
砺波市指定文化財一覧 2021年3月現在

番号 指定 種別 該当文化財の名称 員数 所有・管理者名 住所 指定年月日 備考

1 国 彫刻 木造阿弥陀如来立像 １躯 常福寺 砺波市大窪50 昭２９．８．２９

2 国 有形民俗文化財 砺波の生活・生産用具 6900点 砺波市 砺波市頼成566外 平２９．３．３

3 国 史跡 増山城跡 砺波市外 砺波市増山一の丸3324外 平２１．７．２３

令３.３.２６追加

国 特別天然記念物 カモシカ － 無主物 地域を定めず 昭３０．２．１５

4 国 登録有形文化財 小牧ダム １基 関西電力 砺波市庄川町小牧矢ケ瀬74 平１４．６．２５

5 国 登録有形文化財 庄川合口堰堤 １基 富山県 砺波市庄川町金屋 平１６．７．２３

6 国 登録有形文化財 芳里家住宅主屋 1棟 個人 砺波市堀内 平成３１．３．２９

7 国 登録有形文化財 芳里家住宅土蔵 1棟 個人 砺波市堀内 平成３１．３．２９

8 国 登録有形文化財 芳里家住宅長屋門 1棟 個人 砺波市堀内 平成３１．３．２９

9 県 建造物 萬福寺山門 １棟 萬福寺 砺波市苗加781 昭４０．１．１

10 県 建造物 入道家住宅 １棟 個人 砺波市太田 平１０．２．２５

11 県 絵画 絹本著色薬師如来立像 １幅 常福寺 砺波市大窪50 昭５５．１．２２

12 県 絵画 絹本著色大威徳明王図 １幅 千光寺 砺波市芹谷1111 昭５６．１．２２

13 県 絵画 絹本著色両界曼荼羅図 2幅１対 千光寺 砺波市芹谷1111 昭５６．１．２２

14 県 彫刻 銅造観世音菩薩立像 １躯 千光寺 砺波市芹谷1111 昭４０．１．１

15 県 古文書 金子家文書 文書３６３通、冊子
５３冊 個人 砺波市太田 昭４９．７．１

16 県 無形民俗文化財 出町子供歌舞伎曳山 砺波子供歌舞伎曳山振興会 砺波市本町 平６．２．２４

17 県 天然記念物 厳照寺の門杉 厳照寺 砺波市福岡172 昭４０．１０．１

18 市 建造物 千光寺観音堂 １棟 千光寺 砺波市芹谷1111 昭５０．６．６

19 市 建造物 旧中嶋家住宅 １棟 砺波市 砺波市花園町4-72 昭５１．１２．２７

20 市 建造物 旧中越銀行本店 １棟 砺波市 砺波市花園町1-78 昭５７．１２．８

附．旧中越銀行本店設計図 平３．６．１３

21 市 建造物 千光寺御幸門 １棟 千光寺 砺波市芹谷1111 平３．６．１３

22 市 建造物 千光寺山門 １棟 千光寺 砺波市芹谷1111 平１２．１２．７

附．山門棟札、山門棟上一巻覚帳

23 市 建造物 千光寺書院 １棟 千光寺 砺波市芹谷1111 平１２．１２．７

附．芹谷山新座式建築工事中大工職毎月人口〆上帳

24 市 建造物 千光寺土蔵 １棟 千光寺 砺波市芹谷1111 平２１．１０．２６

附．天明五年棟札

25 市 建造物 旧金岡家住宅 １棟 砺波市 砺波市豊町1-2-10 平１４．３．２０

26 市 彫刻 木造勢至菩薩坐像 １躯 苗加神社氏子 砺波市苗加812-2 昭４０．７．２４

27 市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 １躯 正念寺 砺波市荒高屋98 昭４２．１０．６

28 市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 １躯 厳照寺 砺波市福岡172 昭４２．１０．６

29 市 彫刻 木造桂岩運芳倚坐像 １躯 薬勝寺 砺波市安川29 昭４３．７．２４

30 市 彫刻 木造地蔵菩薩立像 １躯 萬福寺 砺波市太田1661 昭４９．７．１２

31 市 彫刻 鉢伏の不動明王石像 １躯 伏木谷地区 砺波市庄川町隠尾 昭６２．３．３０

32 市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 １躯 個人 砺波市庄川町金屋 昭６２．３．３０

33 市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 １躯 勧帰寺 砺波市庄川町青島151 昭６２．３．３０

