440 143000 戸水大西遺跡 金沢市鞍月 集落

弥生土器、石器、土師器、
須恵器、陶磁器、瓦、漆
器、石帯、銅鏡、金属製
品、木簡、斎串、木製品、
銭貨、鉄滓

古代 沖積平野

441 143100 戸水ホコダ遺跡 金沢市鞍月 集落
弥生土器、土師器、石器、
銅鏃、土師器、須恵器

弥生 沖積平野

442 143200 大友西遺跡 金沢市鞍月・大友 集落
鏡、銅鏃、ガラス玉、皇朝
銭、木簡、磁器、鉄鏃、木
製品、土師器、須恵器

弥生 沖積平野

443 143300 戸水Ｃ遺跡
金沢市戸水町・御
供田町

縄文土器、弥生土器、打
製石斧、土師器、須恵器、
施釉陶器、皇朝銭、石帯、
唐式鏡、珠洲焼、越前焼、
瀬戸、伊万里、青白磁、曲
物井筒、下駄

古代 沖積平野

444 143400 戸水Ｃ古墳群
金沢市戸水町・御
経田町

古墳 土師器 古墳 沖積平野

445 143500 大友Ｆ遺跡 金沢市大友町 集落
土師器、須恵器、石器、木
製品、玉類、玉未成品

古墳 沖積平野

446 143600 大友Ａ遺跡 金沢市大友町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、陶磁器、石器、木製品

古代 沖積平野

447 143700 大友Ｄ遺跡 金沢市大友町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、陶磁器、石器、玉類

弥生 沖積平野

448 143800 大友Ｅ遺跡 金沢市大友町 集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、陶磁器、木
製品、石製品、金属製品

古代 沖積平野

449 143900 大友Ｇ遺跡 金沢市大友町 集落
土師器、須恵器、石器、木
製品

古代 沖積平野

450 144000 直江南遺跡 金沢市直江町 集落
須恵器、土師器、石器、土
師質土器、陶磁器、木製
品

古代 沖積平野

451 144100 直江ボンノシロ遺跡 金沢市直江町 集落

縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、土師質土
器、陶磁器、木製品、鉄
鎌、漆器

古代 沖積平野

452 144200 直江ニシヤ遺跡 金沢市直江町 集落
土師器、須恵器、陶磁器、
土師質皿、木製品、石製
品、金属製品

古墳 沖積平野

453 144300 直江西遺跡 金沢市直江町 集落
弥生土器、石器、土師器、
陶磁器、木製品、漆器

弥生 沖積平野

454 144400 直江中遺跡 金沢市直江町 集落
縄文土器、石器、弥生土
器、土師器、須恵器、白
磁、青磁、木製品、漆器

弥生 沖積平野

455 144500 直江北遺跡 金沢市直江町 集落
縄文土器、弥生土器、須
恵器、土師器、石製品

弥生 沖積平野

456 144600 近岡カンタンボ遺跡 金沢市近岡町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、木製品

弥生 沖積平野

457 144700 近岡ナカシマ遺跡 金沢市近岡町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、木製農具、石器

弥生 沖積平野

458 144801 近岡テラダ遺跡
金沢市近岡町・直
江町

集落
弥生土器、土師器、須恵
器、灰釉陶器、箸、横櫛、
珠洲焼、石鏃

弥生 沖積平野

459 144900 近岡遺跡 金沢市近岡町 集落

縄文土器、石器、石製品、
弥生土器、土師器、陶磁
器、木器、金属製品、骨角
製品、須恵器、人形、木
簡、木製品、銅鏃

古代 沖積平野

460 145002 乙丸遺跡 金沢市乙丸町 散布地
縄文土器、弥生土器、陶
磁器

弥生 沖積平野

461 145100 沖町Ｂ遺跡 金沢市沖町 集落 弥生 沖積平野
462 145200 沖町遺跡 金沢市沖町 集落 土師器、木器 古墳 沖積平野

463 145300 磯部カンダ遺跡 金沢市磯部町 集落

須恵器、土師器、施釉陶
器、木製祭祀具、扇、銅製
鈴、陶磁器、砥石、金属製
品

古代 沖積平野
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464 145400 勝願寺跡 金沢市磯部町 社寺 土錘、陶器出土 中世 沖積平野

465 145500 磯部運動公園遺跡 金沢市磯部町 集落
弥生土器、銅鏃、石庖丁、
打製石斧、須恵器、土師
器

弥生 沖積平野

466 145600 磯部東遺跡 金沢市磯部町 集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、木製品、石器

縄文 沖積平野

467 145700 高柳遺跡 金沢市高柳町 集落 古墳 沖積平野

468 145800 田中Ａ遺跡 金沢市田中町 集落
弥生土器、土師器、重圏
文鏡、木製品

古墳 沖積平野

469 145900 田中Ｃ遺跡 金沢市田中町 散布地 土師器 古墳 沖積平野

470 146000 田中Ｂ遺跡 金沢市田中町 集落
土師器、櫛、匂玉、管玉、
鉄斧、木槽

古墳 沖積平野

471 146100 松寺遺跡 金沢市松寺町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、木製品

古墳 沖積平野

472 146200 松寺町Ｂ遺跡 金沢市松寺町 散布地 弥生 沖積平野

473 146300 千田遺跡 金沢市千田町 集落
弥生土器、土師器、管玉､
鉄製品、石製品

弥生 沖積平野

474 146400 千木ヤシキダ遺跡
金沢市千木町・疋
田町

集落

土師器、須恵器、施釉陶
器、皇朝銭、木製品、木
簡、木製祭祀具、珠洲焼、
白磁、青磁、漆器

古代 沖積平野

475 146500 千木遺跡 金沢市千木町 集落
須恵器、土師器、陶磁器、
土師質土器、木製品、石
製品、銅製仏像、銭貨

中世 沖積平野

476 146600 千木東遺跡 金沢市千木町 集落
須恵器、土師器、墨書土
器、曲物。

古代 沖積平野

477 146700 千木イワスクリ遺跡 金沢市千木町 集落
土師器、須恵器、斎串、木
製品

古代 沖積平野

478 146800 木越光徳寺跡 金沢市木越町 社寺 中世 沖積平野

479 146900 木越光琳寺遺跡 金沢市木越町 集落
土師質土器、陶磁器、木
製品、漆器、銭貨、金属製
品、石製品

中世 沖積平野

480 147000 木越光専寺遺跡 金沢市木越町 散布地 中世 沖積平野
481 147100 福久遺跡 金沢市福久町 散布地 弥生土器、須恵器 古代 沖積平野

482 147200 法光寺遺跡 金沢市法光寺町 散布地 土師器、須恵器
その他
(不詳)

扇状地

483 147300 野間神社裏古墳群 金沢市大樋町 古墳 古墳 丘陵
484 147400 小坂古墳群 金沢市小坂町 古墳 古墳 丘陵

485 147500 小坂１号墳墳頂経塚 金沢市小坂町
その他
(経塚)

経筒、珠洲焼、鉄鎌、経
軸、青白磁合子

中世 丘陵

486 147600 小坂１号墳中世墳墓 金沢市小坂町
その他

(墓)
珠洲焼、土師質土器 中世 丘陵

487 147700 神谷内Ａ遺跡 金沢市神谷内町 集落
弥生土器、管玉、砥石、土
師器

弥生 丘陵

488 147800 神谷内古墳群 金沢市神谷内町 古墳 古墳 丘陵
489 147900 神谷内横穴群 金沢市神谷内町 横穴墓 古墳 丘陵
490 148000 法光寺古墳群 金沢市法光寺町 古墳 古墳 丘陵
491 148100 御屋敷城跡 金沢市月浦町 城館 中世 丘陵

492 148200 百坂Ｃ遺跡 金沢市百坂町 散布地
土師器、須恵器、青磁、陶
器、土師質土器

中世 扇状地

493 148300 百坂Ｂ遺跡 金沢市百坂町 散布地 土師器 古墳 丘陵

494 148400 百坂Ａ遺跡 金沢市百坂町
その他

(墓)
土師器 古墳 丘陵

495 148500 松陵高校グランド遺跡 金沢市吉原町 散布地 土器、石器 縄文 丘陵
496 148600 百坂あらや山遺跡 金沢市百坂町 散布地 土器 縄文 丘陵

497 148700 吉原大門山遺跡 金沢市吉原町
その他

(墓)
土器、鉄器 古墳 丘陵

498 148800 吉原法華堂古墳群 金沢市吉原町 古墳
須恵器、土師器片、金環、
直刀、鉄鏃、朱

古墳 丘陵

499 148900 吉原親王塚古墳 金沢市吉原町 古墳 直刀、須恵器（紛失） 古墳 丘陵

500 149000 吉原七ッ塚墳墓群 金沢市吉原町
その他

(墓)

1号墓鉄剣、釶、鉄斧、4号
墓匂玉、管玉 、7号墓弥
生土器 （坏、小型壷）、9
号墓弥生土器、10号墓弥
生土器、11号墓 弥生土
器、匂玉、管玉、鉄斧 、12
号墓弥生土器、13号墓匂
玉、鉄鏃

弥生 丘陵

501 149100 吉原Ａ遺跡 金沢市吉原町 散布地 弥生 扇状地
502 149200 吉原七ッ塚遺跡 金沢市吉原町 散布地 有舌尖頭器 縄文 丘陵
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503 149300 塚崎大谷遺跡 金沢市塚崎町 散布地
縄文土器、磨製石斧、土
師器

縄文 その他(平地)

504 149400 塚崎古墳
金沢市塚崎町・月
浦町

古墳 古墳 丘陵

505 149500 塚崎遺跡 金沢市塚崎町 集落

土器、石器、鉄器、管玉、
同未製品、原石

弥生 丘陵

506 149600 塚崎中世墓 金沢市塚崎町
その他

(墓)
火葬骨、土師質土器、珠
洲焼

中世 丘陵

507 149700 塚崎横穴群
金沢市塚崎町・月
浦町

横穴墓 古墳 丘陵

508 149800 塚崎八幡神社古墳 金沢市塚崎町 古墳 古墳 丘陵
509 149900 塚崎タカキ遺跡 金沢市塚崎町 散布地 土師器、須恵器 古墳 扇状地

510 150000 南森本・塚崎遺跡 金沢市塚崎町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、碧玉原石、石製品、木
製品

弥生 扇状地

511 150100 月浦古墳群 金沢市月浦町 古墳 古墳 丘陵
512 150200 月浦おやだま横穴群 金沢市月浦町 横穴墓 古墳 丘陵

513 150300 河原市経塚群 金沢市河原市町
その他
(経塚)

経石、土師質皿、銭貨 近世 河岸段丘

514 150400 河原市遺跡 金沢市河原市町 散布地 土師器、一石経、銭貨。 近世 河岸段丘

515 150500 河原市館跡 金沢市河原市町 城館
縄文土器、珠洲焼、加賀
焼、土師器、陶磁器

中世 河岸段丘

516 150600 下涌波遺跡 金沢市下涌波町 散布地 磨製石斧 縄文 丘陵
517 150700 梨木城跡 金沢市梨木町 城館 中世 河岸段丘
518 150800 上野館跡 金沢市薬師町 城館 中世 河岸段丘
519 150800 薬師上野遺跡 金沢市薬師町 散布地 土器、碧玉質原石 縄文 河岸段丘

520 150900 額谷カネカヤブ遺跡 金沢市額谷町 社寺
縄文土器、弥生土器、須
恵器・土師器・石帯・鉄器・
中世土師器・陶磁器

古代 山地

521 151000 正部・薬師遺跡
金沢市正部町・薬
師町

散布地
須恵器、珠洲焼、土師器、
陶磁器、銭貨

中世 丘陵

522 151100 戸保木遺跡 金沢市戸保木町 散布地 磨製石斧 縄文 河岸段丘

523 151200 妙見堂遺跡 金沢市宮野町 散布地
その他
(不詳)

河岸段丘

524 151300 宮野遺跡 金沢市宮野町 散布地
石斧　（打、磨）、石鐘、土
器

縄文 河岸段丘

525 151400 正部町中野の山横穴群 金沢市正部町 横穴墓 古墳 丘陵
526 151501 正部町かしの山横穴 金沢市正部町 横穴墓 古墳 丘陵
527 151600 正部町中尾谷横穴群 金沢市正部町 横穴墓 古墳 丘陵
528 151700 高坂遺跡 金沢市高坂町 散布地 縄文土器 縄文 河岸段丘
529 151900 古屋谷遺跡 金沢市古屋谷町 散布地 土器 縄文 河岸段丘
530 152000 車遺跡 金沢市車町 散布地 土器 縄文 丘陵

531 152200 車町地内近世道標 金沢市車町
その他
(道標)

近世 丘陵

532 152400 北方遺跡 金沢市北方町 散布地
縄文土器、須恵器、石鏃、
石錘

縄文 丘陵

533 152500 北方城跡 金沢市北方町 城館 中世 丘陵
534 152600 柚木城跡 金沢市柚木町 城館 中世 丘陵
535 152700 市瀬城跡 金沢市市瀬町 城館 中世 丘陵

536 152800 小又越 金沢市荒山町
その他
(街道)

近世 丘陵

537 152900 荒山城跡 金沢市荒山町 城館 中世 丘陵

538 153000 善徳寺遺跡 金沢市砂小坂町 社寺
土師質土器、陶器、青磁、
金属製品

中世 山地

539 153100 砂子坂道場遺跡 金沢市砂子坂町
その他
(信仰)

中世 山地

540 153202 向粟ヶ崎遺跡 金沢市粟崎町 散布地 銅鏃、環石、土器片 古墳 砂丘
541 153300 亀田大隈岳信館跡 金沢市南森本町 城館 中世 扇状地

542 153400 大場遺跡 金沢市大場町 集落
土師器、土師質皿、須恵
器、珠洲焼

中世 沖積平野

543 153500 才田御亭山古墳群 金沢市才田町 古墳 古墳 沖積平野
544 153600 堅田Ａ遺跡 金沢市堅田町 集落 土師器 古墳 丘陵

545 153700 堅田Ｂ遺跡 金沢市堅田町 城館
土器、陶磁器、木製品、木
製祭祀具、漆器、金属製
品、銭貨

中世 扇状地

546 153800 堅田Ｃ遺跡 金沢市堅田町 集落 土師器 古墳 丘陵

547 154000 岩出うわの遺跡 金沢市岩出町 集落
縄文土器、石器、弥生土
器、勾玉、須恵器、土師器

弥生 丘陵
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番号 遺跡番号 埋蔵文化財包蔵地名称 所　在　地 種別 出土品 主時代 立地
548 154100 岩出銭ガメ塚古墳 金沢市岩出町 古墳 古墳 丘陵
549 154200 岩出うつぼ遺跡 金沢市岩出町 散布地 須恵器 古代 扇状地
550 154300 岩出横穴群 金沢市岩出町 横穴墓 古墳 丘陵
551 154400 観法寺横穴群 金沢市観法寺町 横穴墓 古墳 丘陵
552 154500 観法寺瓦窯跡 金沢市観法寺町 生産遺跡 平瓦、丸瓦、焼土 古墳 丘陵
553 154600 観法寺窯跡 金沢市観法寺町 生産遺跡 須恵器 古墳 丘陵
554 154700 観法寺ヤッタ遺跡 金沢市観法寺町 集落 土師器・瀬戸焼 古代 丘陵
555 154800 観法寺ジンヤマ窯跡 金沢市観法寺町 生産遺跡 須恵器、瓦 古墳 丘陵

556 154900 観法寺墳墓群 金沢市観法寺町
その他

(墓)
弥生土器 弥生 丘陵

557 155000 観法寺ジンヤマ横穴 金沢市観法寺町 横穴墓 古墳 丘陵

558 155100 伝弥勒寺跡 金沢市観法寺町 社寺 瓦、須恵器、土師器、鉄器 古代 丘陵

559 155200 観法寺遺跡 金沢市観法寺町 集落
須恵器、土師器、石製品、
木簡、瓦、銭貨

古代 扇状地

560 155300 観法寺谷遺跡 金沢市観法寺町 集落
土師質土器、陶磁器、木
製品、石製品、金属製品、
銭貨、漆器

中世 丘陵

561 155400 観法寺古墳群 金沢市観法寺町 古墳
弥生土器、土師器、須恵
器、石製品、鉄製品

古墳 丘陵

562 155500 梅田Ｂ遺跡
金沢市梅田町・観
法寺町

集落

縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、瓦、土師質
土器、陶磁器、石製品、木
製品、銭貨

中世 扇状地

563 155600 梅田遺跡 金沢市梅田町 散布地 土師器（高坏） 古墳 扇状地
564 155700 梅田横穴群 金沢市梅田町 横穴墓 古墳 丘陵
565 155800 深谷横穴群 金沢市深谷町 横穴墓 古墳 丘陵
566 155900 深谷遺跡 金沢市深谷町 散布地 石斧 縄文 丘陵

567 156000 今町Ａ遺跡 金沢市今町 集落

宋銭、曲物製容器、建築
用木材、須恵器、土師器、
土錘、縄文土器

古代 扇状地

568 156100 今町御所野遺跡 金沢市今町 散布地 須恵器 古代 扇状地
569 156200 今町僧ノ町遺跡 金沢市今町 散布地 須恵器 古代 扇状地

570 156300 月影塚 金沢市月影町
その他

(塚)
その他
(不詳)

丘陵

571 156400 月影遺跡 金沢市月影町 集落 弥生土器、シジミ貝 弥生 丘陵
572 156500 月影古墳群 金沢市月影町 古墳 古墳 丘陵

573 156600 花園八幡遺跡 金沢市花園八幡町 集落
弥生土器、土師器、須恵
器、青磁、白磁、木製品、
鉄滓

弥生 扇状地

574 156700 八幡波自加弥神社横穴 金沢市花園八幡町 横穴墓 古墳 丘陵

575 156800 八幡薬師横穴群 金沢市花園八幡町 横穴墓 古墳 丘陵

576 156900 二日市横穴群 金沢市二日市町 横穴墓 古墳 丘陵
577 157000 岸川横穴 金沢市岸川町 横穴墓 古墳 丘陵
578 157100 福畠コモイケ遺跡 金沢市福畠町 散布地 土器、磨製石斧 縄文 丘陵
579 157200 福畠たたら跡群 金沢市福畠町 生産遺跡 鉱滓 中世 丘陵
580 157300 小野遺跡 金沢市小野町 集落 土器、磨製石斧、石鏃 縄文 丘陵
581 157400 小池遺跡 金沢市小池町 散布地 土器 縄文 丘陵

582 157500 四天王寺遺跡 金沢市四天王寺町 散布地 土器、石斧 縄文 丘陵

583 157600 浅丘遺跡 金沢市浅丘町 散布地 磨製石斧 縄文 丘陵
584 157700 榎尾八幡神社遺跡 金沢市榎尾町 散布地 打製石斧、石鏃 縄文 丘陵

585 157800 朝日堂ふくはたけ遺跡 金沢市加賀朝日町 散布地 土器 縄文 丘陵

586 157900 朝日堂のうしろ遺跡 金沢市加賀朝日町 集落 縄文土器、磨製石斧 縄文 丘陵

587 158000 朝日山城跡 金沢市加賀朝日町 城館
土師器皿、珠洲焼、石製
品、金属製品

中世 丘陵

588 158100 松根遺跡 金沢市松根町 散布地 縄文土器 縄文 丘陵
589 158300 宝町遺跡 金沢市宝町 集落 近世 河岸段丘
590 158400 一乗寺跡 金沢市 社寺 古代 河岸段丘
591 158500 角間遺跡 金沢市角間町 散布地 縄文 河岸段丘
592 158600 田上館跡 金沢市田上町 城館 中世 河岸段丘
593 158700 三宝寺前遺跡 金沢市東山町 集落 近世 丘陵

594 158800 二ツ寺遺跡 金沢市二ツ寺町 集落
縄文土器、弥生土器、土
師器、須恵器、陶磁器、自
然遺物

古代 沖積平野

595 158900 奥医王山遺跡 金沢市 その他 その他 山地
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番号 遺跡番号 埋蔵文化財包蔵地名称 所　在　地 種別 出土品 主時代 立地
596 159000 車町ミョウチンヤシキ遺跡 金沢市車町 社寺 中世 丘陵
597 159100 常盤町Ｂ遺跡 金沢市常盤町 散布地 古代 丘陵

598 159200 下新庄フルナワシロ遺跡
金沢市四十万5丁
目

集落
須恵器、土師器、陶磁器、
石製品

古代 扇状地

599 159300 野町３丁目遺跡 金沢市野町３丁目 社寺 近世 丘陵

600 159400 木越コウタイジン遺跡 金沢市木越町 集落
須恵器、土師器、陶磁器、
木製品、石製品、古銭

中世 沖積平野

601 159500 千田北遺跡 金沢市千田町 集落
木製品、石製品、金属製
品

中世 沖積平野

602 159600 南森本遺跡 金沢市南森本町 集落
土師器、須恵器、陶器、土
製品、木製品、金属製品

古代 河岸段丘

603 159700 南森本ホリハタ遺跡 金沢市南森本町 集落
土師器、須恵器、陶磁器、
木製品、石製品

古代 河岸段丘

604 159800 柿木畠遺跡 金沢市柿木畠 集落 近世 扇状地
605 159900 三馬遺跡 金沢市三馬 集落 弥生 扇状地

606 160000 本町１丁目遺跡（２番地点） 金沢市本町
その他

(城下町)
近世陶磁器 近世 沖積平野

607 160100 二俣本泉寺庭園遺跡 金沢市二俣町 近世陶磁器 近世

608 160200 森山二丁目遺跡 金沢市森山二丁目 近世陶磁器 近世

609 160500 長町三丁目遺跡 金沢市長町三丁目 その他 近世陶磁器、石製品 近世 河岸段丘

610 160600 高柳町六字遺跡 金沢市高柳町 集落 甕、壺、装飾器台 弥生 沖積平野
611 160700 千田西遺跡 金沢市千田町 集落 弥生土器、土師器 古墳 沖積平野

612 160800 菊川１丁目遺跡（２番地点） 金沢市菊川１丁目
その他

(城下町)
近世陶磁器 近世 河岸段丘

613 160900 野田桃雲寺遺跡 金沢市野田町 集落 古代土師器、近世陶磁器 近世 丘陵
614 161000 小坂北遺跡 金沢市小坂町 集落 土師器、須恵器 古墳 扇状地

615 161100 南新保ゴマヂマチ遺跡
金沢市南新保町、
大友一丁目

集落 土師器、須恵器 古墳 沖積平野

616 161200 打木町東Ｂ遺跡 金沢市打木町東 集落 中世 沖積平野
617 161300 打木町東Ｃ遺跡 金沢市打木町東 集落 土師器 中世 沖積平野
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◆その他の歴史文化遺産（建造物）
番号 名              称 所　在　地 備考

1 有形 建造物 天徳院 金沢市小立野4丁目 山門は県文化財
2 有形 建造物 鶴林寺本堂 金沢市東兼六町 寺院建築
3 有形 建造物 長久寺本堂 金沢市寺町5丁目 寺院建築
4 有形 建造物 永福寺本堂 金沢市東兼六町 寺院建築
5 有形 建造物 宗龍寺本堂 金沢市鴬町 寺院建築
6 有形 建造物 瑞雲寺本堂 金沢市宝町 寺院建築
7 有形 建造物 宝勝寺本堂 金沢市寺町5丁目 寺院建築
8 有形 建造物 国泰寺本堂 金沢市寺町5丁目 寺院建築
9 有形 建造物 高巌寺本堂 金沢市芳斉2丁目 寺院建築
10 有形 建造物 少林寺本堂 金沢市野町3丁目 寺院建築
11 有形 建造物 丞証寺本堂 金沢市寺町5丁目 寺院建築
12 有形 建造物 立証寺本堂 金沢市野町3丁目 寺院建築
13 有形 建造物 本是寺本堂 金沢市弥生1丁目 寺院建築
14 有形 建造物 妙法寺 金沢市寺町4丁目 寺院建築
15 有形 建造物 本光寺 金沢市東山2丁目 山門は市文化財
16 有形 建造物 妙典寺 金沢市寺町5丁目 寺院建築
17 有形 建造物 妙泰寺 金沢市東山2丁目 山門は市文化財
18 有形 建造物 妙国寺 金沢市東山2丁目 山門は市文化財
19 有形 建造物 成学寺 金沢市野町1丁目 寺院建築
20 有形 建造物 妙慶寺 金沢市野町1丁目 寺院建築
21 有形 建造物 弘願院 金沢市野町1丁目 寺院建築
22 有形 建造物 三光寺 金沢市野町1丁目 寺院建築
23 有形 建造物 法船寺 金沢市中央通町 寺院建築
24 有形 建造物 極楽寺 金沢市寺町5丁目 寺院建築
25 有形 建造物 光覚寺 金沢市山の上町 寺院建築
26 有形 建造物 因徳寺本堂 金沢市野町１丁目 寺院建築
27 有形 建造物 正福寺本堂 金沢市芳斉2丁目 寺院建築
28 有形 建造物 唯念寺本堂 金沢市本多町1丁目 寺院建築
29 有形 建造物 玉泉寺本堂 金沢市野町3丁目 寺院建築
30 有形 建造物 宝集寺 金沢市寺町1丁目 寺院建築
31 有形 建造物 石浦神社拝殿・本殿 金沢市本多町3丁目 神社建築
32 有形 建造物 尾山神社 金沢市尾山町 神社建築
33 有形 建造物 Ｅ邸 金沢市杉浦町 武士住宅
34 有形 建造物 Ｓ邸 金沢市石引1丁目 武士住宅
35 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市本多町3丁目 武士住宅
36 有形 建造物 Ｓ邸長屋門 金沢市長町2丁目 武士住宅

