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１ 文化財の保護

① 文化財の指定 管理指導 研修・調査 活用・ ・ ・
事 業 名 内 容

文化財保護審議会 文化財保護審議会の開催（年２回）
第93回秋田県文化財保護審議会(県単)
期日 令和２年７月17日（金）
会場 秋田県庁議会棟（２階）特別会議室
審議 今後の秋田県指定候補文化財について
報告 秋田県文化財保存活用大綱の策定状況について ほか

第94回秋田県文化財保護審議会
期日 令和３年２月１日（月）
会場 秋田県庁議会棟（２階）特別会議室
審議 秋田県の区域内に存する文化財の指定の可否について

秋田県指定文化財の追加指定の可否について
秋田県文化財保存活用大綱（案）について

報告 秋田県指定文化財の現状変更等について ほか
秋田県文化財保存活用大 第２回秋田県文化財保存活用大綱策定委員会
綱策定 期日 令和２年５月25日（月 ・26日（火））

会場 秋田県庁第二庁舎 高機能会議室(国補助・県)
内容 （協議）大綱（案）について ほか

第３回秋田県文化財保存活用大綱策定委員会
期日 令和２年８月28日（金）
会場 秋田県庁第二庁舎 高機能会議室
内容 （報告）これまでの経過と今後のスケジュールについて ほか

（協議）大綱（案）について ほか
第４回秋田県文化財保存活用大綱策定委員会
期日 令和３年１月22日（金）
会場 秋田県庁第２庁舎 高機能会議室
内容 （報告）大綱（案）の修正、章立てについて ほか

（協議）大綱（案）について ほか
文化財保護管理指導 文化財保護管理指導員30名を委嘱
(国補助・県) 国・県指定文化財、登録文化財、埋蔵文化財包蔵地等を巡視

打合会 中止 報告会 令和３年３月３日（水）生涯学習センター
令和２年度巡視報告件数 1,834件

② 世界遺産登録の推進
事 業 名 内 容

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録の推進世界遺産
４道県によるイコモス審査対応と国際的合意形成促進・普及啓発事業－縄文ルネサンス－事業

秋田県内周知活動(県単)

・ 縄文遺跡群世界遺産登録推進秋田フォーラム」「
期日 令和３年３月30日（火） ※YouTube配信

世界遺産登録に向けた気運の醸成
・あきたの縄文遺産学習資料（副読本）の作成・配布
（ ） ［ ］(国補助・県) 県内の小学校６年生全員 平成31～令和３年度

③ 有形文化財の保存修理・防災施設設備・保護管理・調査
事 業 名 文 化 財 市町村 内 容

基礎工事、部材購入・加工、耐震補強重要文化財保存 重要文化財天徳寺 秋田市
［ ］修理 嵩上補助（ ） 平成27～令和６年度

重要文化財佐藤家住宅 横手市 自動火災報知設備、消火設備重要文化財防災施

［ ］設整備 嵩上補助（ ） 令和２年度
重要文化財赤神神社五社堂 男鹿市 動力ポンプ交換、監視カメラ交換、危険

［ ］木伐採 令和２年度
重要文化財旧池田家洋館 大仙市 避雷設備整備重要文化財防災施

［ ］設整備(国補助・市) 令和２年度
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重要文化財旧秋田銀行本店本館 秋田市 シャッター・建具塗装観光拠点整備

［ ］事業(国補助・市) 令和２年度
指定文化財 重要文化財大山家住宅 三種町 防災設備点検、除雪等
管理費補助 重要文化財神明社観音堂 潟上市 防災設備点検

重要文化財嵯峨家住宅 秋田市 防災設備点検、除雪 雪囲い、 交換等(国間接補助 ・ バッテリ
重要文化財天徳寺 秋田市 防災設備点検、除雪、山門屋根修理等・県)

重要文化財土田家住宅 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い等由利本荘市
防災設備点検、雪下ろし、雪囲い、差し茅等重要文化財草彅家住宅 仙北市

重要文化財古四王神社本殿 大仙市 防災設備点検、防蟻設備管理等
重要文化財波宇志別神社神楽殿 横手市 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い

