
　県内の国・県指定等文化財一覧（登録有形文化財（建造物））

登録有形文化財(建造物) ２０６件

番号
登録年月日
(抹消年月日)

名　　　　　　　　称 員数 所　　　在　　　地 所有者 備　　　　　考　　　　　　　

1 平8.12.20 両関酒造本館 1棟 湯沢市前森4丁目3-18 両関酒造(株)

2 平8.12.20 両関酒造一号蔵 1棟 湯沢市前森4丁目3-18 両関酒造(株)

3 平8.12.20 両関酒造二号蔵 1棟 湯沢市前森4丁目3-18 両関酒造(株)

4 平8.12.20 両関酒造三号蔵 1棟 湯沢市前森4丁目3-18 両関酒造(株)

5 平8.12.20 両関酒造四号蔵 1棟 湯沢市前森4丁目3-18 両関酒造(株)

6 平8.12.20 渡辺彦兵衛商店事務所・住宅 1棟 南秋田郡五城目町字下夕町48 (株)渡邉彦兵衛商店

7 平8.12.20 渡辺彦兵衛商店上蔵 1棟 南秋田郡五城目町字下夕町48 (株)渡邉彦兵衛商店

8 平8.12.20 渡辺彦兵衛商店下蔵 1棟 南秋田郡五城目町字下夕町48 (株)渡邉彦兵衛商店

9 平9.5.7 鈴木家住宅主屋 1棟 横手市塚掘114 個人

10
平9.5.7
（平20.12.17）

旧合川営林署（天神荘）本館 1棟 能代市二ツ井町麻生字麻生 能代市 平20.10.21現状変更

11
平9.5.7
（平20.12.17）

旧合川営林署（天神荘）離れ 1棟 能代市二ツ井町麻生字麻生 能代市 平20.10.21現状変更

12
平9.6.12
(平16.7.23)

旅館平利 1棟 横手市大町6-22 個人 平16.2.14 焼失 

13 平9.6.12 平源旅館本店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1棟 横手市大町6-24 個人

14 平9.6.12 平源旅館土蔵 1棟 横手市大町6-24 個人

15 平10.7.23 旧角館製糸工場 1棟 仙北市角館町田町下丁14-3 個人

16 平10.9.2 斎彌酒造店住宅・店舗 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

17 平10.9.2 斎彌酒造店 ギャラリー（旧米蔵） 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

18 平10.9.2 斎彌酒造店漬物蔵 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

19 平10.9.2 斎彌酒造店壜蔵 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

20 平10.9.2 斎彌酒造店事務所 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

21 平10.9.2 斎彌酒造店釜場 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

22 平10.9.2 斎彌酒造店西蔵 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

23 平10.9.2 斎彌酒造店中蔵 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

24 平10.9.2 斎彌酒造店東蔵 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

25 平10.9.2 田沼家土蔵 1棟 男鹿市北浦北浦字池の田12 個人

26
平10.9.2
(平27.4.16)

長坂商店倉庫・事務所 1棟 横手市増田町増田字縫殿112 (株)長坂商店 平26.5.13現状変更

27
平10.9.2
(平24.5.17)

長坂商店味噌製品室 1棟 横手市増田町増田字縫殿112 (株)長坂商店 平23.12.7現状変更

28
平10.9.2
(平24.5.17)

長坂商店圧搾室 1棟 横手市増田町増田字縫殿112 (株)長坂商店 平23.12.7現状変更

29
平10.9.2
(平24.5.17)

長坂商店諸味タンク室（一） 1棟 横手市増田町増田字縫殿112 (株)長坂商店 平23.12.7現状変更

30
平10.9.2
(平24.5.17)

長坂商店諸味タンク室（二） 1棟 横手市増田町増田字縫殿112 (株)長坂商店 平23.12.7現状変更

31
平10.9.2
(平27.4.16)