37 有形 建造物 足軽資料館 金沢市長町1丁目9-3 武士住宅　旧清水家

38 有形 建造物 足軽資料館(2) 金沢市長町1丁目9-3 武士住宅　旧高西家

39 有形 建造物 旧Ｙ邸 金沢市池田町立丁 武士住宅
40 有形 建造物 旧宇野家 金沢市 武士住宅
41 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市菊川2丁目 武士住宅
42 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市十三間町 武士住宅
43 有形 建造物 Ｄ邸 金沢市小橋町 武士住宅
44 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市本町1丁目 町家
45 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市尾張町2丁目 町家
46 有形 建造物 Ｆ邸 金沢市東山1丁目 町家
47 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市武蔵町 町家
48 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市泉3丁目 町家
49 有形 建造物 Ｈ邸 金沢市尾張町1丁目 町家
50 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市尾張町1丁目 町家
51 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市尾張町1丁目 町家
52 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市尾張町1丁目 町家
53 有形 建造物 Ｓ邸 金沢市尾張町2丁目 町家
54 有形 建造物 Ｓ邸 金沢市尾張町2丁目 町家
55 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市尾張町2丁目 町家
56 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市尾張町2丁目 町家
57 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市笠市町 町家
58 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市笠市町 町家
59 有形 建造物 O邸 金沢市笠市町 町家
60 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市片町1丁目 町家
61 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市金石西1丁目 町家
62 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市金石西2丁目 町家
63 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市菊川2丁目 町家
64 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市昭和町 町家
65 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市高岡町 町家
66 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市中央通町 町家
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67 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市長町2丁目 町家
68 有形 建造物 Ｏ邸 金沢市野町3丁目 町家
69 有形 建造物 Ｗ邸 金沢市東山1丁目 町家
70 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市東山3丁目 町家
71 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市東山3丁目 町家
72 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市瓢箪町 町家
73 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市芳斉1丁目 町家
74 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市安江町 町家
75 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市山の上町 町家
76 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市弥生1丁目 町家
77 有形 建造物 Ｆ邸 金沢市弥生1丁目 町家
78 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市薬師町 農家建築
79 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市牧町 農家建築
80 有形 建造物 Ｈ邸 金沢市観音堂 農家建築
81 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市木越町 農家建築
82 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市八田町東 農家建築
83 有形 建造物 Ｓ邸 金沢市東原町 農家建築
84 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市曲子原町 農家建築
85 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市戸室新保 農家建築
86 有形 建造物 Ｏ邸 金沢市水淵町 農家建築
87 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市北寺町 農家建築
88 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市近岡町 農家建築
89 有形 建造物 Ｏ邸 金沢市額谷町 農家建築
90 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市玉鉾町 農家建築
91 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市樫見町 農家建築
92 有形 建造物 Ａ邸 金沢市高畠1丁目 農家建築
93 有形 建造物 Ｆ邸 金沢市藤江北2丁目 農家建築
94 有形 建造物 Ｏ邸 金沢市俵原町 農家建築
95 有形 建造物 Ｄ邸 金沢市土子原町 農家建築
96 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市南新保町 農家建築
97 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市曲子原町 農家建築
98 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市無量寺町 農家建築
99 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市黒田1丁目 農家建築
100 有形 建造物 Ｏ邸 金沢市増泉2丁目 農家建築
101 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市二俣町 農家建築
102 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市荒屋町 農家建築
103 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市八田町東 農家建築
104 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市末町 農家建築
105 有形 建造物 Ａ邸 金沢市白見町 農家建築
106 有形 建造物 石川県知事公舎 金沢市広坂1丁目8-28 近代洋風
107 有形 建造物 旧Ｙ邸 金沢市大手町 近代洋風
108 有形 建造物 石黒ビル 金沢市尾張町1丁目 近代洋風
109 有形 建造物 北国銀行武蔵ヶ辻支店 金沢市下堤町 近代洋風
110 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市高岡町 近代洋風
111 有形 建造物 陸上自衛隊車両整備工場 金沢市野田町1-8 近代洋風
112 有形 建造物 かないわ銭五 金沢市金石西1丁目 近代洋風
113 有形 建造物 西町教育研修館 金沢市西町三番丁16 近代洋風
114 有形 建造物 中島商店ビル 金沢市十間町8-1 近代洋風
115 有形 建造物 石川国際交流サロン 金沢市広坂1丁目8-14 近代和風
116 有形 建造物 Ｈ邸 金沢市香林坊2丁目 近代和風
117 有形 建造物 Ｏ邸 金沢市尾山町 近代和風
118 有形 建造物 Ｓ邸 金沢市尾張町1丁目 近代和風
119 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市尾張町1丁目 近代和風
120 有形 建造物 Ｓ邸 金沢市大手町 近代和風
121 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市彦三町1丁目 近代和風
122 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市彦三町1丁目 近代和風
123 有形 建造物 Ｉ邸 金沢市水溜町 近代和風
124 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市新竪町 近代和風
125 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市長町1丁目 近代和風
126 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市材木町 近代和風
127 有形 建造物 Ａ邸 金沢市笠舞2丁目 近代和風
128 有形 建造物 Ｙ邸 金沢市菊川2丁目 近代和風
129 有形 建造物 Ｕ邸 金沢市里見町 近代和風
130 有形 建造物 Ｔ邸 金沢市本多町2丁目 近代和風
131 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市本多町3丁目 近代和風
132 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市本多町3丁目 近代和風
133 有形 建造物 Ｈ邸 金沢市弥生1丁目 近代和風
134 有形 建造物 Ｎ邸 金沢市寺町1丁目 近代和風
135 有形 建造物 Ｋ邸 金沢市寺町1丁目 近代和風
136 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市寺町1丁目 近代和風
137 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市東御影町 近代和風
138 有形 建造物 Ｍ邸 金沢市南新保町 近代和風
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆その他の歴史文化遺産（美術工芸品）
番号 名              称 所　在　地 備考

1 有形 彫刻 木造大日如来坐像 金沢市千日町
2 有形 彫刻 木造地蔵菩薩立像 金沢市千日町
3 有形 絵画 板絵彩色犀川雨宝院図扁額 金沢市千日町
4 有形 絵画 紙本墨画寒山拾得図 金沢市野町3丁目
5 有形 絵画 風景屏風 金沢市野町3丁目
6 有形 絵画 絹本淡彩観音図 金沢市野町3丁目
7 有形 書跡 由来（大・小） 金沢市野町3丁目
8 有形 絵画 絹本著色顕如上人画像 金沢市野町1丁目
9 有形 絵画 絹本着色阿弥陀如来画像 金沢市野町1丁目
10 有形 書跡 消息（下間） 金沢市野町1丁目
11 有形 書跡 裏書證如上人 金沢市野町1丁目
12 有形 工芸品 蒔絵秋草図鏡の巣 金沢市野町1丁目
13 有形 絵画 紙本淡彩羅漢図 金沢市野町3丁目
14 有形 絵画 紙本墨画文殊菩薩画像 金沢市野町3丁目
15 有形 絵画 紙本淡彩山水図 金沢市野町3丁目
16 有形 絵画 紙本著色十三仏画像 金沢市野町3丁目
17 有形 絵画 紙本墨画達磨図 金沢市野町3丁目
18 有形 絵画 紙本著色釈迦八相図 金沢市野町3丁目
19 有形 工芸品 蒔絵巴に唐草文合子 金沢市野町3丁目
20 有形 工芸品 扁額大梅 金沢市十一屋町
21 有形 工芸品 扁額祇陀寺 金沢市十一屋町
22 有形 彫刻 石造地蔵菩薩立像 金沢市十一屋町
23 有形 工芸品 蒔絵梅図俳句入絵馬 金沢市野町3丁目
24 有形 絵画 紙本墨画釈迦・文殊・普賢図 金沢市野町3丁目
25 有形 絵画 紙本墨画寒山拾得図 金沢市野町3丁目
26 有形 工芸品 刺繍妙法蓮華経第八 金沢市野町3丁目
27 有形 工芸品 厨子入舎利塔 金沢市野町3丁目
28 有形 絵画 寒山拾得図 金沢市寺町1丁目
29 有形 絵画 絹本著色虚空蔵菩薩画像 金沢市寺町1丁目
30 有形 絵画 岩上白衣観音図 金沢市寺町1丁目
31 有形 書跡 書（雷幾） 金沢市寺町1丁目
32 有形 絵画 絹本著色山越阿弥陀図 金沢市野町3丁目
33 有形 絵画 広厳学和尚頂相 金沢市野町3丁目
34 有形 彫刻 木造善光寺式阿弥陀如来立像 金沢市野町3丁目
35 有形 書跡 書 金沢市野町3丁目
36 有形 工芸品 笙 金沢市野町3丁目
37 有形 絵画 紙本金地著色獅子牡丹図衝立 金沢市寺町5丁目
38 有形 絵画 本堂内陣天井画龍図 金沢市寺町5丁目
39 有形 彫刻 木造弁財天坐像 金沢市寺町5丁目
40 有形 彫刻 木造彩色明心法親王坐像 金沢市寺町5丁目
41 有形 彫刻 木造観音菩薩坐像 金沢市寺町5丁目
42 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 金沢市寺町5丁目
43 有形 工芸品 供物台 金沢市寺町5丁目
44 有形 工芸品 磐 金沢市寺町5丁目
45 有形 工芸品 銅板貼付輪宝に唐草文経箱 金沢市寺町5丁目
46 有形 工芸品 銅造懸仏 金沢市寺町5丁目
47 有形 工芸品 極楽寺本堂内陣 金沢市寺町5丁目
48 有形 絵画 板絵彩色獅子、兎図板戸 金沢市寺町5丁目
49 有形 絵画 紙本淡彩鶴図 金沢市寺町5丁目
50 有形 彫刻 木造妙見菩薩立像 金沢市寺町5丁目
51 有形 書跡 始経事一件 金沢市寺町5丁目
52 有形 書跡 本山表　紙面之帳 金沢市寺町5丁目
53 有形 書跡 就本山御止宿普請諸雑用之覚 金沢市寺町5丁目
54 有形 書跡 賀陽日蓮宗色衣異論之記 金沢市寺町5丁目
55 有形 書跡 公用寺役留帳 金沢市寺町5丁目
56 有形 書跡 寂遠通師別伝 金沢市寺町5丁目
57 有形 書跡 未三月要法寺一件廻文之写 金沢市寺町5丁目
58 有形 書跡 大本山、本国寺、営繕補助有志 金沢市寺町5丁目

59 有形 書跡
三宝寺当住致隠居度候申出候付後住之儀同寺檀
頭渡辺嘉聞当依申越候紙面往答之写

金沢市寺町5丁目

60 有形 書跡 三宝寺後住一巻ニ付法脊等ヨリ申来候紙面之写等 金沢市寺町5丁目

61 有形 書跡 先住代借銀返済帳 金沢市寺町5丁目
62 有形 書跡 日宗入寺後什物改控 金沢市寺町5丁目
63 有形 書跡 葬式控 金沢市寺町5丁目
64 有形 書跡 日任聖人遺物分配帳 金沢市寺町5丁目
65 有形 書跡 打敷数覚帳 金沢市寺町5丁目
66 有形 書跡 打敷数覚帳(2) 金沢市寺町5丁目
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
67 有形 書跡 寄附銀帳 金沢市寺町5丁目
68 有形 書跡 客殿再建檀中寄附銀留帳 金沢市寺町5丁目
69 有形 書跡 妙栄山高岸寺檀那名牃 金沢市寺町5丁目
70 有形 書跡 蔵書目録 金沢市寺町5丁目
71 有形 書跡 惣檀越家数控 金沢市寺町5丁目
72 有形 書跡 諸寺行事帳要用抜書 金沢市寺町5丁目
73 有形 書跡 諸寺要用條目 金沢市寺町5丁目
74 有形 書跡 由来帳 金沢市寺町5丁目
75 有形 書跡 法華宗妙成寺触下シ分由緒之控 金沢市寺町5丁目
76 有形 絵画 紙本著色仏涅槃図 金沢市寺町5丁目
77 有形 工芸品 石榴形香炉他4点 金沢市寺町5丁目
78 有形 工芸品 常夜灯 金沢市寺町5丁目
79 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市寺町3丁目
80 有形 絵画 紙本著色老松図襖 金沢市寺町3丁目
81 有形 絵画 涅槃図 金沢市寺町5丁目
82 有形 絵画 絹本著色天神画像 金沢市寺町5丁目
83 有形 工芸品 蒔絵六鋒輪宝形文経箱 金沢市寺町5丁目
84 有形 絵画 紙本淡彩釈迦三尊像 金沢市野町1丁目
85 有形 絵画 紙本著色四季草花図屏風 金沢市寺町5丁目
86 有形 絵画 紙本紺地著色阿弥陀聖衆来迎図 金沢市寺町5丁目
87 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市寺町5丁目
88 有形 絵画 絹本著色浄土曼荼羅図 金沢市寺町5丁目
89 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 金沢市寺町5丁目
90 有形 絵画 紙本淡彩豊千禅師図（人物虎図） 金沢市寺町5丁目
91 有形 書跡 永平正法眼蔵 金沢市寺町5丁目
92 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市寺町5丁目
93 有形 絵画 紙本出山釈迦図 金沢市寺町5丁目
94 有形 絵画 絹本著色十六善神画像 金沢市野町1丁目
95 有形 絵画 絹本著色山崎長常画像 金沢市野町1丁目
96 有形 絵画 絹本著色山崎長郷画像 金沢市野町1丁目
97 有形 絵画 絹本著色山崎範古画像 金沢市野町1丁目
98 有形 絵画 絹本著色山崎長徳画像 金沢市野町1丁目
99 有形 書跡 卍山・蜜山・月舟墨蹟 金沢市野町1丁目
100 有形 絵画 鷹図衝立 金沢市野町1丁目
101 有形 絵画 絹本著色聖徳太子画像 金沢市寺町5丁目
102 有形 工芸品 蒔絵葡萄文文箱 金沢市寺町5丁目
103 有形 彫刻 欄間 金沢市寺町5丁目
104 有形 書跡 勝木氏文書 金沢市寺町5丁目
105 有形 書跡 日像上人消息 金沢市寺町5丁目
106 有形 書跡 御文断簡 金沢市寺町5丁目
107 有形 書跡 日蓮宗曼荼羅 金沢市寺町5丁目
108 有形 書跡 日隆上人消息 金沢市寺町5丁目
109 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市野町3丁目
110 有形 絵画 紙本著色千岳宗仞頂相 金沢市野町3丁目
111 有形 書跡 少林寺過去帳（徳翁庵寒雉） 金沢市野町3丁目
112 有形 絵画 紙本著色千岳宗仞頂相(2) 金沢市野町3丁目
113 有形 絵画 絹本著色阿弥陀来迎図 金沢市野町1丁目
114 有形 彫刻 木造胡粉彩色風神雷神像 金沢市野町1丁目
115 有形 書跡 御尋申上記録 金沢市野町1丁目
116 有形 書跡 屋敷御改申上記録 金沢市野町1丁目
117 有形 書跡 無量寿院高国院戒光院連署状 金沢市野町1丁目
118 有形 書跡 寿徳院高国院戒光院連署状 金沢市野町1丁目
119 有形 書跡 津田玄蕃消息 金沢市野町1丁目
120 有形 書跡 前田利常書状 金沢市野町1丁目
121 有形 書跡 前田利常文書 金沢市野町1丁目
122 有形 書跡 知行之安堵状 金沢市野町1丁目
123 有形 彫刻 木造妙見菩薩坐像 金沢市寺町3丁目
124 有形 彫刻 線刻不動明王坐像 金沢市寺町3丁目
125 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市野町3丁目
126 有形 工芸品 常夜灯 金沢市野町3丁目
127 有形 絵画 孫平の肖像 金沢市野町3丁目
128 有形 絵画 絹本弘法大師画像 金沢市野町3丁目
129 有形 工芸品 銅造十一面観音坐像（懸仏） 金沢市野町3丁目
130 有形 彫刻 木造千手観音坐像 金沢市野町3丁目
131 有形 工芸品 磐 金沢市野町3丁目
132 有形 工芸品 経筒 金沢市野町3丁目
133 有形 書跡 奥村栄明・篠原一孝・横山長知連署状 金沢市野町3丁目
134 有形 書跡 横山長知・篠原一孝・奥村栄明連署状 金沢市野町3丁目
135 有形 書跡 前田利次書状 金沢市野町3丁目
136 有形 書跡 前田利次書状(2) 金沢市野町3丁目
137 有形 書跡 前田利治書状 金沢市野町3丁目

40



巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別
138 有形 書跡 奥村河内守・今枝民部連署状 金沢市野町3丁目
139 有形 書跡 奥村因幡守易英書状 金沢市野町3丁目
140 有形 書跡 横山山城守・本多安房守連署状 金沢市野町3丁目
141 有形 書跡 横山山城守・本多安房守連署状(2) 金沢市野町3丁目
142 有形 書跡 横山山城守・本多安房守連署状(3) 金沢市野町3丁目
143 有形 書跡 今枝民部・奥村河内・前田対馬・奥村因幡連署状 金沢市野町3丁目

144 有形 書跡
前田出雲守・葛巻隼人守・津田玄蕃守・奥村河内
守・横山左右衛門尉・長九郎右衛門連署状

金沢市野町3丁目

145 有形 書跡 金沢千手院由来書写 金沢市野町3丁目
146 有形 書跡 由来書之控帳 金沢市野町3丁目
147 有形 書跡 奥村因幡・津田玄蕃・前田対馬連署状 金沢市野町3丁目
148 有形 書跡 奥村因幡・横山大膳亮・奥村河内連署状 金沢市野町3丁目
149 有形 書跡 神尾主殿守・青山豊後守連署状 金沢市野町3丁目

150 有形 書跡
滝七兵衛・小沢平左右衛門・宮川木左右衛門連署
状

金沢市野町3丁目

151 有形 絵画 浄土曼荼羅図 金沢市寺町5丁目
152 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市寺町5丁目
153 有形 絵画 紙本著色六道絵 金沢市寺町5丁目
154 有形 絵画 絹本著色心岩画像（写） 金沢市寺町5丁目
155 有形 絵画 絹本著色来迎図 金沢市寺町5丁目
156 有形 絵画 紙本著色二河白道図 金沢市寺町5丁目
157 有形 絵画 不動明王画像 金沢市寺町5丁目
158 有形 書跡 心岩和尚北陸行脚詠草 金沢市寺町5丁目
159 有形 絵画・書跡 烏鐘図記 金沢市寺町5丁目
160 有形 工芸品 鉦鼓 金沢市寺町5丁目
161 有形 絵画 阿弥陀二十五菩薩来迎図 金沢市寺町5丁目
162 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 金沢市寺町5丁目
163 有形 絵画 扁額鶴雲山 金沢市寺町5丁目
164 有形 絵画 絹本著色花鳥図 金沢市野町2丁目
165 有形 絵画 紙本墨画寿老図 金沢市野町2丁目
166 有形 絵画 紙本墨画蘭図 金沢市野町2丁目
167 有形 絵画 紙本墨画竜巻図 金沢市野町2丁目
168 有形 絵画 紙本淡彩楼閣山水図 金沢市野町2丁目
169 有形 絵画 紙本墨画寒山拾得図 金沢市野町2丁目
170 有形 絵画 摺仏 金沢市野町2丁目
171 有形 書跡 書 金沢市野町2丁目
172 有形 工芸品 吸坂窯小皿 金沢市野町2丁目
173 有形 絵画 紙本墨画花鳥図 金沢市野町2丁目
174 有形 絵画 紙本墨画橋図 金沢市野町2丁目
175 有形 絵画 紙本著色綿図 金沢市野町2丁目
176 有形 絵画 竜虎図屏風 金沢市野町2丁目
177 有形 工芸品 青磁置物 金沢市野町2丁目
178 有形 工芸品 笙 金沢市野町2丁目
179 有形 工芸品 笙(2) 金沢市野町2丁目
180 有形 彫刻 木造多聞天立像 金沢市寺町5丁目
181 有形 彫刻 木造持国天立像 金沢市寺町5丁目
182 有形 彫刻 木造観世音菩薩立像 金沢市寺町5丁目
183 有形 工芸品 雲版 金沢市寺町1丁目
184 有形 工芸品 木造多聞天立像 金沢市寺町1丁目
185 有形 絵画 紙本著色十二天画像 金沢市寺町1丁目
186 有形 絵画 寒山拾得図 金沢市寺町5丁目
187 有形 絵画 唐獅子図屏風 金沢市寺町5丁目
188 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市寺町5丁目
189 有形 絵画 紙本著色達磨図 金沢市寺町5丁目
190 有形 絵画 魚籃観音図 金沢市寺町5丁目
191 有形 絵画 紙本著色楊柳観音図 金沢市寺町5丁目
192 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市寺町5丁目
193 有形 書跡 過去帳 金沢市寺町5丁目
194 有形 書跡 萬録 金沢市寺町5丁目
195 有形 書跡 祠堂銀留牃 金沢市寺町5丁目
196 有形 書跡 村井殿御位牌 金沢市寺町5丁目
197 有形 書跡 本照山墓籍簿 金沢市寺町5丁目
198 有形 書跡 要秘禄（録） 金沢市寺町5丁目
199 有形 書跡 当時由来并萬事留帳 金沢市寺町5丁目
200 有形 書跡 稲荷尊納金控 金沢市寺町5丁目
201 有形 書跡 石川郡之内泉野居住本照法光寺明細帖 金沢市寺町5丁目
202 有形 彫刻 木造日蓮上人立像 金沢市寺町5丁目
203 有形 絵画 絹本著色浄土曼荼羅図 金沢市中央通町
204 有形 絵画 紙本著色十六羅漢図 金沢市中央通町
205 有形 絵画 紙本著色釈迦三尊画像 金沢市中央通町
206 有形 絵画 絹本著色十三仏画像 金沢市中央通町
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207 有形 絵画 絹本著色阿弥陀三尊図 金沢市中央通町
208 有形 工芸品 如意 金沢市中央通町
209 有形 書跡 扁額　佛海山 金沢市中央通町
210 有形 書跡 扁額 金沢市中央通町
211 有形 絵画 涅槃図 金沢市弥生1丁目
212 有形 彫刻 木造彩色七面大明神坐像 金沢市弥生1丁目
213 有形 絵画 涅槃図 金沢市寺町4丁目
214 有形 絵画 紙本著色達磨図 金沢市野町1丁目
215 有形 絵画 紙本著色来迎図 金沢市野町1丁目
216 有形 絵画 松竹梅図 金沢市野町1丁目
217 有形 絵画 紙本墨画梅図 金沢市野町1丁目
218 有形 絵画 紙本金地著色花鳥図屏風 金沢市野町1丁目
219 有形 工芸品 磐 金沢市寺町5丁目
220 有形 絵画 涅槃図 金沢市寺町5丁目
221 有形 絵画 紙本著色三十番神 金沢市寺町5丁目
222 有形 彫刻 木造帝釈天立像 金沢市寺町3丁目
223 有形 工芸品 七条の袈裟 金沢市寺町4丁目
224 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市寺町4丁目
225 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市寺町2丁目
226 有形 絵画 紙本淡彩人物画押絵貼屏風 金沢市寺町2丁目
227 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市寺町5丁目
228 有形 工芸品 喚鐘 金沢市寺町5丁目
229 有形 工芸品 青銅香炉 金沢市野町3丁目
230 有形 工芸品 漆塗供物台（水器） 金沢市野町3丁目
231 有形 絵画 紙本著色草花図屏風 金沢市野町3丁目
232 有形 絵画 紙本墨画梅図 金沢市野町3丁目
233 有形 絵画 絹本著色十六善神画像 金沢市野町3丁目
234 有形 絵画 絹本著色十六羅漢図 金沢市野町3丁目
235 有形 絵画 紙本著色厳島図屏風 金沢市野町3丁目
236 有形 絵画 紙本墨画人物図 金沢市野町3丁目
237 有形 絵画 紙本墨画山水図屏風 金沢市野町3丁目
238 有形 絵画 紙本金地著色牡丹図衝立 金沢市野町3丁目
239 有形 絵画 紙本著色馬図貼交屏風 金沢市寺町4丁目
240 有形 絵画 楼閣山水画屏風 金沢市寺町4丁目
241 有形 書跡 日蓮上人御題目 金沢市寺町4丁目
242 有形 絵画 日蓮宗絵曼荼羅図 金沢市寺町4丁目
243 有形 絵画 摩利支天画像 金沢市寺町4丁目
244 有形 工芸品 蒔絵紫陽花文花見弁当 金沢市寺町4丁目
245 有形 彫刻 銅造誕生釈迦仏立像 金沢市弥生1丁目
246 有形 彫刻 木造阿弥陀如来、千体仏立像 金沢市弥生1丁目
247 有形 彫刻 木造聖徳太子二歳像 金沢市弥生1丁目
248 有形 書跡 蓮如上人御文（証如） 金沢市弥生1丁目
249 有形 書跡 蓮如上人の御文 金沢市弥生1丁目
250 有形 絵画 絹本著色高野四社明神画像 金沢市東山1丁目
251 有形 絵画 紙本著色五大力明王画像 金沢市東山1丁目
252 有形 絵画 紙本著色弥勒菩薩画像 金沢市東山1丁目
253 有形 絵画 紙本著色宝塔愛染明王画像 金沢市東山1丁目
254 有形 絵画 紙本著色十二天画像 金沢市東山1丁目
255 有形 彫刻 木造摩支天坐像(厨子入) 金沢市東山1丁目
256 有形 彫刻 鉄造十一面観世音菩薩立像 金沢市東山1丁目
257 有形 彫刻 石造狛犬 金沢市東山1丁目
258 有形 彫刻 木造薬師如来坐像(厨子入) 金沢市東山1丁目
259 有形 彫刻 木造愛染明王坐像(厨子入) 金沢市東山1丁目
260 有形 彫刻 木造雨宝童子立像 金沢市東山1丁目
261 有形 彫刻 木造宇賀神立像 金沢市東山1丁目
262 有形 彫刻 磚　(曼荼羅写し) 金沢市東山1丁目
263 有形 彫刻 木造聖観世音菩薩立像 金沢市子来町
264 有形 彫刻 木造摩利支天坐像 金沢市子来町
265 有形 絵画 絹本著色観世音菩薩画像 金沢市東山1丁目
266 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市東山1丁目
267 有形 絵画 絹本著色親鸞上人絵伝 金沢市東山1丁目
268 有形 彫刻 木造日蓮上人坐像 金沢市東山2丁目
269 有形 彫刻 木造釈迦如来立像 金沢市東山2丁目
270 有形 絵画 紙本著色日蓮上人絵伝 金沢市東山2丁目
271 有形 彫刻 木造十一面観世音菩薩立像 金沢市東山2丁目
272 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市東山2丁目
273 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市東山2丁目
274 有形 彫刻 木造秋葉大権現立像 金沢市東山2丁目
275 有形 彫刻 木造聖観世音菩薩立像 金沢市東山2丁目
276 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市東山2丁目
277 有形 絵画 紙本淡彩法然上人画像 金沢市東山2丁目
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278 有形 絵画 絹本墨画冨士昇り龍図 金沢市東山2丁目
279 有形 工芸品 天狗の額 金沢市東山2丁目
280 有形 工芸品 三猿香合 金沢市東山2丁目
281 有形 工芸品 青磁香炉 金沢市東山2丁目
282 有形 工芸品 青瓷浮牡丹花瓶 金沢市東山2丁目
283 有形 工芸品 青磁達磨置物 金沢市東山2丁目
284 有形 工芸品 五彩襁褓尊像 金沢市東山2丁目
285 有形 工芸品 青磁鉄鉢香炉 金沢市東山2丁目
286 有形 工芸品 青磁袴腰香炉 金沢市東山2丁目
287 有形 工芸品 青磁香炉 金沢市東山2丁目
288 有形 彫刻 木造馬頭観世音菩薩立像(厨子入) 金沢市東山2丁目
289 有形 彫刻 木造毘沙門天立像 金沢市東山2丁目
290 有形 彫刻 木造蓮如上人行脚像 金沢市卯辰町
291 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市卯辰町
292 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市卯辰町
293 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市東山2丁目
294 有形 工芸品 環付九条袈裟 金沢市鴬町
295 有形 絵画 絹本著色量山繁応頂相 金沢市鴬町
296 有形 絵画 絹本著色親鸞上人絵伝 金沢市東山2丁目
297 有形 彫刻 牡丹欄間 金沢市東山2丁目
298 有形 彫刻 木造稲荷明神立像 金沢市東山2丁目
299 有形 彫刻 伝友禅斎自作木造立像 金沢市東山2丁目
300 有形 書跡 紙本墨書日蓮聖人宗田荒断片 金沢市東山2丁目
301 有形 書跡 紙本墨書日條上人消息 金沢市東山2丁目
302 有形 絵画 絹本著色摩利支天画像 金沢市東山2丁目
303 有形 絵画 絹本著色愛染明王画像 金沢市東山2丁目
304 有形 絵画 絹本著色妙見尊画像 金沢市東山2丁目
305 有形 絵画 絹本著色不動明王画像 金沢市東山2丁目
306 有形 絵画 紙本白描鬼形鬼子母神画像 金沢市東山2丁目
307 有形 工芸品 冨士形香炉、仁清写し 金沢市東山2丁目
308 有形 工芸品 菓子鉢、銘々皿、盃、手付菓子鉢 金沢市東山2丁目
309 有形 彫刻 木造男神立像 金沢市東山2丁目
310 有形 彫刻 木造観世音菩薩坐像 金沢市東山2丁目
311 有形 彫刻 木造弁財天女坐像 金沢市東山2丁目
312 有形 彫刻 木造慈恵大師像 金沢市東山2丁目
313 有形 書跡 妙法蓮華経 金沢市東山2丁目
314 有形 絵画 紙本著色涅槃図 金沢市東山2丁目
315 有形 絵画 紙本墨画大鬼女菩薩像 金沢市東山2丁目
316 有形 絵画 紙本墨画楊柳観音像 金沢市東山2丁目
317 有形 工芸品 雲龍文様香炉 金沢市東山2丁目
318 有形 工芸品 常夜燈 金沢市東山2丁目
319 有形 絵画 板絵彩色日蓮聖人絵伝、額装 金沢市東山2丁目
320 有形 彫刻 木造彩色狛犬 金沢市東山2丁目
321 有形 彫刻 木造彩色九曜神立像 金沢市山の上町
322 有形 彫刻 木造彩色七面大明神立像 金沢市東山2丁目
323 有形 絵画 木造彩色七面大明神画像 金沢市東山2丁目
324 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市東山2丁目
325 有形 工芸品 刺繍阿弥陀如来像 金沢市東山1丁目
326 有形 彫刻 木造聖観世音菩薩立像 金沢市山の上町
327 有形 工芸品 雲龍文虎耳仏花器 金沢市山の上町
328 有形 工芸品 菊花紋透置燈籠 金沢市山の上町
329 有形 工芸品 香炉 金沢市山の上町
330 有形 工芸品 鋳造燈明台 金沢市山の上町
331 有形 書跡 紙本墨色消息 金沢市山の上町
332 有形 絵画 絹本墨画楊柳観音画像 金沢市山の上町
333 有形 工芸品 色絵菊文火鉢 金沢市山の上町
334 有形 工芸品 染絵山水図 金沢市山の上町
335 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市山の上町
336 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像(2) 金沢市山の上町
337 有形 絵画 絹本著色十三仏画像 金沢市笠市町
338 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市笠市町
339 有形 絵画 紙本著色十二天画像(月天) 金沢市笠市町
340 有形 書跡 顕如上人書状 金沢市笠市町
341 有形 彫刻 木造親鸞聖人坐像 金沢市笠市町
342 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市笠市町
343 有形 絵画 絹本著色旗本尊(阿弥陀如来) 金沢市本町2丁目
344 有形 彫刻 本造阿弥陀如来立像 金沢市瓢箪町
345 有形 彫刻 本造阿弥陀如来立像(2) 金沢市瓢箪町
346 有形 彫刻 本造聖徳太子二歳立像 金沢市瓢箪町
347 有形 工芸品 燈明台 金沢市瓢箪町
348 有形 工芸品 香炉 金沢市瓢箪町
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349 有形 工芸品 双耳花器 金沢市瓢箪町
350 有形 絵画 絹本著色豊臣秀吉画像 金沢市四十万町
351 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市四十万町
352 有形 絵画 紙本著色鶴図 金沢市四十万町
353 有形 絵画 紙本墨画胡粉彩色馬図 金沢市四十万町
354 有形 書跡 紙本墨書七高祖御影事書状 金沢市四十万町
355 有形 書跡 紙本墨書富樫寺領書 金沢市四十万町
356 有形 書跡 紙本墨書蓮照上人御文 金沢市四十万町
357 有形 書跡 紙本墨書正信偈大意 金沢市四十万町
358 有形 書跡 紙本墨書鳥目五十染メについて 金沢市四十万町
359 有形 書跡 紙本墨書正覚一念御文 金沢市四十万町
360 有形 書跡 紙本墨書祖師聖人俗姓御文 金沢市四十万町
361 有形 書跡 紙本墨書吉崎火災御文 金沢市四十万町
362 有形 書跡 紙本墨書御文 金沢市四十万町
363 有形 書跡 紙本墨書三首御影 金沢市四十万町
364 有形 書跡 紙本墨書晴時公書状 金沢市四十万町
365 有形 絵画 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 金沢市幸町
366 有形 絵画 絹本著色教如上人寿像 金沢市幸町
367 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市幸町
368 有形 絵画 天女奏楽図 金沢市幸町
369 有形 絵画 紙本著色十一面観音画像 金沢市幸町
370 有形 絵画 絹本著色花鳥図 金沢市幸町
371 有形 絵画 紙本著色花鳥図 金沢市幸町
372 有形 絵画 絹本著色元趙文敏公騎射之図 金沢市幸町
373 有形 彫刻 銅製阿弥陀如来立像 金沢市幸町
374 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市幸町
375 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市扇町
376 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如迎図 金沢市扇町
377 有形 書跡 紙本墨書祖師聖人来歴の御文 金沢市扇町
378 有形 書跡 紙本墨書御制禁の御文 金沢市扇町
379 有形 書跡 紙本墨書方便法身尊像裏書 金沢市扇町
380 有形 書跡 絹本紺金泥書軍守名号 金沢市扇町
381 有形 彫刻 木造十一面観音立像 金沢市幸町
382 有形 工芸品 鋳造火燈 金沢市東兼六町
383 有形 絵画 板絵彩色鷹図板戸 金沢市東兼六町
384 有形 絵画 板絵彩色天人図天井画 金沢市東兼六町

