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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）

(県単) 第95回秋田県文化財保護審議会

期日 令和３年７月29日（木）

会場 秋田地方総合庁舎（６階）605会議室

審議 今後の秋田県指定候補文化財について

報告 秋田県指定文化財の現状変更等について ほか

第96回秋田県文化財保護審議会

期日 令和４年２月４日（金）

会場 秋田県総合教育センター 大研修室

審議 秋田県の区域内に存する文化財の指定について

報告 秋田県指定文化財の現状変更等について ほか

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 中止

令和３年度巡視報告件数 1,947件

② 世界遺産登録の推進

事 業 名 内 容

世界遺産 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録の推進

－縄文ルネサンス－事業 ４道県によるユネスコ審査対応と普及啓発事業

(県単) 秋田県内周知活動

・「縄文遺跡群世界遺産登録推進秋田フォーラム」

期日 令和４年３月20日（日）中止（代替動画をYouTube配信）

(国補助・県) ・あきたの縄文遺産学習資料（副読本）の作成・配布

（県内の小学校６年生全員） ［平成31～令和３年度］

世界遺産環境整備調査事 アンケート調査及び保存活用連絡会議の実施

業（９月補正、県単） 大湯環状列石周辺の詳細地形図作成

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

重要文化財保存 重要文化財天徳寺 秋田市 組立、屋根工事、部材購入・加工

(嵩上補助) ［平成27～令和６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、非常用バッテリー交換

(国間接補助 重要文化財嵯峨家住宅 秋田市 防災設備点検､除雪･雪囲い､防蟻設備管理等

・県） 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

重要文化財土田家住宅 由利本荘市 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い等

重要文化財草彅家住宅 仙北市 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い、差茅等

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

重要文化財鈴木家住宅 羽後町 防災設備点検、雪下ろし、雪囲い等

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､差茅､消火栓ﾎｰｽ交換､畳替等

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 防災設備点検､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 雪降し、雪囲い
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観光拠点整備 登録有形文化財金嶺山龍源寺本 由利本荘市 茅屋根部分修理

事業（国･市補助）堂 ［令和３年度］

（国補助･市）登録有形文化財旧本郷家住宅 大仙市 保存活用計画策定、自動火災報知設備整備

［令和３年度］

県指定有形文化財 大国主神社 仙北市 表門茅屋根葺替

保存修理(県単) ［令和３年度］

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 秋田県の仏像と寺社什物 男鹿南秋 調査・写真撮影・法量計測等

調査(県単) 地区 [令和３～４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64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３年10月31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

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

秋田市竿燈会、志戸橋番楽保存会等 計11団体 ［平成29年度～］

民俗文化財調査事業 郷土食調査事業

(国補助・県) 県内の食材、調理方法、保存食、行事食等の調査を行う。

［令和３年度～令和５年度］

民俗文化財用具修理 重要無形民俗文化財花輪祭の屋台行事屋台修理事業

(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 史跡秋田城跡 秋田市 4,176㎡ ［昭和41～令和30年度］

(国補助・市) 史跡脇本城跡 男鹿市 25,543㎡ 〔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（伐木、集積木処理、除伐）

［平成29～令和９年度]

史跡脇本城跡 男鹿市 環境整備（古道地形復旧、整備基本設

計等） ［平成30～令和８年度]

史跡払田柵跡 大仙市 復元建造物等再整備（外柵南門）

［令和元～２年度]

史跡鳥海山 由利本荘市 木境大物忌神社屋根全面差茅

[令和３年度]

地域の特色ある埋蔵文 史跡秋田城跡 秋田市 公開活用（体験学習、パネル展、広

化財活用事業 報資料作成等） [平成19年度～]

(国補助・市) 史跡地蔵田遺跡 秋田市 公開活用（体験学習、パネル展、広

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～]
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⑥ 名勝・天然記念物の調査・保全・整備

