
　県内の国・県指定等文化財一覧（有形文化財　考古資料）

重要文化財(考古資料) 3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53.6.15
人面付環状注口土器
（秋田県南秋田郡昭和町大久保字狐森出土）

1口
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　  　　　　
秋田県立博物館

(秋田県)

2 昭63.6.6
磨製石斧
（秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上掵出土）

4箇
秋田市金足鳰崎字後山52　  　　　　　　　　　
秋田県立博物館

(秋田県) 昭61.7.4 県指定

3 平21.7.10 秋田県胡桃館遺跡出土品 436点
北秋田市綴子字胡桃館1　　　　　　　　　　　　
胡桃館埋没建物収蔵庫

北秋田市教育委員会
（北秋田市）

昭55.12.11 県指定
平20.8.19 追加指定

秋田県指定有形文化財(考古資料) 57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27.11.1 須恵式陶壺 1個
秋田市中通2丁目3-8　　　　　　　　　　　　　　
秋田市立千秋美術館

(秋田市)

2 昭27.11.1 古鏡蓋付陶製経壺 1個 横手市金沢中野字安本館102-4
後三年合戦金沢資料館
（宗教法人金沢八幡宮）

3 昭27.11.1 骨壺 1個 横手市金沢中野字安本館102-4
後三年合戦金沢資料館
（宗教法人金沢八幡宮）

4 昭27.11.1 銅製経筒　　 1個 横手市金沢中野字安本館102-4
後三年合戦金沢資料館
（宗教法人金沢八幡宮）

5 昭28.3.10 経甕 1 横手市大森町八沢木 (個人)

6 昭29.3.7 魚形文刻石 2点
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

由利本荘市教育委員会
（由利本荘市）

平17.3.22 管理責任者変
更

7 昭30.1.24 魚形文刻石　　　　 1
北秋田市阿仁根子字館下段44　　　　　　　
旧根子小学校

(北秋田市)

8 昭31.5.21 子持勾玉　　 1
由利本荘市西目町沼田字新道下2-533　
由利本荘市教育委員会

由利本荘市教育委員会
（由利本荘市）

平17.3.22 管理責任者変
更

9 昭31.5.21 陶製水瓶　　 1個
能代市二ツ井町字上台1-1
能代市教育委員会

(能代市)

10 昭31.5.21 魚形文刻石 2
湯沢市上院内字小沢115
由利本荘市矢島町七日市字羽坂64-1　　　
由利本荘市矢島郷土文化保存伝習施設

（湯沢市）
（由利本荘市）

平17.3.22 管理責任者変
更

11 昭32.2.14 板碑　　　　　　　　 3基 雄勝郡羽後町西馬音内堀回字滝ノ沢山2 (御嶽神社)

12 昭33.2.13 板碑 1基 雄勝郡羽後町西馬音内字宮廻62
羽後町教育委員会

（御嶽神社）

13 昭34.1.7 藤木出土品 一括 大仙市藤木扇合 (個人)

14 昭35.3.1 玉類　　　　 22個
横手市雄物川町沼舘字髙畑366
雄物川郷土資料館

横手市教育委員会
(横手市)

15 昭35.3.1 土偶　　　　　　　　 1個 大仙市大曲中通町 (個人)

16 昭37.2.5 板碑 1基 横手市増田町増田字土肥館141
横手市教育委員会

（横手市）

17 昭38.2.5 灰釉牡丹文瓶子 1個 大仙市花館字柳町 (個人)

18 昭41.3.22 古鏡　　　　　　　　　 2面 雄勝郡羽後町田沢字山花 (個人) 平29.2.23 所有者変更

19 昭43.12.28 蛤歯形磨製石斧 1
鹿角郡小坂町小坂字中前田48-1　　　　　　
小坂町立総合博物館郷土館

小坂町教育委員会
（小坂町）

20 昭44.8.9 金剛童子線刻像 1基 雄勝郡羽後町西馬音内堀回字道目木山5 (西蔵寺)

21 昭44.8.9 土師骨蔵器 1組
雄勝郡羽後町西馬音内字上川原　　　　　
羽後町歴史民俗資料館

(個人)

22 昭46.12.18 麻生遺跡出土品 一括 能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口 (個人)

23 昭46.12.18 経甕（片口ふたつき） 1個 能代市二ツ井小繋字泉51 (能代市) H30.6.28所在変更

24 昭55.12.11 胡桃館遺跡出土品 5点
北秋田市綴子字胡桃館1
胡桃館埋没建物収蔵庫

北秋田市教育委員会
（北秋田市）

平20.8.19追加指定及び名
称変更　平21.7.10国指定
により点数変更

25 昭57.1.12 勾玉及び玉類（枯草坂古墳出土） 52点
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

秋田県立博物館長　
(秋田県)

26 昭57.1.12 鉢形土器（沢田遺跡出土） 1点
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

秋田県立博物館長　
(秋田県)

27 昭58.2.12 穀丁遺跡出土品（青磁碗他） 一括
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

秋田県立博物館長　
(秋田県)
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28 昭60.3.15 米ケ森遺跡出土品 一括
大仙市協和境字野田4
大仙市協和支所

大仙市教育委員会
（大仙市）

29 昭60.3.15 古鏡（武藤一郎コレクション） 33面 秋田市豊岩豊巻字杉の下 (個人)

30 昭61.3.25 小谷地遺跡出土品 一括
男鹿市船川港船川字泉台66-1
男鹿市役所

男鹿市教育委員会
（男鹿市）

31
昭61.7.4
(昭63.6.6)