34 市 工芸品 厳照寺の梵鐘 １口 厳照寺 砺波市福岡172 昭４３．７．２４

35 市 工芸品 圓光寺の梵鐘 １口 圓光寺 砺波市神島636 平１５．２．５

36 市 工芸品 景完教寺の梵鐘 １口 景完教寺 砺波市宮村101 平１５．２．５

37 市 古文書 紙本妙法蓮華経巻子八巻 ８巻 苗加神社氏子 砺波市苗加812-2 昭４０．７．２４

38 市 古文書 杉木新町町立願書 １点 砺波市 砺波市花園町1-78 昭４３．７．２４ 砺波郷土資料館保管

39 市 古文書 河合文書 ２４点 砺波市 砺波市花園町1-78 平３．６．１３ 砺波郷土資料館保管

40 市 古文書 慶長二年里山村等検地打渡状 １点 個人 砺波市庄川町金屋 昭６２．３．３０ 名称変更Ｈ18.3

41 市 古文書 河邊次郎左衛門文書 ２０２点 個人（砺波郷土資料館） 砺波市花園町1-78 平１９．６．２２ 砺波郷土資料館保管

42 市 古文書 根尾氏宛織田信長朱印状 １点 個人 砺波市矢木 平２３．７．２７

43 市 古文書 紺屋島村田地割関係文書 文書79点、地図41枚 砺波市 砺波市花園町1-78 平２８．２．２２ 砺波郷土資料館保管

44 市 考古資料 御物石器 １点 厳照寺 砺波市福岡172 昭３７．５．２８

45 市 考古資料 福山須恵器窯跡出土品 ６点 砺波市 砺波市花園町1-78 昭４３．７．２４ 砺波郷土資料館保管

46 市 考古資料 松原遺跡出土品 １５点 個人 砺波市庄川町青島 昭６２．３．３０

47 市 考古資料 徳万頼成遺跡の土偶 １点 砺波市 砺波市頼成566 平３０．６．２９ 砺波市埋蔵文化財センター保管

48 市 歴史資料 中越弁慶号（通称） １両 砺波市 砺波市花園町4-72 平９．１１．４

49 市 有形民俗文化財 太田金比羅社祭礼幟 ２流 太田金比羅社氏子 砺波市太田1057 昭５７．１２．８ 砺波郷土資料館保管

50 市 有形民俗文化財 岩黒の不吹堂 １棟 示野新村総代 砺波市庄川町金屋 昭６２．３．３０

51 市 有形民俗文化財 砺波の民具 ６４０点 砺波市 砺波市花園町1-78 平１９．６．２２ 員数変更R1.6、砺波郷土資料館保管

52 市 無形民俗文化財 五ケ種チョンガレ踊り １ 五ケ種チョンガレ保存会 砺波市庄川町五ケ 昭６２．３．３０ 再指定

53 市 史跡 御旅屋の井戸 １基 豊受神祠氏子 砺波市本町5-19 昭５０．２．１７

54 市 史跡 壇城跡 １ 個人 砺波市庄川町庄 昭６２．３．３０ 再指定

55 市 史跡 西住塚 １ 三谷自治会長 砺波市庄川町三谷 昭６２．３．３０ 名称変更Ｈ18.3

56 市 史跡 隠尾館跡 １ 個人 砺波市庄川町隠尾 昭６２．３．３０

57 市 史跡 二万七千石用水取入口跡 １ 砺波市庄川町水記念公園管理運営協議会 砺波市庄川町金屋 昭６２．３．３０

58 市 史跡 松原遺跡 １ 砺波市 砺波市庄川町示野･金屋地内 昭６２．３．３０

59 市 史跡 牛嶽車道開通記念碑 １基 砺波市 砺波市庄川町金屋字牧尾谷山 平６．５．３０

60 市 史跡 庄川の弁財天社 １社 雄神神社 砺波市庄川町庄 昭６２．３．３０ 種別・名称変更Ｈ18.3

61 市 史跡 松川除堤防と御川除地蔵 １ 国土交通省、富山県、砺波市、砺波市庄川町青島他 平２０．２．２７

１体 中野１区長、個人 砺波市庄川町庄

62 市 名勝 瓜裂清水 １ 砺波市 砺波市庄川町金屋 昭６２．３．３０ 種別変更Ｈ18.3

63 市 天然記念物 綽如杉 １株 栴谷神社氏子 砺波市井栗谷6585-1 昭３７．５．２８

64 市 天然記念物 庄川のエドヒガンザクラ群生地 １群 砺波市 砺波市庄川町庄 昭６２．３．３０ 再指定

65 市 天然記念物 名ケ原貝化石包蔵層 １ 砺波市 砺波市庄川町名ケ原 昭６２．３．３０

66 市 天然記念物 伝恩光寺跡の二本杉 １群 金剛寺区長 砺波市庄川町庄 昭６２．３．３０ 種別・名称変更Ｈ18.3，名称変更H18.8

67 市 天然記念物 隠尾八幡宮の社叢 １群 隠尾八幡宮氏子総代 砺波市庄川町隠尾 昭６２．３．３０ 名称変更Ｈ18.3

68 市 天然記念物 市谷牛嶽神社の社叢 １群 市谷神社氏子 砺波市市谷183 平８．６．１７

69 市 天然記念物 栃上神社の社叢 １群 栃上神社氏子 砺波市栃上928 平８．６．１７

国指定　３　　県指定　９　　市指定　５２　　国登録　５　　　計　６９　件　（特別天然記念物・カモシカを除く）


