
　県内の国・県指定等文化財一覧（記念物　天然記念物）

特別天然記念物 2件

番号
指定年月日
(解除年月日)

名　　　　　　　　称 所　　　在　　　地
管理団体
(所有者)

備　　　　　考

1 昭27.3.29 玉川温泉の北投石 仙北市田沢湖玉川字渋黒沢国有林 (国（農林水産省）)
大11.10.12 天然記念物指
定
昭27.3.29 名称変更

2 昭30.2.15 カモシカ
本州、四国、九州の28都府県　    　　　　　
（地域を定めず）

昭9.5.1 天然記念物指定

天然記念物 25件

番号 指定年月日
(解除年月日)

所　　　在　　　地
管理団体
(所有者)

備　　　　　考

1 大11.10.12 ツバキ自生北限地帯
男鹿市船川港椿字家ノ後12、19
青森県東津軽郡平内町

男鹿市
（男鹿市、平内町）

大12.12.13 管理団体指定　　
平26.3.18追加指定・一部解除

2
大13.12.9
(昭37.5.16)

噴泉塔 鹿角郡小坂町小坂字相内 (国（農林水産省）)

3 大13.12.9 鮞状珪石および噴泉塔 湯沢市雄勝町役内字役内山国有林ほか (国（農林水産省）ほか)

4 大15.2.24 秋田駒ヶ岳高山植物帯
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2ノ2外7筆
国有林

仙北市
（国（農林水産省)ほか)

昭2.1.14 管理団体指定

5 大15.2.24 長走風穴高山植物群落 大館市長走字長走362
大館市
(大館市)

昭2.1.14 管理団体指定
昭6.10.23 追加指定

6 昭6.7.31 秋田犬 （地域を定めず） 秋田県 昭6.12.9 管理団体指定

7
昭6.10.21
(昭32.7.10)

神代藤 能代市柳町 (八幡神社) 昭31年の大火で焼ける

8 昭9.1.22 ザリガニ生息地 大館市字桜町南周辺、字池内道下周辺
大館市

（国（国土交通省）ほか）
昭9.5.25 管理団体指定

9 昭9.1.22 象潟 にかほ市象潟町字象潟島ほか
にかほ市

（にかほ市ほか）
昭9.5.25 管理団体指定

10 昭11.9.3 芝谷地湿原植物群落 大館市釈迦内字ヲゴハ49-2、50
大館市

（国（文部科学省））
昭11.10.26 管理団体指定

11 昭12.12.21 声良鶏 （地域を定めず） 秋田県 昭13.2.10 管理団体指定

12 昭13.8.8 筑紫森岩脈 秋田市河辺三内字柳台32、33
秋田市

（筑紫森神社）
昭13.9.7 管理団体指定

13 昭16.8.1 軍鶏 （地域を定めず）

14 昭17.7.21 比内鶏 （地域を定めず） 秋田県 昭18.1.28 管理団体指定

15 昭40.5.12 クマゲラ （地域を定めず）

16 昭40.5.12 イヌワシ （地域を定めず）

17 昭45.1.23 オジロワシ （地域を定めず）

18 昭45.1.23 オオワシ （地域を定めず）

19 昭46.5.19 コクガン （地域を定めず）

20 昭46.6.28 ヒシクイ （地域を定めず）

21 昭46.6.28 マガン （地域を定めず）

22 昭49.10.9 角館のシダレザクラ 162本
仙北市角館町東勝楽丁ほか
［旧角館町］

仙北市
（仙北市ほか）

昭28.3.10 県指定
昭50.4.8 管理団体指定
平21.2.12追加指定・一部解除

23 昭50.2.13 桃洞・佐渡のスギ原生林
北秋田市森吉町大字森吉字大印沢外4国
有林

(国（農林水産省）) 昭47.6.10 県指定

24 昭50.6.26 ヤマネ （地域を定めず）

25 平7.2.14 千屋断層
仙北郡美郷町千屋字内沢、
字中小森、字上小森、字上向野

(美郷町ほか) 昭59.3.10 県指定

26 平13.1.29
鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落
及び新山溶岩流末端崖と湧水群

