
地図 http://goo.gl/maps/adXB1

名称 荘厳なたたずまいの五社堂

写真添付

場所 男鹿市船川港本山門前地内

紹介文
ブナやナラに囲まれて建つ五社堂には、５体のなまはげが祀られ、中央堂内厨子は国の重
要文化財に指定されています。鬼が築いたといわれる天然石の階段も見ものです。
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ふりがな そうごんなたたずまいのごしゃどう



地図 http://goo.gl/maps/HcyVQ

名称 日本国花苑（公園のオブジェ）

写真添付

場所 南秋田郡井川町浜井川字二階地内

紹介文
日本国花苑は、昭和 47年４月に昭和天皇・皇后両陛下のご訪欧、秋田県立県百年、井川
小学校統合校舎の建設を記念し、日本各地から集められた桜、200種2,000本が２年 がか
りで植樹された公園で、全国に数ヵ所しかない学術的にも貴重な公園です。天皇・皇后両
陛下がご訪欧の際、ヨーロッパ７カ国に送られた桜と同じ品種の桜 も植栽されました。
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ふりがな にほんこっかえん（こうえんのおぶじぇ）



地図 http://goo.gl/maps/VJZZr

名称 三浦館

写真添付

場所 秋田市金足黒川字黒川１７８地内

紹介文
中世の豪族である三浦氏を祖として、永禄年間には浦城城主（八郎潟町）となり、後に金足
黒川に居住し、藩政時代には肝煎を代々勤めた郷土の館です。江戸末期に建てられた東
北有数の大規模な主屋や表門は見応えがあり、特に秋の表門は絶景で見逃すことはでき
ません。
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ふりがな みうらやかた



地図 http://yahoo.jp/Fg5zyB

名称 亀田城　東門

写真添付

場所 由利本荘市岩城亀田地内

紹介文
亀田城は元和９年（１６２３年）に初代岩城亀田藩主岩城吉隆によって築かれました。岩城
吉隆は佐竹義宣の弟ですが、岩城氏の家督を継ぎ後に久保田藩２代藩主になった人物で
す。元々岩城氏は福島県の岩城地方を治める大名で戦国時代は佐竹氏の軍門に下りなが
ら１７万石を領していまが、関が原の戦いで佐竹氏と共に中立を保った為、一旦は取り潰し
になりました。大阪の陣では徳川家側に参戦し、武功が高かった為信州川中島（１万石）か
らさらに１万石加増され亀田に入部しました。しかし、２万石を有しながら城持ち大名ではな
く無城格として城郭を築くことは出来ませんでした。陣屋は大きく２つの郭で構成されてお
り、上段の郭が藩主の邸宅で、下段が政庁や倉庫、家人の部屋が配置されていました。前
面には堀があり、衣川が外堀の役目をしていたようです。大手口から見ると２つの郭と建物
が重なって見える様に構成し、大きな建物が建っているようにしたとされています。嘉永５年
（１８５２）に城主格に昇格し、城持ち大名になったものの城（陣屋）戊辰戦争で消失し建物
の遺構は残っていません。現在は小学校と神社の境内、亀田城美術館が建てられ、土塁と
思われる遺構が若干見て取れる程度です。
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ふりがな かめだじょう　ひがしもん



現在の建物は昭和５年に建てられました。木造平屋建てで内部は和風で、観は一部洋風
の建物です。屋根は瓦葺きで和風でありながら、外壁は下見板張り、窓も格子を基調として
洋館を意識しています。玄関ポーチは特に凝っていて浅緑に塗り柱廻りは意匠に力が入
り、建物の印象を決めています。このようなスタイルは隣接する長坂集落に見られ浅緑に
塗られた下見板張りの建物が今でも数軒見ることが出来、周辺に何らかの影響があったと
思われます。

地図

紹介文

種別 ①建築物・工作物

http://yahoo.jp/-3ygz9
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場所 由利本荘市大倉沢字沖田３地内

