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町別石碑一覧

町　名 名　　　　　　称 頁 町　名 名　　　　　　称 頁

赤井町 一向一揆赤井堡址 7 大成町 一里塚跡の石標 8

赤井町 赤井稱名寺鬼瓦 7 大成町 旧神殿跡地 12

赤井町 佐々木藤作顕彰碑 7 大成町 伝統と創造（国民文化祭） 35

赤井町 根上町東部工業団地完工記念碑 58 大成町 NHK学園川柳根上大会・第1～ 4回 35

西任田町 忠魂碑 37 大成町 NHK学園川柳根上大会・第5～ 8回 35

西任田町 砲弾記念（戦利兵器奉納ノ記） 41 大成町 NHK学園川柳根上大会・第9～ 12回 35

西任田町 手取六ヶ用水碑 45 大成町 川柳根上大会受賞記念 36

西任田町 しろこだ水源碑 45 大成町 大成八幡神社歌碑 36

西任田町他 二宮金次郎像 52 大成町 土地改良完成記念 58

西任田町 吉田小学校跡 52 大成町 大成サンロード碑 58

西任田町 吉田小学校校歌碑 52 大成町 「和」モニュメント 59

西任田町 カントリーエレベーター記念碑 61 大成町 大成地区土地改良完成記念 59

西任田町 七福の松 84 大成町 時空の門 59

五間堂町
蘭塔跡 6

大成町 能美ライオンズクラブチャーターナイト30周年記念 69

中庄町 大成町 内閣総理大臣就任記念 69

中庄町 加賀国能美郡家跡 2 大成町 シェレホフ市提携20周年記念 69

福岡町 旧宮趾 11 大成町 根上町合併40周年記念 70

福岡町 泰澄大師像 15 大成町 根上隕石碑「宇宙からの贈物」 70

福岡町 聖観世音菩薩像御身洗い処 15 大成町 昭和天皇御手蒔の杉　 70

福岡町 聖観世音菩薩出現跡 15 大成町 内閣総理大臣就任記念樹 71

福岡町 福岡地蔵菩薩 15 大成町 大成町60周年記念樹 71

福岡町 砲弾記念 41 福島町 犬丸徹三奉納鳥居 29

福岡町 啓道小学校像 53 福島町 加賀大介歌碑 33

福岡町 旧火葬場跡 55 福島町 戦利兵器奉納の記 42

福岡町 福岡獅子舞由来碑 69 福島町 上水道水源記念碑 46

福岡町 盤持石保存碑 82 福島町 合掌地蔵祈念碑 55

西二口町 二口城址 6 福島町 日吉神社神木榎 85

西二口町 二口村落小学校跡 53 吉原町 式内熊田神社社標 3

西二口町 啓道小学校跡地 53 吉原町 吉原町の由来碑 49

西二口町 タブの樹 85 吉原町 災害耕地復興記念碑 49

中ノ江町 農業構造改善事業完工記念碑 61 吉原釜屋町 砂丘地稲作発祥の碑 50

高坂・根上町 高坂地蔵 16 吉原釜屋町 崇祖謝恩の碑 56

高坂・根上町 高坂公園句碑 36 吉原釜屋町 能美根上スマートインターチェンジモニュメント 71

高坂・根上町 根上松由来碑 84 大浜町 忠魂碑 37

高坂・根上町 根上松古戦場 3 大浜町 「はまなすの丘」案内板 45

高坂・根上町 白山遥拝所跡 4 大浜町 「茜色の海が見える丘」句碑 45

下ノ江町 森茂喜奉納歌碑 36 大浜町 大浜町の由来碑 50

下ノ江町 下ノ江町発祥之地碑 49 中　町 釜屋龍王権現社由来 12

下ノ江町 盤持石保存碑 82 中　町 旧根上町役場跡 54

浜開発町 新田甚左衛門記功碑 28 中　町 競歩世界新記録記念 72

浜開発町 神木根上り松 84 浜　町 森茂喜顕彰碑 31

根上地区１
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町　名 名　　　　　　称 頁 町　名 名　　　　　　称 頁