防災設備点検､雪下ろし、雪囲い等重要文化財鈴木家住宅 羽後町
重要文化財三輪神社 羽後町 防災設備点検
重要文化財八幡神社 大館市 防災設備点検
重要文化財赤神神社五社堂 男鹿市 防災設備点検
重要文化財三浦家住宅 秋田市 防災設備点検、差し茅等
重要文化財小玉家住宅 潟上市 防災設備点検、防蟻設備管理等
重要文化財金家住宅 北秋田市 防災設備点検、雪囲い等
重要文化財佐藤家住宅 横手市 雪下ろし、雪囲い、屋根塗装
重要文化財旧松浦家住宅 横手市 雪下ろし、雪囲い
旧日新館 横手市 自動火災報知設備更新県指定有形文化財

［ ］防災施設整備(県単) 令和２年度
県指定文化財 旧日新館 横手市 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い
管理費補助 黒沢家住宅 羽後町 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い
（県単） 北鹿ハリストス正教会聖堂 大館市 防犯・防災設備点検
文化財保存調 秋田県の仏像と寺社什物 秋田県 調査、写真撮影、法量計測、報告書作成

（ ） ［ ］査事業 県単 南部 等 平成28～令和２年度

④ 民俗文化財の公開・保存・調査・記録作成
事 業 名 内 容

民俗芸能振興費 県単 第61回北海道・東北ブロック民俗芸能大会への団体派遣（ ）
（ ）期日 令和２年11月１日 日（ ） 会場 三沢市公会堂 青森県三沢市

公演芸能 中止
民俗文化財活性化事業 民俗文化財公開交流事業

［ ］(県単) ・小中学校における民俗芸能の公開及び交流活動 中止 令和２年度
民俗文化財伝承支援事業（民俗文化財活性化補助金）
・民俗芸能保存団体の用具修理や後継者育成教室等への補助

、 ［ ］毛馬内盆踊保存会 志戸橋番楽保存会等 計10団体 平成29年度～
重要無形民俗文化財花輪祭の屋台行事屋台修理事業民俗文化財用具修理

［ ］(嵩上補助) 事業者：花輪ばやし祭典委員会 平成28～令和16年度

⑤ 史跡の保全・整備・活用
事 業 名 文 化 財 市町村 内 容

［ ］史跡公有化 秋田市史跡秋田城跡 915.16㎡ 昭和41～令和30年度
〔 ］(国補助・市) 史跡脇本城跡 男鹿市 40,528㎡ 平成29～令和13年度

歴史活き活き！史跡等 史跡秋田城跡 秋田市 環境整備（城内東大路の遺構表示、史
総合活用整備事業 跡公園連絡橋建設工事）

［ ］(一般) 平成27～令和18年度
(国補助・市) 史跡檜山安東氏城館跡 能代市 環境整備（景観伐木、サイン設置）

［ ］平成29～令和8年度
史跡脇本城跡 男鹿市 環境整備（案内板等設置、次年度実施

） ［ ］設計 平成30～令和8年度
史跡払田柵跡 大仙市 環境整備（再整備計画策定）

［ ］令和元～令和2年度
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史跡脇本城跡 男鹿市 法面復旧（復旧工事）歴史活き活き！史跡等総合活用整備