385 有形 書跡
紙本墨書天照皇太神宮、住吉大明神、春日大明神
名号

金沢市東兼六町

386 有形 棟礼 棟礼 金沢市東兼六町
387 有形 棟礼 棟礼（2） 金沢市東兼六町
388 有形 棟礼 棟礼（3） 金沢市東兼六町
389 有形 彫刻 木造彩色川擢大明神立像 金沢市小立野5丁目
390 有形 彫刻 真如院御内仏（厨子入） 金沢市小立野5丁目
391 有形 石塔 五重石塔 金沢市小立野5丁目
392 有形 絵画 絹本著色教如上人寿像 金沢市石引2丁目
393 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市宝町
394 有形 絵画 絹本著色献珠寺開山頂相 金沢市宝町
395 有形 書跡 （献珠寺文書）龍山肝要記 金沢市宝町
396 有形 絵画 紙本著色生駒内膳画像 金沢市芳斉2丁目
397 有形 絵画 絹本著色淳巌和尚頂相 金沢市芳斉2丁目
398 有形 絵画 絹本著色仁宿和尚頂相 金沢市芳斉2丁目
399 有形 絵画 絹本著色密巌和尚頂相（開基） 金沢市芳斉2丁目
400 有形 絵画 絹本著色林山和尚頂相（二世） 金沢市芳斉2丁目
401 有形 絵画 絹本著色竺田和尚頂相（三世） 金沢市芳斉2丁目
402 有形 絵画 絹本著色普門和尚頂相（四世） 金沢市芳斉2丁目
403 有形 絵画 絹本著色石霜和尚頂相（五世） 金沢市芳斉2丁目
404 有形 絵画 絹本著色星南和尚頂相（六世） 金沢市芳斉2丁目
405 有形 絵画 絹本著色序山和尚頂相（七世） 金沢市芳斉2丁目
406 有形 絵画 絹本著色増川和尚頂相（八世） 金沢市芳斉2丁目
407 有形 絵画 紙本著色警堂和尚頂相（九世） 金沢市芳斉2丁目
408 有形 絵画 紙本淡彩性堂和尚頂相（十世） 金沢市芳斉2丁目
409 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市芳斉2丁目
410 有形 絵画 紙本墨画十六羅漢図 金沢市芳斉2丁目
411 有形 絵画 紙本著色鶴図衝立 金沢市芳斉2丁目
412 有形 絵画 紙本墨画牛図画賛 金沢市芳斉2丁目
413 有形 絵画・書跡 紙本墨画人物画賛 金沢市芳斉2丁目
414 有形 絵画・書跡 紙本墨画達磨画賛 金沢市芳斉2丁目
415 有形 書跡 東照宮御垂範 金沢市芳斉2丁目
416 有形 書跡 紙本墨書開山密巌和尚住持職並びに伝法の書 金沢市芳斉2丁目
417 有形 彫刻 木造彩色達磨像 金沢市芳斉2丁目
418 有形 彫刻 木造彩慈母観音坐像 金沢市芳斉2丁目
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
419 有形 工芸品 大樋焼獅子香炉 金沢市芳斉2丁目
420 有形 書跡 （高巌寺進土家文書）矢行分目録 金沢市芳斉2丁目
421 有形 書跡 （高巌寺進土家文書）　系譜図帳 金沢市芳斉2丁目
422 有形 書跡 （高巌寺進土家文書）足利義昭安堵状 金沢市芳斉2丁目
423 有形 書跡 （高巌寺進土家文書）細川忠利書状写し 金沢市芳斉2丁目
424 有形 書跡 （高巌寺進土家文書）前田利長知行宛行状 金沢市芳斉2丁目
425 有形 絵画 紙本版彩色不動明王画像 金沢市宝町
426 有形 彫刻 能面癋見 金沢市宝町
427 有形 工芸品 南無阿弥陀仏銘石碑 金沢市宝町
428 有形 書跡 麻布墨書南無名旗 金沢市石引1丁目
429 有形 彫刻 木造龍谷蓮生坊坐像 金沢市石引1丁目
430 有形 彫刻 木造彩色聖徳太子立像 金沢市石引1丁目
431 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市昌永町
432 有形 絵画 紙本著色花鳥図 金沢市昌永町
433 有形 絵画 紙本墨画龍図（天井貼付） 金沢市昌永町
434 有形 彫刻 木造地蔵菩薩立像 金沢市昌永町
435 有形 彫刻 石造地蔵菩薩坐像 金沢市昌永町
436 有形 彫刻 石造地蔵菩薩立像 金沢市昌永町
437 有形 書跡 木庵書扁額 金沢市昌永町
438 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市暁町
439 有形 絵画 絹本著色教如上人画像 金沢市暁町
440 有形 絵画 紙本墨書小堀遠州消息 金沢市暁町
441 有形 彫刻 鋳銅観音立像 金沢市暁町
442 有形 彫刻 木造親鸞上人二十九歳坐像 金沢市暁町
443 有形 彫刻 木造聖観音立像 金沢市暁町
444 有形 絵画 板絵彩色犬・花鳥煎茶図板戸 金沢市小立野4丁目
445 有形 絵画 紙本著色達磨図 金沢市石引1丁目
446 有形 絵画 紙本著色仁王図屏風 金沢市石引1丁目
447 有形 書跡 麻布墨書南無阿弥陀仏名号旗 金沢市石引1丁目
448 有形 工芸品 花蝶文存星卓 金沢市石引1丁目
449 有形 彫刻 木造如意輪観音坐像 金沢市東兼六町
450 有形 工芸品 鋳造火燈 金沢市東兼六町
451 有形 工芸品 鋳造燭台 金沢市東兼六町
452 有形 工芸品 鋳造香炉 金沢市東兼六町
453 有形 工芸品 鋳造花瓶 金沢市東兼六町
454 有形 工芸品 辻ヶ花染袈裟袋 金沢市東兼六町
455 有形 工芸品 唐織袈裟袋 金沢市東兼六町
456 有形 工芸品 法衣金襴袈裟包布 金沢市東兼六町
457 有形 書跡 （松山寺文書）横山家等関係文書 金沢市東兼六町
458 有形 書跡 （松山寺文書）指南簿 金沢市東兼六町
459 有形 書跡 松山寺檀那蓮印録 金沢市東兼六町
460 有形 絵画 紙本淡彩秘摩岩画像 金沢市小将町
461 有形 絵画 絹本著色六地蔵図 金沢市石引2丁目
462 有形 工芸品 蒔絵橘唐草文見台 金沢市石引2丁目
463 民俗 有形民俗 天狗のお守り 金沢市石引2丁目
464 有形 絵画 絹本著色寺西秀清画像 金沢市宝町
465 有形 絵画 紙本著色寺西秀賢画像 金沢市宝町
466 有形 絵画 紙本著色寺西秀則画像 金沢市宝町
467 有形 絵画 紙本著色寺西秀澄画像 金沢市宝町
468 有形 絵画 絹本著色寺西秀祖画像 金沢市宝町
469 有形 絵画 絹本著色寺西秀詮画像 金沢市宝町
470 有形 絵画 紙本墨画山水図 金沢市宝町
471 有形 絵画 紙本墨画竹図 金沢市宝町
472 有形 書跡 紙本墨書観音像寄進覚 金沢市宝町
473 有形 書跡 寺西家過去帳 金沢市宝町
474 有形 工芸品 溜塗卓 金沢市宝町
475 有形 工芸品 鋳造雨竜丸形香炉 金沢市宝町
476 有形 彫刻 木造聖観音立像 金沢市本多町2丁目
477 有形 書跡 （瑞光寺文書）江西山金沢山列祖年譜 金沢市本多町2丁目
478 有形 書跡 瑞光寺古記録 金沢市本多町2丁目
479 有形 書跡 過去帳 金沢市本多町2丁目
480 有形 絵画 絹本著色蓮如上人画像 金沢市橋場町
481 有形 絵画 絹本著色親鸞上人絵伝 金沢市橋場町
482 有形 絵画 絹本著色達恩画像 金沢市橋場町
483 有形 絵画 紙本金地著色花鳥図襖 金沢市橋場町
484 有形 書跡 紙本墨書宇喜多秀家消息 金沢市橋場町
485 有形 書跡 紙本墨書消息（宇喜多秀家娘） 金沢市橋場町
486 有形 書跡 紙本墨書消息（前田家） 金沢市橋場町
487 有形 工芸品 石造織部燈籠 金沢市橋場町
488 有形 絵画 紙本淡彩山水図屏風 金沢市瓢箪町
489 有形 絵画 紙本墨書渡唐天神画像 金沢市瓢箪町
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490 有形 絵画 紙本墨書天神画像 金沢市瓢箪町
491 有形 彫刻 木造聖観音立像 金沢市瓢箪町
492 有形 彫刻 木造地蔵菩薩立像 金沢市瓢箪町
493 有形 書跡 大般若経切 金沢市瓢箪町
494 有形 書跡 紙本墨書天神名号 金沢市瓢箪町
495 有形 書跡 紙本著色天神絵伝扁額 金沢市瓢箪町
496 有形 絵画 絹本著色鷹図 金沢市芳斉1丁目
497 有形 絵画 紙本淡彩霞蕉図 金沢市芳斉1丁目
498 有形 絵画 絹本著色蓮如上人画像 金沢市宝町
499 有形 絵画 紙本墨書山水図・人物図貼交屏風 金沢市宝町
500 有形 絵画 紙本金地墨画寒山捨得・豊干禅師図屏風 金沢市小立野4丁目
501 有形 絵画 絹本著色紅葉狩に舟遊図 金沢市小立野4丁目
502 有形 絵画 紙本淡彩六祖挟担・芦葉達磨図 金沢市小立野4丁目
503 有形 彫刻 木造文殊菩薩像 金沢市小立野4丁目
504 有形 彫刻 木造見返阿弥陀立像 金沢市小立野4丁目
505 有形 彫刻 木造金剛力士立像 金沢市小立野4丁目
506 有形 彫刻 木造増長天立像 金沢市小立野4丁目
507 有形 工芸品 古染付象人物香炉 金沢市小立野4丁目
508 有形 絵画 絹本著色阿弥陀如来画像 金沢市石引1丁目
509 有形 彫刻 木造聖徳太子立像 金沢市石引1丁目
510 有形 工芸品 火舎香炉 金沢市石引1丁目
511 有形 工芸品 鑿子 金沢市石引1丁目
512 有形 工芸品 道中名所記版木 金沢市石引1丁目
513 有形 彫刻 木造多聞天立像 金沢市石引2丁目
514 有形 彫刻 木造地国天立像 金沢市石引2丁目
515 有形 彫刻 木造十一面観音坐像 金沢市石引2丁目
516 有形 彫刻 木造十一面観音立像 金沢市石引2丁目
517 有形 彫刻 木造彩色不動明王立像 金沢市石引2丁目
518 有形 絵画 絹本著色前田利家画像 金沢市宝町
519 有形 絵画 絹本著色村井長次画像 金沢市宝町
520 有形 書跡 宝円寺並に周辺配置図 金沢市宝町
521 有形 彫刻 木造金剛力士立像 金沢市宝町
522 有形 絵画 絹本著色涅槃図 金沢市広岡1丁目
523 有形 絵画 絹本淡彩達磨図 金沢市広岡1丁目
524 有形 絵画 絹本著色瑩山紹謹頂相（開山） 金沢市広岡1丁目
525 有形 絵画 絹本著色明峰素哲頂相（二世） 金沢市広岡1丁目
526 有形 絵画 絹本著色龍松素渓頂相（三世） 金沢市広岡1丁目
527 有形 彫刻 木造聖観音立像 金沢市広岡1丁目
528 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 金沢市広岡1丁目
529 有形 彫刻 木造大日如来坐像（胎蔵界） 金沢市広岡1丁目
530 有形 彫刻 木造愛染明王坐像 金沢市広岡1丁目
531 有形 彫刻 木造大日如来坐像（金剛界） 金沢市広岡1丁目
532 有形 彫刻 木造黒天像 金沢市広岡1丁目
533 有形 彫刻 木造不動明王立像 金沢市広岡1丁目
534 有形 彫刻 木造薬師如来立像 金沢市広岡1丁目
535 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市広岡1丁目
536 有形 彫刻 木造毘沙門天立像 金沢市広岡1丁目
537 有形 彫刻 木造聖徳太子孝養像 金沢市広岡1丁目
538 有形 彫刻 木造地蔵菩薩立像 金沢市広岡1丁目
539 有形 彫刻 木造誕生仏 金沢市広岡1丁目
540 有形 工芸品 黒漆塗天目台 金沢市広岡1丁目
541 有形 工芸品 鋳造火燈 金沢市広岡1丁目
542 有形 工芸品 太鼓 金沢市広岡1丁目
543 有形 絵画 紙本墨書観音・龍図 金沢市中央通町
544 有形 絵画 紙本著色釈迦三尊画像（板貼付） 金沢市中央通町
545 有形 絵画 紙本金地著色涅樊図 金沢市中央通町
546 有形 絵画 絹本著色薬師如来・諸天部図 金沢市中央通町
547 有形 絵画 絹本著色連金上人画像 金沢市金石下本町
548 有形 絵画 絹本著色教如上人画像 金沢市金石下本町
549 有形 絵画 金地彩色牡丹孔雀図 金沢市金石下本町
550 有形 絵画 絹本著色蓮如上人画像 金沢市金石味噌屋町
551 有形 彫刻 木造阿弥陀如来立像 金沢市金石味噌屋町
552 有形 彫刻 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 金沢市小立野5丁目
553 有形 工芸品 梨子地髙蒔絵説相箱 金沢市小立野5丁目
554 有形 絵画 絹本著色一光三尊聖徳太子対座御影 金沢市木越町
555 有形 絵画 絹本著色禅如上人十五祖連座御影 金沢市木越町
556 有形 絵画 絹本著色方便法身尊影 金沢市八田町東
557 有形 絵画 絹本著色方便法身尊影 金沢市八田町東
558 有形 絵画 絹本著色親鸞上人画像 金沢市八田町東
559 有形 書跡 當山縁起並諸記録 金沢市八田町東
560 有形 書跡 紙本墨書蓮如消息 金沢市八田町東
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561 有形 書跡 紙本墨書実如消息（2） 金沢市八田町東
562 有形 書跡 紙本墨書実如消息（3） 金沢市八田町東
563 有形 書跡 紙本墨書実如消息（4） 金沢市八田町東
564 有形 工芸品 須弥山儀 金沢市二日市町
565 有形 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 金沢市二日市町
566 有形 工芸品 梵鐘 金沢市二日市町
567 有形 彫刻 木造彩色鬼子母神像 金沢市車町
568 有形 彫刻 木造彩色鬼子夫神像 金沢市車町
569 有形 彫刻 木造彩色狛犬一対 金沢市車町
570 有形 彫刻 木造彩色狛犬一対（2） 金沢市車町
571 有形 絵画 絹本著色教如上人寿像 金沢市片町2丁目
572 有形 絵画 絹本著色親鸞聖人画像 金沢市片町2丁目
573 有形 絵画 絹本著色証如上人寿像 金沢市片町2丁目
574 有形 彫刻 木造上宮皇太子立像 金沢市片町2丁目
575 有形 書跡 各号 金沢市片町2丁目
576 有形 書跡 実如上人御文 金沢市片町2丁目
577 有形 工芸品 香炉 金沢市片町2丁目
578 有形 絵画 紙本墨画四睡図 金沢市芳斉2丁目
579 有形 絵画 紙本墨画龍門図 金沢市芳斉2丁目
580 有形 絵画 紙本墨画五重塔に松図 金沢市芳斉2丁目
581 有形 彫刻 木造聖徳太子孝養像 金沢市芳斉2丁目
582 有形 工芸品 梵鐘 金沢市芳斉2丁目
583 有形 絵画 絹本淡彩竹に蘭ニ太湖石図 金沢市此花町
584 有形 絵画 紙本著色桜に人物画 金沢市本多町3丁目
585 有形 彫刻 木造黒漆塗狛犬（口部朱漆） 金沢市本多町3丁目
586 有形 絵画 紙本著色日天・月天図 金沢市丸の内
587 有形 絵画 紙本著色稲荷大明神図 金沢市丸の内
588 有形 書跡 祖紙金泥経 金沢市丸の内
589 有形 書跡 紙本墨書天海僧正書状 金沢市丸の内
590 有形 書跡 紙本墨書前田利長書状 金沢市丸の内
591 有形 彫刻 木造彩色狛犬 金沢市丸の内
592 有形 彫刻 木造彩色随身像 金沢市丸の内
593 有形 書跡 棟礼 金沢市丸の内
594 有形 書跡 棟礼（2） 金沢市丸の内
595 有形 書跡 棟礼（3） 金沢市丸の内
596 有形 絵画 紙本著色後水尾天皇屏風 金沢市尾山町
597 有形 書跡 紙本墨書海防集 金沢市尾山町
598 有形 書跡 紙本墨書有磯遺文 金沢市尾山町
599 有形 書跡 紙本墨書豊臣秀吉書状 金沢市尾山町
600 有形 書跡 紙本墨書前田綱紀色紙 金沢市尾山町
601 有形 書跡 紙本墨書前田利長書状 金沢市尾山町
602 有形 書跡 文字入扇面 金沢市尾山町
603 有形 工芸品 蒔絵南天に梅鉢文鞍・蒔絵南天文燈 金沢市尾山町
604 有形 工芸品 梨子地に蒔絵梅鉢文鞍・梨子地燈 金沢市尾山町
605 有形 彫刻 木造松尾芭蕉坐像 金沢市山の上町
606 有形 工芸品 大樋焼寿老置物 金沢市山の上町
607 有形 彫刻 石造不動明王坐像 金沢市長田町
608 有形 彫刻 石造馬頭観音坐像 金沢市長田町
609 有形 絵画 絹本著色渡唐天神画像 金沢市天神町1丁目
610 有形 絵画 絹本著色梅花天神画像 金沢市天神町1丁目
611 有形 絵画 紙本著色怒天神画像 金沢市天神町1丁目
612 有形 絵画 絹本著色水月天神画像 金沢市天神町1丁目
613 有形 絵画 紙本著色横山天神画像 金沢市天神町1丁目
614 有形 絵画 紙本金地著色松梅図絵馬 金沢市天神町1丁目
615 有形 絵画 紙本金地著色遊牛図絵馬 金沢市天神町1丁目
616 有形 書跡 紙本墨書御花園天皇御辰翰 金沢市花園八幡町
617 有形 彫刻 木造狛犬 金沢市花園八幡町
618 有形 彫刻 木造狛犬（2） 金沢市花園八幡町
619 有形 工芸品 黒漆塗瓶子 金沢市花園八幡町
620 有形 工芸品 飴釉狛犬 金沢市花園八幡町
621 有形 書跡 「正八幡宮」額 金沢市花園八幡町
622 有形 書跡 「八幡宮」額 金沢市花園八幡町
623 有形 工芸品 机 金沢市花園八幡町
624 有形 絵画 神本墨画馬と鶴画 金沢市広岡1丁目
625 有形 彫刻 木造愛染明王坐像 金沢市広岡1丁目
626 有形 工芸品 蒔絵蔦唐草卓 金沢市広岡1丁目
627 有形 書跡 紙本墨書広岡山王社略記 金沢市広岡1丁目
628 有形 絵画 紙本著色釈迦十六羅漢図 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
629 有形 絵画 紙本淡彩布袋図 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
630 有形 絵画 絹本著色霊昭女図 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
631 有形 絵画 絹本著色蓬葉山図 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
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632 有形 絵画 絹本淡彩白衣観音図 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
633 有形 彫刻 木造十一面観音坐像 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
634 有形 工芸品 蒔絵浪千鳥文硯箱 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
635 有形 工芸品 蒔絵鶉図硯箱 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
636 有形 工芸品 柴刈図硯箱 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
637 有形 工芸品 金銀象嵌花瓶 金沢市東山2丁目 安江箔芸会館
638 有形 彫刻 木造地蔵菩薩立像 金沢市金石味噌屋町
639 有形 彫刻 木造天狗象 金沢市金石味噌屋町
640 有形 書跡 朝日山堡跡図 金沢市金石味噌屋町
641 有形 書跡 松根古城図 金沢市金石味噌屋町
642 有形 書跡 鷹ノ巣城跡図 金沢市金石味噌屋町
643 有形 書跡 梨木城図 金沢市金石味噌屋町
644 有形 彫刻 木造不動明王立像 金沢市金石味噌屋町
645 有形 絵画 紙本著色天神画像 金沢市野町3丁目
646 有形 絵画 紙本著色遷宮図扁額 金沢市野町3丁目
647 有形 彫刻 木造彩色前田利長立像 金沢市野町3丁目
648 有形 彫刻 木造彩色玉泉院立像 金沢市野町3丁目
649 有形 絵画 紙本著色遊楽図屏風 金沢市東山1丁目
650 有形 絵画 蓮周尼画像 金沢市橋場町
651 有形 彫刻 木造聖観音立像 金沢市観法寺町
652 有形 彫刻 木造不動明王立像 金沢市神宮寺3丁目
653 有形 絵画 絹本著色虎室春策頂相 金沢市長坂町
654 有形 絵画 紙本著色謙室呑益頂相 金沢市長坂町
655 有形 絵画 紙本墨画淡彩帰去来図・剡渓訪戴図屏風 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
656 有形 絵画 紙本墨画唐獅子図屏風 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
657 有形 絵画 絹本著色大江山図 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館
658 有形 絵画 紙本著色虎図屏風 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
659 有形 絵画 絹本著色寿老人・松鶴・虹飛橋図 金沢市東山1-3-10 安江金箔工芸館
660 有形 絵画 紙本金地著色四季花鳥図屏風 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館
661 有形 絵画 紙本淡彩夏渓山水図 金沢市野町2丁目
662 有形 絵画 紙本墨画梅に月図 金沢市宝町
663 有形 絵画 絹本著色花鳥図 金沢市安江町
664 有形 彫刻 木造僧形八幡坐像 金沢市車町
665 有形 彫刻 木造彩色徹通義介倚像 金沢市長坂町
666 有形 彫刻 木造彩色瑩山紹瑾倚像 金沢市長坂町
667 有形 彫刻 木造彩色明峰素哲倚像 金沢市長坂町
668 有形 書跡 扁額 金沢市東山2丁目
669 有形 書跡 一行書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
670 有形 書跡 絹本墨書書跡 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
671 有形 書跡 紙本墨書新年祝の書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
672 有形 書跡 岳陽楼記巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

