
　県内の国・県指定等文化財一覧（有形文化財　工芸品）

国宝(工芸品) 1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28.11.14 線刻千手観音等鏡像 1面 大仙市豊川字観音堂57 (水神社)
昭13.7.4 旧国宝
昭25.8.29 重要文化財

重要文化財(工芸品) １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14.5.27 太刀　（銘正恒） 1口 東京都渋谷区代々木4-25-10
（財）日本美術刀剣保存

協会　刀剣博物館
（移動時：個人）

昭25.8.29 重要文化財　　　　　　　
昭53.2.2　県外移動　　　　　　　　　　
平成29.1.11　国所有

2 昭14.5.27 太刀　（銘久国） 1口
雄勝郡羽後町西馬音内字本町29
 (移動時)

(移動時：個人)
昭25.8.29 重要文化財
昭57.3.3 県外移動

3 平6.6.28
銅錫杖頭
（正元元年、信阿弥陀仏の刻銘がある）

1柄 横手市神明町7-2 (神明社) 昭30.1.24 県指定

秋田県指定有形文化財(工芸品) 65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 涅槃図 1幅 秋田市寺内字神屋敷11-6 (西来院) 平15.10.1 住所表示変更

2 昭27.11.1 陣幕 1帳 仙北郡美郷町六郷字東高方町 (個人)

3 昭27.11.1 梵鐘 1口 秋田市旭北寺町7-34 (西善寺)

4 昭27.11.1 銅鼓 1口 大仙市大曲上大町 (個人)

5 昭27.11.1 太刀　銘正恒 1口 大仙市長野字二日町 (個人)

6 昭27.11.1 太刀　銘吉岡一文字 1口 大仙市大曲上大町 (個人)

7
昭27.11.1
(昭38.8.27)

刀　銘長曽彌虎徹 1口 大曲市大曲西根字島村 (個人)

8 昭27.11.1 短刀　銘信国 1口 大仙市大曲栄町 (個人)

9 昭27.11.1 脇差　銘大慶直胤 1口 にかほ市平沢字中町 (個人)

10 昭27.11.1 太刀　銘粟田口 1口 大仙市太田町三本扇字羽見内 (個人)

11 昭28.10.5 甲冑 1 由利本荘市岩城亀田最上町字最上町104 (妙慶寺)

12 昭28.10.5 黒塗角頭兜 1 大仙市長野字二日町 (個人)

13 昭28.10.5 紫色威横矧二枚胴具足　　附六十二間筋兜 1 大仙市長野字二日町 (個人)

14 昭28.10.5 白岩焼 10点 仙北市角館町白岩字前郷 (個人)

15 昭28.10.5 白岩焼角皿 1 仙北市角館町表町下丁 (個人)

16
昭30.1.24
(昭38.8.27)

太刀　銘備前長船政光 1口 由利郡仁賀保町平沢字家妻 (個人)

17 昭30.1.24 太刀　銘守次 1口
横手市雄物川町沼館字高畑366
雄物川郷土資料館

横手市教育委員会
（横手市）

Ｒ１．４．１所有者変更

18 昭30.1.24 脇差　銘粟田口一竿子入道忠綱彫同作 1口 大館市字大館 (個人)

19 昭30.1.24 蒔絵衣桁 1 由利本荘市岩城亀田最上町字最上町104 (妙慶寺)

20 昭30.1.24 上絵牡丹文秋田万古急須 1
秋田市中通2丁目3-8　         　　　           
秋田市立千秋美術館

(秋田市)

21
昭30.1.24
(平6.6.28)

錫杖頭 1箇 横手市神明町7-2 (神明社)
平6.6.28 国指定により解
除

22 昭30.1.24 黄瀬戸小皿（ビードロ手） 2
男鹿市船越字船越
男鹿市船越字狐森7

(個人)
（尭林院）

23 昭30.1.24 金工資料
図譜12冊
原型57個

由利本荘市矢島町七日町字七日町 (個人)

24 昭31.5.21 糸巻ノ太刀（鞘巻）外装 1口 由利本荘市矢島町城内字八森3-4 (矢島神社)

25 昭31.5.21 瑞花文円鏡 1面 大仙市上鶯野字古館 (個人)

26 昭31.5.21 竜文刻馬具 1式 大仙市長野字二日町 (個人)

27 昭31.5.21 螺細鞍馬具 1式 大仙市長野字二日町 (個人)

28 昭31.5.21 染付磁器荒川尻焼大皿 1 仙北市角館町表町下丁 (個人)

令和３年４月１日現在



29 昭31.5.21 道三作上絵五彩水注 1 秋田市旭北栄町 (個人)

30 昭31.5.21 長康亭道三作染付壷 1 秋田市楢山南中通町 (個人)

31 昭31.5.21 緑園作秋田万古蓮急須 1
秋田市中通2丁目3-8         　　　           　
秋田市立千秋美術館

(秋田市)

32 昭31.5.21 緑園作秋田万古緑釉蓮湯ざまし 1
秋田市中通2丁目3-8　    　　　                
秋田市立千秋美術館

(秋田市)

33 昭34.1.7 水注（五城目瀬戸座製） 1箇 南秋田郡五城目町字下タ町 (個人)

34 昭38.2.5 鐔1枚　壇渓図
秋田市金足鳰崎字後山52 　　　             
秋田県立博物館

(秋田県)