［ ］事業 (災害復旧) (嵩上げ補助) 令和元～令和2年度
地域の特色ある埋蔵文 史跡秋田城跡 公開活用（体験学習、 広秋田市 パネル展、

） ［ ］化財活用事業 報資料作成等 平成19年度～
（体験学習、パネル展、広(国補助・市) 史跡地蔵田遺跡 秋田市 公開活用

［ ］報資料作成等） 平成19年度～
市内埋蔵文化財 横手市 公開活用（後三年合戦遺跡関連公開講

、 ）座・シンポジウム開催 普及冊子作成
［ ］平成22年度～

⑥ 名勝・天然記念物の調査・保全・整備
事 業 名 文 化 財 内 容市町村

名勝地調査事業 鳥潟会館 旧鳥潟家住宅 大館市 庭園実測図作成、文献調査等（ ）
［ ］庭園 令和元～令和４年度

特別天然記念物カモシカ特別天然記念物
カモシカ保護地域 北奥羽山系保護地域通常調査小坂町・鹿角市・北秋田市（旧森吉

） ［ ］特別・通常調査 町・阿仁町 ・上小阿仁村・秋田市 令和２～７年度
（旧秋田市・河辺町 ・仙北市（旧(国補助・県) ）
田沢湖町）

特別調査湯沢市 旧湯沢市・皆瀬村・雄勝町 南奥羽山系保護地域（ ）
［ ］・東成瀬村 令和２～３年度

防護網設置、忌避臭袋設置特別天然記念物 特別天然記念物カモシカ 秋田市
カモシカ食害防除事業

［ ］(国補助・市) 平成２年度～
天然記念物 天然記念物鳥海山獅子ヶ にかほ市 落葉等の堆積要因調査、分布調査、生
緊急調査事業 鼻湿原植物群落及び新山 態調査、保存対策調査

［ ］(国補助・市) 溶岩流末端崖と湧水群 令和２～４年度
天然記念物再生事業 天然記念物ザリガニ生息 大館市 飼育展示、人工増殖、人工生息地創出

［ ］(国補助・市) 地 平成29年度～
（ 、歴史活き活き！史跡等 名勝旧池田氏庭園 大仙市 環境整備 庭園保存修理基本計画策定

総合活用整備事業 樹木補植）
［ ］(国補助・市) 平成16～令和15年度

⑦ 重要伝統的建造物群保存地区内重要建造物の修理・防災施設整備・地域活性化
事 業 名 内 容文 化 財 市町村

横手市増田重要伝統的建造物群 横手市 防災施設整備伝統的建造物群基盤強
［ ］化事業(嵩上補助) 保存地区 平成30～令和２年度

日の丸醸造東前蔵･東後蔵修理
林旅館旧館・座敷蔵修理
石直商店文庫蔵修理

［ ］令和２年度
防災施設整備防災施設整備 仙北市角館重要伝統的建造物群保 仙北市

（ ） ［ ］嵩上補助 存地区 平成27～令和2年度
公開活用 河原田家公開活用整備

防災施設配置表示看板設置(国補助・市)

［ ］令和２年度

⑧ 銃砲刀剣類登録事務
事 業 名 内 容

登録審査会の開催（奇数月10日、土・日・祝日の場合は前日、9:00～12:00）銃砲刀剣類登録事務
、(県単) 期日 令和２年５月８日(金) ７月10日(金) ９月10日(木) 11月10日(火)、 、 、

令和３年１月８日(金)、３月10日(水)

会場 秋田県庁第二庁舎 ４階 高機能会議室
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２ 埋蔵文化財の保護

① 埋蔵文化財の発掘調査・出土品整理・報告書作成
事 業 名 内 容

国道７号遊佐象潟道路・国道13号真室川雄勝 遺跡分布調査遺跡詳細分布調査
道路事業、鳥海ダム建設事業ほか(国補助・県)
国道・県道整備事業、河川災害復旧等関連緊
急事業ほか
国道７号遊佐象潟道路事業 遺跡確認調査・一般国道７号能
代地区線形改良事業・国道13号横堀道路事業
・成瀬ダム建設事業ほか
史跡払田柵跡 大仙市 210㎡ 第154次調査史跡内容確認調査

(国補助・県) （大路地区の遺構内容確認調査）
緊急発掘調査 烏野上岱遺跡 能代市 6,500㎡ 一般国道７号能 国土交通省
(委託) 代地区線形改良
【22,680㎡】 事業

神田遺跡 にかほ市 5,250㎡ 国道７号遊佐象 国土交通省
潟道路事業

峰吉川中村遺跡 大仙市 803㎡ 雄物川上流河川 国土交通省
改修事業

横堀中屋敷遺跡 湯沢市 5,400㎡ 国道13号横堀道 国土交通省
路事業

茱萸ノ木遺跡 能代市 3,049㎡ 県建設部通常砂防工事

才ノ神遺跡 1,250㎡ 県建設部由利本荘市 河川改修工事

（芋川）

代官小路遺跡 220㎡ 地方街路交付金 県建設部由利本荘市

事業都市計画道
路停車場栄町線
(裏尾崎町工区)