673 有形 書跡 紙本墨書書巻 金沢市出羽町3-1
石川県立歴史博物
館

674 有形 書跡 紙本墨書漢詩屏風 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
675 有形 工芸品 色絵鹿図呉須赤絵写鉢 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
676 有形 工芸品 色絵山水図輪花鉢 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
677 有形 工芸品 赤絵龍鳳凰文六角徳利 金沢市卯辰町ト10 卯辰山工芸工房
678 有形 工芸品 飴釉渦文茶碗 金沢市橋場町2-17 大樋美術館
679 有形 工芸品 蒔絵住吉図文台 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
680 有形 工芸品 友禅松竹梅文夜着 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
681 有形 工芸品 銀象嵌水車文鐙 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
682 有形 工芸品 金銀象嵌水引文鐙 金沢市兼六町1-2 成巽閣
683 有形 工芸品 猩々薄端 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館

684 有形 工芸品 白糸威二枚胴具足 金沢市出羽町3-1
石川県立歴史博物
館

685 有形 工芸品 槍　両鎬造　銘加州住藤嶋友重 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
686 有形 工芸品 槍　両鎬造　銘加州住藤嶋信友 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
687 有形 絵画 馬山斥候図 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
688 有形 絵画 春秋山水図 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
689 有形 絵画 一心不乱図 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
690 有形 絵画 竹梅図 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
691 有形 絵画 月夜双狼図 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
692 有形 絵画 休息 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館

693 有形 絵画 大田美濃里肖像 金沢市宝町13
金沢大学医学部記
念館

694 有形 絵画 高原 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
695 有形 絵画 手鏡 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
696 有形 彫刻 日本武尊像 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館

697 有形 彫刻 鷹の図木彫額 金沢市本多町2-3-6
石川県立工業高等
学校

698 有形 彫刻 松島図額 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
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699 有形 彫刻 漁夫 金沢市本多町2-3-6
石川県立工業高等
学校

700 有形 彫刻 夫人像 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
701 有形 工芸品 色絵楼閣山水図大皿 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
702 有形 工芸品 色絵金彩海龍図遊環花瓶 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
703 有形 工芸品 赤絵龍図花瓶 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
704 有形 工芸品 色絵金彩花詰蓋物 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
705 有形 工芸品 葆光彩磁チューリップ文花瓶 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
706 有形 工芸品 釉下色絵鯛図花瓶 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
707 有形 工芸品 四季草花蒔絵二段重 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館
708 有形 工芸品 竹林図蒔絵小蓋盆 金沢市卯辰町ト10 卯辰山工芸工房
709 有形 工芸品 蒔絵山水図硯箱 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
710 有形 工芸品 蒔絵落雁図丸額 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
711 有形 工芸品 蒔絵南天図硯箱 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
712 有形 工芸品 友禅瀑布図掛福 金沢市山の上町
713 有形 工芸品 金銀象嵌課長人物文薄端 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
714 有形 工芸品 金銀象嵌牡丹唐草文蝋燭台 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
715 有形 工芸品 金銀象嵌草花文鳥籠置物 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
716 有形 工芸品 金銀象嵌猩々薄端 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
717 有形 工芸品 金銀象嵌雪に鷹図香炉 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
718 有形 工芸品 金銀象嵌桐図花瓶 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
719 有形 工芸品 金銀象嵌唐草文香炉 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
720 有形 工芸品 銅透彫唐獅子牡丹図手筥 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
721 有形 彫刻 髭小尉 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
722 有形 彫刻 般若 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
723 有形 工芸品 色変鶴菱文唐織 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
724 有形 工芸品 鶸茶地型紙花紋散縫箔 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
725 有形 工芸品 桃色地山道文摺箔 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館
726 有形 絵画 絹本著色天神画像 金沢市東御影町
727 有形 彫刻 地蔵菩薩立像 金沢市片町2丁目
728 有形 工芸品 伊羅保片身替茶碗 金沢市出羽町2-1 石川県立美術館

729 有形 絵画 兼六園絵巻 金沢市出羽町3-1
石川県立歴史博物
館

730 有形 絵画 加州金沢製糸場之図 金沢市出羽町3-1
石川県立歴史博物
館

731 有形 書跡 紙本墨書恵慶集　上 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館
732 有形 工芸品 法花蓮池水禽文大香炉 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館
733 有形 工芸品 色絵山水図丸紋平鉢 金沢市本多町3-2-29 中村記念美術館
734 有形 工芸品 松鶴蒔絵硯箱 金沢市東山2-10-10 安江金箔工芸館
735 有形 工芸品 金地庵に草花文唐織 金沢市東山2-10-10 安江金箔工芸館
736 有形 工芸品 象嵌花生 金沢市東山2-10-10 安江金箔工芸館
737 有形 工芸品 色絵群鮎図鉢 金沢市卯辰町ト10 卯辰山工芸工房
738 有形 工芸品 友禅楼閣人物図 金沢市卯辰町ト10 卯辰山工芸工房
739 有形 工芸品 銀象嵌菊紋手燭」 金沢市卯辰町ト10 卯辰山工芸工房
740 有形 工芸品 色絵岩に鳥図芙蓉手平鉢 金沢市小立野5-11-1 金沢美術工芸大学
741 有形 古文書 西養寺文書 金沢市東山2丁目
742 有形 古文書 如来寺文書 金沢市小立野5丁目
743 有形 古文書 天徳院文書 金沢市小立野4丁目
744 有形 古文書 照円寺文書 金沢市笠市町
745 有形 古文書 傳燈寺関係資料 金沢市伝燈寺町ほか
746 有形 古文書 上野八幡神社文書 金沢市小立野2丁目
747 有形 古文書 小坂神社文書 金沢市山の上町
748 有形 古文書 椿原天満宮文書 金沢市天神町1丁目
749 有形 古文書 中村神社文書 金沢市中村町
750 有形 古文書 本龍寺文書 金沢市金石下本町
751 有形 古文書 本泉寺文書 金沢市二俣町
752 有形 古文書 稼堂文庫(8,704点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
753 有形 古文書 犀川文庫(1,150) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
754 有形 古文書 羅月窟文庫(341) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
755 有形 古文書 奥村文庫(606) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
756 有形 古文書 河野文庫(962) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
757 有形 歴史資料 藤本文庫(4,299) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
758 有形 古文書 津田文庫(769) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
759 有形 古文書 松宮文庫(1,336) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
760 有形 古文書 大島文庫(642) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
761 有形 歴史資料 金陽文庫(950) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
762 有形 歴史資料 斯波文庫(783) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
763 有形 歴史資料 氏家文庫(2,073) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
764 有形 歴史資料 古愚軒文庫(2,764点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
765 有形 歴史資料 佐々木文庫(1,481点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
766 有形 古文書 河合文庫(296点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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767 有形 古文書 清水文庫(2,764点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
768 有形 古文書 後藤文庫(248点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
769 有形 歴史資料 蒼龍館文庫(4,334点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
770 有形 古文書 村松文庫(2,521点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
771 有形 古文書 岸文庫(1,029点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
772 有形 古文書 富田文庫(951点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
773 有形 歴史資料 泉景文庫(87点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
774 有形 典籍 中島文庫(395点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
775 有形 歴史資料 中山文庫(1,733点） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
776 有形 典籍 西尾文庫(1,868点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
777 有形 典籍 九谷文庫(550点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
778 有形 歴史資料 春風館文庫(1,953点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
779 有形 典籍 石川文庫(350点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
780 有形 古文書 本岡文庫(1,489点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
781 有形 古文書 宮本文庫(958点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
782 有形 歴史資料 市史文庫(5,299点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
783 有形 歴史資料 茨木文庫(1,456点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
784 有形 歴史資料 旧上金石町役場文書(1,116点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
785 有形 古文書 二木文庫(114点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
786 有形 古文書 中村石蘭亭文庫(785点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
787 有形 古文書 河地文庫(785点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
788 有形 古文書 放生津町年寄柴屋文庫(1,254点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
789 有形 古文書 平尾文庫(685点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
790 有形 古文書 武部文庫(6,668点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
791 有形 古文書 瓜生村役人中山文庫(2,466点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
792 有形 古文書 子浦町佐々木文庫(940点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
793 有形 古文書 浜屋文庫(451点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
794 有形 歴史資料 松根村山本文庫(709点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
795 有形 古文書 此木文庫(506点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
796 有形 歴史資料 石動山論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
797 有形 歴史資料 時国村論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
798 有形 歴史資料 永光寺山境論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
799 有形 歴史資料 鹿島郡黒崎村等四ヶ村入会山論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
800 有形 歴史資料 時国村論所分間絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
801 有形 歴史資料 時国村論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
802 有形 歴史資料 能州一宮山論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
803 有形 歴史資料 時国村領見取絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
804 有形 歴史資料 時国村論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
805 有形 歴史資料 時国村論所絵図 (2) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
806 有形 歴史資料 時国村絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
807 有形 典籍 算学鉤致　付　算学訓蒙 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
808 有形 典籍 公事場御書立写等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
809 有形 古文書 石動山論所一件請書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
810 有形 歴史資料 石動山論地判決書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
811 有形 歴史資料 一宮社領村方領争論絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
812 有形 歴史資料 石動山絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
813 有形 歴史資料 石動山論所絵図(3) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
814 有形 歴史資料 石動山論所絵図(4) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
815 有形 歴史資料 石動山論所内分見図り絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
816 有形 歴史資料 土方領羽咋郡白石村等論所絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
817 有形 歴史資料 石動山論地二宮村附近絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
818 有形 歴史資料 時国村論所絵図(3) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
819 有形 歴史資料 石動山論地二宮村附近絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
820 有形 歴史資料 石動山麓蟻ヶ原村等絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
821 有形 歴史資料 石動山論地二宮村附近絵図(2) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
822 有形 歴史資料 石動山麓之絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
823 有形 歴史資料 石動山論所絵図(5) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
824 有形 歴史資料 石動山論所絵図(6) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
825 有形 歴史資料 石動山論所絵図(7) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
826 有形 歴史資料 末三ヶ野之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
827 有形 歴史資料 石動山論所絵図 (8) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
828 有形 歴史資料 石動山絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
829 有形 古文書 天保九年砺波射水御蔵等冬川下一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
830 有形 古文書 川下方御定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
831 有形 古文書 出船掟帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
832 有形 古文書 出船御用御定書等要用書抜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

833 有形 古文書 九月廿三日今津御用就被仰渡ニ付聞書并日記共 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

834 有形 古文書
天保八年六月於宮腰御蔵他国米御買入ニ相成斗
立一件

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

835 有形 古文書 大津御廻米為御用敦賀ニ罷越候日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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836 有形 古文書 天保八年伏木浦出船御米方出役諸事覚等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
837 有形 古文書 大坂御拂米一巻定書帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

838 有形 古文書 天保九年三月廿二日滑川御蔵焼失ニ付出役一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

839 有形 古文書 御郡奉行御郡廻相仕候旨夫々書付云々 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
840 有形 古文書 田上塩硝蔵新建御土蔵御用諸事留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
841 有形 古文書 岩瀬御蔵出船御米番操帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
842 有形 古文書 竹内新村等用水筋御普請箇所書上申帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

843 有形 古文書
天保八年岩瀬浦より宮腰に積廻米に付岩瀬浦へ出
役一件

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

844 有形 歴史資料 御即位　一巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
845 有形 歴史資料 居合極意免状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
846 有形 書跡 書簡 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
847 有形 歴史資料 御塩方抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
848 有形 歴史資料 洛中洛外順覧記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
849 有形 古文書 諸事聞書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
850 有形 歴史資料 大坂箪笥役勤方年中行事 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
851 有形 古文書 御下行所格式帳等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
852 有形 古文書 諸事覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

853 有形 古文書 大坂御仮蔵天満屋市郎右エ門三番蔵江賊入候一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

854 有形 古文書 御扶持方渡覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
855 有形 古文書 江州今津御用諸事留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

856 有形 古文書
江州高嶋郡今津弘川両村并海津之内中村町収納
帳

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

857 有形 歴史資料 日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
858 有形 歴史資料 御代官廻日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
859 有形 歴史資料 日記(2) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

860 有形 古文書
元治元年七月本吉より大津御廻米為御用同所より
御米船に乗組敦賀江罷越候付覚書

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

861 有形 古文書 越中升廻諸事覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
862 有形 古文書 城戸屋書留(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
863 有形 歴史資料 はしの松 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
864 有形 古文書 鹿島郡瀬嵐村年貢米定書 （天領） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
865 有形 古文書 鹿島郡瀬嵐村年貢米皆済書 （天領） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
866 有形 古文書 越前惣高帳　上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
867 有形 歴史資料 預入金證(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
868 有形 古文書 漆ニ関スル書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
869 有形 古文書 御礼請之覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
870 有形 歴史資料 本家等より養子取遣之御指図書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

871 有形 古文書
安政六年六月十七日岩原長吉病気指重及大切候
ニ付御礼申上度旨ニ付取持ニ罷越候心覚

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

872 有形 古文書 御加称使并牢死見届一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

873 有形 古文書
嘉永七年十月園部仙次郎江州今津ニ罷越候節心附
之趣等達方等一件等

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

874 有形 古文書 御代官割所勤方 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
875 有形 古文書 金銀入立御用心覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
876 有形 古文書 能州御塩方取縮之義ニ付勤向申渡候箇條書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
877 有形 古文書 新開草高帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

878 有形 歴史資料
重蔵神社神輿再興記・濱崎庄八肖像画幅讃・商要
録序文輪島漆器のおこり

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

879 有形 歴史資料 名物往来　国づくし 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
880 有形 古文書 材木積登留書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
881 有形 古文書 藤内覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

882 有形 古文書 藤内頭并廻藤内非人頭勤方革多瘍癩  乾坤(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

883 有形 古文書 公事場諸覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
884 有形 古文書 白山麓拾八ヶ村由緒留帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
885 有形 古文書 寺社奉行交名帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
886 有形 古文書 町中毎月二日読追加 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
887 有形 古文書 金沢町中御法度之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
888 有形 古文書 町中二日読御定拾七ヶ條 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
889 有形 古文書 巡見御上使方御用留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
890 有形 古文書 御郡廻之節為読聞御ヶ條 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
891 有形 古文書 御定書之写帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
892 有形 古文書 長成連御書立等(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
893 有形 歴史資料 聞合帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
894 有形 歴史資料 御領国入墨并他国入墨等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
895 有形 古文書 御給仕勤方 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
896 有形 古文書 町会所調達銀仕法 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
897 有形 古文書 町方仕法取極帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
898 有形 古文書 慶応元年九月 　御銀才許勤方 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
899 有形 歴史資料 いわずとも知れたるを云は老人のくせ 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
900 有形 歴史資料 寛政十二年於下御台所留書役手控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
901 有形 歴史資料 御用銀証書写附精算書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
902 有形 古文書 御在府中御台所方役附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
903 有形 古文書 口郡御扶持人手帳写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
904 有形 古文書 改作奉行格ニ立置候品々書付上ヶ申帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
905 有形 古文書 目内仕法願 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
906 有形 古文書 江戸御用聞所勤方并当分才許日成入用書付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
907 有形 古文書 盆正月作り物見立位附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
908 有形 古文書 旱損立毛御見立願一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
909 有形 古文書 萬雑方記録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
910 有形 古文書 大坂御屋敷定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
911 有形 古文書 御廻米取捌方改申渡定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
912 有形 古文書 上荷船運賃御制札之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
913 有形 古文書 印紙取扱方御達書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
914 有形 古文書 御廻米仕法ニ付御損益調理写定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
915 有形 古文書 乍恐書附を以奉申上候口上 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
916 有形 古文書 大坂御廻米御手蔵建ノ議留書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
917 有形 古文書 今船仲仕小頭等江申渡候留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
918 有形 古文書 大坂御払米一巻定書帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
919 有形 歴史資料 大坂御屋敷舗御入用図帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
920 有形 古文書 口郡新開方覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
921 有形 古文書 郷郡百姓御用留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
922 有形 古文書 年中行事大綱等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
923 有形 歴史資料 商買往来大全 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
924 有形 古文書 御郡方御定・捨子之儀ニ付御觸 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
925 有形 歴史資料 加能越書籍一覧 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
926 有形 歴史資料 旧藩書籍目録  天地人(20点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
927 有形 歴史資料 六用集(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
928 有形 古文書 成業問答 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
929 有形 典籍 地他昆目集抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
930 有形 典籍 増補改正　六用集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
931 有形 典籍 老の路種 巻1～10(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
932 有形 歴史資料 諸事聞書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
933 有形 歴史資料 東溪先生手録(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
934 有形 歴史資料 尚志軒雑録抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
935 有形 典籍 浅野屋佐平筆草稿類  自第1～3号(13点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
936 有形 歴史資料 加賀国那谷寺境内真景 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
937 有形 古文書 御使者御口上書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
938 有形 古文書 御楽屋勤方調理并心得方帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
939 有形 古文書 願書附五通 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
940 有形 古文書 白山由来記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
941 有形 古文書 加越能寺社領及御修理御仰付所々 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
942 有形 典籍 神階考  上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
943 有形 古文書 金沢長寿録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
944 有形 古文書 一本種 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
945 有形 歴史資料 陽廣公偉訓校正本(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
946 有形 典籍 かねもうかるの伝授 下巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
947 有形 典籍 泰澄和尚伝 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
948 有形 歴史資料 北川金鱗画帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

949 有形 古文書
門前諸用留（加賀御大守様能州御巡見之事　他35
項）

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

950 有形 古文書 白山禅定御本地垂跡之由来私伝 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
951 有形 典籍 三州仏閣集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
952 有形 典籍 巫学談弊　1～4(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
953 有形 古文書 狩谷大人能建議書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
954 有形 典籍 孝の道 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
955 有形 典籍 新井白蛾先生所持器具寄附書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
956 有形 歴史資料 白山正辨 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
957 有形 歴史資料 下田守直武芸愚按書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
958 有形 歴史資料 算術等稽古出席記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
959 有形 歴史資料 袖日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
960 有形 歴史資料 加州ニ俣本泉寺境内之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
961 有形 古文書 長家御元祖武健霊社御昇進御用留帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
962 有形 典籍 庵居全集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
963 有形 古文書 正覚寺住職系譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
964 有形 古文書 寺名覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
965 有形 歴史資料 擬進講大学章句講義 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
966 有形 古文書 梶井神職年中行事録（能州金丸出村） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
967 有形 古文書 加能越社寺詳細記　御床外之部 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別
968 有形 古文書 金沢寺院召抱者書上帳、割場役所勤方掟 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
969 有形 古文書 常楽会役定等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
970 有形 古文書 加能越社寺附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
971 有形 典籍 白山記考証　上中下(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
972 有形 古文書 能登国社寺由来書覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
973 有形 古文書 戦士招魂祭祝詞 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
974 有形 典籍 加越能三ヶ国寺社牒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
975 有形 歴史資料 能州諸嶽山惣持禅寺図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
976 有形 歴史資料 目録雛形(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
977 有形 歴史資料 珠洲郡松波村松岡寺新屋敷替地絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
978 有形 古文書 京都御巻数奉納之節御返毫写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
979 有形 歴史資料 石動山天平寺制法式目 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
980 有形 歴史資料 石動山絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
981 有形 歴史資料 鳳至郡時国村岩倉寺等分間絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
982 有形 歴史資料 能登妙成寺觸下宗門手形 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
983 有形 歴史資料 加州那谷寺山景之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
984 有形 典籍 諸事聞書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
985 有形 典籍 金城武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
986 有形 典籍 元禄侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
987 有形 典籍 寛文侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
988 有形 典籍 加賀藩陪臣侍帳（奥村河内・前田土佐家中）(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
989 有形 典籍 加賀藩初期の侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
990 有形 典籍 侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
991 有形 典籍 侍帳(2) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
992 有形 典籍 侍帳(3) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
993 有形 典籍 侍帳(4) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
994 有形 典籍 加賀藩武家鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
995 有形 典籍 侍帳(5) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
996 有形 典籍 加賀藩組分侍帳(2点） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
997 有形 典籍 絶家録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
998 有形 典籍 武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
999 有形 典籍 金沢武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1000 有形 典籍 慶長・元和・寛永侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1001 有形 典籍 金沢藩士録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1002 有形 典籍 金城侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1003 有形 典籍 慶長侍帳・元和之始金澤侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1004 有形 典籍 御家中侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1005 有形 典籍 加州武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1006 有形 典籍 天保武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1007 有形 典籍 天保武鑑(2) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1008 有形 典籍 加州家中武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1009 有形 典籍 侍帳(6) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1010 有形 典籍 加州侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1011 有形 典籍 御勤方詮議一巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1012 有形 典籍 給事帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1013 有形 典籍 改作所旧記、同附録(22点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1014 有形 典籍 加越能神社考　上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1015 有形 歴史資料 宝円寺周辺図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1016 有形 歴史資料 加賀風土記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1017 有形 歴史資料 加賀国能美郡白山図附同解説(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1018 有形 典籍 改訂　　加賀地誌略同字引(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1019 有形 古文書
宝暦九年己卯年四月十日　加陽金府大火之節聞
書

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1020 有形 古文書 象賢紀略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1021 有形 古文書 北国能登島記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1022 有形 古文書 蓮池庭ノ記事(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1023 有形 典籍 藩祖盛烈記　上中下(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1024 有形 古文書 江戸御用・金沢御用 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1025 有形 古文書 元治元年長州家来京都乱妨一件及水府浪士一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1026 有形 古文書 文久二年京都江戸風説書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1027 有形 古文書 関口家由緒書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1028 有形 典籍 町人由緒帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1029 有形 古文書 伝伽雑話(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1030 有形 古文書 触留(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1031 有形 古文書
安政四丁巳年正月十日
御帰国御供被仰付候以来御在国留

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1032 有形 典籍 白山遊覧図記　巻1～6 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1033 有形 古文書 勤方留帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1034 有形 古文書 高岡御法事記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別

1035 有形 古文書
豊之丞殿御前髪被為執候ニ付諸御勤事改而伺被仰
出候旨赤井伝右衛門殿等ヨリ被申談之趣

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1036 有形 典籍 下道中日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1037 有形 歴史資料 石川県加賀国能美郡小全図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1038 有形 歴史資料 歴代肝煎仁兵衛履歴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1039 有形 古文書 加賀金沢藩京都御屋舗詰勤番控帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1040 有形 古文書 老人の物語所々に言伝候旧事且又家之伝記等覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1041 有形 典籍 成田三政家伝書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1042 有形 古文書 加賀藩祖創業記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1043 有形 歴史資料 見聞集要略抄附八田湖ノ図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1044 有形 歴史資料 石川県十村歴代書上申帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1045 有形 古文書 御状留頭書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1046 有形 古文書 家事小録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1047 有形 古文書 毛利慶親公ヨリノ手簡写(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1048 有形 典籍 吉野十景巡見記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1049 有形 典籍 道之記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1050 有形 歴史資料 国公家譜暦略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1051 有形 歴史資料 金沢江戸間里程図・金沢京江戸間里程表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1052 有形 歴史資料 天徳院様等墓地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1053 有形 歴史資料
御国目附松平頼母殿大河内善兵衛殿御越之節諸
事御尋御答書

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1054 有形 古文書 浄雲院様御筆物写帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1055 有形 典籍 道之記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1056 有形 歴史資料 加越能大路水経(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1057 有形 古文書
嘉永六丑四月四日相公様能州筋江為御巡見御出
被遊候御泊附並御供人等之名前記之

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1058 有形 典籍 雑記　巻1・2(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1059 有形 古文書 小松町御奉行御代々 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1060 有形 古文書
基五郎殿豊之丞殿　御行歩御出御行列附等帳并後
鑑ニ可相成義一集ニ記置

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1061 有形 典籍 御状留頭書　上中下(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1062 有形 古文書 御役附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1063 有形 歴史資料 寺院墓地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1064 有形 古文書 上使御通ニ付諸役懸リ其外覚帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1065 有形 古文書 御入輿御当日御作法 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1066 有形 歴史資料 石川郡打木浜之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1067 有形 古文書 海陸大成 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1068 有形 古文書 公事旧記抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1069 有形 歴史資料 大樋町茶屋橋川切替地元分間絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1070 有形 古文書 無題御当家御旧記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1071 有形 歴史資料 開業私記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1072 有形 歴史資料 金沢より京都まで　　道中名所記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1073 有形 典籍 能登地誌略備考 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1074 有形 典籍 河北郡絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1075 有形 典籍 金沢市街図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1076 有形 典籍 羽咋郡絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1077 有形 典籍 金沢地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1078 有形 典籍 能美郡組分絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1079 有形 典籍 能美郡見取略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1080 有形 歴史資料 加賀大納言家公遺言状之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1081 有形 歴史資料 改正 　石川県下市村名数 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1082 有形 歴史資料 白獄図解　（「白山史図解譜」の絵なし写） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1083 有形 歴史資料 加賀国金沢町名尽(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1084 有形 典籍 三国志 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1085 有形 歴史資料 能登名跡志(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1086 有形 古文書 古今雑話録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1087 有形 古文書 元和二年　御改之人帳写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1088 有形 古文書 金谷御広式御鎖口勤方帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1089 有形 典籍 日記大略等(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1090 有形 古文書 江州今津宿ヨリ江州海津宿迄 街道里数取調帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1091 有形 古文書 河北郡北中條村由緒覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1092 有形 古文書 大坂御陣定并高名牒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1093 有形 古文書 大坂表夏御陣之覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1094 有形 古文書 江府御供方 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1095 有形 歴史資料 能登国図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1096 有形 歴史資料 公用等事務記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1097 有形 古文書 御番方覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1098 有形 古文書 軍事人割帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1099 有形 古文書 出船仮御横目諸事勤方帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1100 有形 典籍 要用必携 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別
1101 有形 古文書 加州郷庄附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1102 有形 古文書 村田四郎兵衛先祖由緒并一類附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1103 有形 典籍 御家譜略記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1104 有形 歴史資料 賀州河北郡之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1105 有形 古文書 由緒一類附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1106 有形 歴史資料 金城 北国往還道中図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1107 有形 古文書 諸事覚留書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1108 有形 典籍 末森記軍記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1109 有形 歴史資料 咫尺十里(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1110 有形 古文書 大坂一巻覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1111 有形 歴史資料 関所手形(2点） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1112 有形 歴史資料 石川県羽咋郡志雄村字子浦地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1113 有形 古文書 宗国御定並御組分秘書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1114 有形 歴史資料 加賀藩老臣明細書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1115 有形 古文書 御使者勤方帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1116 有形 古文書 御住居御式台御取次方等手控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1117 有形 書跡 奥村丹後守辞世(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1118 有形 古文書 御国廻り駄賃改帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1119 有形 歴史資料 総持寺の景 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1120 有形 歴史資料 大坂表江御用有之被遣候ニ付発足日よりの日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1121 有形 古文書 口郡御用覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1122 有形 典籍 能州日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1123 有形 古文書 安達氏記録(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1124 有形 典籍 北陸奇談 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1125 有形 歴史資料 加賀藩年表(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1126 有形 歴史資料 村上家系図書翰等控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1127 有形 歴史資料 暦代日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1128 有形 歴史資料 北長家騒記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1129 有形 古文書 上使留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1130 有形 典籍 改正 大日本道中記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1131 有形 典籍 皇学童子門 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1132 有形 古文書 宿付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1133 有形 古文書 小松  雑留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1134 有形 典籍 道中記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1135 有形 歴史資料 加賀金沢細見図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1136 有形 歴史資料 金沢御城見取図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1137 有形 歴史資料 加陽金城下図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1138 有形 古文書 大坂御陣之覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1139 有形 歴史資料 宮腰近傍之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1140 有形 歴史資料 九十九曲湾の風景 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1141 有形 古文書
御上使御通行節領御案内ニ罷出候人々御答申上候
帳