寺井町 道路元標 9 末信町 建台寺跡 3

寺井町 下屋敷神明社跡 11 末信町 古屋敷跡 3

寺井町 奥野八幡神社狛犬 13 末信町 八丁川船着場跡 9

寺井町 山道の地蔵像 16 末信町 里程元標 9

寺井町 山道の地蔵祠 16 末信町 五箇条のご誓文碑 73

寺井町 狐塚 21 牛島町 宮の嶋旧跡 6

寺井町 七重塔 22 牛島町 竹本平一顕彰碑 31

寺井町 牧野家の墓 23 牛島町 農魂不滅碑 62

寺井町 九谷庄三記功碑 26 牛島町 大正御大典記念碑 74

寺井町 来首の墓 33 牛島町 平成御大典記念碑 74

寺井町 既白句碑 33 佐野町 県社狭野神社社標 2

寺井町 即得寺句碑 35 佐野町 狭野神社狛犬 13

寺井町 顕忠紀念碑 37 佐野町 六体地蔵 16

寺井町 七生報国碑 37 佐野町 斎田道開碑 27

寺井町 旧寺井町役場跡 54 佐野町 九谷佐野窯址 27

寺井町 「能美市」碑 54 佐野町 陶祖神社碑 27

寺井町 土地区画整理事業碑 60 佐野町 神楽山跡地 27

寺井町 農地改良事業碑 62 佐野町 田辺作次郎歌碑 28

寺井町 閑院宮春仁王殿下台臨記念碑 73 佐野町 忠魂碑 38

寺井町 盤持石 82 佐野町 日露戦利兵器記念碑 42

小長野町 大山巌元帥像 42 佐野町 九谷五彩モニュメント 74

大長野町 中川二作墓碑 26 佐野町 茶碗まつり発祥の地 74

大長野町 平和祈念碑 38 佐野町 作品展示塔 74

大長野町 長野小学校跡 53 佐野町 スダジイ 85

大長野町 市街地形成記念碑 60 泉台町 狭野神社発祥地跡 2

大長野町 区画整理完成記念碑 60 泉台町 九谷焼ビッグモニュメント 75

大長野町 圃場整備事業完工記念碑 62 泉台町 九谷陶芸村モニュメント 75

小杉町 甲山貞造顕彰碑 25 湯谷町 湯谷温泉の馬観音 17

小杉町 平和の塔 38 湯谷町 子宝観音 17

小杉町 圃場整備事業完工記念碑 62 湯谷町 日露戦役紀念 39

町　名 名　　　　　　称 頁 町　名 名　　　　　　称 頁

浜　町 崇祖謝恩之碑 50 道林町 崇祖先讃恩恵之碑 51

浜　町 手取郷斎場 56 道林町 ピオニールキャンプ参加記念碑 73

浜　町 根上中学校大陶壁 72 大浜町

釜屋の石敷 10浜　町 根上町民憲章 72 中町

浜　町 椎「バスケ全中記念」 72 山口町

道林町 道林寺跡 4 山口町 松井秀喜像 32

道林町 弁慶謝罪の像 4 山口町 漁業功労碑 51

道林町 弁慶謝罪の句碑 4 山口町 土地区画整理事業「黎明」 59

寺井地区１
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町　名 名　　　　　　称 頁 町　名 名　　　　　　称 頁

