
　県内の国・県指定等文化財一覧（有形文化財　建造物）

重要文化財(建造物) 27件

番
号

指定年月日
(解除年月日)

名　　　　　　　　称 員数 所　　　在　　　地
管理団体

[管理責任者]
(所有者)

備　　　　　考

1 明41.4.23 古四王神社本殿 1棟 大仙市大曲字古四王際30
［個人］　　　　　　　　　　　

（古四王神社）

明41.4.23 特別保護建造物
昭25.8.29 重要文化財
昭31.6.28 名称変更

2 昭27.11.22 神明社観音堂 1棟 潟上市飯田川飯塚字中山16
[個人]

(神明社)
昭31.6.28 追加指定

3 昭29.3.20 三輪神社[本殿・境内社須賀神社本殿] 2棟 雄勝郡羽後町杉宮字宮林1 (三輪神社)

4 昭40.5.29 旧奈良家住宅 (秋田県秋田市金足小泉) 1棟
秋田市金足小泉字上前8
秋田県立博物館分館

(秋田県)
昭41.12.5 名称変更　
昭45.6.17名称変更 

5 昭42.6.15 赤神神社五社堂(中央堂)内厨子 1基 男鹿市船川港本山門前字祓川35
男鹿市

（赤神神社）　　　　
昭46.9.20 管理団体指定

6 昭48.2.23
嵯峨家住宅（秋田県秋田市太平目長崎）              
[主屋・北米蔵]

2棟 秋田市太平目長崎字上目長崎217-1 （個人）
平6.7.12 追加指定・名称
変更 

7 昭48.2.23 大山家住宅（秋田県山本郡八竜町） 1棟 山本郡三種町鵜川字飯塚62 (個人)

8 昭48.2.23 土田家住宅（秋田県由利郡矢島町） 1棟 由利本荘市矢島町元町字相庭館9 (個人)

9 昭48.2.23
鈴木家住宅（秋田県雄勝郡羽後町飯沢）               
[主屋・土蔵]

2棟 雄勝郡羽後町飯沢字先達沢52 (個人) 平6.7.12 追加指定 

10 昭50.6.23
草彅家住宅（秋田県仙北郡田沢湖町）                 
[主屋・土間]

2棟 仙北市田沢湖生保内字下堂田18 (個人)

11 昭55.1.16 波宇志別神社神楽殿 1棟 横手市大森町八沢木字宮脇106 (波宇志別神社) 昭54.4.26 県指定

12 平1.5.19
旧黒澤家住宅（旧所在　秋田県秋田市中通三
丁目）[主屋・表門・土蔵・米蔵・木小屋]

5棟
秋田市楢山字石塚谷地297-99
一つ森公園

(秋田市)

13 平2.3.19 天徳寺　[本堂・書院・山門・総門] 4棟 秋田市泉三嶽根10-1 (天徳寺) 昭30.1.24 県指定史跡

14 平2.3.19 佐竹家霊屋 1棟 秋田市泉三嶽根10-1
天徳寺
（個人）

昭30.1.24 県指定史跡       
平5.1.13管理団体指定

15 平2.3.19 八幡神社[正八幡宮本殿・若宮八幡宮本殿] 2棟 大館市字八幡1 (八幡神社) 昭43.3.19 県指定

16 平2.3.19
赤神神社五社堂[三の宮堂・客人権現堂・赤神
権現堂・八王子堂・十禅師堂]　

5棟 男鹿市船川港本山門前字祓川35 （赤神神社） 昭63.8.19 県指定

17 平2.3.19 旧阿仁鉱山外国人官舎 1棟 北秋田市阿仁銀山字下新町41-23 (北秋田市) 昭31.5.21 県指定

18 平5.8.17 藤倉水源地水道施設 3基 秋田市山内字上台、字大畑 (秋田市) 平2.3.20 県指定史跡

19 平6.12.27 旧秋田銀行本店本館 1棟
秋田市大町三丁目3-21
秋田市立赤れんが郷土館

(秋田市) 昭63.3.15 県指定

20 平14.5.23 康楽館 1棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2 (小坂町) 昭61.3.25 県指定

21 平14.5.23 旧小坂鉱山事務所 1棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館48-2 (小坂町)

22 平18.12.19
三浦家住宅（秋田県秋田市金足黒川）[主屋・米
蔵・文庫蔵・味噌蔵・土蔵・馬小屋・表門・鎮守
社]

8棟 秋田市金足黒川字黒川178 （久光エージェンシー（株））

23 平20.12.2 金家住宅[洋館・和館・文庫蔵・米蔵] 4棟 北秋田市本城字館ノ下192
(個人)

（北秋田市）
H11.6.7　国登録

24 平20.12.2 小玉家住宅[主屋・文庫蔵・米蔵・車庫] 4棟 潟上市飯田川飯塚字飯塚68 （個人）

25 平29.2.23 佐藤家住宅[主屋・文庫蔵] 2棟 横手市増田町増田字中町63 （個人） H17.2.9　国登録

26 平29.2.23 旧松浦家住宅[主屋・座敷蔵・米蔵] 3棟 横手市増田町増田字七日町139 （個人） Ｒ１.8.5　所有者変更

27 平29.11.28 旧池田家住宅洋館 １棟 大仙市高梨字大嶋1-1 （大仙市） H16.2.27　名勝指定

秋田県指定有形文化財(建造物) 25件

番号
指定年月日
(解除年月日)