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1142 有形 古文書 小松  諸事留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1143 有形 歴史資料 御郡所行事(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1144 有形 古文書 他国誥荒増記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1145 有形 典籍 中高記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1146 有形 古文書 小松  諸事手控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1147 有形 古文書 諸事留書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1148 有形 古文書 本吉小松町々家打毀候ニ付出役一件仮留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1149 有形 典籍 犀川・内川・浅ノ川渕之記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1150 有形 典籍 臼邦記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1151 有形 典籍 旭桜襍志　1～5(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1152 有形 歴史資料 加越能大路水経 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1153 有形 典籍 兼山麓澤秘策  初篇1・2(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1154 有形 典籍 寛永南嶋変  巻1～8、附上下(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1155 有形 古文書 奥村左京実方先祖由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1156 有形 古文書 伴八矢先祖由緒並一類附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1157 有形 歴史資料 大坂雨御陣首帳写其他 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1158 有形 古文書 大阪陣御定書并御家中討取首帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1159 有形 歴史資料 御家旧記等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1160 有形 歴史資料 前田家旧記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1161 有形 歴史資料 御自鳴鐘天符目数 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1162 有形 歴史資料 上野良太郎浅津富之助問答書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1163 有形 歴史資料 金沢城市図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1164 有形 古文書 三州雑記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1165 有形 歴史資料 三州地誌(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1166 有形 歴史資料 薄遊漫載  乾坤(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1167 有形 古文書 北国太平記聞書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1168 有形 古文書 筑前様御参府道中宿々之増旅籠代等詮義之件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1169 有形 歴史資料 奥羽越三国略図附佐渡 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1170 有形 歴史資料 知行所附（長家陪臣高柳家）(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
1171 有形 歴史資料 京都御守衛兵士帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1172 有形 古文書 大正持御陳覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1173 有形 古文書 加賀藩御用弁方秘書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1174 有形 歴史資料 下道中絵巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1175 有形 典籍 北国全太平記　1～20(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1176 有形 古文書 賀越闘争記(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1177 有形 古文書 御扶持人十村等惣列名書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1178 有形 歴史資料 公用日録  （奥村栄実） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1179 有形 古文書 筑前守様御上京ニ付御道中方御触留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1180 有形 歴史資料 天徳院境内前田家廟地略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1181 有形 歴史資料 御堂等諸向日記  1・2(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1182 有形 歴史資料 北国全太平記　1～20(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1183 有形 歴史資料 女中略分限 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1184 有形 古文書 御家記録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1185 有形 古文書 御触留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1186 有形 古文書 扶持人帖（十村・新田裁許・山廻・算用聞等） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1187 有形 古文書 富山蕃諸事日加意 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1188 有形 古文書 村井家譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1189 有形 古文書 加越能軍談  1～10(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1190 有形 典籍 武家昆目集  1～5(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1191 有形 古文書 能登名勝志附和倉温泉志 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1192 有形 典籍 北三州記  上中下(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1193 有形 典籍 利家公御夜話  上下 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1194 有形 典籍 末守記  外談 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1195 有形 典籍 中納言様御夜話 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1196 有形 古文書 源氏嶺等旧地記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1197 有形 歴史資料 江戸御中屋敷絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1198 有形 歴史資料 野田山前田家廟地略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1199 有形 歴史資料 北陸道七大川 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1200 有形 歴史資料 参議公年表　1～4･附(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1201 有形 古文書 菅家見聞集  1～4(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1202 有形 典籍 五ヶ山大牧入湯道之記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1203 有形 典籍 浅井記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1204 有形 典籍 官地論 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1205 有形 典籍
加州名跡志 ①白山ノ巻　　②能美ノ巻　　③江沼ノ
巻(3点)

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1206 有形 典籍 三壺聞書　1～22(11点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1207 有形 典籍 愛知郡荒子村誌 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1208 有形 古文書 山本源右衛門覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1209 有形 典籍 越路加賀見　巻1～5 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1210 有形 歴史資料 岩崎家先祖由緒并一類附之帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1211 有形 歴史資料 越中州四郡完図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1212 有形 歴史資料 加越能郡別絵図(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1213 有形 歴史資料
類聚国史を補はしめ給へるゆゑよし・
類聚国史補等寄納書・類聚国史補編纂趣旨

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1214 有形 典籍 叢雨日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1215 有形 典籍 白山復古記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1216 有形 歴史資料 金沢ヨリ能登一周山川駅路之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1217 有形 古文書 前田家利家以前之系譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1218 有形 典籍
天保五年斉泰卿御帰国ニ付行列ニ関スル心得并道
中略日記

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1219 有形 典籍 ちりはま漂流記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1220 有形 古文書 小幡氏系図附家来知行高等交名帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1221 有形 歴史資料 末森辺図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1222 有形 古文書 御馬廻組頭御用番記録抜粋(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1223 有形 歴史資料 金沢都路巡覧日誌 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1224 有形 歴史資料 御平生日成の部（諸事例取扱・規定等） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1225 有形 歴史資料 下通山川駅路之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1226 有形 古文書 秘兀　高木兵部諸事留書　乾坤 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1227 有形 歴史資料 忠孝実夢録(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1228 有形 典籍 如鉄家伝記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1229 有形 典籍 加陽叢書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1230 有形 古文書 加藩年契 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1231 有形 古文書 諸事御用方 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1232 有形 典籍 復讐録　　宮本左門之助の守り本尊 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1233 有形 古文書
自害仕損候者等和漢ノ古例ニツキ被仰出候儀相考
申上候覚書等

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1234 有形 古文書
旧金澤藩陪臣ヨリ編入其身抱卒ノ者人員并禄高調
査

金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別

1235 有形 歴史資料
伏見桃山御殿太閤摂政関白太政大臣正一位豊臣
朝臣秀吉公之御城並大小名御屋舗之図(2点)

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1236 有形 典籍 誓文日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1237 有形 古文書 村井又兵衛尉長時覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1238 有形 典籍 拾纂名言記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1239 有形 古文書 藩国見聞録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1240 有形 典籍 謙徳公御夜話(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1241 有形 古文書 前田斉泰公族譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1242 有形 典籍 前田利常公御夜話 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1243 有形 歴史資料 将軍家系図      前田家系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1244 有形 古文書
尾州荒子村観音寺ニ関スル覚書・奥村因幡家来覚
書

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1245 有形 典籍 越中高岡紀事   不歩記  上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1246 有形 古文書 品々申上候覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1247 有形 古文書 後藤家譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1248 有形 古文書 清水廣塚由来 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1249 有形 古文書 杉本九十郎喧嘩一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1250 有形 古文書 秘要雑集(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1251 有形 典籍 松雲公夜話録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1252 有形 歴史資料 長谷部姓長氏嫡流系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1253 有形 典籍 亀の尾の記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1254 有形 古文書 金城国学家 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1255 有形 古文書 前田家譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1256 有形 歴史資料 石川県下概測図（越中国）　大石川県時代 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1257 有形 典籍 微妙公夜話録  上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1258 有形 古文書
本多家旧臣本多彌一外十四人多賀氏外二人斬殺
一件書類抜萃

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1259 有形 古文書 三州旧跡里人談 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1260 有形 古文書 小川靖斉墓碑銘(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1261 有形 歴史資料 江沼郡組分絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1262 有形 歴史資料 石川郡絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1263 有形 古文書 茇憩紀聞 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1264 有形 古文書
於金谷御殿高田善蔵・中村萬右衛門を及刃傷候節
之一巻

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1265 有形 歴史資料 前田大和守系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1266 有形 古文書 前田周防守系譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1267 有形 古文書 前田熊次郎系譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1268 有形 古文書 本多家譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1269 有形 典籍 菅利家卿語話  上中下(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1270 有形 歴史資料 椎名家由緒書並略系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1271 有形 古文書 享和二年御隠居御家督之節之留帳書抜覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1272 有形 古文書 浅井縄手迫合抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1273 有形 古文書 石動山誌 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1274 有形 古文書 武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1275 有形 古文書 大阪両度御出馬雑録(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1276 有形 歴史資料 鳳至・珠洲奥郡組分絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1277 有形 歴史資料 加州石川郡写絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1278 有形 歴史資料
御番方一巻留･江戸御屋舗内外立前帳･江府御供方
等勤方帳

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1279 有形 古文書 延享五年御祝儀之節御歩方留帳抜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1280 有形 古文書 高岡町人由緒記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1281 有形 歴史資料 金沢地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1282 有形 典籍 能州名跡志 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1283 有形 古文書 本封叙次考 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1284 有形 歴史資料 手取川々上略絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1285 有形 歴史資料 江戸藩邸沿革図全図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1286 有形 古文書 長之御家萬覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1287 有形 古文書 加州御廻舩飄泊一条 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1288 有形 歴史資料 江戸本郷御屋敷之図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1289 有形 歴史資料 金沢旧城内全図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1290 有形 歴史資料 武州江戸御屋敷図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1291 有形 古文書 一柳監物粋院法事記録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1292 有形 古文書 一柳監物御預一件附録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1293 有形 古文書 一柳監物加州候江御預一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1294 有形 歴史資料 本多家屋敷図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1295 有形 典籍 妙泰院見聞記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1296 有形 歴史資料 小松御城之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1297 有形 古文書 日置知左エ門安武半之丞及刀傷候一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1298 有形 古文書
御先祖利次公万治年中御分知之節御家中総分限
帳

金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
1299 有形 古文書 能州御入用小払銭請拂帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1300 有形 古文書 口郡組々割替下調 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1301 有形 古文書 奥村内膳家御判物及諸文書写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1302 有形 古文書 金城三河考(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1303 有形 古文書 雑記(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1304 有形 古文書 金沢諸事留帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1305 有形 古文書 菅家略譜(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1306 有形 古文書 越乃山ふみ 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1307 有形 古文書 北判格式権輿抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1308 有形 古文書 享和二年改作方詮議之覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1309 有形 古文書
寛政八年改作方達留附り文政六年博奕過怠免等之
一件

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1310 有形 古文書 御台所奉行御用方旧記之内諸事抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1311 有形 古文書 文禄二年鹿島半郡水帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1312 有形 古文書 軍役増減考 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1313 有形 古文書 古学舎随筆　藩翰譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1314 有形 古文書 加賀藩烈士近藤信成遺書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1315 有形 古文書 東海道御帰国触留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1316 有形 古文書 武家勘定記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1317 有形 古文書 家来久次致乱心候趣一巻相記控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1318 有形 古文書 加賀金沢敵討 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1319 有形 古文書 奥郡三箇所御固所絵図（狼煙崎・輪島・福浦辺） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1320 有形 古文書 町奉行歴代帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1321 有形 古文書 菅野家由緒書並菅野三太郎先納帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1322 有形 古文書 善光寺参詣祖師聖人御旧跡等其外道中附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1323 有形 歴史資料 加賀国地誌総説 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1324 有形 古文書 大智禅師遺跡吉野十景考補 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1325 有形 歴史資料 加賀国由来等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1326 有形 古文書 松雲公御前様御附御用人等名簿 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1327 有形 古文書 大阪両御陣の義書付等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1328 有形 典籍 宗滴集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1329 有形 古文書 西尾家伝記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1330 有形 古文書 大阪両度御陣之義申上候書付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1331 有形 古文書 渡辺勘兵衛若キ時より所々にて働之覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1332 有形 歴史資料 大工町古図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1333 有形 歴史資料 雑記(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1334 有形 古文書 北国紀行 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1335 有形 古文書 東海道御通行之節万触留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1336 有形 歴史資料 両国殺報記(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1337 有形 歴史資料 金沢城之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1338 有形 古文書 御参勤御道中御行列附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1339 有形 歴史資料 加州家武勇列 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1340 有形 歴史資料 江戸道中細見図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1341 有形 歴史資料 富山藩祖前田利次公の事歴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1342 有形 古文書 圭邑名林 (7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1343 有形 古文書 御給事帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1344 有形 歴史資料 鳳至・珠洲奥郡略絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1345 有形 歴史資料 加賀国江沼郡地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1346 有形 古文書 御巡行御行列并御供官員略表御通筋拝見人心得 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1347 有形 古文書 公要雑記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1348 有形 古文書 菅家系譜等留書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1349 有形 古文書 北畛拾穂 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1350 有形 歴史資料 羽咋郡千路村領堺塚絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1351 有形 古文書 大地氏系図帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1352 有形 古文書 中将様御痘一巻抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1353 有形 歴史資料 西丸より御本丸江御移徙御行列之次第（江戸城） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1354 有形 古文書 学校年中御入用積 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1355 有形 古文書 温樹秘録附浚徳院様御書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1356 有形 典籍 格式雑記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1357 有形 古文書 御出張之節御備押留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1358 有形 歴史資料 越後屋敷絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1359 有形 歴史資料 能美郡板津組海岸村々村建等見取之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1360 有形 歴史資料 放生津潟廻御普請形見取絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1361 有形 歴史資料 袖裏愚考 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1362 有形 歴史資料 駅路旅鈴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1363 有形 古文書 御城中御番等之品定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1364 有形 歴史資料 能登史料摘録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1365 有形 歴史資料 本願寺関係史料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1366 有形 典籍 新撰農業往来　全 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1367 有形 古文書 森山岩ヶ淵之上喧嘩之一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1368 有形 古文書 御府内町名尽 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別
1369 有形 古文書 混見摘写　1～19(19点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1370 有形 古文書 国事雑抄　1～25(28点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1371 有形 典籍 加越能里正由緒記　巻1～4(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1372 有形 典籍 北陸三国志(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1373 有形 典籍 金砂子　上下(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1374 有形 歴史資料 江沼郡名所案内記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1375 有形 古文書 菅君雑録　(49点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1376 有形 古文書 諸書付(23点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1377 有形 歴史資料 金沢名勝 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1378 有形 歴史資料 粟崎御旅屋敷絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1379 有形 歴史資料 金府図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1380 有形 歴史資料 大聖寺城之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1381 有形 歴史資料 元治事変殉難志士之遺蹟 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1382 有形 歴史資料 金沢市街図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1383 有形 歴史資料 小川隊北越戦記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1384 有形 古文書 武蔵屋記録(61点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1385 有形 古文書 町役人名帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1386 有形 古文書 北国巡杖記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1387 有形 歴史資料 下通山川駅路之絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1388 有形 典籍 道中名跡志　上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1389 有形 古文書 犀川大橋ヨリ大滝マデ里程大概 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1390 有形 歴史資料 下通山川駅路之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1391 有形 歴史資料 兼六公園版下絵図・同実測原図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1392 有形 歴史資料 延宝年間金沢城下図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1393 有形 歴史資料 加賀国輿地大全図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1394 有形 典籍 能登日記　乾坤(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1395 有形 古文書 明珍家譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1396 有形 歴史資料 河北郡絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1397 有形 古文書 加州金沢道中案内記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1398 有形 典籍 温故古文抄　上中下(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1399 有形 歴史資料 贈従ニ位前田利常卿画像及遺愛品写真(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1400 有形 古文書 十村･才許・山廻等名列帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1401 有形 古文書 靖斉居士　　平安記聞 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1402 有形 古文書 草間危言　　　（靖斉居士　悽愴巻） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1403 有形 典籍 靖斉遺墨　上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1404 有形 歴史資料 竹澤御殿・兼六園並御鎮守古絵図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1405 有形 古文書 羽鹿政令（一名　御郡御改作方御用留）(31点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1406 有形 古文書 万松春秋 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1407 有形 歴史資料 金沢城三階御櫓之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1408 有形 歴史資料 前田斎泰公送葬御行列略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1409 有形 古文書
江戸御本丸炎上に付金八万両御指上に付御領国身
元之者共江調達被仰渡候一巻(2点)

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1410 有形 古文書 一柳監物殿始末記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1411 有形 歴史資料 大名行列絵巻(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1412 有形 古文書 万治以前加賀藩御定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1413 有形 古文書 御布告控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1414 有形 古文書 御普請会所附役銀ニテ召置候人々帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1415 有形 古文書 御普請会所支配人知行高御切米高并役附歳附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1416 有形 古文書 七冊御定(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1417 有形 古文書 雑書秘骨 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1418 有形 古文書 道中御行列等仕方帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1419 有形 古文書 諸規定抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1420 有形 古文書 御馬廻一備人馬数帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1421 有形 古文書 公務諸類日記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1422 有形 古文書 就諸大夫被仰付献上進物等留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1423 有形 古文書 御先手軍粧御定私綴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1424 有形 古文書 御時    合等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1425 有形 古文書 諸達控物 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1426 有形 歴史資料 石川県告布 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1427 有形 古文書 御郡廻之節御條数書為御読聞之始リ等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1428 有形 古文書 日裁 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1429 有形 古文書 諸事心覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1430 有形 古文書 御用聞所勤方並心覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1431 有形 古文書 会所記録留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1432 有形 古文書 京都御屋舗勤向覚帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1433 有形 古文書
小松御城附足軽并葭嶋居番人御切米高・組分役附
蔵附帳

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1434 有形 古文書 諸覚書  上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1435 有形 古文書 定 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1436 有形 古文書 諸事留帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1437 有形 古文書 本町地子町等町名附帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
1438 有形 古文書 町担当別肝煎一覧 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1439 有形 古文書 町役人帳(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1440 有形 歴史資料 御布告留(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1441 有形 古文書 石川県布達綴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1442 有形 古文書 陰陽談 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1443 有形 歴史資料 検地領絵図仕立様 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1444 有形 歴史資料 検地領絵図仕立 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1445 有形 典籍 年代記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1446 有形 古文書
宝暦銀札騒動後　天明初年重教公への建白書(2
点)

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1447 有形 古文書 御印物等御触留帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1448 有形 古文書 対問愚弁 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1449 有形 古文書 知行算蔵敷運賃 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1450 有形 古文書 御時宜役聞合方帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1451 有形 歴史資料 金沢町会所総絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1452 有形 古文書 諸事御触 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1453 有形 古文書 繞姫様御誕生　蟇目御用留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1454 有形 古文書 加賀藩卿大夫考徴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1455 有形 歴史資料 公事場絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1456 有形 古文書 定番頭馬廻頭御合印 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1457 有形 古文書 御家中領知御判印物格(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1458 有形 古文書 御定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1459 有形 歴史資料 金沢藩庁県庁布告留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1460 有形 古文書 秘冊 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1461 有形 古文書 文例及書式(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1462 有形 古文書 御印物頂戴之留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1463 有形 古文書 会所支配之者年頭御目見名列等帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1464 有形 古文書 御用留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1465 有形 古文書 間帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1466 有形 古文書 陪臣町居住規則 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1467 有形 典籍 北藩秘鑑　巻1～20(29点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1468 有形 古文書 諸事御定書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1469 有形 古文書 諸届帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1470 有形 古文書 慶応四年至明治三年七月　　転役等記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1471 有形 古文書 公事場并寺社方及与力御定書之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1472 有形 古文書 変類 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1473 有形 古文書 旧條記(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1474 有形 古文書 公儀旧記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1475 有形 古文書 公譜略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1476 有形 古文書 御定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1477 有形 古文書 公事場之覚等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1478 有形 古文書 御検約方並御家中行状倹約等被仰出紙面之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1479 有形 古文書 御道中御定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1480 有形 古文書 四冊定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1481 有形 古文書 地子町肝煎被仰付候祝儀方並諸入用等記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1482 有形 古文書 御買手方手控帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1483 有形 古文書 蔵宿吟味人被仰付候一件(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1484 有形 古文書 鍛治肝煎被仰付候留帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1485 有形 古文書 室肝煎被仰付候一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1486 有形 古文書 門前肝煎引要用方被仰付候一件(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1487 有形 古文書 御給事留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1488 有形 古文書 御入国御家中之人々独礼被為請候御席附等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1489 有形 古文書 靏網御用御鷹方御用 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1490 有形 古文書 公譜要略(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1491 有形 歴史資料 御布告留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1492 有形 古文書 寺社門前肝煎被申候ニ付祝儀方等記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1493 有形 古文書 筑前守様御上京御行列帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1494 有形 典籍 加賀藩貨幣録　巻1～5(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1495 有形 典籍 能登遊記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1496 有形 歴史資料 金沢地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1497 有形 歴史資料 金陵之図画 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1498 有形 歴史資料 加越能三ヶ国寺社 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1499 有形 古文書 あふむ乃囀 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1500 有形 古文書 旦那出入の定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1501 有形 典籍 空翠雑話　上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1502 有形 典籍 藩国官職通考　巻1～3(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1503 有形 古文書 関屋録(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1504 有形 古文書 公事場定 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1505 有形 古文書 割場御改法掟帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1506 有形 古文書 封事 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1507 有形 古文書 金沢町中御法度御印之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別

1508 有形 古文書
御家中並又家中曁金澤町ニ罷在候寺社家ニ召仕候
小者下女其外町方男女奉公人取持人共衛江申渡
方之覚

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1509 有形 歴史資料 高道新町組合御用箱書類(414点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1510 有形 歴史資料 違式図解 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1511 有形 古文書 釈刑法附黄遵憲書簡 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1512 有形 古文書 御手当人出張中町規伺書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1513 有形 古文書 金沢三社町二番組　　組合記録(26点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1514 有形 古文書 能州草高帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1515 有形 古文書 三事略考 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1516 有形 古文書 砺波郡火事有之節取極 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1517 有形 古文書 元金沢藩札・元大聖寺藩札　新貨比較通解 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1518 有形 古文書 米中買等由来書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1519 有形 古文書 米中買心得心條々 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1520 有形 古文書 中買組合勤方帳控 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1521 有形 古文書 中買組合頭江被仰渡方抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1522 有形 歴史資料 北国地震記附立山地図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1523 有形 歴史資料 異部落一巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1524 有形 古文書 御領国御郡方年貢ノ仕様等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1525 有形 古文書 知行所附帳（前田長種系家陪臣） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1526 有形 古文書 加陽火消役武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1527 有形 古文書 大坂御入用御銀図り大概 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1528 有形 古文書 御勝手方御用勤向大概 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1529 有形 古文書 大坂御借財御返済方等摘要 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1530 有形 古文書 大坂御借財調理帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1531 有形 古文書 一三四之手火事御行列附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1532 有形 歴史資料 天保六年横安江町出火地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1533 有形 古文書 諸品直段 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1534 有形 古文書 宝暦銀鈔説 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1535 有形 古文書
小者下女其外町方男女奉公人取持人共へ申渡方
之覚

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1536 有形 歴史資料 盆正月造り物道具附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1537 有形 歴史資料 盆正月番附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1538 有形 古文書 四季台網仕卸之形并稼方之次第 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1539 有形 古文書 歩刈等旧記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1540 有形 古文書 田成畠折之法 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1541 有形 古文書 理塵集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1542 有形 古文書 産物方御用留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1543 有形 古文書 能登国高物成帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1544 有形 古文書 加越能銘記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1545 有形 古文書 施米褒状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1546 有形 古文書 御田地割仕惣歩合盛書上申帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1547 有形 歴史資料 中屋家建物絵図面 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1548 有形 典籍 荻野流砲術伝書　上下(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1549 有形 古文書 鎧着記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1550 有形 典籍 前田軍制記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1551 有形 典籍 武田伊賀守軍中日記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1552 有形 典籍 加賀藩武学校経式館紀要 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1553 有形 典籍 長尾信開流当身体術 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1554 有形 典籍 御住居向御普請方一巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1555 有形 歴史資料 台場之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1556 有形 典籍 備要抄小解　上中下(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1557 有形 古文書 金沢城ノ沿革並旧同藩ノ兵制備及藩政ノ概要(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1558 有形 典籍 畠山軍記翁物語 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1559 有形 典籍 政春古兵談(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1560 有形 典籍 加越能古城考 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1561 有形 典籍 加越能古城城主之記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1562 有形 典籍 越中古城記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1563 有形 典籍 末守記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1564 有形 古文書 兵法抜書匹夫之抄撰切之巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1565 有形 古文書 全昌問答　乾坤(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1566 有形 古文書 調練之次第 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1567 有形 古文書 宝達加祢山旧記并問堀願一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1568 有形 古文書 河道 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1569 有形 歴史資料 金沢城二ノ丸絵図面 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1570 有形 典籍 国宝成巽閣 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1571 有形 古文書 赤倉村碁盤割之写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1572 有形 典籍 雄藩史印　一・二集(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1573 有形 古文書 出船方諸事留帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1574 有形 古文書 加越物成覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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1575 有形 古文書 駒方御作法等留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1576 有形 古文書 勧農文 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1577 有形 古文書 天保八年改作方御仕法留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1578 有形 古文書 江戸三度附古文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1579 有形 古文書 来舶神旨 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1580 有形 歴史資料 近世諸蕃来舶集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1581 有形 古文書 改作要録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1582 有形 典籍 高請卸方御書立並仕法書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1583 有形 古文書 浅野屋佐平京都ヨリ帰沢ニ就テ先触 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1584 有形 歴史資料 能州末森之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1585 有形 歴史資料 浅井畷の戦 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1586 有形 歴史資料 壮猶館歩兵稽古法(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1587 有形 歴史資料 末森城跡図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1588 有形 古文書 高麗流八條家免許状并添目録(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1589 有形 古文書 越中筋廻見出役届留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1590 有形 古文書 馬術終夜伽 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1591 有形 古文書 乗初之書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1592 有形 古文書 御手当人夫御用一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1593 有形 古文書 異国船渡来等一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1594 有形 典籍 心陰流中太刀伝書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1595 有形 古文書 加賀藩御軍役御定書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1596 有形 古文書 九字秘伝 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1597 有形 古文書 御城御造営御成就ニ付云々 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1598 有形 古文書 御軍役御定大概之書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1599 有形 古文書 客窓雑記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1600 有形 歴史資料 新器測量法 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1601 有形 歴史資料 太鼓打方譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1602 有形 歴史資料 成巽閣建物樹木配置図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1603 有形 歴史資料 刀剣秘事伝雑録　稿本 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1604 有形 典籍 戸田流棒術伝書(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1605 有形 典籍 居合伝書(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1606 有形 歴史資料 御城中総御櫓并御門絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1607 有形 古文書 弓道起請文 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1608 有形 歴史資料 金沢古城図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1609 有形 歴史資料 小松城之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1610 有形 歴史資料 三規式之巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1611 有形 古文書 役者人数帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1612 有形 古文書 御親式御能之節御献立 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1613 有形 古文書 前田慶寧公告輸 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1614 有形 歴史資料 小松城図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1615 有形 古文書 江戸詰御軍役交名 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1616 有形 古文書 （筑前守様）御用諸事留之内写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1617 有形 古文書 荻野流相図流星 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1618 有形 古文書
能州筋船賃銀定書
并加越能之内御蔵納米員数書