久保田城跡 秋田市 208㎡ あきた芸術劇場 国土交通省
整備事業(駐車
場工事)

赤塚遺跡 湯沢市 整理 国道13号横堀道 県観光文化スポーツ部
路事業

市町村遺跡詳細分布 大館市内遺跡発掘調査 大館市 緊急分布・確認 ４か所
(嵩上補助) 能代市内遺跡発掘調査 能代市 緊急分布 ２か所、史跡内容確認 316㎡

史跡内容確認 600㎡、緊急分布 11か所秋田市 秋田市内遺跡発掘調査
緊急分布 ８件、遺跡地図作成 １か所由利本荘市内遺跡発掘調査 由利本荘市

縄張図作成 １か所
緊急分布 ５か所大仙市内遺跡発掘調査 大仙市

横手市 横手市 ㎡ 866㎡(２内遺跡発掘調査 保存目的 300 、緊急発掘
、緊急発掘整理 １か所、緊急か所)

分布 １か所
美郷町 美郷町 緊急分布 ３か所、緊急発掘 2,000㎡内遺跡発掘調査

出土遺物保存処理 秋田城跡出土遺物 秋田市 木簡・鉄製品
(国補助・市) 檜山城址出土遺物 能代市 鉄製品

② 埋蔵文化財センターの整備充実・収蔵品活用
事 業 名 内 容

管理運営(県単) 県内遺跡の発掘調査、出土遺物の保存処理・整理・収蔵。
出土遺物の活用、公開活用事業の実施。

秋田県埋蔵文化財セン 第１回 期日 令和２年６月 書面開催
（ ） 。ター運営協議会 内容 令和元年度 平成３１年度 事業報告や令和２年度事業計画

委員からの提言・要望等。
第２回 期日 令和３年２月 書面開催

内容 平成２年度事業報告や第１回協議会での提言と対応。
令和３年度事業計画、委員からの提言・要望等。

文化財保護 Ⅱ 令和２年度事業実績
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秋田県埋蔵文化財発掘 令和２年度に実施した遺跡発掘調査の成果報告と出土品の展示。
調査報告会(県単) 期日 令和３年３月６日（土）

会場 県生涯学習センター（秋田市） 中止
埋蔵文化財保管活用 講演会 「縄文社会と環状列石」 中止
事業 会場 さきがけホール（秋田市）
(国補助・県) 企画展（１回実施） 「あきた縄文石器への旅」

会場 埋蔵文化財センター特別展示室
見学者 1,247人

あきた埋文考古学セミナー 中止
会場：①県立図書館 ②八郎潟町立図書館 ③仁賀保公民館

出張展示（４回実施）
会場 ①県立図書館 ②仁賀保公民館

③農山村地域活性化センター（さとぴあ）
④八郎潟町えきまえ交流館はちパル・町立図書館

見学者 ①3,435人 ②2,829人 ③1,884人 ④3,902人
払田柵跡金曜講座 中止
会場 払田柵跡・埋蔵文化財センター・近隣公共施設

オープンラボ（13回実施）
会場 農山村地域活性化センター（さとぴあ （５回））

ジオスタゆざわ（２回） 茱萸ノ木遺跡発掘調査現場
大館市立成章小学校 茨島７丁目町内会館
八郎潟町えきまえ交流館はちパル 由利本荘市徳沢交流センター
にかほ市象潟公民館

参加者 合計延べ280人
学校への出張展示・出前授業（出張展示５校・出前授業13校）
会場 小学校・中学校・高等学校
参加者 出前授業 合計747人 出張展示 合計 3,214人

広報資料等作成
パンフレットやチラシ等の配布により、発掘調査等の最新情報や埋蔵文化
財活用情報を広報。
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３ 令和２年度刊行物一覧

秋田県文化財調査報告書■

第520集 遺跡詳細分布調査報告書

第521集 払田柵跡調査事務所年報2020 ―第154次調査―

第522集 秋田の仏像と寺社什物Ⅱ ―秋田県南部編―

秋田県埋蔵文化財センター年報38･39■

秋田県埋蔵文化財センター研究紀要第35号■
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