にかほ市象潟町大字横岡字中島岱国有林
にかほ市

（国（農林水産省））
平8.8.16 県指定
平15.8.7 管理団体指定

27 平19.7.26 男鹿目潟火山群一ノ目潟 男鹿市北浦西水口字一ノ目潟 男鹿市

令和２年５月１日現在

名　　　　　　　　称
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秋田県指定天然記念物 39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
(昭35.3.1)

榎 1本 大曲市大曲字古町85 (個人)

2
昭28.3.10
(昭49.10.9)

枝垂桜 153本 仙北郡角館町東勝楽丁ほか (角館町ほか)
昭49.10.9 国指定により解
除

3 昭28.10.5 しだれ桜 大仙市協和船岡字上宇津野249
大仙市教育委員会

（個人）

4 昭29.3.16 榧 1本 男鹿市北浦真山字水喰沢95 (真山神社)

5
昭29.3.16
(昭55.1.20)

欅（神代欅） 1本 仙北郡田沢湖町卒田字大荒田111-1 (個人)

6 昭30.1.24 いちょう 3本 能代市二ツ井町仁鮒字坊中147
能代市教育委員会

（銀杏山神社）

7 昭30.1.24 杉 1本 鹿角市十和田大湯字大湯165 (大円寺)

8 昭30.1.24 枝垂桜 1本 大仙市強首大巻字宅地13 (個人)

9 昭30.1.24 欅 1本 山本郡藤里町大沢字向山下86-1 (月宗寺)

10 昭30.1.24 いちょう 1本 山本郡藤里町藤琴字田中15 (個人)

11 昭32.2.14 白椿 にかほ市前川字久根添81-1
にかほ市教育委員会

（個人）

12 昭33.2.13 タブの群落 にかほ市象潟町川袋字川崎49-1
にかほ市教育委員会

（個人）

13 昭34.1.7 カスミ桜 由利本荘市葛岡字落合43 (個人)

14 昭34.1.7 金八鶏
秋田県
（地域を定めず。主なる棲息地大館市附
近。）

大館市教育委員会

15 昭35.3.1 イチイ 1本 由利本荘市鳥海町中直根字前の沢81
由利本荘市教育委員会

（個人）

16
昭35.3.1
（令2.3.13）

スズムシ群棲地 南秋田郡五城目町小池字岡本森山周辺
五城目町教育委員会

（陽広寺ほか）
生息が確認されないため

17 昭35.12.17 千本カツラ 由利本荘市鳥海町栗沢字内通13-4
由利本荘市教育委員会

（個人）

18 昭38.2.5 ユキツバキ自生北限地帯 仙北市田沢湖岡崎外3字院内山外4国有林 (国（農林水産省）)

19
昭41.3.22
(昭54.6.12)

小豆沢のイチョウ　　　　 1本 鹿角市八幡平字小豆沢40 (個人)

20
昭42.9.26
(平31.3.15)

青サギ群生地 男鹿市瀧川字男鹿山国有林
男鹿市教育委員会
（国（農林水産省））

21 昭43.3.19 浅舞のケヤキ 1本 横手市平鹿町浅舞字浅舞219
（社会福祉法人
浅舞感恩講）

22 昭43.3.19 堀切のイチョウ 1本 由利本荘市中俣字小金沢71
由利本荘市教育委員会

（個人）

23 昭43.10.15 木地山のコケ沼湿原植物群落 湯沢市皆瀬字松森3
湯沢市教育委員会
（国（国土交通省））

24 昭46.4.20 水沢のアキタスギ天然林
能代市二ツ井町仁鮒小掛外3字仁鮒小掛山
外9国有林

(国（農林水産省）)

25 昭47.6.10 金浦のタブ林 にかほ市字上林14、38、42 (にかほ市)

26
昭47.6.10
(昭50.2.13)

森吉山の桃洞、佐渡スギ原生林
北秋田郡森吉町森吉字大印沢外30国有林   
阿仁町戸鳥内外5字早瀬沢外7国有林

(国（農林水産省）)
昭50.2.13 国指定により解
除

27 昭48.6.16 鬢垂のシダレグリ 大仙市協和船岡字庄内鬢垂7 (個人)