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1619 有形 古文書 犀川筋法島村領従上川除土堤間数打立書上申帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1620 有形 典籍 石山本願寺日記　下巻抄 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1621 有形 古文書 横山政和覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1622 有形 古文書 勤王家遺書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1623 有形 典籍 金沢町名尽 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1624 有形 古文書 永福公以来御年譜 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1625 有形 古文書 能登地誌略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1626 有形 典籍 白山紀行 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1627 有形 古文書 他国出入品々調理帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1628 有形 古文書 旧藩主清息文写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1629 有形 古文書 諸士系譜(20点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1630 有形 歴史資料 能登国四郡絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1631 有形 古文書 火事御行列附山津 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1632 有形 古文書 一柳殿預之記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1633 有形 古文書 加陽足軽由緒記(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1634 有形 典籍 加能越氏族伝(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1635 有形 典籍 国郡沿革考(13点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1636 有形 典籍 加能越等扶持人由来記(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1637 有形 典籍 武家耳底記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1638 有形 典籍 武鑑(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1639 有形 歴史資料 三州歴史図(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1640 有形 歴史資料 寛政金沢地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1641 有形 古文書 公事訴訟之捌 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1642 有形 古文書 奥村栄実手紙 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1643 有形 古文書 安宅又吉書簡 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1644 有形 典籍 諸頭系譜　目録索引・1～5(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

62



巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別
1645 有形 書跡 利常書　和歌ニ首（古今和歌集） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1646 有形 歴史資料 本郷御屋敷惣絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1647 有形 歴史資料
加賀藩農政経済史料附松雲公採集遺編類纂古文
書部(202点)

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1648 有形 典籍 風説書控附書翰 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1649 有形 歴史資料 加賀国金沢之絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1650 有形 歴史資料 能登国四郡絵図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1651 有形 古文書 寺社由来(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1652 有形 歴史資料 明鏡観飛竜堂書物目録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1653 有形 古文書 西養寺供養料書状(11点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1654 有形 古文書 江州海津迄御内御使として御出之節御内用帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1655 有形 古文書 極秘書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1656 有形 歴史資料 長防攻口草稿図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1657 有形 古文書 御家中侍以上記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1658 有形 歴史資料 加賀藩年寄人持定紋馬標持槍 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1659 有形 典籍 斎家興廃伝 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1660 有形 古文書 南保家大六一友妻米血統譜(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1661 有形 古文書 白江久五郎書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1662 有形 歴史資料 加賀能登切絵図(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1663 有形 歴史資料 犀川々筋図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1664 有形 典籍 墨守論 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1665 有形 典籍 憂天私言付農商建国弁 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1666 有形 古文書 買物覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1667 有形 古文書 武学校覚書写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1668 有形 典籍 無論卑論 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1669 有形 典籍 海防基元 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1670 有形 古文書 三州御固場所人数配 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1671 有形 典籍 天覧私記　乾坤(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1672 有形 古文書 平時雑集・戦時必要之部 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1673 有形 典籍 大星二乗之伝聞記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1674 有形 歴史資料 御軍装要用 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1675 有形 歴史資料 甲冑兵器身度量之書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1676 有形 歴史資料 主将着具図解 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1677 有形 歴史資料 薬 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1678 有形 歴史資料 刀剣心得 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1679 有形 歴史資料 武道秘書目録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1680 有形 古文書 閨塵　　飛竜先生覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1681 有形 歴史資料 剣術之咄 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1682 有形 歴史資料 剣道覚書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1683 有形 歴史資料 神影流心太刀 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1684 有形 歴史資料 神明流流義之弁 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1685 有形 歴史資料 神明流指南目録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1686 有形 歴史資料 剣術伝授方留 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1687 有形 歴史資料 法制 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1688 有形 歴史資料 神明流大事 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1689 有形 歴史資料 神明流業書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1690 有形 歴史資料 神明流業書(2) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1691 有形 歴史資料 神明流業書(3) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1692 有形 歴史資料 神明流業書(4) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1693 有形 古文書 極秘 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1694 有形 古文書 九字護身法等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1695 有形 歴史資料 神明流伝授目録雛型(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1696 有形 古文書 再拝切紙伝受 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1697 有形 古文書 摩利支尊天預覚(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1698 有形 歴史資料 神明流思無邪之巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1699 有形 古文書 円備之大事付汀之勝負 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1700 有形 古文書 修行之定 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1701 有形 古文書 用法業術目録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1702 有形 歴史資料 滝流用法業術 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1703 有形 歴史資料 用法業術再々篇(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1704 有形 歴史資料 斎藤金兵衛より居合稽古之事(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1705 有形 歴史資料 神夢想林崎流居合 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1706 有形 歴史資料 居合腰廻指南目録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1707 有形 歴史資料 居合腰廻并歌目録二十一首 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1708 有形 歴史資料 居合腰廻并歌目録二十一首 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1709 有形 歴史資料 平法歌之巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1710 有形 古文書 凡当流居合腰廻之二者金胎ノ両部 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1711 有形 歴史資料 山岸流居合 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1712 有形 歴史資料 山岸流居合腰廻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1713 有形 歴史資料 山岸流居合業書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1714 有形 歴史資料 居合腰廻抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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1715 有形 歴史資料 腰廻抜様之書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1716 有形 歴史資料 腰廻抜様之書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1717 有形 歴史資料 山岸流居合勝口 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1718 有形 歴史資料 山岸流居合勝口 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1719 有形 古文書 居合腰廻免許状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1720 有形 歴史資料 居合腰廻目録(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1721 有形 古文書 居合入檀伝授品節 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1722 有形 古文書 山岸流檀飾等下書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1723 有形 歴史資料 山岸流檀飾図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1724 有形 古文書 詰合 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1725 有形 書跡 先人三十三回追福和歌写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1726 有形 書跡 連句(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1727 有形 古文書 政隣記(31点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1728 有形 歴史資料 金沢町絵図並名帳（絵図29点・名帳5点） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1729 有形 歴史資料 延宝年間金沢城下図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1730 有形 歴史資料 大工町古図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1731 有形 歴史資料 能州滝谷妙成寺祖師堂絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1732 有形 古文書 小寺家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1733 有形 古文書 武蔵家過去帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1734 有形 歴史資料 芝居番付(182点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1735 有形 古文書 岡田家文書(22点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1736 有形 歴史資料 郷土文人肖像(45点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1737 有形 古文書 唯念寺等五ヶ寺寺号帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1738 有形 古文書 成瀬氏法号 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1739 有形 古文書 敬栄寺惣檀那納得帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1740 有形 古文書 新川郡加積組切高連判長証文 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1741 有形 古文書 金沢江戸諸覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1742 有形 古文書 饅頭屋本節用集考異 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1743 有形 古文書 髐然集　坤 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1744 有形 古文書 竹村家　先祖由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1745 有形 歴史資料 金沢市街地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1746 有形 歴史資料 浅野川稲荷座界隈図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1747 有形 歴史資料 金沢町名帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1748 有形 古文書 赤尾家　先祖由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1749 有形 古文書 金沢風月往来 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1750 有形 古文書 大石家　記　系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1751 有形 古文書 金城武鑑之内抜書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1752 有形 歴史資料 県庁諸達 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1753 有形 古文書 田井社町方及村方氏子家数帳綴 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1754 有形 古文書 金沢神社諸方往復綴并関係書類 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1755 有形 古文書 仙石家　先祖由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1756 有形 古文書 不生斎行状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1757 有形 古文書 加賀藩侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1758 有形 古文書 大石家　先祖由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1759 有形 古文書 広田家　先祖由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1760 有形 古文書 訂正　和算階梯 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1761 有形 歴史資料 金沢香林坊大神宮大相撲番付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1762 有形 歴史資料 金沢町会所刷物 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1763 有形 歴史資料 加賀藩御算用場刷物 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1764 有形 歴史資料 盆正月造り物細工物等番付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1765 有形 歴史資料 旗源平(34点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1766 有形 歴史資料 氏子札(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1767 有形 古文書 白髭前等町方文書綴(33点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1768 有形 歴史資料 法船寺町絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1769 有形 歴史資料 金沢市長列席陸軍軍事演習記念写真および署名 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1770 有形 歴史資料 金沢三中学徒償金個人別明細書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1771 有形 歴史資料 地券 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1772 有形 歴史資料 足軽　役懸帳　附　石坂組地絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1773 有形 歴史資料 金沢消防四ッ目組　感謝状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1774 有形 歴史資料 小坂組見取絵図　高免書入 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1775 有形 書跡 前田朗子　和歌色紙 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1776 有形 典籍 少年読本文庫　銭屋五兵衛 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1777 有形 典籍 別冊文芸　舟橋聖一集　海の百万石 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1778 有形 典籍 金沢市社会事業便覧 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1779 有形 歴史資料 金沢市託児所規程 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1780 有形 歴史資料 金沢薪炭商組合規約 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1781 有形 歴史資料 古物商取締条例並石川県古物商取締細則註解 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1782 有形 典籍 陸路廻記(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1783 有形 典籍 編年　加賀藩史綱 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1784 有形 歴史資料 国公家譜歴略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1785 有形 歴史資料 口郡十村土筆 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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1786 有形 歴史資料 加越能維新勤王史略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1787 有形 古文書 御東御供奉　御警衛附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1788 有形 歴史資料 国々はんくはの地道のり案内 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1789 有形 典籍 忘筌窠爨桐集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1790 有形 歴史資料 北陸鉄道架設一件について書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1791 有形 歴史資料 二十四輩順拝図会(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1792 有形 古文書 織田家文書(46点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1793 有形 古文書 仁岸家文書(264点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1794 有形 古文書 安達家文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1795 有形 古文書 仙石家文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1796 有形 古文書 笠松家文書(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1797 有形 古文書 松岡寺文書(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1798 有形 古文書 紙屋庄三郎家文書(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1799 有形 古文書 篠嶋家文書(16点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1800 有形 古文書 羽咋土方領文書(68点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1801 有形 古文書 上堤町長生講文書(42点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1802 有形 古文書 生駒家文書(41点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1803 有形 歴史資料 大日本管轄分地図(50点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1804 有形 歴史資料 暦(56点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1805 有形 古文書 高橋家文書(29点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1806 有形 古文書 岡島家文書(14点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1807 有形 古文書 金沢市行政文書(56点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1808 有形 古文書 富永家文書(17点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1809 有形 歴史資料 商売鑑札(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1810 有形 歴史資料 鳥瞰図・木橋図(20点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1811 有形 古文書 津田家文書(75点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1812 有形 古文書 米中買文書(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1813 有形 歴史資料 海運史料（伊勢丸・三保丸宛他）(72点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1814 有形 古文書 藩勤方文書(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1815 有形 歴史資料 郷土出版物等(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1816 有形 古文書 金石　辻家文書(126点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1817 有形 古文書 向家文書(211点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1818 有形 歴史資料 江戸藩邸関係史料(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1819 有形 歴史資料 金沢市街図(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1820 有形 古文書 寺西家文書(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1821 有形 古文書 釜屋文書(15点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1822 有形 歴史資料 金沢市墓地関係史料(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1823 有形 古文書 宮腰　酒井家文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1824 有形 古文書 弥勒縄手村文書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1825 有形 古文書 村名由来(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1826 有形 古文書 井奈家文書(88点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1827 有形 歴史資料 ウィリアム・カステラン氏　収集文書(64点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1828 有形 古文書 大野家文書(36点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1829 有形 古文書 水野家文書（水野内匠　八郎兵衛　頼母）(97点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1830 有形 古文書 北国街道関係資料(90点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1831 有形 古文書 釣川家文書(47点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1832 有形 古文書 山口家文書(37点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1833 有形 歴史資料 日本各地地図(36点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1834 有形 古文書 越野家文書(20点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1835 有形 古文書 米沢家文書(655点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1836 有形 歴史資料 前田利家等画像(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1837 有形 歴史資料 浄土真宗寺院資料等(34点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1838 有形 古文書 森田家文書(28点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1839 有形 歴史資料 石川県公報(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1840 有形 古文書 前田直行宛書簡(18点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1841 有形 古文書 鶴来織田家・金沢白尾谷家文書(163点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1842 有形 古文書 金沢木綿屋文書(25点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1843 有形 歴史資料 金沢商店チラシ(19点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1844 有形 古文書 加賀藩士谷村家文書(36点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1845 有形 歴史資料 演劇・映画関係資料(203点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1846 有形 古文書 米仲買商　板屋家文書(228点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1847 有形 歴史資料 マッチラベル(1,873点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1848 有形 古文書 桜井家文書(84点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1849 有形 歴史資料 盆正月番付(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1850 有形 古文書 山川酒造店文書(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1851 有形 古文書 稲場家文書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1852 有形 古文書 高村家文書(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1853 有形 古文書 （無題）　標題：浅井一政自記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1854 有形 古文書 塩谷家資料(61点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1855 有形 古文書 田中家文書（旧地下書庫） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1856 有形 古文書 野崎家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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1857 有形 歴史資料 加賀の温泉資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1858 有形 古文書 田中家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1859 有形 古文書 今石動木吉屋文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1860 有形 歴史資料 卒業証書類 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1861 有形 古文書 吉川一太郎文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1862 有形 古文書 三宅家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1863 有形 古文書 大辻文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1864 有形 歴史資料 理髪料金表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1865 有形 歴史資料 教科書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1866 有形 歴史資料 押野村役場文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1867 有形 古文書 中野家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1868 有形 歴史資料 （無題）　標題：加陽金府御城下之図　複製 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1869 有形 歴史資料 算学資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1870 有形 歴史資料 「金沢市民読本」写真銅版等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1871 有形 歴史資料 （無題）　標題：庁内広報　第132号 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1872 有形 歴史資料 版木 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1873 有形 歴史資料 加賀藩工匠秘伝書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1874 有形 古文書 稼堂日抄 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1875 有形 歴史資料 金沢医科大学開学記念資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1876 有形 歴史資料 （無題）　標題：日通二十年 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1877 有形 歴史資料 （無題）　標題：北国新聞　創刊70周年 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1878 有形 古文書 （無題）　標題：加賀藩侍帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1879 有形 歴史資料 （無題）　標題：加賀藩十貫文銭札 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1880 有形 歴史資料 （無題）　標題：金沢城図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1881 有形 古文書 能崎家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1882 有形 歴史資料 絵はがき 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1883 有形 典籍 金沢古蹟志 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1884 有形 典籍 池善刊行本 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1885 有形 古文書 小島家資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1886 有形 歴史資料 石川県地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1887 有形 歴史資料 引札 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1888 有形 歴史資料 枯木橋図面 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1889 有形 古文書 （無題）　標題：観文堂額 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1890 有形 歴史資料 （無題）　標題：金沢開市三百年祭行列明細図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1891 有形 歴史資料 （無題）　標題：北陸名所図絵（12種） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1892 有形 歴史資料 金沢市鳥瞰図（原画） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1893 有形 歴史資料 廣瀬保男寄贈史料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1894 有形 歴史資料 小倉正恒関係資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1895 有形 書跡 （無題）　標題：前田斉泰(後凋)書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1896 有形 古文書 銭屋五兵衛関係史料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1897 有形 古文書 藩士心得、備忘関係 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1898 有形 歴史資料 観光会館史料(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1899 有形 古文書 加賀藩事實文録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1900 有形 典籍 小倉正恒談叢 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1901 有形 古文書 白山比咩神社文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1902 有形 歴史資料 尾山神社神門設計原図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1903 有形 歴史資料 絵葉書に見る北陸の木造建造物 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1904 有形 典籍 本森由雄氏旧蔵書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1905 有形 歴史資料 大聖寺文化協会発行物 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1906 有形 歴史資料 加越能文庫印章 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1907 有形 典籍 東武道中輯録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1908 有形 古文書 河内山家文書（北村悦世氏旧蔵） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1909 有形 歴史資料 紺谷啓氏旧蔵書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1910 有形 歴史資料
阿部信行氏旧蔵書｢尊経閣叢刊｣等前田育徳会刊行
物

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1911 有形 歴史資料 金沢城古写真（百間堀冬景色）(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1912 有形 歴史資料 松田平四郎家（文華堂）文書(21点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1913 有形 古文書 藤井家（明石家）文書(11点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1914 有形 歴史資料 日本地誌略図会 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1915 有形 歴史資料 中屋薬舗製剤諸帳簿一式 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1916 有形 歴史資料 鳥瞰図　金澤御案内ほか 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1917 有形 歴史資料 加賀国能美郡瀬木野新村見取絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1918 有形 歴史資料 金沢御案内 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1919 有形 歴史資料 金沢兼六園絵図附市街略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1920 有形 歴史資料 紙漉重宝記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1921 有形 歴史資料 石川県土木課調査(郡別図解)石川県管内里里程表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1922 有形 歴史資料 石川県管内町村元標里粁程表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1923 有形 歴史資料 石川県社会事業施設分布図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1924 有形 歴史資料 金沢市特産品 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1925 有形 歴史資料 道法外雄氏旧蔵資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
1926 有形 歴史資料 横山恵六氏旧蔵資料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1927 有形 歴史資料 村本家所蔵文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1928 有形 古文書 村幸大夫先祖由緒一類附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1929 有形 古文書 大徳寺塔頭芳春院再建一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1930 有形 歴史資料 宇野和男氏旧蔵文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1931 有形 書跡 前田利長書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1932 有形 書跡 千代女掛軸 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1933 有形 古文書 六十余州名所図会　加賀金沢八勝之内蓮湖之漁火 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

1934 有形 歴史資料 金沢市街図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1935 有形 歴史資料 士農工商扮装写真 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1936 有形 古文書 宮大工棟梁工藤家文書(332点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1937 有形 古文書 中村家文書（旧寿美田家所蔵）　(21点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1938 有形 古文書 加越能仏容帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1939 有形 古文書 奥村尚之・富田景賙・景煥漢詩 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1940 有形 古文書 吉光直刀讃 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1941 有形 歴史資料 大野港風景図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1942 有形 歴史資料 北陸道中双六 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1943 有形 歴史資料 尾山神社境内図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1944 有形 歴史資料 兼六園鳥瞰案内図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1945 有形 歴史資料 金沢芝居番付(48点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1946 有形 歴史資料 金沢商売広告(90点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1947 有形 歴史資料 野尻家文書（複写史料）(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1948 有形 古文書 板ヶ谷村文書(24点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1949 有形 古文書 今石動町江諸事申渡條数 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1950 有形 古文書 羽咋郡上棚村来入寺後住御請書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1951 有形 古文書 砺波郡村万雑取立方髙懸等振分取極之儀窺申帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1952 有形 典籍 小みの庵随筆・小蓑庵俳諧集(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1953 有形 典籍 錦絵安宅ノ関勧進帳(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1954 有形 歴史資料 水野一伝流免状（能勢家旧蔵）(3tん) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1955 有形 歴史資料 旧谷町十七日講文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1956 有形 典籍 西宮記抄（尊経閣叢刊） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1957 有形 歴史資料 津田製作所新築並改築工事設計図面(17点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1958 有形 歴史資料 入営兵卒ノ父兄ニ告ク 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1959 有形 古文書 杉部家文書(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1960 有形 歴史資料 金沢都市計画図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1961 有形 歴史資料 水田昭夫氏所蔵資料(29点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1962 有形 歴史資料 第六区古着商組合規約 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1963 有形 歴史資料 砂浜国有林海岸砂防事業の概要 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1964 有形 古文書 新宮村肝煎岡山家文書(56点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1965 有形 歴史資料 前田斉泰写真等 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1966 有形 古文書 大聖寺藩士高橋家文書(240点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1967 有形 歴史資料 金沢芝居番付(49点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1968 有形 歴史資料 金沢商売広告(149点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1969 有形 典籍 算術問対 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1970 有形 典籍 闇雲愚抄 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1971 有形 歴史資料 錦絵(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1972 有形 古文書 加賀国金沢智覚寺本尊略縁起 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1973 有形 歴史資料 能登素麺製造之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1974 有形 典籍 島田一郎梅雨日記(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1975 有形 古文書 加越能寺社所附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1976 有形 古文書 加越能御郡方由来書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1977 有形 典籍 金府忠孝の夢 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1978 有形 典籍 能登遊囊 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1979 有形 典籍 租税志　稿本(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1980 有形 歴史資料 見真大師御旧跡巡拝帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1981 有形 歴史資料 暦(50点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1982 有形 歴史資料 金沢芝居番付(15点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1983 有形 歴史資料 相撲錦絵 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1984 有形 歴史資料 金沢本願寺別院法会式略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1985 有形 歴史資料 双六(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1986 有形 歴史資料 地図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1987 有形 歴史資料 兼六園案内図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1988 有形 歴史資料 引札等(17点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1989 有形 歴史資料 早繰表(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1990 有形 歴史資料 興行番付(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1991 有形 歴史資料 引札見本帳(89点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1992 有形 歴史資料 商売引札等印刷物(25点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1993 有形 歴史資料 能美屋重作商売関係等史料（362点） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1994 有形 歴史資料 與地誌略(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1995 有形 古文書 大橋家文書(480点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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1996 有形 古文書 勢藤家文書(36点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1997 有形 歴史資料 旧藩祖三百年祭等各町催物画(155点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1998 有形 歴史資料 仕切断簡(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
1999 有形 歴史資料 濤々園絵葉書(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2000 有形 古文書 樫田家文書(62点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2001 有形 古文書 佐野家文書(47点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2002 有形 歴史資料 油改所通切手 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2003 有形 歴史資料 加賀国河北郡新開地記録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2004 有形 古文書 御上使道御案内人等請答心得方之覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2005 有形 古文書 二所宮村肝煎文書(205点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2006 有形 古文書 池上家文書(38点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2007 有形 歴史資料 金沢三百年祭関係史料(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2008 有形 歴史資料 泉野村地内地引絵図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2009 有形 古文書 商法会社・千秋組文書(256点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2010 有形 歴史資料 たのしみ草紙 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2011 有形 歴史資料 悦草 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2012 有形 歴史資料 能登国鈴三崎絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2013 有形 歴史資料 金沢市街地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2014 有形 古文書 稼堂叢書他(26点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2015 有形 古文書 千秋家文書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2016 有形 古文書 赤土屋文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2017 有形 典籍 耕家春秋　(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2018 有形 古文書 先祖由緒并一類附帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

2019 有形 古文書
石川河北町続村々相対卸地地元引取方等詮議落
着根帳

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

2020 有形 古文書 今石動奉行所文書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2021 有形 古文書 岡部家文書(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2022 有形 古文書 十村扶持高并支配村々など書言上帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2023 有形 古文書 瀬川家文書・栂家文書(54点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2024 有形 古文書 乳母奉公人取持締方申渡覚 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2025 有形 古文書 今庄　木屋宇平文書(59点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2026 有形 古文書 木谷藤右衛門家文書(25点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2027 有形 古文書 大正寺屋文書(23点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2028 有形 書跡 梅皐（前田斉泰）書幅 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2029 有形 歴史資料 武市郎左衛門聟養子願 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2030 有形 歴史資料 俳諧結社名員録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2031 有形 歴史資料 金石壽座芝居番付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2032 有形 歴史資料 加州大乗寺惣絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2033 有形 歴史資料 竹田ぜんまいからくり図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2034 有形 古文書 中村宇仲家文書(152点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2035 有形 歴史資料 尾山の花 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2036 有形 歴史資料 木越福千寺伝来蓮如上人御真影御仏供米札版木 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2037 有形 歴史資料 金沢商店引札(61点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2038 有形 歴史資料 金沢市案内 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2039 有形 歴史資料 石川県大水害写真帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2040 有形 歴史資料 河北郡湖水猟業網絵図(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2041 有形 古文書 奥田友雄先祖由緒一類附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2042 有形 古文書 大聖寺屋文書　(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2043 有形 歴史資料 金沢市例規集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2044 有形 古文書 砺波郡新開卸御証文写 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2045 有形 歴史資料 野田山御廟絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2046 有形 歴史資料 御能番組(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2047 有形 歴史資料 元八家・人持区学校創立方協力依頼 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2048 有形 歴史資料 七福神ノ図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2049 有形 歴史資料 石川県監獄署等図面(14点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2050 有形 歴史資料 早引節用集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2051 有形 歴史資料 能美九谷陶報附録等図案集(115点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2052 有形 歴史資料 楊洲周延錦絵等(29点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2053 有形 歴史資料 加越能三箇国絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2054 有形 書跡 本多政均君直筆作詩稿 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2055 有形 書跡 前田利礼状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2056 有形 歴史資料 石川県地誌(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2057 有形 歴史資料 東北鉄道会社創立募資依頼一件(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2058 有形 古文書 中嶋家文書(38点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2059 有形 歴史資料 北国白山天嶺之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2060 有形 歴史資料 食類等書上・料理献立(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2061 有形 古文書 高畠家文書(175点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2062 有形 古文書 新保家文書(842点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2063 有形 歴史資料 示野村役場文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2064 有形 歴史資料 金沢兼六公園之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2065 有形 歴史資料 石川・富山　機業場鳥瞰図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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番号 名              称 所　在　地 備考種別
2066 有形 典籍 鶴来町制七十年記念出版(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2067 有形 古文書 開闡寺寺号下附状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2068 有形 歴史資料 金沢開始三百年祭行列附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2069 有形 歴史資料 馬病伝方聞尽(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2070 有形 古文書 郡方諸事雛形等留(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2071 有形 歴史資料 校友会誌　(32点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2072 有形 歴史資料 修学旅行行程 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2073 有形 歴史資料 炭釜村御印 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2074 有形 歴史資料 金沢城（明治期）関係(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2075 有形 古文書 妙典寺文書(634点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2076 有形 古文書 熊田屋文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2077 有形 古文書 尾山座文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2078 有形 古文書 河北郡新保村文書(27点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2079 有形 歴史資料 横山氏寄贈史料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2080 有形 古文書 茶屋家文書(71点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2081 有形 歴史資料 商売関係文書(82点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2082 有形 古文書 村御印文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2083 有形 古文書 河北郡木越村文書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2084 有形 古文書 町野川西村文書(77点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2085 有形 古文書 伊藤家文書(95点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2086 有形 古文書 国境之儀申上文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2087 有形 古文書 石川郡村名由緒文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2088 有形 古文書 加賀郡板ヶ谷村御印文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2089 有形 歴史資料 新竪町絵図文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2090 有形 歴史資料 銭札文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2091 有形 古文書 金子請取文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2092 有形 古文書 石川郡明嶋村年貢皆済文書(11点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2093 有形 古文書 東本願寺文書(21点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2094 有形 歴史資料 金沢市街地図(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2095 有形 歴史資料 加越能郷友会家族会関係写真帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