事 業 名 文 化 財 市町村 内 容

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

(国補助・市) 庭園 ［令和元～令和４年度］

歴史活き活き！史跡等 旧池田氏庭園 大仙市 環境整備（庭園修復工事実施設計、分

総合活用整備事業 家庭園地形測量、毎木調査）

(国補助・市) ［平成16～令和15年度］

カモシカ保護地域 小坂町・鹿角市・北秋田市（旧森吉 北奥羽山系保護地域通常調査

特別・通常調査 町・阿仁町）・上小阿仁村・秋田市 ［令和２～７年度］

(国補助・県) （旧秋田市・河辺町）・仙北市（旧

田沢湖町）

湯沢市（旧湯沢市・皆瀬村・雄勝町）南奥羽山系保護地域特別調査

・東成瀬村 ［令和２～３年度］

特別天然記念物 カモシカ 秋田市 防護網設置、忌避臭袋設置

カモシカ食害防除事業

(国補助・市) ［平成２年度～］

天然記念物 鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物 にかほ市 落葉等の堆積要因調査と保存対策調査

緊急調査事業 群落及び新山溶岩流末端 （水文・水質調査、植生調査、コケ生

(国補助・市) 崖と湧水群 態調査、地質調査）［令和２～４年度]

天然記念物再生事業 ザリガニ生息地 大館市 飼育展示、人工増殖、モニタリング、

(国補助・市) 人工生息地創出 ［平成29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 文 化 財 市町村 内 容

伝統的建造物群基盤強 横手市増田重要伝統的建造物群 横手市 旧勇駒酒造店舗修理

化事業 保存地区 旧山田屋旅館付属屋修理

(嵩上補助) 日の丸醸造主屋･中央蔵･文庫

蔵･麹蔵修理 ［令和３年度］

(国補助・市) 仙北市角館重要伝統的建造物群 仙北市 伝建群保存地区管理事務所修理

保存地区 柴垣修景

西宮家主屋修理

［令和３年度］

⑧ 銃砲刀剣類登録事務

事 業 名 内 容

銃砲刀剣類登録事務 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）

(県単) 期 日 令和３年5月10日(月)、7月9日(金)、9月10日(金)、11月10日(水)、

令和４年1月7日(金)、3月10日(木)

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

遺跡詳細分布調査 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

(国補助・県) 道路事業、鳥海ダム建設事業ほか

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・国道13号横堀道 遺跡確認調査

路事業・成瀬ダム建設事業・鳥海ダム建設事

業・払田柵跡関連遺跡調査ほか

史跡内容確認調査 史跡払田柵跡 大仙市 250㎡ 第155次調査

(国補助・県) （外柵域南西部の遺構内容確認調査）

緊急発掘調査 竜毛沢Ⅳ遺跡 能代市 5,000㎡ 縄文狩猟場・ 一般国道７号能代 国土交通省

(委託) 竜毛沢Ⅴ遺跡 能代市 4,600㎡ 古代生産遺跡 地区線形改良事業

【24,320㎡】 ヲフキ遺跡 にかほ市 900㎡ 縄文集落 国道７号遊佐 国土交通省

大南遺跡 にかほ市 2,500㎡ 中世集落 象潟道路事業

横堀中屋敷遺跡 湯沢市 3,650㎡ 縄文集落 国道13号横堀 国土交通省

赤塚遺跡 湯沢市 3,799㎡ 縄文集落 道路事業

北ノ又沢Ⅲ遺跡 東成瀬村 800㎡ 縄文散布地 成瀬ダム建設事業 国土交通省

茱萸ノ木遺跡 能代市 3,117㎡ 縄文集落 通常砂防工事 県建設部

烏野上岱遺跡 能代市 整理 一般国道７号能代地区線 国土交通省

形改良事業

神田遺跡 にかほ市 整理 国道７号遊佐象潟道路事 国土交通省

業

峰吉川中村遺跡 大仙市 整理・ 雄物川激甚災害対策特別 国土交通省

報告書 緊急事業

才ノ神遺跡 由利本荘市 整理 河川改修工事（芋川） 県建設部

代官小路遺跡 由利本荘市 整理・ 地方街路交付金事業都市 県建設部

報告書 計画道路停車場栄町線

(裏尾崎町工区)