35 昭38.2.5 刀　銘天野河内助藤原高真花押 1口 秋田市牛島東5丁目 (個人)

36 昭38.2.5 刀　銘天野河内助藤原高真作 1口 仙北市角館町表町下丁3 (法人)

37 昭38.2.5 刀　銘出羽秋田住正忠造 1口 秋田市泉一ノ坪 (個人)

38 昭38.2.5 刀装　銘出羽秋田住正阿弥伝兵衛作 1本 湯沢市秋ノ宮字小沢 (個人)

39 昭38.2.5 小柄　金銀地杢目鍛銘正阿弥伝兵衛 1本 大館市十二所字田町 (個人)

40 昭38.2.5 鐔　竹林猛虎の図　銘秋田住重具 1枚 大館市十二所字田町 (個人)

41 昭38.2.5 刀　銘出羽住忠秀刻印 1口
秋田市金足鳰崎字後山52       　　　       
秋田県立博物館

(秋田県)

42 昭39.4.16
赤銅金象眼鐔　蕨透之図　銘出羽秋田住正
阿弥重恒

1枚
秋田市千秋公園1-4　        　　　              
秋田市立佐竹史料館

秋田市立佐竹史料館長
(秋田市)

43
昭39.4.16
(昭53.7.25)

刀　銘助盛作 1口 秋田市土崎港南3丁目 (個人) Ｓ４５．８．１０県外移動

44 昭39.11.17 鰐口 1口
山本郡藤里町藤琴字下湯の沢29
藤里町歴史民俗資料館

藤里町教育委員会
(法人)

45 昭40.2.23 太刀　無銘　伝一文字成宗 1口
大館市釈迦内獅子ケ森１
大館郷土博物館

(大館市)

46 昭40.2.23 刀　無銘　伝直江志津 1口 横手市平鹿町浅舞字浅舞 (個人)

47 昭41.3.22 刀　無銘　伝長光 1口 秋田市牛島東5丁目 (個人)

48 昭41.3.22 刀　無銘　伝志津 1口 秋田市土崎港南3丁目 (個人)

49
昭41.3.22
(平27.8.28)

刀　無銘　伝備前国重真 1口 湯沢市佐竹町 (個人)
現在、「刀　無銘　伝備前
国元重」と鑑定される。
H26.5.16 県外移動

50 昭42.9.26 古瀬戸鉢・青磁碗（明代）
 鉢1点・
碗3点

仙北市角館町田町下丁 (個人)

51 昭43.3.19 鐔　銘出羽秋田住正阿弥伝兵衛 1枚 秋田市南通築地 (個人)

52 昭43.12.28 白磁瓶子（初期伊万里） 大仙市大曲浜町 (個人)

53 昭44.8.9 太刀　銘備州長船兼光 1口 秋田市将軍野南3丁目 (個人)

54 昭44.8.9 短刀　銘天野藤原高真作　元治元年吉日 1口
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)　

55 昭44.8.9 黒塗金箔押机 1脚
雄勝郡羽後町西馬音内字上川原30-1　  　　　      
羽後町歴史民俗資料館

羽後町歴史民俗資料館長
(元稲田稲荷神社)

56 昭46.1.9 初期伊万里草花文花瓶 1 秋田市旭北寺町4-50 (大悲寺)

57 昭46.7.17 刀　銘大和大掾藤原正則 1口 大館市十二所字十二所町 (個人)

58 昭46.12.18 青銅製明代門鑑 1対 にかほ市象潟町字二丁目塩越56 (浄専寺)

59 昭46.12.18
刀　銘羽州矢嶌臣　藤原國重作之、慶応二年
寅八月作

1口 にかほ市象潟町小砂川字中磯 (個人)

60 昭48.6.16
刀　銘天野河内助藤原高真　慶応二丙寅八
月吉日応三森光茂需作之

1口
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
(個人)　

61 昭48.6.16 焼山焼スズおよび碗 2個 横手市増田町吉野字上吉野 (個人)

62 昭50.4.10 馬具 一括 秋田市河辺松渕字行人塚 (個人)

63 昭51.12.14 扇面図脇差拵揃金具 一括
由利本荘市石脇字弁慶川5
本荘郷土資料館

(由利本荘市)

64 昭53.2.14 魚藻文沈金手箱 1合
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)　

65 平3.3.19
刀　銘國重依願指料授　東海林直八　慶応元
年五月日

1口
由利本荘市矢島町七日市字羽坂64-1　　　
矢島郷土文化保存伝習施設館

由利本荘市教育委員会
（由利本荘市）

66 平3.3.19
鐔（あやめ図透彫）銘出羽秋田住正阿弥二代
作享保十八年三月日

1枚
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)　

67 平4.4.10 刀　銘羽州住兼廣作　安政四年三月吉日 1口
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)　

68 平7.3.17 波宇志別神社神楽殿神輿 1基 横手市大森町八沢木字宮脇106
横手市教育委員会

(波宇志別神社)　
平25.3.29　名称変更



69 平11.3.12 秋田家資料（刀剣類ほか） 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)　

70 平30.3.16 白韋威十二間阿古陀形筋兜 一頭
秋田市千秋公園1-4　        　　　              
秋田市立佐竹史料館

(秋田市)