2096 有形 古文書
能州小田中村加州浅野村など争論に付公事場申渡
状

金沢市玉川町2-20 玉川図書館

2097 有形 古文書 吉村家文書(808点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2098 有形 歴史資料 北陸東海御巡幸御列略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2099 有形 古文書 鳳至郡岩車村文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2100 有形 典籍 加州人持武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2101 有形 典籍 増補六用集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2102 有形 歴史資料 加陽歴代夜話・遺訓(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2103 有形 古文書 岩田家由緒文書(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2104 有形 古文書 浦関係文書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2105 有形 古文書 身元引請文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2106 有形 古文書 道中諸事覚文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2107 有形 古文書 外科并由緒文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2108 有形 歴史資料 鋳物師往来手形文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2109 有形 古文書 長田建造才許申付文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2110 有形 古文書 松川家文書(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2111 有形 古文書 宮本幽閑文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2112 有形 古文書 山役銀書上文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2113 有形 古文書 宗門人別帳文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2114 有形 古文書 鍋谷家文書(68点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2115 有形 古文書 鳳至郡藤之瀬村生垣五右衛門家文書(219点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2116 有形 古文書 銭屋喜太郎宛書状(19点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2117 有形 歴史資料 前田直行宛書簡文書(26点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2118 有形 古文書 平田家文書(32点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2119 有形 歴史資料 金沢市街図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2120 有形 歴史資料 金沢名所絵葉書(46点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2121 有形 歴史資料 金沢近傍地形地図(25点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2122 有形 古文書 津田兵庫家臣清水家文書(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2123 有形 古文書 東本願寺懇志受取文書(49点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2124 有形 古文書 井川家文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2125 有形 古文書 大津村金ヶ崎利右衛門家文書(420点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2126 有形 歴史資料 鳥瞰図(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2127 有形 歴史資料 金沢市街地図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2128 有形 歴史資料 電話番号簿 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2129 有形 古文書 吉岡屋文書(93点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2130 有形 歴史資料 産業と観光の大博覧会（絵葉書）(68点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2131 有形 典籍 大雑永々録(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2132 有形 歴史資料 鳳至珠洲奥郡村々組分絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2133 有形 歴史資料 大聖寺史料(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2134 有形 歴史資料 石川県・金沢現況調(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2135 有形 歴史資料 白山連峰 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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2136 有形 歴史資料 道中図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2137 有形 歴史資料 商売繁栄双六(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2138 有形 歴史資料 相撲番付(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2139 有形 歴史資料 高畑家旧蔵書冊(16点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2140 有形 歴史資料 宮森北葉関係俳諧等史料(34点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2141 有形 歴史資料 石川県米陶器品評会褒賞授与人名表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2142 有形 古文書 諸家文書(16点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2143 有形 歴史資料 金沢市報(43点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2144 有形 歴史資料 加賀金沢発祥の地(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2145 有形 古文書 吉崎見谷屋文書(582点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2146 有形 歴史資料 田賀氏寄贈史料 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2147 有形 古文書 石川郡村井村年貢皆済目録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2148 有形 歴史資料 上田荷村山水図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2149 有形 歴史資料 田子丘三十六景図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2150 有形 古文書 鶴来常山家文書(743点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2151 有形 古文書 藤田家文書(465点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2152 有形 古文書 西尾家文書(171点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2153 有形 歴史資料 鳥瞰図(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2154 有形 歴史資料 金沢市街地図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2155 有形 歴史資料 加州敵討備岡金士録 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2156 有形 歴史資料 小松町鳥瞰図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2157 有形 歴史資料 金沢城下絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2158 有形 歴史資料 金沢市明細図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2159 有形 古文書 今村屋文書(190点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2160 有形 歴史資料 大久保昇氏旧蔵文書(508点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2161 有形 古文書 木坂源蔵先祖由緒一類附帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2162 有形 歴史資料 関取千両幟 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2163 有形 歴史資料 新井白蛾書副 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2164 有形 歴史資料 富山市街図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2165 有形 歴史資料 福井市新地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2166 有形 典籍 群雄（瓜生家）・一儒書巻84点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2167 有形 歴史資料 黒本稼堂草稿資料(80点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2168 有形 歴史資料 金沢市街地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2169 有形 歴史資料 鳥瞰図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2170 有形 歴史資料 石川県統計(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2171 有形 歴史資料 了願寺弁財天開眼式写真(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2172 有形 古文書 薄井家文書(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2173 有形 歴史資料 南陽堂寄贈資料(98点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2174 有形 古文書 鶴来町小松屋文書(71点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2175 有形 歴史資料 小泉洋服店資料(57点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2176 有形 歴史資料 金沢新市街図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2177 有形 歴史資料 文化五年金沢城焼失絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2178 有形 歴史資料 金沢城下絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2179 有形 歴史資料 石川郡戸板組領新変地絵図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2180 有形 歴史資料 大乗寺山続打立絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2181 有形 古文書 新川郡早月中村他諸家文書(32点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2182 有形 古文書 松任町板尾屋文書(173点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2183 有形 歴史資料 中山家所蔵史料(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2184 有形 古文書 横山家家臣上田家文書(24点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2185 有形 古文書 堂ヶ谷村百姓持高書上 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2186 有形 古文書 酒之次第書上 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2187 有形 歴史資料 映画パンフレット(85点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2188 有形 歴史資料 金沢市街地図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2189 有形 歴史資料 尾山神社御遷宮行列図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2190 有形 歴史資料 明治天皇御巡幸御行列図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2191 有形 歴史資料 石川県新旧町村名 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2192 有形 歴史資料 北國新聞 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2193 有形 歴史資料 的場表具店所蔵資料(65点） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2194 有形 歴史資料 華道池坊史料(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2195 有形 古文書 早川家文書（近世史料館収蔵分）(130点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2196 有形 歴史資料 五万分の一地形図（金沢　共13面）(13点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2197 有形 歴史資料 山中温泉芝居番付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2198 有形 歴史資料 最新石川県案内 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2199 有形 歴史資料 国郡全図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2200 有形 歴史資料 鳥瞰図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2201 有形 歴史資料 金沢商売史料(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2202 有形 歴史資料 御算用場出津切手他(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2203 有形 歴史資料 最新大金沢市街地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2204 有形 古文書 豊嶋家文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2205 有形 古文書 奥村栄滋短冊 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2206 有形 古文書 関屋家文書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

番号 名              称 所　在　地 備考種別
2207 有形 歴史資料 加州四郡村々組分絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2208 有形 歴史資料 濤々園案内(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2209 有形 歴史資料 広告・目録類(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2210 有形 古文書 能登部下村正谷家文書(407点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2211 有形 古文書 永井柳太郎書（大多氏旧蔵）(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2212 有形 歴史資料 加賀藩職制すごろく 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2213 有形 歴史資料 金沢商家引札(100点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2214 有形 歴史資料 加越能名妓投票大番附 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2215 有形 歴史資料 北陸東海御巡幸御供奉一覧 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2216 有形 歴史資料 宰相様帰国通行に付書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2217 有形 歴史資料 石川県立金沢第一高等女学校旧蔵史料(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2218 有形 歴史資料 河北郡大場村耕地整理組合全図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2219 有形 歴史資料 金沢兼六公園之図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2220 有形 典籍 改訂加賀地誌略 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2221 有形 古文書 長家家臣水野家文書(93点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2222 有形 歴史資料 金沢市街地籍図（明治期）等(28点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2223 有形 歴史資料 金沢芝居番付(211点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2224 有形 歴史資料 加州能美郡粟津之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2225 有形 歴史資料 鳳至郡村名書上及び地券(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2226 有形 古文書 永宮家文書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2227 有形 古文書 国本家文書(104点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2228 有形 歴史資料 旧金沢専売公社煙草製造所設計図(32点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2229 有形 古文書 賀茂社家岡本家文書(122点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2230 有形 歴史資料 加藤里路関係資料(215点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2231 有形 歴史資料 竹沢御殿絵図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2232 有形 典籍 加賀藩武鑑 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2233 有形 歴史資料 選挙関係文書(27点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2234 有形 古文書 坂根家文書(24点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2235 有形 古文書 信田家文書(889点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2236 有形 古文書 密蔵寺文書（真言宗　越中射水郡）(93点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2237 有形 古文書 銭屋与三八家文書(42点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2238 有形 歴史資料 三馬村泉耕地整理組合関係文書(92点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2239 有形 古文書 中村弥兵衛家文書(55点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2240 有形 歴史資料 金沢江戸道中絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2241 有形 古文書 本多家文書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2242 有形 歴史資料 案内図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2243 有形 歴史資料 金沢市街地図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2244 有形 歴史資料 金沢商家引札(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2245 有形 古文書 黒本稼堂関係文書(313点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2246 有形 書跡 前田利家知行所付状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2247 有形 古文書 小林六左衛門相続一件 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2248 有形 古文書 加州藩小川隊北越出兵軍人交名表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2249 有形 歴史資料 金沢商家引札(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2250 有形 歴史資料 電気軌道関係史料(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2251 有形 典籍 増補見語大鵬選(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2252 有形 歴史資料 代書依頼者名簿 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2253 有形 歴史資料 昭和七年上海事変記念写真帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2254 有形 古文書 前田重凞知行宛行状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2255 有形 典籍 郷土史叢 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2256 有形 歴史資料 野田山関係史料(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2257 有形 歴史資料 兼六園鳥瞰案内図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2258 有形 歴史資料 御用銀請取書等張込帳(20点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2259 有形 歴史資料 自由の警鐘（第一号附録画） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2260 有形 古文書 春田鍛冶之系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2261 有形 歴史資料 金沢商家引札(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2262 有形 歴史資料 食料品公定価格一覧表 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2263 有形 歴史資料 絵葉書(34点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2264 有形 歴史資料 石川県圍棋位撰番付 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2265 有形 歴史資料 金沢市街地図(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2266 有形 歴史資料 絵葉書(32点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2267 有形 歴史資料 鳥瞰図(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2268 有形 歴史資料 北陸案内(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2269 有形 歴史資料 地図(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2270 有形 歴史資料 計画図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2271 有形 歴史資料 金沢名所写真帖 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2272 有形 歴史資料 前田慶寧写真 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2273 有形 歴史資料 加賀藩江戸上屋敷御殿平面図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2274 有形 歴史資料 才川大橋等仕様設計書類（複製）(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2275 有形 古文書 長家関係文書(13点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2276 有形 歴史資料 国民歌謡 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2277 有形 古文書 知行宛行状(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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2278 有形 歴史資料 金沢市街地図など(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2279 有形 歴史資料 前田土佐守組備立陣取図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2280 有形 歴史資料 御殿絵図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2281 有形 古文書 山崎庄兵衛家文書(20点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2282 有形 歴史資料 凱旋紀念写真 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2283 有形 歴史資料 謡本 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2284 有形 歴史資料 旅の寝起 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2285 有形 古文書 高橋九左衛門家文書(191点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2286 有形 歴史資料 高徳院利家公御夜話（複製） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2287 有形 書跡 前田利常書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2288 有形 書跡 前田光高書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2289 有形 歴史資料 金沢城図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2290 有形 歴史資料 竹沢御殿絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2291 有形 歴史資料 金沢城下図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2292 有形 歴史資料 金沢城二ノ丸御殿平面図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2293 有形 古文書 八木家文書(179点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2294 有形 古文書 西尾隼人家文書(25点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2295 有形 古文書 島田家文書(108点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2296 有形 古文書 土師家文書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2297 有形 歴史資料 営業報告書(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2298 有形 歴史資料 福田屋クリーニング古写真(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2299 有形 古文書 岡田家文書(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2300 有形 古文書 丸岡家文書(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2301 有形 歴史資料 能登国絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2302 有形 歴史資料 加越能三か国絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2303 有形 古文書 鳳至郡川嶋村関係文書(11点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2304 有形 古文書 越後国争論関係文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2305 有形 歴史資料 能登島地方紙 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2306 有形 歴史資料 城絵図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2307 有形 歴史資料 石川県宿駅名所略図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2308 有形 古文書 加賀谷家文書(565点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2309 有形 歴史資料 金沢城絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2310 有形 歴史資料 懐中浄瑠璃滑稽本他(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2311 有形 古文書 東郷家文書他(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2312 有形 歴史資料 上田氏旧蔵史料(18点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2313 有形 古文書 門前町酒井嘉右衛門家文書(278点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2314 有形 歴史資料 山本開辞令関係資料(142点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2315 有形 歴史資料 下屋敷御飾絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2316 有形 歴史資料 諸儀式図(19点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2317 有形 古文書 能本家由緒(9点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2318 有形 歴史資料 行列図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2319 有形 書跡 前田治脩書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2320 有形 古文書 金谷家文書(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2321 有形 古文書 御小人由緒 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2322 有形 歴史資料 前田家の写真(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2323 有形 歴史資料 会所借用証文(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2324 有形 古文書 栄運丸・栄勇丸･栄本丸大福帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2325 有形 古文書 赤土屋与四右衛門家文書(16点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2326 有形 歴史資料 学校・竹沢関係史料(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2327 有形 歴史資料 辰巳用水土地改良区旧蔵地図(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2328 有形 古文書 関屋家文書(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2329 有形 古文書 宝円寺文書(22点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2330 有形 歴史資料 金石池田家所蔵史料(55点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2331 有形 古文書 久保市乙剣神社奉納獅子一件(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2332 有形 歴史資料 学校関係文書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2333 有形 歴史資料 金沢電気株式会社関係文書(18点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2334 有形 歴史資料 石川県郷友会所蔵資料(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2335 有形 古文書 松木縮方覚帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2336 有形 歴史資料 金沢市明細図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2337 有形 歴史資料 行事作法図(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2338 有形 歴史資料 川上芝居戯場図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2339 有形 古文書 北野家文書(108点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2340 有形 歴史資料 能登国絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2341 有形 歴史資料 山森青硯『郷土工業物語』原稿(14点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2342 有形 歴史資料 俳諧集(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2343 有形 歴史資料 金沢地図(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2344 有形 書跡 黒本稼堂書(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2345 有形 典籍 島田一郎梅雨日記(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2346 有形 古文書 御消息(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2347 有形 歴史資料 金沢商家引札(17点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2348 有形 歴史資料 懐紙(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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2349 有形 歴史資料 加能屋寄贈史料(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

2350 有形 古文書 中青出村(中川家)･南杣山村(山口家)文書等(118点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館

2351 有形 古文書 加藤豊房・恒家文書(130点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2352 有形 古文書 大聖寺藩士青池家文書(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2353 有形 古文書 杉本九十郎喧嘩一巻 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2354 有形 古文書 喜多岡瀬兵衛家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2355 有形 歴史資料 長山直治氏収集文書(28点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2356 有形 歴史資料 能美江沼郡古城跡絵図(18点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2357 有形 歴史資料 加州金沢製糸場之図(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2358 有形 古文書 御書下付に付東本願寺坊官連署書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2359 有形 歴史資料 山往来 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2360 有形 歴史資料 金沢衛戍之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2361 有形 歴史資料 旧幕府盛之頃国主大名方参勤交代行列図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2362 有形 歴史資料 能登国絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2363 有形 歴史資料 西郷隆盛家族離別之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2364 有形 書跡 書「天保義民之碑」 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2365 有形 歴史資料 金沢城下絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2366 有形 古文書 木村喜右衛門家文書(132点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2367 有形 歴史資料 清水他喜男関係史料(32点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2368 有形 古文書 奥村（支家）家臣辻家文書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2369 有形 古文書 加州能美郡村松村村御印 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2370 有形 古文書 今石動町御用留（断簡） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2371 有形 古文書 鳳至郡川嶋村庄屋文書(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2372 有形 歴史資料 兼六公園之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2373 有形 歴史資料 加越能三か国絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2374 有形 書跡 前田利定書幅 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2375 有形 書跡 富田景周漢詩 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2376 有形 古文書 長家系図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2377 有形 古文書 細工者小頭起請文前書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2378 有形 歴史資料 関流算法中段免許状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2379 有形 歴史資料 諸商売札(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2380 有形 古文書 神門郡野尻村百姓相対死仕損に付人別吟味口書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2381 有形 古文書 木谷栄作家文書(504点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2382 有形 歴史資料 下野田寺町小寄講資料(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2383 有形 歴史資料 船稼証明書 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2384 有形 古文書 粟が崎村中島家等商売関係文書(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2385 有形 典籍 北藩秘鑑(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2386 有形 書跡 長九郎左衛門書状 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2387 有形 歴史資料 金沢城・小松城他関係絵図等(13点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2388 有形 古文書 戸田一郎家文書(30点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2389 有形 歴史資料 諸国六十八景　加賀白やま 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2390 有形 古文書 高岡角羽家文書(36点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2391 有形 古文書 横山家(三万石)家臣和崎家文書(23点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2392 有形 古文書 宗門改帳指出書等(13点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2393 有形 歴史資料 書聖北方心泉上人顕彰之栞(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2394 有形 古文書 砺波射水郡諸事覚帳 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2395 有形 歴史資料 石川県金沢博覧場列品之図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2396 有形 古文書 宮腰町奉行里見亥三郎文書(117点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2397 有形 古文書 加賀藩士書状(35点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2398 有形 歴史資料 加茂家資料(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2399 有形 古文書 上辰巳村辰島家文書(6点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2400 有形 歴史資料 金沢開始三百年祭関係資料(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2401 有形 歴史資料 押野村耕地整理関係図(14点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2402 有形 歴史資料 干場家旧蔵謡本等(142点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2403 有形 歴史資料 海軍中佐荒尾富三郎関係資料(100点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2404 有形 歴史資料 能登国全図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2405 有形 歴史資料 石川県下慨測図（越前国） 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2406 有形 歴史資料 前田利嗣他肖像写真 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2407 有形 古文書 新川郡東水橋　尾嶋屋次郎兵衛家文書(165点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2408 有形 古文書 木村・半田家文書(696点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2409 有形 古文書 鵜川北村家文書(73点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2410 有形 歴史資料 小松城絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2411 有形 歴史資料 縄張図(4点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2412 有形 歴史資料 砺波郡北高木村組合(26点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2413 有形 歴史資料 御文集 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2414 有形 歴史資料 明治記念帖・古文書時代鑑(5点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2415 有形 歴史資料 「石川県史」等原稿用写真(494点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2416 有形 古文書 河北郡高松村肝煎文書(86点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2417 有形 古文書 河北郡千田村肝煎文書(66点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2418 有形 古文書 田辺群吾家文書(119点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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2419 有形 歴史資料 加賀藩御馬廻四番組繰練図(10点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2420 有形 古文書 石川郡森島村道場文書(39点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2421 有形 典籍 加賀藩騒動記 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2422 有形 古文書 藩医小川家文書(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2423 有形 古文書 江州蒲生郡岡本村文書(30点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2424 有形 古文書 越前吉崎浦浅野家文書(45点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2425 有形 古文書 河北郡倉見村瀧川家文書(36点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2426 有形 歴史資料 犀川大橋付近絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2427 有形 歴史資料 金沢市街実測図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2428 有形 古文書 加賀藩武鑑及び十村列帳(2点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2429 有形 歴史資料 江戸加賀藩上屋敷絵図 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2430 有形 古文書 算用者早川家等文書(27点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2431 有形 古文書 輪島町会・樋川村会文書(17点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2432 有形 古文書 喜多家等諸家文書(59点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2433 有形 歴史資料 舫斎先生書画(7点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2434 有形 典籍 静雲書(8点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2435 有形 歴史資料 夜山人書画(3点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2436 有形 歴史資料 諸氏書画一件(12点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2437 有形 歴史資料 北日本新聞 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2438 有形 古文書 新川郡南保村道用九右衞門家文書(50点) 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
2439 有形 歴史資料 女教大全姫文庫 金沢市玉川町2-20 玉川図書館
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆その他の歴史文化遺産（民俗文化財）
番号 名              称 所　在　地 備考

1 民俗 有形民俗 大工用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
2 民俗 有形民俗 左官用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
3 民俗 有形民俗 建具用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
4 民俗 有形民俗 畳用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
5 民俗 有形民俗 石工用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
6 民俗 有形民俗 指物用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
7 民俗 有形民俗 提灯用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
8 民俗 有形民俗 うちわ用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
9 民俗 有形民俗 和傘用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
10 民俗 有形民俗 桶用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
11 民俗 有形民俗 竹細工用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
12 民俗 有形民俗 米屋用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
13 民俗 有形民俗 和菓子用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
14 民俗 有形民俗 割箸用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
15 民俗 有形民俗 加賀竿用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
16 民俗 有形民俗 加賀毛針用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
17 民俗 有形民俗 曲げ物用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
18 民俗 有形民俗 足袋用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
19 民俗 有形民俗 下駄用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
20 民俗 有形民俗 金沢漆器用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
21 民俗 有形民俗 金沢仏壇用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
22 民俗 有形民俗 金沢箔用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
23 民俗 有形民俗 桐工芸用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
24 民俗 有形民俗 三味線用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
25 民俗 有形民俗 大樋焼用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
26 民俗 有形民俗 加賀友禅用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
27 民俗 有形民俗 加賀玩具用具 金沢市飛梅町3-31 金沢くらしの博物館
28 民俗 無形民俗 二俣和紙製造 金沢市二俣町
29 民俗 無形民俗 諸江住吉おどり 金沢市諸江町
30 民俗 無形民俗 しんこう踊り 金沢市富樫地区
31 民俗 無形民俗 東力虫送り太鼓 金沢市米丸地区
32 民俗 無形民俗 泉じょんから 金沢市三馬地区
33 民俗 無形民俗 鞍月うさぎ踊り 金沢市鞍月地区
34 民俗 無形民俗 御手古 金沢市戸水町
35 民俗 無形民俗 粟崎盆おどり唄 金沢市粟崎
36 民俗 無形民俗 悪魔払い 金沢市粟崎
37 民俗 無形民俗 大野じょんがら 金沢市大野町
38 民俗 無形民俗 大徳じょんがら 金沢市大徳地区
39 民俗 無形民俗 二塚虫送り太鼓 金沢市二塚地区
40 民俗 無形民俗 二塚ジョンガラ 金沢市二塚地区
41 民俗 無形民俗 沖町加賀豊年太鼓 金沢市松寺地区
42 民俗 無形民俗 辰巳こんころ太鼓 金沢市辰巳町
43 民俗 無形民俗 末町ひょいひょい太鼓 金沢市末町
44 民俗 無形民俗 金沢百萬石太鼓 金沢市湯涌町
45 民俗 無形民俗 湯涌音頭 金沢市湯涌町
46 民俗 無形民俗 押野じょんから 金沢市押野地区
47 民俗 無形民俗 田上ハンタ・田上ジョンカラ節・リンリン節 金沢市田上地区
48 民俗 無形民俗 五穀成就稲蟲送り太鼓 金沢市田上地区
49 民俗 無形民俗 森本ハイヤサンカサ 金沢市森本地区
50 民俗 無形民俗 森本じょんから節 金沢市森本地区
51 民俗 無形民俗 森本小唄 金沢市森本地区
52 民俗 無形民俗 東森本少年いやさか太鼓 金沢市森本地区
53 民俗 無形民俗 かんだおこし 金沢市新神田
54 民俗 無形民俗 下涌波町の虫送り 金沢市下涌波町
55 民俗 無形民俗 天保流れ節 金沢市西校下
56 民俗 無形民俗 加賀むぎや節 金沢市西校下
57 民俗 無形民俗 西校下豊年太鼓 金沢市西校下
58 民俗 無形民俗 チカモリじょんがら 金沢市西南部地区
59 民俗 無形民俗 ちょんがり太鼓 金沢市三谷地区
60 民俗 無形民俗 東原念仏踊り 金沢市三谷地区
61 民俗 無形民俗 八田悪魔払い 金沢市八田町
62 民俗 無形民俗 八田町めでた 金沢市八田町
63 民俗 無形民俗 潟乃太鼓 金沢市湖南地区
64 民俗 無形民俗 朝日豊年四季太鼓 金沢市旭日地区
65 民俗 無形民俗 兵四郎節踊り 金沢市東浅川地区
66 民俗 無形民俗 銚子太鼓 金沢市東浅川地区
67 民俗 無形民俗 内川しんこう踊り 金沢市内川地区
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆その他の歴史文化遺産（記念物）
番号 名              称 所　在　地 備考

1 記念物 名勝 超雲寺庭園 金沢市芳斉町 平庭式
2 記念物 名勝 光覚寺庭園 金沢市山の上町 池泉式
3 記念物 名勝 野村家庭園 金沢市長町 池泉廻遊式
4 記念物 名勝 龍淵寺庭園 金沢市野町 平庭式
5 記念物 名勝 旧林屋家庭園 金沢市宝町 平庭式
6 記念物 名勝 西勝寺庭園 金沢市瓢箪町 平庭式
7 記念物 名勝 伏見川の桜 伏見川流域
8 記念物 名勝 金沢南総合運動公園 金沢市富樫3丁目8-30
9 記念物 天然記念物 ハッタミミズ生息地 金沢市北部
10 記念物 天然記念物 カタクリ 金沢市平栗町
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巻末資料　歴史文化遺産リスト

◆その他の歴史文化遺産（「地域のお宝」で提案のあったもの）
番号 名              称 所　在　地 備考

1 有形 建造物 岩井柔道塾（市内の古い道場等の建物） 石引

2 有形 建造物 梅田菅原神社 梅田町

3 有形 建造物 御馬神社 三馬町

4 有形 建造物 妙覚寺 金石今町

5 有形 建造物 光円寺 南森本町

6 有形 建造物 蚊爪駅 蚊爪町

7 有形 建造物 旧朝日小学校 加賀朝日町

8 有形 建造物 旧おやけ宅の塀 蚊爪町

9 有形 建造物 豊田白山神社 三社町

10 有形 建造物 疋田町八幡神社 疋田町

11 有形 建造物 麻呂神社 保古1丁目地内

12 有形 建造物 三口八幡神社 三口新町

13 有形 建造物 安原（八州原）神社 上安原町

14 有形 建造物 芋掘り藤五郎神社 山科町

15 有形 建造物 雨宝院 千日町

16 有形 建造物 卯辰山三社 東御影町

17 有形 建造物 猿丸神社 笠舞

18 有形 建造物 下野間神社 乙丸町

19 有形 建造物 貴船神社 有松１丁目

20 有形 建造物 旧崎浦小学校の体育館（旧マルサン）

21 有形 建造物 旧三馬村役場 横川4丁目

22 有形 建造物 牛坂八幡神社

23 有形 建造物 金沢城の分散遺産 市内

24 有形 建造物 九万坊大権現 別所町

25 有形 建造物 郊外に残る大型伝統的建造物 野田周辺

26 有形 建造物 上野八幡神社 小立野2丁目

27 有形 建造物 神田神社 神宮寺1丁目

28 有形 建造物 瀬織津姫神社 別所町

29 有形 建造物 成学寺本堂 野町

30 有形 建造物 石坂のカフェー建築 増泉

31 有形 建造物 椿原天満宮 天神町

32 有形 建造物 天徳院 小立野

33 有形 建造物 入江白山神社 入江2丁目

34 有形 建造物 忍者寺 野町

35 有形 建造物 八幡板屋神社 袋板屋町

36 有形 建造物 宝泉寺 子来町

37 有形 建造物 満願寺山　九万坊大権現 窪１丁目

38 有形 建造物 梨木神社（諏訪神社系） 梨木町

39 有形 建造物 淺野神社 浅野本町1丁目

40 有形 彫刻 「身代わり地蔵」 粟崎町

41 有形 彫刻 お地蔵様 辰巳町地内県道横

42 有形 彫刻 宝円寺（地蔵堂三十三観音石仏） 宝円寺

43 有形 彫刻 墓地とサンマイ（火葬場）跡の延命地蔵 蚊爪町

44 有形 彫刻 一文字天満宮のねまり牛 瓢箪町

45 有形 彫刻 延命児安地蔵尊出世弁才天 東山3丁目

46 有形 彫刻 海禅寺の不動尊 金石北2丁目

47 有形 彫刻 十一屋墓地横にある成功地蔵尊 十一屋墓地

48 有形 彫刻 心蓮社 地蔵尊 山の上町

49 有形 彫刻 青雲寺のお地蔵さま 旭町

50 有形 彫刻 川上地蔵尊 城南１丁目

51 有形 彫刻 馬坂や鶴間坂の中ほどにある地蔵 馬坂、鶴間坂

52 有形 彫刻 白山神社の狛犬 円光寺本町

53 有形 彫刻 豊年地蔵 高坂町

54 有形 工芸品 北陸学院高校のオルガン 石引（北陸学院）

55 有形 工芸品 川上芝居小屋模型 犀桜小学校

56 有形 古文書 伏見川御口銭御定 米泉1丁目

57 有形 書跡 榎本武揚の掛軸 泉3丁目

58 有形 書跡 諸江屋の看板 野町

59 有形 書跡 新寺津発電所ヘッドタンクにある銘板 寺津町

60 有形 書跡 森忠商店の看板 尾張町

61 有形 書跡 蓮如上人直筆の「御文」3巻 磯部町会館

62 有形 歴史資料 深谷温泉石屋コレクション 深谷町

63 有形 歴史資料 誓入寺関連資料 二日市町

64 有形 歴史資料 大野日吉神社関係資料 大野町5丁目
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番号 名              称 所　在　地 備考種別