写真添付

大倉沢報徳館

おおくらさわほうとくかん

名称

ふりがな
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ふりがな かだーれ

地図 http://goo.gl/maps/v1Kkp

名称 カダーレ

写真添付

場所 由利本荘市東町１５地内

紹介文
羽後本荘駅前から延びる四車線道路沿いにあり、由利本荘市の玄関口としての顔となって
いる。
一見、異様な建築物のようにも見受けられるが、周辺は土地区画整理事業により整然とし
た街区が形成され、道路沿いに立ち並ぶ建築物も近代化されていることから、周辺とも調
和し、都市景観として形成している。



地図 http://yahoo.jp/XEZYXr

名称 旧早川医院

写真添付

場所 由利本荘市桜小路地内

紹介文
早川医院は本荘駅近くにある近代洋風建築（洋館）です。年代は分かりませんでしたが、付
近にある同種の建物が明治から大正時代に掛けて建てられていますので、早川医院も同
じ頃だと思います。木造モルタルの２階建、屋根は寄せ棟で外壁は薄いクリーム色でやさし
いイメージを与えてくれます。全面の４箇所の窓は縦長の上げ下げ窓を採用し洋風を強調
させてくれます。この建物の最大の特徴である玄関ポーチの屋根は曲線で構成され、明か
りとりの窓もファンライト状です。又、玄関から直接外部が見られないようになっているのも
病院という特殊な用途からくる心使いだと思います
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ふりがな きゅうはやかわいいん
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ふりがな ありさかようそうてん

地図 http://yahoo.jp/MpgZDu

名称 ありさか洋装店

写真添付

場所 由利本荘市中町地内

紹介文
ありさか洋装店は明治２７年に建てられた近代洋風建築（洋館）です。窓回りのデザインが
特徴的でまぐさ部分に植物か家紋なのかのリレーフが目立ちます。縦長窓を連続させるこ
とにより、一層洋風な感じを強調させています。周囲の建物との違和感もまったく無く、良い
意味で町並みに溶け込んでいて、好感の持てる建物です。本荘市街地には多くの近代建
築が残されています。ただそのほとんどが文化財指定されておらず、結果的に消滅する運
命を辿ります。特に昭和時代の建物の評価は低くどんどん少なくなってきています。町並は
小さい建物の連続で構成されています。文化財だけで出来上がる町は明治村などの生産
活動のしない町しかありません。これらの評価されない建物を生かすことによって、歴史の
積み重ねを表現し深みのある町並みが出来ていくと思います。



地図 http://yahoo.jp/9AnQ_h

名称 旧加藤医院

写真添付

場所 由利本荘市中町地内

紹介文
加藤医院は大正１０年に建てられた２階建ての建物です。ある意味、本荘市街地の中で一
番近代洋風建築（洋館）に見えます。玄関ポーチとその２階屋根部分に大きな特徴があり、
玄関ポーチにはファンライトという半円形の欄間を施し２階屋根にはセグメンタルペディメン
トと呼ばれる半円形に膨らませた櫛形破風が印象的です。意識していたかわかりません
が、縦長の窓はありさか洋装店、軒下のデザインは黒田医院に似ているような気がします。
まだまだ現役の建物ですが当然保存という問題が起きてくる可能性がある建物の１つだと
思います。
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ふりがな きゅうかとういいん
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ふりがな しんざんをはいけいにこよしがわにかかるゆりきょう

地図 http://goo.gl/maps/6bYVH

名称 新山を背景に子吉川に架かる由利橋

写真添付

場所 由利本荘市鍛治町～由利本荘市石脇地内

紹介文
旧本荘市民にとって憩いの場や親しみのある新山と子吉川、その子吉川に架かる市内でも
シンボリックな工作物である由利橋が相まって、由利本荘市の特徴ある景観のひとつとして
形成しています。
完成間もないことから、市民にはこの景観に違和感を覚える向きがあるかもしれませんが、
今後、旧由利橋のように市民から愛され、地域に溶け込んだ景観を形成してもらいたい工
作物です。