湯谷町 華泉の像 75 新保町 水害記念碑 43

湯谷町 盤持石 82 粟生町 少彦名大神鎮座地 11

石子町 蟻宮石子神社狛犬 13 粟生町 聖観音堂 17

石子町 井出善太郎翁像 29 粟生町 粟生の地蔵 17

石子町 中田貞一先生像 31 粟生町 イボ神様・保寿泉碑 18

石子町 湯谷石子駅跡碑 57 粟生町 イボ神様薬師堂 18

石子町 圃場整備事業完工記念碑 63 粟生町 八木甚作先生之碑 27

和田町 和田山・末寺山古墳群石標 1 粟生町 浅井外治翁之像 30

和田町 和田山護国寺跡 38 粟生町 忠魂碑 39

和田町 和田山忠霊塔 38 粟生町 水害記念碑 43

末寺町 石川県十名所碑 12 三道山町 地持地蔵 18

秋常町 秋常山古墳群標柱 1 三道山町 狐の陶板 21

秋常町 秋常山古墳群石碑 1 吉光町 一里塚榎 8

秋常町 秋常新保火葬場跡地 56 吉光町 一里塚歌碑 8

秋常町 盤持石 83 吉光町 圃場整備事業完工記念碑 63

新保町 小神様 19 東任田町 道路元標 9

寺井地区２

町　名 名　　　　　　称 頁 町　名 名　　　　　　称 頁

和佐谷町 水と緑モニュメント 46 三ツ口町 日露戦役碑 40

岩本町 源義経公通夜記念石碑 4 三ツ口町 川北大橋標石 48

岩本町 弁慶岩 4 三ツ口町 川北大橋モニュメント 48

岩本町 塔の宮石塔・墓石群 5 三ツ口町 皇太子殿下御降誕記念 76

岩本町 忠魂碑 39 長滝町 瀧浪神社社標 2

岩本町 宮竹用水親水公園碑 46 長滝町 七ツ滝モニュメント 75

岩本町 初代天狗橋碑 47 莇生町 八幡神社由緒碑 11

岩本町 天狗橋標石 47 岩内町 忠魂碑 40

灯台笹町 灯台笹遺跡案内板 1 岩内町 宮竹用水第一発電所記念 47

灯台笹町 弘法様の水 13 岩内町 山上村役場跡 54

灯台笹町 バンブチ石 83 岩内町 岩内駅跡地 58

大口町 石仏 19 岩内町 土地改良記念碑 64

大口町 忠魂碑 39 火釜町 川原神様祠 20

大口町 いわやま 80 火釜町 田谷知事歌碑 30

宮竹町 平和の礎 39 火釜町 土地改良記念碑 64

宮竹町 宮竹用水第二発電所記念 46 来丸町 釈迦堂 4

宮竹町 街並事業記念碑 60 来丸町 太田家墓碑 23

宮竹町 げんだ坂公園碑 61 来丸町 日露戦役記念碑 40

宮竹町 土地改良記念碑 63 来丸町 耕地整理完成記念碑 65

宮竹町 圃場整備完成記念碑 64 来丸町 大型圃場整備事業記念碑 65

宮竹町 盤持石記念碑 83 来丸町 モニュメント「未知への指標」 76

宮竹町 ネジキ 86 山田町 水害記念碑 43

辰口地区１
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町　名 名　　　　　　称 頁 町　名 名　　　　　　称 頁