名　　　　　　　　称 員数 所　　　在　　　地
管理責任者

(所有者)
備　　　　　考

1
昭28.3.10
(昭43.5.28)

鞠水館（佐竹侯本陣） 1棟 大曲市大町7-2 大曲市

2 昭28.10.5 彌高神社 2棟 秋田市千秋公園1-16 (彌高神社)

3 昭28.10.5 八幡神社本殿 1棟 由利本荘市矢島町荒沢字根城館1 (八幡神社)

令和２年５月１日現在
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4 昭29.3.7 大国主神社［本殿・表門］ 2棟 仙北市西木町西明寺字堂村92 (大国主神社)

5
昭31.5.21
(平2.3.19)

集会所（夷人館） 1棟 北秋田郡阿仁町銀山字下新町41-1 (阿仁町) 平2.3.19 国指定により解除

6 昭31.5.21 石造五重塔 1基 大仙市大曲丸ノ内町73
個人

(八幡神社)

7 昭38.2.5 増川八幡神社宮殿 1基 男鹿市船川港増川字宮の下20 (増川八幡神社)

8
昭39.4.16
(昭48.7.12)

武家門 1棟 仙北郡角館町表町下丁4 （(有）青柳家)
昭48.7.12 県指定史跡によ
り解除

9 昭41.3.22 北鹿ハリストス正教会聖堂 1棟 大館市曲田字曲田80-1
個人

(日本ハリストス正教会教団)

10
昭43.3.19
(平2.3.19) 

八幡神社内神殿 1対 大館市字八幡1 (大館八幡神社) 平2.3.19 国指定により解除

11 昭43.3.19 永泉寺山門 1棟 由利本荘市給人町44 (永泉寺)

12 昭48.12.11 唐松神社奥殿 1棟 大仙市協和境字下台91 (唐松神社)

13 昭50.4.10 旧雄勝郡会議事堂 1棟 湯沢市北荒町2-20 (湯沢市) 昭60.3.9 名称変更

14
昭54.4.26
(昭55.1.26)

保呂羽山波宇志別神社神楽殿 1棟 平鹿郡大森町八沢木字宮脇106 (保呂羽山波宇志別神社)
昭55.1.26 国指定により解
除

15 昭55.12.11 薬師堂宮殿残闕 1基
由利本荘市矢島町七日町字羽坂64-1
由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設
(旧所在地　矢島町元町字片平）

由利本荘市教育委員会
（九日町）

平17.3.22 管理責任者変
更

16 昭59.3.10 旧日新館 1棟 横手市城南町7-1 (個人)

17 昭61.3.25 日吉八幡神社 4棟12基 秋田市八橋本町１丁目4-1　 (日吉八幡神社)

18 昭61.3.25 黒沢家住宅 2棟 雄勝郡郡羽後町西馬音内字本町124 (個人)

19
昭61.3.25
(平14.5.23)

康楽館 1棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2 (小坂町)
平14.5.23 国指定により解
除

20 昭62.3.17 浄明寺山門 1棟 能代市檜山字檜山町41 (浄明寺)

21 昭62.3.17 宝篋印塔 1基 男鹿市船川港椿字東45 (個人)

22
昭63.3.15
(平6.12.27)

旧秋田銀行本店 1棟
秋田市大町3丁目3-21
秋田市立赤れんが郷土館

秋田市教育委員会
（秋田市）

平6.12.27 国指定により解
除

23
昭63.8.19
(平2.3.19)

赤神神社五社堂 5棟 男鹿市船川港本山門前字祓川35 (赤神神社) 平2.3.19 国指定により解除

24 平2.3.20 多宝院 3棟 能代市檜山字小間木52 （多宝院）

25 平4.4.10 雲巌寺山門 1棟 仙北市角館町白岩前郷33 (雲厳寺)

26
平8.3.12
(平17.3.22)      

八幡秋田神社本殿 1棟 秋田市千秋公園1-8 (八幡秋田神社) 平17.1.9 焼失

27 平14.3.19 旧松本家住宅主屋 1棟 仙北市角館町小人町4
仙北市教育委員会

（個人）

28 平15.3.25 菅生橋 1基 湯沢市皆瀬字下菅生 （湯沢市）

29 平21.3.13 上郷の温水路群 6所
にかほ市象潟町横岡字目貫谷地、字中島
岱、字土橋、字昭和台

（にかほ市）
（大森部落牧野農業協同組合）

（水岡自治会）

30 平23.3.22 鳥潟会館（旧鳥潟家住宅） 8棟 大館市花岡町字根井下156
大館市教育委員会

（大館市）

31 平24.3.23 旧工藤家住宅主屋 １棟 小坂町小坂字中小坂62-1
小坂町教育委員会

（小坂町）

32 平26.3.25 真山神社五社殿及び宮殿 1棟1基 男鹿市北浦真山字水喰沢95 (真山神社)

33 平29.3.24 旧松倉家住宅 ３棟 秋田県秋田市旭南二丁目７番２９号 (秋田市)

34 平31.3.15 旧長岐家住宅 １棟 北秋田市七日市字囲ノ内4 (北秋田市)
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