地図 http://goo.gl/maps/frncG

名称 ヤマキチ味噌醤油醸造元

写真添付

場所 由利本荘市石脇地内

紹介文
大正６年（１９１７）年創業の歴史ある醸造元。受け継がれた伝統の製法で造り出された、昔
ながらの風味豊かな味が生き続けています。伝統の味を守りながら、この先も代々受け継
いでいってほしいものです。
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ふりがな やまきちみそしょうゆじょうぞうもと
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ふりがな さいやしゅぞう

地図 http://yahoo.jp/0UEGuM

名称 斎彌酒造

写真添付

場所 由利本荘市石脇地内

紹介文
斎彌酒造店は石脇を代表とする町屋建物で、住宅・店舗、旧米蔵、漬物蔵、壜蔵、事務所、
釜場、西蔵、中蔵、東蔵、文庫蔵、店門が平成１０年に国登録有形文化財に指定されまし
た。旧米蔵がギャラリーになっておりその１部を見ることが出来ます。内部は新山からの湧
水を引き込んでいたり、整然とした空間構成になっていたりで、かなり神聖な雰囲気をもっ
ています。逆に外観は洋風建築と和風建築が入り交じりかなりユニークなデザインになって
いて１度見たら忘れないような建物です。斎彌酒造店は年に何度か建物の内部が見学で
き、試飲も出来ます。明治３５年に創業だそうなので建物もそれ以降です。



地図 http://goo.gl/maps/7FAjE

名称 佐々木家住宅

写真添付

場所 由利本荘市前郷前郷２０７地内

紹介文
佐々木家住宅は前郷の街中でひときわ目立つ建物です。望楼風の３階建ての養老閣と呼
ばれる建物を中心として全体的に和風でありながら細部は洋風にすることで、和風建築の
独特の重厚感を持ちながら軽やかな印象を与えるすばらしいデザインです。前郷の町並み
もこの建物を中心としてデザイン構成すればとても良くなるのではないかと思います。佐々
木家住宅は主屋（大正３年）、養老閣（大正10年）、文庫蔵（明治33年）、小便所（大正３年
頃）が平成１４年に国登録有形文化財に指定されています。日枝神社と供に前郷にとって
貴重な文化財です。
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ふりがな ささきけじゅうたく
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ふりがな つちだけ

地図 http://goo.gl/maps/IzwnY

名称 土田家

写真添付

場所 由利本荘市矢島町元町相庭舘９地内

紹介文
土田家住宅は１７世紀後半に造られたと推定されて、秋田県内最古で東日本で見ても有数
の古い民家と言えます。土田家住宅は、いわゆる日本海側に多くある「中門造り」と言われ
る形式です。通例では中門造りの発祥は、厩部分が母屋から張り出す「厩中門」が最初だ
とされてきました。しかし、土田家住宅は座敷の前が張り出す「座敷中門」で、他の中門造り
と異なります。その年代の古さから中門造りの発展の過程を見ることが出来、学術上でも貴
重な建造物です。国指定重要文化財に指定されています。町の中心部からそんなに離れ
ていませんので近くに来たら一度訪ねても良いと思います。
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ふりがな おおいけとそれをとりかこむくろべい

地図 http://goo.gl/maps/bGZiF

名称 大井家とそれを取り囲む黒塀

写真添付

場所 由利本荘市矢島町舘町５９地内

紹介文
大井家住宅は大正５年に建てられた豪商の建物です。屋敷は角地にある為、道路から２方
向に黒板塀が見え、より存在感を感じます。長い通り土間がある以外は商家建築である町
屋とは趣きが異なり、お屋敷の形式に近いと思います。屋敷の配置も北側の道路に面する
冠木門は主玄関につながる富の象徴のようで、逆に道路から直接出入りできる入り口は通
用門と思われ機能性を重視した感じになっています。全体的には寄棟造りの為かやさしい
感じがして、矢島町を代表とする建物の１つだと思います。平成１６年に国登録有形文化財
に指定になりました。
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ふりがな てんじゅしゅぞうのこんじゃく