65 有形 歴史資料 本市と合併した旧村町役場の行政資料 河原市書庫

66 有形 歴史資料 蓮如聖人･親鸞聖人に関する一連のもの 市域南部

67 有形 歴史資料 木谷藤右衛門、木谷家ゆかりの資料 市内

68 有形 歴史資料 野蚊神社と奉納画などの奉納物一式 蚊爪町

69 有形 歴史資料 映像記録 蚊爪町

70 有形 歴史資料 中村屋弁吉（大野弁吉）にまつわるお宝 大野町

71 有形 歴史資料 くらしの博物館に寄贈した獅子舞関係資料

72 有形 歴史資料 横軸ペルトン水車 旧白雲楼ホテル河内発電所

73 有形 歴史資料 横軸フランシス水車 旧白雲楼ホテル河内発電所

74 無形 伝統文化 和菓子、和食の文化 新旧が融合した文化施設

75 無形 伝統文化 金沢の茶道文化

76 無形 工芸技術 金沢箔（金箔・銀箔・プラチナ箔）工芸技術 福久町他

77 民俗 有形民俗 ごっぽ石 旧市街地各所

78 民俗 有形民俗 子授け石 大樋町（児安神社）

79 民俗 有形民俗 絹の旗源平

80 民俗 無形民俗 ベロベロ 市内

81 民俗 無形民俗 「よねまんじゅう」等金沢の普段着のお菓子 朝生菓子屋

82 民俗 無形民俗 お花おはじきとオブラート 市内

83 民俗 無形民俗 かぶら寿司 市内

84 民俗 無形民俗 きりこ　水子供養のきりこ 旧盆等のお墓

85 民俗 無形民俗 ごり料理 犀川、浅野川周辺

86 民俗 無形民俗 ころころ餅 市内

87 民俗 無形民俗 ジネンジョ長芋 南森本町

88 民俗 無形民俗 どじょうの蒲焼 市内

89 民俗 無形民俗 なすとそうめんの味噌汁 市内

90 民俗 無形民俗 波自加弥神社（生姜祭り） 二日市町

91 民俗 無形民俗 安江八幡宮の節分行事等各種祭事 此花町

92 民俗 無形民俗 ハレの日の料理

93 民俗 無形民俗 加賀れんこん地区

94 民俗 無形民俗 花園八幡町の歴史 花園八幡町

95 民俗 無形民俗 海産物 金沢港など

96 民俗 無形民俗 観音院の「四万六千日」 観音町

97 民俗 無形民俗 旗源平

98 民俗 無形民俗 治部煮 市内

99 民俗 無形民俗 金沢百万石まつり 市内

100 民俗 無形民俗 金沢弁

101 民俗 無形民俗 御山まつり 金沢神社、石引広見など

102 民俗 無形民俗 笹寿し

103 民俗 無形民俗 三口町の五行の番地 三口町

104 民俗 無形民俗 「奉曳」という遊び 山間部

105 民俗 無形民俗 七つ橋渡り

106 民俗 無形民俗 若い力

107 民俗 無形民俗 春・秋祭りのしめ縄 市内全域

108 民俗 無形民俗 石曳きまつり 崎浦校下

109 民俗 無形民俗 赤白の鏡餅

110 民俗 無形民俗 雪吊りをはじめとした冬支度の様子 金沢市内

111 民俗 無形民俗 太鼓行列及び使用する太鼓等 各町会

112 民俗 無形民俗 第七ギョーザ もりの里

113 民俗 無形民俗 土九のたいやき 野々市・金沢駅あんと西

114 民俗 無形民俗 道入寺の飴買い幽霊の掛け軸（伝承） 金石下寺町

115 民俗 無形民俗 拍子木での「火の用心」

116 民俗 無形民俗 百万石まつり時期の提灯行列 市内

117 民俗 無形民俗 娘入り先の実家にお歳暮でブリをおくる習慣

118 民俗 無形民俗 来客に菓子を出すときの半紙 市内全域

119 民俗 無形民俗 金沢百萬石太鼓

120 民俗 無形民俗 民話　あいすのたま 湯涌河内町

121 民俗 無形民俗 七つ橋渡り 常盤橋～昌永橋

122 民俗 無形民俗 虫送り太鼓 米泉小学校

123 民俗 無形民俗 うなぎ掴み漁 蚊爪町、北間町

124 民俗 無形民俗 磐持ち石 瓊々杵神社境内

125 民俗 無形民俗 七村御講 忠縄町

126 民俗 無形民俗 酢うどん 八田町

127 民俗 無形民俗 「宿」制度 八田町

128 民俗 無形民俗 本蓮寺　三面大黒天信仰 本蓮寺

129 民俗 無形民俗 小坂れんこん 三池町

130 民俗 無形民俗 粟崎伝承踊り 粟崎町
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131 民俗 無形民俗 女性お講 戸水町

132 民俗 無形民俗 お手古 戸水町・御供田町

133 民俗 無形民俗 天狗の森、底なしの沼 今昭町木船神社境内

134 民俗 無形民俗 弥勒春祭りの餅まき 弥勒住吉神社境内

135 民俗 無形民俗 大場潟乃太鼓 大場町

136 民俗 無形民俗 戸板野じょんから 地区内

137 民俗 無形民俗 日吉神社の夏季例大祭 大野町全域

138 民俗 無形民俗 とぎや商店の色付け 泉2丁目

139 民俗 無形民俗 釣部田んぼ染め 釣部町

140 民俗 無形民俗 下駄隠し（童謡）

141 民俗 無形民俗 加賀森田流南京玉すだれ

142 記念物 史跡 「これより先だいじゃうじ」の石柱 富樫1丁目

143 記念物 史跡 御旅屋の森 粟崎小学校

144 記念物 史跡 お銀小金の碑（お地蔵さま） 菊川　法然寺

145 記念物 史跡 旧十村役　亀田家 八州原神社境内

146 記念物 史跡 ほ場整備、高多久兵衛の顕彰碑 八州原神社境内

147 記念物 史跡 旭用水のトンネル 錦町～下田上橋

148 記念物 史跡 浦上キリシタン埋葬骨発見現場 東長江町

149 記念物 史跡 塩硝街道

150 記念物 史跡 堅田城、朝日山城、松根城を結ぶ歴史道 堅田町、朝日町、松根町

151 記念物 史跡 押野地区の金沢市・野々市市の市境
押野1丁目、野々市市押野6丁
目間

152 記念物 史跡 笠舞の大清水 笠舞１丁目

153 記念物 史跡 金沢の坂道

154 記念物 史跡 高尾城跡 高尾

155 記念物 史跡 松尾芭蕉句碑 野町１丁目

156 記念物 史跡 神明宮裏の石垣 野町2丁目

157 記念物 史跡 戦時中に掘られた防空壕（洞穴） 深谷町

158 記念物 史跡 泉用水取水口 犀川大橋交番下

159 記念物 史跡 浅野川護岸の石積（堤防） 浅野川沿い

160 記念物 史跡 忠魂碑 田上本町など市内33箇所

161 記念物 史跡 鉄道の廃線跡
広岡2丁目、大野町2丁目、増
泉1丁目

162 記念物 史跡 天保義民の碑 駅西中央公園

163 記念物 史跡 道路元標（森本） 南森本町

164 記念物 史跡 徳田秋声生家跡地 横山町

165 記念物 史跡 日吉神社と境内の保存樹 三口新町１丁目

166 記念物 史跡 日吉神社付近の墓地や旧道 三口新町１丁目

167 記念物 史跡 鼻かけ清水 笠舞１丁目

168 記念物 史跡 本多町用水　勘太郎用水 思案橋の由来

169 記念物 史跡 野蛟神社にある石碑

170 記念物 史跡 用水沿いの大根洗い場 泉野出町周辺

171 記念物 史跡 六斗の広見 寺町

172 記念物 史跡 北国街道 春日町から大樋町の通り

173 記念物 史跡 河原市用水 不動寺町

174 記念物 史跡 お銀と小金物語(お墓) 法然寺境内

175 記念物 史跡 岡の道しるべ 田上本町

176 記念物 史跡 石引の道と野坂 旭町付近

177 記念物 史跡 若松本泉寺跡の土塁 若松町

178 記念物 史跡 道路元標 富樫小学校

179 記念物 史跡 「摂政の宮御埜立之地」石碑 高尾見晴らし台

180 記念物 史跡 静林寺と鐘楼、旧静林寺跡の石碑 蚊爪町

181 記念物 史跡 水運の村をしのぶ水路跡の道 蚊爪町

182 記念物 史跡 解剖顕彰碑（竹川りんの碑） 上荒屋3丁目

183 記念物 史跡 光徳寺跡地 今昭町、千田町境界部

184 記念物 史跡 見落ろし橋 金腐川

185 記念物 史跡 金戸の井戸 加寿神社境内

186 記念物 史跡 鉢の木物語の石碑 梅田町

187 記念物 史跡 大場坊主　西川長右エ衛門石碑 大場町

188 記念物 史跡 御亭山古墳（おちん山） 才田町

189 記念物 史跡 馬頭尊碑 北町丁（金石街道）

190 記念物 史跡 井戸掘吉左エ門碑 北町丁（金石街道）

191 記念物 史跡 寺津用水 犀川地区

192 記念物 史跡 犀川上流に残る城址
水淵町、熊走町、相合谷町、
国見町

193 記念物 史跡 石切丁場 相合谷町、瀬領町　他

194 記念物 史跡 八日市新保小学校跡 新保本　本福寺前

79



番号 名              称 所　在　地 備考種別

195 記念物 史跡 小立野台両側湧き水 小立野

196 記念物 史跡 池の原　七ヶ用水手前の水路 南四十万

197 記念物 史跡 梅田町町名由来の額縁と石碑 鉢木食堂

198 記念物 名勝 こなん水辺公園 東蚊爪町

199 記念物 名勝 菊知坂（森本跨線橋）のサクラ 南森本町

200 記念物 名勝 犀川・浅野川周辺の景観 特に主計町～常盤町

201 記念物 名勝 常盤滝 常盤町

202 記念物 名勝 石川懸十名所義経旧跡鳴和瀧 鳴和

203 記念物 名勝 太陽が丘メタセコイヤ並木道 太陽が丘

204 記念物 名勝 森下川橋付近の桜の木 南森本町

205 記念物 名勝 木谷公園 粟崎町

206 記念物 名勝 夕日寺自然公園 夕日寺町

207 記念物 名勝 湯涌十景 湯涌校下内十か所

208 記念物 名勝 金沢南総合運動公園内のバラ公園 富樫3丁目

209 記念物 名勝 大野庄用水と用水取水庭池 長町・菊川

210 記念物 名勝 大乗寺丘陵公園 野田町

211 記念物 天然記念物 ブナ林 旧菊水町尾根筋

212 記念物 天然記念物 ホクリクサンショウウオ 不明

213 記念物 天然記念物 医王山、奥医王山 倉ヶ岳

214 記念物 天然記念物 血の川 木越

215 記念物 天然記念物 森下川の野鳥 岩出町

216 記念物 天然記念物 地下水の自噴　もっくり 大徳地区

217 記念物 天然記念物 湧き水 神谷内町

218 記念物 天然記念物 緑の回廊 河岸段丘の斜面等

219 記念物 天然記念物 福千寺の五色の梅 木越町福千寺の境内

220 記念物 天然記念物 普正寺の森 普正寺町

221 記念物 天然記念物 倉ヶ岳 倉ヶ嶽

222 記念物 天然記念物 加賀梨「明月」 戸板小学校

223 記念物 天然記念物 菊桜 戸板地区

224 記念物 天然記念物 犀川小学校の樫の木 犀川小学校

225 伝統的 建造物群 旧北陸道の往来の景観 泉周辺、大樋町、南森本町

226 伝統的 建造物群 金沢中央味食町（新天地） 片町

227 伝統的 建造物群 五宝町の近隣の寺院群 笠市町

228 伝統的 建造物群 水路沿いに架橋した建築群 香林坊

229 伝統的 建造物群 長町武家屋敷周辺の町並み（せせらぎ通り） 長町

230 伝統的 建造物群 片町の建築群 片町

231 伝統的 建造物群 醤油醸造のまちの風景 大野町

232 文化的 景観 不室町の段々畑 不室町

233 文化的 景観 三谷8ヶ寺 三谷地区

234 - -
芋掘り藤五郎伝説の伝承地と関連資産
（金城霊澤、伏見寺、山科町藤五郎神社など）

市内

※提案件数447件のうち、既に保護措置の図られているもの、別項目で把握済みのものは除外した。

※複数の提案があった案件は1件としてカウントしている。
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◆「市民アンケート」の結果 

金沢市の文化財に対する関心度や、地域に埋もれている身近な「お宝」＝未指定文化財と

して、どんなものが考えられるかを調査するため、主に市役所職員と市民を対象にアンケー

ト調査を行った。アンケートは令和２年（2020）10 月 20 日に開始し、12 月 18 日までに

1,057件の回答があった。 

 

（１） アンケートの概要 

①設問 

 

 

②回答者の属性（設問１～３） 

回答者の男女比は、やや男性が多く、約 64％を占めた。年齢は、20～50代の回答者が多

く、生産活動の中心にいる年齢層の意見を集めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設問１ あなたの性別をお聞きします。 

・設問２ あなたがお住まいの校下／町をおしえてください。 

・設問３ あなたの年齢をおしえてください。 

・設問４ あなたは金沢市内の文化財に関心がありますか？ 

関心がない         → 設問 6へ 

どちらかといえば関心がない → 設問 6へ 

どちらかといえば関心がある → 設問 5へ 

関心がある         → 設問 5へ 

・設問５ あなたが関心のある金沢市内の文化財はなんですか？［最大３つ］ 

・設問６ あなたが金沢市の文化財に関心がないのはなぜですか？［最大３つ］ 

・設問７ 多くの人が文化財に関心を持つためには、どのようなものが必要だと思いますか？［最大５つ］ 

・設問８ 文化財の保存継承・活用のため、行政（国・県・市）が優先してやるべきだと思うことは 

何ですか？［最大５つ］ 

・設問９ 文化財の保存継承・活用のために、あなたが協力できそうなことはありますか？［最大８つ］ 

・設問 10 「地域のお宝」候補の名称/場所/大切にしたい理由［最大３つ］ 

   回答者の性別と年齢                 回答者の住まい
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能・素囃子等の伝統芸能

古墳群などの遺跡

貴重な動植物

昔から伝わる唄や遊び

その他

（２）アンケートの調査結果 

①金沢市内の文化財の関心度（設問４） 

・関心がある・どちらかといえば関心がある、

が合わせて 78％と過半数を占め、文化財の

関心が高いという結果が得られた。 

・回答者の年齢別の傾向を見ると、10～30 代

の関心度が 40 代以上に比べてやや低かっ

た。 

                                                     

文化財の関心度 

 

 回答者の年齢別・文化財の関心度 

  

②関心のある金沢市内の文化財（設問５） 

・「建造物」や「町並みなどの景観」といった町中で見られる文化財への関心が高い一方、「遺

跡」や「動植物」、「昔から伝わる唄や遊び」などの無形の民俗文化財への関心は低かった。 

  

無回答, 

4, 0%

関心がない, 

65, 6%

どちらかといえば関

心がない, 169, 16%どちらかといえば関心が

ある, 570, 54%

関心がある, 

249, 24%
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       40代以上に比べてやや関心度が低い 

町中で見られる文化財 

「遺跡」や「動植物」、無形の民俗文化財 
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③文化財に関心がない理由（設問６） 

・「どんなものがあるか知らない」という理由が最も多く、次いで「難しくてわかりにくい」

といった文化財に関する情報の PR不足が原因と思われる理由が多かった。 

・文化財に関して「難しくてわかりにくい」と感じられる一因として、指定理由を学術的に

明確にする必要があり、説明等があまりに専門的に過ぎているということも推測され、市

民向けによりわかりやすい解説を作成、標示していく必要性が感じられる。 

 

④多くの人が文化財に関心を持つために必要なもの（設問７） 

・「小中学校に文化財の授業や見学を行う」、「SNS を活用した文化財のＰＲ」、「映画やマン

ガ、ゲームと文化財のコラボイベント等の企画」といった、主に若い世代に向けた普及活

動が多かった。 

・文化財に関心がない理由（設問６）の回答と関連して、「文化財の PR動画作成」や「イベ

ント情報のインターネット公開」、「案内パンフレットの作成」といった文化財に関する情

報発信も次いで多かった。 
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PR不足が原因と思われる理由 
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小中学校に文化財の授業や見学を行う

SNSを活用した文化財のＰＲ

映画やマンガ、ゲームと文化財のコラボイベント等の企画

文化財を巡るガイドツアー

文化財の映像記録やＰＲ動画の作成

祭りや伝統芸能などのイベント情報をカレンダーやインター…

非公開の文化財の特別公開

文化財の案内パンフレットを作成する

文化財周辺の説明板などの充実

文化財に関する博物館など情報発信施設の整備

ボランティアガイドの充実

文化財を活用した市民講座やシンポジウムの開催

文化財を巡って集めるスタンプラリーを実施する

文化財の専門家による講演会の開催

市民ボランティアの育成などを行う

その他

 

祭りや伝統芸能などのイベント情報をカレンダーやインターネットで公開 

若い世代に向けた 

普及活動 
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⑤文化財の保存継承・活用のため、行政（国・県・市）が優先してやるべきこと（設問８） 

・「修理や維持とそのための金銭的な支援」が最も多く、「無形の文化財の後継者育成および

支援」、「文化財の周辺の景観や自然環境の保全」、「文化財の調査・研究、記録作成および

支援」といった文化財の保存に関する業務が多かった。 

 ・多くの人が文化財に関心を持つために必要なもの（設問７）に関連して、「SNS やイン

ターネット、チラシ、パンフレットを使った広報事業および支援」といった情報発信が次

いで多かった。 

   

⑥文化財の保存継承・活用のために、あなたが協力できそうなこと（設問９） 

 ・「シンポジウムやイベント、祭りなどへの参加・協力」、「地域の文化財等での清掃活動」、

「SNS等を活用した情報発信」といった気軽に参加できる活動が多かった。 
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修理・維持とそのための金銭的な支援

SNSやインターネット、チラシ、パンフレットを使った広報事…
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⑦「地域のお宝」候補（設問 10） 

・挙げられた「地域のお宝」候補について、関心のある金沢市内の文化財（設問５）の選択

肢に基づいて分類を行った。（設問５）の選択肢で分類しきれないものは、新たに項目を

設けた（■オレンジ色の項目）。 

・（設問５）で関心の高かった「建造物」や「町並みなどの景観」に関する候補が多かった。

この他「伝統芸能」、「自然風景」、「加賀野菜などの特産品や食文化」も多かった。 

「地域のお宝」の分類 

※設問５に基づく 
挙げられた主な「地域のお宝」候補 件数 

お寺・町家・神社・教会などの 

建造物 

しいのき迎賓館/もてなしドームと鼓門/旭用水のトンネル/粟崎八幡神社/安原（八州

原）神社/雨宝院/猿丸神社/下野間神社/貴船神社/旧崎浦小学校の体育館（旧マル

サン）/牛坂八幡神社/金沢宝泉寺/九万坊大権現/国造神社/上野八幡神社/神田神

社/水路沿いに架橋した建築群/瀬織津姫神社/成学寺本堂/石坂のカフェー建築/

大野湊神社/椿原天満宮/天徳院/日吉神社/忍者寺/波自加彌神社/八田與一の生

家/八幡板屋神社/武家屋敷/本興寺の鐘付堂/末浄水場の緩速濾過/薬師町のあじ

さい寺/養智院/梨木神社/淺野神社/三谷八ヶ寺 

63 

町並みなどの景観 

嫁坂/旧北陸道の往来の景観/金沢大学角間キャンパス/金沢中央味食町/寺町寺院

群の鐘の音（音風景百選）/自宅周辺の狭い路地の平凡な街並み/城下町/太陽が丘

メタセコイヤ並木道/大手堀/大瀧坂/昔ながらの町屋風景/長町武家屋敷周辺の町

並み（せせらぎ通り）/寺院群（東山・卯辰山・小立野）/東茶屋街の風景/八坂など昔

からの坂道の景観/用水のある美しい景観/六斗の広見 

45 

自然風景 

ブナ林/医王山・奥医王山/犀川・浅野川周辺の景観/常盤滝/清水/大桑層/れんこ

ん畑/田んぼの景観/森下川橋付近の桜の木/不室町の段々畑/伏見川の桜・遊歩道

/木谷公園/野生の蛍がいる川/野田山から四十万につながる山道沿い/野田山丘陵

公園/湧き水/夕日寺自然公園/立山連峰と白山を一望できるスポット/緑の回廊 

46 

加賀野菜などの特産品や食文化 

「よねまんじゅう」等金沢の普段着のお菓子/かぶら寿司/ごり料理/ころころ餅/どじょう

の蒲焼/なすとそうめんの味噌汁/ハレの日の料理（ベロベロ、押し寿し、えびす、赤白

の鏡餅）/加賀野菜（加賀れんこん）/海産物の郷土料理/笹寿し/大野町直江家の正

月料理/第七ギョーザ/土九のたいやき 

32 

風習・習慣・方言 

ごっぽ石/花柳界/観音院の「四万六千日」/旧中村記念美術館（お茶文化の体験）/

金沢の茶道文化/金沢弁/校下/春・秋祭りのしめ縄/雪つりをはじめとした冬支度の様

子/拍子木での「火の用心」/方言（金沢弁）/娘入り先の実家にお歳暮でぶりをおくる

習慣/来客に菓子を出すときの半紙/本蓮寺三面大黒天信仰 

24 

古墳群などの遺跡 

御旅屋の森/チカモリ遺跡/びわ塚、おまる塚/浦上キリシタン埋葬骨発見現場/塩硝

蔵と塩硝街道/血の川/堅田城、朝日山城、松根城を結ぶ歴史道/高尾城跡/自宅周

辺の東内惣構跡/岡のみちしるべ/石川懸十名所義経旧跡鳴和瀧/戦時中に掘られ

た防空壕（洞穴）/浅野川の昌栄橋下に昔船着き場があった事/鉄道の廃線跡/若松

本泉寺跡の土塁/二塚古墳/日吉神社付近の墓地や旧道/石引の道と野坂 

30 

地名・由来や伝承を示す碑塔類 

「これより先だいじゃうじ」の石柱/おどろおどろしい地名の由来/お銀小金の碑/高多

久兵衛の顕彰碑/芋掘り藤五郎伝説の伝承地と関連資産/押野地区の金沢市・野々

市市の市境/三口町の五行の番地/市内各地にある地蔵尊/松尾芭蕉句碑/忠魂碑/

天保義民の碑/道路元標/野蛟神社にある石碑/解剖顕彰碑（竹川りんの碑）/梅田町

町名由来の額縁と石碑 

34 

工芸品や絵画、仏像など 

安楽寺の鐘/一文字天満宮のねまり牛/榎本武揚の掛け軸/延命児安地蔵尊出世弁

才天/猿丸神社の絵馬/海禅寺の不動尊/宝円寺（地蔵堂三十三観音石仏）/諸江屋

の看板/新寺津発電所取水施設にある銘板/森忠商店の看板/深谷温泉石屋コレクシ

ョン/成学寺の風神雷神像/道入寺の飴買い幽霊の掛け軸/白山神社の狛犬/豊年地

蔵/横軸ペルトン水車/横軸フランシス水車 

19 

祭り・伝統的な行事 

きりこ/こども神輿/安江八幡宮の節分行事等各種祭事/鞍月の秋祭りで行われている

「うさぎ踊り」/金石の神輿の祭/金沢百万石まつり（提灯行列）/御山まつり/石曳きまつ

り/太鼓行列及び使用する太鼓等/長江谷ジョンカラ/蓮如聖人･親鸞聖人に関する一

連のもの 

24 
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「地域のお宝」の分類 

※設問５に基づく 
挙げられた主な「地域のお宝」候補 件数 

民具 金沢くらしの博物館/昔の道具・家具・その他/北陸学院高校のオルガン 11 

昔話や言い伝え 
波自加弥神社（料理の神様）/卯辰山三社/猿丸神社の由来（猿丸太夫百人一首）/

花園八幡町の歴史/笠舞の大清水/源平平家の戦い/子授け石 
13 

兼六園などの庭・公園 こなん水辺公園/旧家の庭/兼六園/石川動物園/彦三緑地とツツジ資料館 8 

能・素囃子等の伝統芸能 
獅子頭/獅子舞、悪魔祓い/獅子舞棒振り/七つ橋渡り/諸江住吉おどり/上野町餅つ

き踊り/民謡舞踊、盆踊り 
33 

古文書や古写真等の資料 
誓入寺関連資料/浅野川水害の記録/波自加弥神社文書/法然上人行状絵図/本市

と合併した旧村町役場の行政資料 
23 

用水・石垣等の土木構造物 神明宮裏の石垣/泉用水取水口/浅野川護岸の石積（堤防）/辰巳用水 9 

昔から伝わる唄や遊び お花おはじきとオブラート/旗源平/「奉曳」という遊び/下駄隠し（童謡） 7 

貴重な動植物 ホクリクサンショウウオ/菊知坂（森本跨線橋）のサクラ/森下川の野鳥 5 

金箔製造などの工芸技術 金沢箔（金箔・銀箔・プラチナ箔）工芸/断切金箔の製造技術 3 

偉人・地域の功労者、団体 戦争を語り継ぐ金沢市遺族連合会/八日市第四町会 8 

その他 からくり記念館/ご当地アカペラ「カガノトーンズ」の楽曲/若い力 6 

 

 