久保田城跡 秋田市 整理 あきた芸術劇場整備事業 県観光文化スポ

(本体・駐車場工事) ーツ部

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 ６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、緊急調査1,000㎡(１か

所）、史跡内容確認 87㎡

秋田市内遺跡発掘調査 秋田市 緊急分布 10か所、緊急発掘3,720㎡(１か

所）、史跡内容確認 400㎡、

由利本荘市内遺跡発掘調査 由利本荘市 緊急分布 ７件、遺跡地図作成 １か所

縄張図作成 １か所

大仙市内遺跡発掘調査 大仙市 緊急分布 ５か所

横手市内遺跡発掘調査 横手市 緊急分布 ２か所、緊急発掘 4,450㎡(３

か所)、緊急発掘整理 ２か所、保存目

的 300㎡、

美郷町内遺跡発掘調査 美郷町 緊急分布 ３か所、緊急発掘 2,892㎡（２

か所）、遺跡地図作成１か所

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) 檜山城跡出土遺物 能代市 鉄製品
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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３年６月 書面開催

ター運営協議会 内容 令和２年度事業報告や令和３年度事業計画。

委員からの提言・要望等。

第２回 期日 令和４年２月 書面開催

内容 平成３年度事業報告や第１回協議会での提言と対応。

令和４年度事業計画、委員からの提言・要望等。

秋田県埋蔵文化財発掘 令和３年度に実施した遺跡発掘調査の成果報告。

調査報告会(県単) 期日 令和４年３月５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 企画展（１回実施） 「あきた遺跡発掘物語」

事業 会場 埋蔵文化財センター特別展示室

(国補助・県) 見学者 1,594人

出張展示（６回実施）

会場 ①能代市文化会館 ②県立図書館

③農山村地域活性化センター（さとぴあ） ④県立農業科学館

⑤秋田公立美術大学アトリエももさだ ⑥県立図書館

見学者 ①301人 ②3,520人 ③404人 ④1,676人 ⑤120人 ⑥1,718人

講演会 「縄文時代の社会と儀礼」 中止

会場 さきがけホール（秋田市）

あきた埋文考古学セミナー（６回実施）

会場 ①北秋田市ふれあいプラザ

②県生涯学習センター

③秋田公立美術大学アトリエももさだ

④農山村地域活性化センター（さとぴあ）

⑤秋田市御所野児童センター

⑥農山村地域活性化センター（さとぴあ）

⑦農山村地域活性化センター（さとぴあ）

参加者 ①38人 ②19人 ③中止 ④15人 ⑤20人 ⑥16人 ⑦13人

あきた埋文金曜講座（８回実施）

会場 払田柵跡・埋蔵文化財センター

参加者 ①14人 ②17人 ③19人 ④17人 ⑤14人 ⑥20人 ⑦20人

⑧18人 ⑨中止

オープンラボ（11回実施）

会場 農山村地域活性化センター（さとぴあ ５回）

放課後等デイサービスみらいずカレッジ 大仙市さくまろ館

能代市立二ツ井図書館 県立農業科学館 仙北市田沢湖公民館

放課後児童クラブるーてる

参加者合計延べ 205人

払田柵跡の歩き方（１回実施）

会場 払田柵跡 埋蔵文化財センター

参加者 20人

学校への出張展示・出前授業（出張展示２回・出前授業８回）

会場 小学校・高等学校

出張展示見学者 合計 950人 出前授業参加者 合計 350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３年度刊行物一覧

■秋田県文化財調査報告書

第523集 代官小路遺跡

第524集 峰吉川中村遺跡（第２次）

第525集 遺跡詳細分布調査報告書

第526集 払田柵跡調査事務所年報2021 払田柵跡―第155次調査・関連遺跡の調査概要―

南奥羽山系カモシカ保護地域特別調査報告書 令和２、３年度

■ 秋田県埋蔵文化財センター研究紀要第36号

文化財保護 Ⅱ 令和３年度事業実績
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