地図 http://yahoo.jp/eqj7CO

名称 天寿酒造の今昔（現店舗）

写真添付

場所 由利本荘市矢島町城内字八森下１１７地内

紹介文
天寿酒造の店舗として、新たに建てられた建築物です。落ち着いた色調と旧店舗との連続
性を意識した作りとなっており、城下町の雰囲気に合うものとなっています。古くからの街な
みを意識して建てられたものであり、所有者の歴史を大切にする心が感じられます。
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ふりがな てんじゅしゅぞうのこんじゃく

地図 http://yahoo.jp/eqj7CO

名称 天寿酒造の今昔（旧店舗）

写真添付

場所 由利本荘市矢島町城内字八森下１１７地内

紹介文
天寿酒造は旧矢島城下で矢島街道沿いにあります。改修された為か、向かって左側は多
少違和感がありますが、全体的に落ち着いた雰囲気があり、山間の城下町に似合う建物
になっています。玄関部分は切妻、妻入になっていて雪国秋田によく見かける町屋形式で
す。間口が広い為か「こみせ」などは無く、秋田市の新屋の町屋でも見られるように前面に
坪庭がある構成になっています
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ふりがな きゅうさとうまさただけじゅうたく

地図 http://yahoo.jp/EaA61F

名称 旧佐藤政忠家住宅

写真添付

場所 由利本荘市矢島町矢島町地内

紹介文
旧佐藤政忠家住宅は明治２年（１８６９）に建てられた武家住宅です。当初は矢島藩大参事
（元矢島藩江戸家老）の加川退蔵住宅でしたが明治５年に佐藤政忠家が譲り受け、八森城
近くにあったものを現地に移築されました。佐藤家は矢島藩飛び地の大沢郷の大名主（千
四百石）でしたが、後に矢島藩の家臣に召抱えられた家柄です。建物は平屋でデザイン的
にシンプルで、正面には玄関が２箇所あり、身分や祭事などで使い分けをして、向かって右
側が勝手口の方で、軒下空間を充実させています。これらは雪国ならではの空間で実用的
に使用していたと思われます。西側（道路側）には３つの出窓があり細かい格子が付いてい
て格式の高さがわかると同時にデザイン的にもアクセントになっています
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ふりがな やしままちれきしこうりゅうかん

地図 http://yahoo.jp/ZRz9u9

名称 矢島町歴史交流館

写真添付

場所 由利本荘市矢島町矢島町５５

紹介文
「家中」の一角に「八森苑」と呼ばれる武家屋敷風の建物があります。この「八森苑」は明治
１０年頃（大正末期に増築）建てられた木造和風住宅で、主屋が平屋で離れが総２階になっ
ています。元々生駒（矢島）藩の重臣だった佐藤氏が江戸時代の武家屋敷の様式に習い
建てたと言われています。その為、当時の武家屋敷の様子を伝えつつ、明治大正期の近
代和風的要素もあり、離れの２階などはかなりユニークな意匠も見られます。又、座敷から
見た庭も風情があり当時の生活を感じる事が出来ます。現在は「八森苑」として一般の人も
見学、利用する事が出来、平成１６年に国登録有形文化財に指定されています。
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ふりがな きさかたこうかいどう