三ツ屋町 圃場整備等事業記念碑 65 徳久町 砲弾記念 42

三ツ屋町 蓮如の腰掛石 79 徳久町 水害復興記念塔 44

出口町 石川県技師宮下哲郎君之碑 32 徳久町 神社水害記念碑 44

出口町 水害記念石 43 徳久町 久常小学校跡 54

出口町 辰口橋標石 48 荒屋町 水神様 20

出口町 圃場整備完工記念碑 65 荒屋町 弥三郎公園標石 61

倉重町 旧辰口町役場跡 55 荒屋町 弥三郎橋標石 61

倉重町 辰口町章記念碑「印」 55 荒屋町 荒屋いまむかし発刊記念 78

倉重町 土地改良事業完成記念碑 66 高座町 東與四兵衛紀功碑 29

倉重町 圃場整備事業完成記念碑 66 高座町 アベマキ 86

倉重町 山上村土地改良事業完成記念碑 67 下清水町 治水祈願碑 44

倉重町 堺橋石標 67 上清水町 水神様石祠 20

辰口町 延命地蔵菩薩 18 上清水町 昭和九年流石の碑 44

辰口町 辰口村温泉記紀年碑 24 北市町 竹蔵神社跡石祠 20

辰口町 灰屋源助住居跡 24 和気町 神明神社跡地 21

辰口町 田谷充実像 30 和気町 日月祠（古宮跡） 21

辰口町 西川喜作顕彰碑 30 和気町 長田乙松記功碑 27

辰口町 松崎従成氏像 31 和気町 谷口善太郎文学碑 34

辰口町 俳人既白句碑 33 和気町 日露凱旋碑 41

辰口町 泉鏡花文学碑 34 寺畠町 寺畠火葬場跡 57

辰口町 花菖蒲塚 34 寺畠町 耕地整理完成記念碑 68

辰口町 暁烏敏師歌碑 34 寺畠町 岩蛙 80

辰口町 英霊碑（合同忠魂碑） 40 舘町 館谷地区土地改良完成記念碑 68

辰口町 報公碑 41 舘町 神様伏拝岩 79

辰口町 開湯千四百年記念碑 76 金剛寺町 石坂地蔵 18

辰口町 全国植樹祭行幸記念 76 金剛寺町 柳島卯之助寄進鳥居 25

辰口町 辰口中学校アカンサスの碑（2基） 77 金剛寺町 同記銘文字 25

緑が丘 駒嵐清五郎墓碑 25 金剛寺町 地平天成の碑（大典記念） 78

緑が丘 開墾記念碑（もも山） 77 金剛寺町 加賀唐津辰之口窯（金剛寺窯跡） 78

緑が丘 暁烏敏師句碑 77 金剛寺町 ばんぶち石記念碑 83

松が岡 荒屋古墳群案内板 2 坪野町 大正水 14

湯屋町 チョウヅカ観音像 5 坪野町 ホウノキ 87

湯屋町 蛙石 80 鍋谷町 水無谷の清水 14

上徳山町 事業完成記念碑 67 鍋谷町 杉本庄兵衛翁之碑 24

上徳山町 のの石・ばば石 79 鍋谷町 鍋谷～和佐谷林道入口標石 48

下徳山町 先代之霊 57 鍋谷町 ばんぶち石 83

下徳山町 事業完成記念碑 68 仏大寺町 大鷲山佛陀寺跡石柱 8

下徳山町 中川答山作の人像 32 仏大寺町 遣水観音霊水 14

下開発町 一本松跡碑 10 仏大寺町 山下九郎右衛門碑 28

下開発町 またんどんの清水 13 仏大寺町 無患子樹標石 87

徳久町 忠魂碑 41

辰口地区２
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・写真集「辰口町墓石調査」� 辰口町立博物館
・石川県神社誌� 北国出版社� 昭和51年
・大成町史� 大成町史編纂委員会� 昭和50年、平成12年
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会誌「のうみ」所収　参考資料一覧（丸数字は号数）