大型磨製石斧 4点
秋田市金足鳰崎字後山52
秋田県立博物館

(秋田県) 昭63.6.6 国指定により解除

32 昭63.3.15 秋田城跡SE406井戸跡出土品 一括
秋田市寺内焼山9-6　　     　
秋田市立秋田城跡歴史資料館

（秋田市）
平15.10.1 住所表示変更
平28.4.16 管理責任者解任
平28.4.16.所在変更

33 平4.4.10 中山遺跡出土漆工及び漆工関係出土品 一括
南秋田郡五城目町上樋口字山田沢41-1        　
文化の館

五城目町教育委員会
（五城目町）

34 平5.4.9 鋒形石器（上ノ山Ⅰ遺跡出土） 2点
大館市釈迦内字獅子ヶ森1          　　　　
大館郷土博物館

（大館市）

35 平10.3.20 柏子所貝塚出土骨角製品及び貝製品 一括
能代市二ツ井町字上台1-1
能代市教育委員会

能代市教育委員会
（能代市）

36 平13.3.16 白坂遺跡出土品 318点

北秋田市脇神 字小ヶ田中田100−1
伊勢堂岱縄文館
北秋田市阿仁前田字大道上190
阿仁前田収蔵庫

北秋田市教育委員会
（北秋田市）

37 平14.3.19 田久保下遺跡土坑墓出土品 68点
大仙市払田字牛嶋20
秋田県埋蔵文化財センター

(秋田県)

38 平15.3.25 寒川Ⅱ遺跡土坑墓出土品 107点
大仙市払田字牛嶋20
秋田県埋蔵文化財センター

(秋田県)

39 平16.3.19 地蔵田遺跡出土品 223点

秋田市雄和妙法字上大部48-1
埋蔵文化財収蔵施設
秋田市金足鳰崎字後山52
秋田県立博物館

(秋田市)
平28.4.1　所有者変更
平28.10.20 所在変更

40 平16.3.19 魚形文刻石 1点
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

由利本荘市教育委員会
(由利本荘市)

平16.3.19 史跡解除
平成17.3.22管理責任者変
更　

41 平17.3.22 戸平川遺跡出土品 5,144点

秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館
大仙市払田字牛嶋20
秋田県埋蔵文化財センター

（秋田県）

42 平18.3.20 洲崎遺跡出土人魚木簡 1点
秋田市金足鳰崎字後山52
秋田県立博物館

（秋田県）

43 平22.3.12 大湯環状列石出土品 325点

鹿角市十和田大湯字万座45番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大湯ストーンサークル館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秋田市金足鳰崎字後山52番地　　　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

（鹿角市）

44 平22.3.12 秋田城跡出土和同開珎銀銭 1枚
秋田寺内焼山9ー6　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秋田市立秋田城跡歴史資料館

（秋田市）

45 平23.3.22 黒倉Ⅰ遺跡出土土偶 1点
仙北市田沢湖生保内字男坂
ＪＲ田沢湖駅

（仙北市）

46 平23.3.22 中杉沢Ａ遺跡出土土偶 1点
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

（秋田県）

47 平23.3.22 坂ノ上Ｆ遺跡出土土偶 1点
秋田市雄和妙法字上大部48-1
埋蔵文化財収蔵施設

（秋田市） 平28.10.20 所在変更

48 平23.3.22 東福寺村上出土土偶 1点 湯沢市佐竹町1-1 （湯沢市）
平28.7.1 所有者変更
平28.7.1 所在変更

49 平23.3.22 伊勢堂岱遺跡出土土偶 1点
北秋田市材木町2-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北秋田市文化会館

（北秋田市）

50 平23.3.22 塚ノ下遺跡出土土偶 1点
大館市釈迦内字獅子ヶ森1　　　　　　　　　　　　　　　　
大館郷土博物館

（大館市）

51 平23.3.22 虫内Ⅰ遺跡出土土偶 2点
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

（秋田県）

52
平23.3.22
(令1.9.3)

髙森岱遺跡出土土偶 1点 北秋田市綴子字胡桃館 （個人） 平31.3.17 県外移動

53 平23.3.22 星宮遺跡出土土偶 1点
大仙市髙梨字田茂木10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大仙市教育委員会

（大仙市）

54 平23.3.22 鐙田遺跡出土土偶 2点
秋田市金足鳰崎字後山52
秋田県立博物館

（湯沢市）

55 平24.3.23 戸平川遺跡出土土面 3点
秋田市金足鳰崎字後山52
秋田県立博物館

（秋田県）

56 平24.3.23 地方遺跡出土土面 １点
秋田市雄和妙法字上大部48-1
埋蔵文化財収蔵施設

（秋田市） 平28.10.20 所在変更

57 平25.3.22 伊勢堂岱遺跡出土品 279点

北秋田市材木町2-3
北秋田市文化会館
北秋田市上杉字金沢448
旧合川東小学校
秋田市金足鳰崎字後山52　　　　　　　　　　　
秋田県立博物館

（北秋田市）

58 平28.3.25 湯ノ沢Ｆ遺跡出土品 117点
秋田市雄和妙法字上大部48-1
埋蔵文化財収蔵施設

（秋田市） 平28.10.20 所在変更

59 平31.3.15 根子ノ沢遺跡出土土器 １点 由利本荘市新沢字猫屋布45 （由利本荘市）
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