28 昭48.12.11 鳥海ムラスギ原生林 由利本荘市矢島町城内字木境鳥海国有林 (国（農林水産省）)

29 昭48.12.11 唐松神社のスギ並木 大仙市協和境字下台91 (唐松神社)

30 昭49.10.12 前川のタブノキ 1本 にかほ市前川
にかほ市教育委員会

（個人）

31
昭49.10.12
（令2.3.13）

金浦のマルバグミ 1本 にかほ市金浦字南金浦
にかほ市教育委員会

（個人）
枯死

32
昭51.2.14　　　　　　　　
（平26.3.25）

善明庵のマツ 横手市下八丁字北松林150
善明庵

（光明寺）
平24.4月の強風被害による
枯死
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33 昭53.7.25 大須郷のウミウ繁殖地 にかほ市象潟町大須郷字大道下3-2ほか
にかほ市教育委員会

（集落代表）

34 昭57.1.12 岩館のイチョウ 由利本荘市東由利蔵字岩館72
公孫樹大神氏子代表
（宗教法人神明社）

35 昭57.1.12 母体のモミ林
能代市母体字湯の沢98、母体字母体山外1
国有林

能代市長
（国（農林水産省））

36
昭59.3.10
（平7.2.14）

千屋断層
仙北郡千畑町千屋字中小森、字内沢、
字上小森、字上向野

(国（国土交通省）ほか) 平7.2.14 国指定により解除

37 昭59.3.10 真山寺の乳イチョウ 仙北市西木町小山田字石川原281 （華光院真山寺）

38 昭59.3.10 法内の八本スギ 由利本荘市東由利法内字臼ヶ沢外2国有林
由利本荘市教育委員会

（国（農林水産省））

39 昭59.3.10 金峰神社のスギ並木
仙北市田沢湖梅沢字東田235、岡崎外3字
院内山外4国有林

仙北市教育委員会
（金峰神社ほか）

40 昭62.3.17 女潟湿原植物群落 秋田市金足小泉字女潟1
秋田県知事

（国（国土交通省））

41 昭62.3.17 梅内のイチイ 能代市二ツ井町梅内字筒ヶ沢133 （梅内神社）

42 昭63.3.15 筏の大スギ 横手市山内筏字植田表56 (筏隊山神社)

43 平3.3.19 男鹿のコウモリ生息地（蝙蝠窟・孔雀窟） 男鹿市船川港小浜字芦ノ倉
男鹿市教育委員会
（国（国土交通省））

44 平3.3.19 玉川のヒメカイウ群生地 仙北市田沢湖田沢字湯渕沢国有林
仙北市教育委員会
（国（農林水産省））

45
平8.8.16
(平13.1.29)

獅子ヶ鼻湿原植物群落 由利郡象潟町横岡字中島岱国有林
象潟町教育委員会
（国（農林水産省））

平13.1.29 国指定により解
除

46 平10.3.20 トミヨ及びイバラトミヨ生息地
横手市平鹿町浅舞字浅舞231（琵琶沼）、
字道川北11（荒小屋沼）、
中吉田字上藤根19（天龍沼）

横手市教育委員会
（横手市）

47 平22.3.12 男鹿目潟火山群三ノ目潟
男鹿市戸賀塩浜字釜坂木揚場、字林山、字
林山口

（国（財務省）、
男鹿市ほか）

48 平27.3.20 八森椿海岸柱状節理群 山本郡八峰町八森字椿196-１先
八峰町教育委員会
(国（農林水産省））

49 平28.8.30 川原毛の酸性変質帯 湯沢市高松字高松沢国有林
湯沢市教育委員会
(国（農林水産省））

50 令2.3.13 崩平の十和田火山八戸火砕流堆積層露頭
鹿角郡小坂町小坂字崩岱４番１の内、
小坂字上川原４番１の全部、
小坂字下川原１５番の全部

（余路米自治会、個人）
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