①奥野八幡神社の「七重塔」は石川産� 松田　義雄
①旧辰口橋の調査からみえてきたこと� 川端　敦子
①根上松と義経伝説� 大島　喜昭
③寺井と北国街道� 井上　　博
③「狐の物語」の背景� 山﨑　　勇
③残したい・伝えたい「ふるさと」－巨樹の住民登録の勧め� 立花　武志
④太田菊上という俳人� 山下　和夫
④宮竹の古名「宮瀧」� 安田　　進
⑤能美郡・市の狛犬� 松村　芳明
⑥能美郡・市－最古の狛犬� 松村　芳明
⑥ふるさと講座－灯台笹遺跡の発見・私の石器発掘体験－� 田中　　勳
⑦秋常山古墳と能美の豪族� 田中　　勳
⑦泉鏡花と辰口温泉（寄稿）� 野市　源朔
⑧能美郡・市最古の狛犬（追跡調査報告）� 松村　芳明
⑧盤持ち(バンブチ）の話� 山下　和夫
⑧村づくりの祖肝煎庄兵衛と家立� 安土つぐお
⑨碑をたずねる� 安土つぐお
⑩二宮金次郎（尊徳）の像調査にあたって� 任田　　猛
⑩泰澄大師と能美市文化財・聖観世音立像� 小川　重喜
⑩十村から地主へ－その推移と断面－� 山﨑　　勇
⑩「啓道の像」の願い� 竹本　明彦
⑪辰口温泉の由来について� 松田　昭臣
⑪「辰口のお薬師さん」� 松田　昭臣
⑫「石文化に触れて」� 竹本　敏晴
⑬「田谷屋敷」での回想� 宮本　　茂
⑬鎌倉・室町期の五間堂近隣の村々～五間堂町史編纂の過程で～� 石川　友之
⑬上杉対織田「手取川の戦い」をめぐって� 後　　泰夫
⑬「石の文化、石碑・石塊への旅」� 山田　省祖
⑭手取川の遺産～石碑と「水辺プラザ」との関わりから� 宮本　　茂
⑭碑をたずねる－山下九郎エ門頌徳碑ほか� 安土つぐお
⑭「蓮如上人御腰掛石」物語� 柿原　秀芳
⑭「たつのくちふるさとカルタ」に描かれた石碑� 後　　泰夫
⑭辰口温泉とお薬師さん～「史実」と「伝承」のはざま� 松田　昭臣
⑮令和の始まり・湯谷石碑と新聞記事� 山田　省祖
⑮誌上紹介～文化祭石碑展示から～� 編　集　部
⑯戦没者慰霊碑を訪ねて� 山田　省祖
⑯なぜ灰屋源助は辰口温泉の開削に成功したのか� 松田　昭臣



あとがき

　ようやく編集を終えてほっとしています。調査件数が膨大で、その整理と分類に苦労しました。
　今回の調査は学術的には不完全で、石碑の大きさなどの詳しい計測データもなく、画像で判
断していただくしかありません。ここでは、それぞれの石碑への思いや願いを文面から読みとっ
ていただけたらと思います。また、実際に石碑をご覧になる際のガイドブックともなれば幸い
です。今後も必要に応じて更なる調査を進めたいと思っています。
　なお、今回の調査・編集に携わったメンバー及びご協力いただいた方は次のとおりです。また、
能美市ホームページ及び「お役立ちリンク集」の各ページを参考にさせていただきました。

能美郷土史の会 川端　　修 松田　昭臣
 田中　　勲 松村　芳明
 平野　俊也 後　　泰夫
 山田　省祖 元山　　洋
 石川　友之 安土つぐお
 安田　　進 宮本　　茂
 柿原　秀芳

能美ふるさとミュージアム 木村　直人 菅原　雄一
 横幕　史織 鎌田　康平
 知田真衣子 瀧上　秀明
 開田真優美 麻田茉梨奈

取材など協力（敬称略） 能美市立辰口図書館
 能美市立辰口中学校
 西二口町　　　　山本　憲宏
 高坂・根上町　　長井　　久
 大成町　　　　　本多他家志
 小杉町　　　　　北本　一哲
 岩本町　　　　　福田　幸進
 大口町　　　　　本佐　盛明
 出口町　　　　　田中　義之
 緑が丘　　　　　林　　　樹
 上開発町　　　　本　　博雄
 下開発町　　　　中　　洋一
 徳久町　　　　　村本　剛彦
 寺畠町　　　　　田中　正次
 白山市鶴来本町　小堀　幸穂



図録　 能美の石碑ものがたり
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