地図 http://goo.gl/maps/2cEJO

名称 象潟公会堂

写真添付

場所 にかほ市象潟町三丁目塩越１６３地内

紹介文
象潟公会堂は昭和９年に建てられた木造２階建ての建物で現在も現役です。全体的に派
手さが見られず素朴な感じです。外壁は下見板張りで、正面は目地を工夫しています。玄
関とその２階部分が張り出し、屋根の切妻が正面性を出しています。当時上げ下げ窓だっ
たと思われる窓は新しいサッシが付いていますが、デザイン的に損なわれないようにしてい
て好感がもてました。内部に入ることは出来ませんでしたが、まだまだ昭和初期の近代洋
風建築の雰囲気を残しているようです
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ふりがな きゅうまつのいいん

地図 http://goo.gl/maps/jFaW1

名称 旧松野医院

写真添付

場所 にかほ市平沢字旭町９地内

紹介文
松野医院は大正８年に建てられた木造２階建ての建物で、現在でも現役で医院をやってい
ます。旧国道から仁賀保駅に曲がる角地に建っている為、非常に目立つ存在だと言えま
す。玄関は１・２階共に張り出していて、デザインも凝ったものになっていて正面性を感じさ
せます。特に２階の屋根は破風ともドーマとも言えない独特なもので松野医院の特徴です。
近代建築で文化財指定されていない建物はいつ壊されても仕方がなく、まだまだ文化的価
値が低い存在です。松野医院のように仁賀保平沢地区の代表的でランドマークのような建
物も例外ではなく、早めの文化財指定が望まれます。
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ふりがな ひらいずみじょうぞうもと

地図 http://goo.gl/maps/1NLDR

名称 飛良泉醸造元

写真添付

場所 にかほ市平沢中町５９地内

紹介文
飛良泉酒造は仁賀保駅から徒歩で数分の処にあり、平沢ではメインストリートに面していま
す。羽州浜街道にも面し、松野医院と共に地域のデザインに大きく影響します。黒く色づい
た板張りの蔵は飛良泉酒造のトレードマークのとなり、ここを通った人にいやでも目に付き
ます。かなり大きな建物ですが外壁が木製の為かあまり嫌味がなく町並みにも溶け込んで
います。創業年も秋田県最古を誇っています。出来れば表の店も、もう少し工夫がほしいと
ころです。
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ふりがな きゅうささきけじゅうたく

地図 http://goo.gl/maps/ItBXZ

名称 旧佐々木家住宅

写真添付

場所 にかほ市院内〆カケ８６地内

紹介文
旧佐々木家住宅は明治９年に建てられた厩中門造りの農家建築です。元々は旧仁賀保町
畑集落にあったものを平成１２年に現地に移築保存したものです。萱葺き屋根の上に鉄板
屋根を被せたのが残念ですが、かなり旧態を保っていて、母屋から張り出した部分が土間
の厩部分で、座敷から馬の様子が窺えるようになっています。当然土間上部の天井は張ら
れていなく吹き抜けになっています（一部天井を張り納屋として利用）。改修されたせいか内
部の部屋のほとんどが畳敷きになって、年を重ねる内住居性を高めていったと思われま
す。旧佐々木家住宅はにかほ市指定文化財です
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ふりがな きんぽうじんじゃ

地図 http://goo.gl/maps/xImNl

名称 金峰神社

写真添付

場所 にかほ市象潟町小滝地内

紹介文
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ふりがな かみごうのおんすいろぐん

地図 http://goo.gl/maps/3ROqJ

名称 上郷の温水路群

写真添付

場所 にかほ市象潟町横岡地内

紹介文
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ふりがな ゆりかいがんなみよけいしがき

地図 http://goo.gl/maps/hlQ2a

名称 由利海岸波除石垣

写真添付

場所 にかほ市芹田、飛地内

紹介文
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ふりがな ようさんじさんもん

地図 http://goo.gl/maps/97Alz

名称 陽山寺山門

写真添付

場所 にかほ市小国南野１地内

紹介文
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ふりがな かんまんじさんもん

地図 http://goo.gl/maps/5imif

名称 蚶満寺山門

写真添付

場所 にかほ市象潟町象潟島２地内

紹介文