長坂商店水貯蔵タンク 1基 横手市増田町増田字縫殿112 (株)長坂商店 平25.12.16現状変更

32 平10.9.2 斎彌酒造店文庫蔵 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

33 平10.9.2 斎彌酒造店門 1棟 由利本荘市石脇字石脇53 (株)斎彌酒造店

34 平10.10.9 料亭金勇 1棟 能代市柳町13-8 能代市

35 平10.12.11 石孫本店内蔵 1棟 湯沢市岩崎字岩崎162 （有）石孫本店

36
平10.12.11
(平24.5.17)

石孫本店一号蔵 1棟 湯沢市岩崎字岩崎162 （有）石孫本店 平23.9.1現状変更

37 平10.12.11 石孫本店二号蔵 1棟 湯沢市岩崎字岩崎162 （有）石孫本店

令和３年４月１日現在



38 平10.12.11 石孫本店三号蔵 1棟 湯沢市岩崎字岩崎162 （有）石孫本店

39 平10.12.11 石孫本店四号蔵 1棟 湯沢市岩崎字岩崎162 （有）石孫本店

40 平10.12.11 石孫本店五号蔵 1棟 湯沢市岩崎字岩崎162 （有）石孫本店

41 平11.2.17 戸田家住宅 1棟 横手市黒川字余目196 個人

42 平11.2.17 伊藤八重郎家住宅 1棟 横手市安本字安本71 個人

43 平11.2.17 泉川家住宅 1棟 横手市大水戸町5-8 個人

44 平11.2.17 遠藤家住宅主屋 1棟 横手市上内町1-1 個人

45 平11.2.17 遠藤家住宅土蔵 1棟 横手市上内町1-1 個人

46 平11.2.17 木村屋商店本店 1棟 横手市大町5-23 個人

47 平11.2.17 斎太薬局本店店舗 1棟 横手市四日町2-13 個人

48 平11.2.17 斎太薬局本店調剤室・応接室 1棟 横手市四日町2-13 個人

49
平11.6.7
(平20.12.2)

金家住宅洋館 1棟 北秋田市本城字館の下192 個人 平20.12.2 国指定

50
平11.6.7
(平20.12.2)

金家住宅文庫蔵 1棟 北秋田市本城字館の下192 個人 平20.12.2 国指定

51
平11.6.7
(平20.12.2)

金家住宅味噌蔵 1棟 北秋田市本城字館の下192 個人 平20.12.2 国指定

52
平11.6.7
(平20.12.2)

金家住宅表門 1基 北秋田市本城字館の下192 個人 平20.12.2 国指定

53
平11.6.7
(平20.12.2)

旧金家住宅和館 1棟 北秋田市本城字館の下192 北秋田市 平20.12.2 国指定

54 平11.7.8 桜櫓館（旧櫻場家住宅） 1棟 大館市字中城12-2、13-3、22-4 大館市 平30.9.19 所有者変更

55 平11.10.14 強首樅峰苑（旧小山田家住宅） 1棟 大仙市強首字強首268 個人

56 平12.4.28
秋田県立農業科学館曲屋
（旧伊藤家住宅）

1棟
大仙市内小友字中沢171-4
秋田県立農業科学館

秋田県

57 平12.9.26 秋田公立美術工芸短期大学　実習棟一号棟 1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

58 平12.9.26 秋田公立美術工芸短期大学　実習棟二号棟 1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

59 平12.9.26 秋田公立美術工芸短期大学　実習棟三号棟 1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

60 平12.9.26
秋田公立美術工芸短期大学　                     　　　
大学開放センター工芸体験棟

1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

61 平12.9.26
秋田公立美術工芸短期大学　                     　　　
大学開放センターギャラリー棟

1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

62 平12.9.26
秋田公立美術工芸短期大学　                     　　　
大学開放センター地域交流棟

1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

63 平12.9.26 秋田公立美術工芸短期大学　創作工房棟 1棟 秋田市新屋大川町12-3 秋田市

64 平12.9.26 秋田市立新屋図書館倉庫棟 1棟 秋田市新屋大川町12-26 秋田市

65 平12.9.26 高砂堂店舗 1棟 秋田市保戸野通町2-24 個人

66 平12.9.26 旧大島商会店舗 1棟 秋田市大町一丁目２番地内 秋田市
H31.4.15 所有者変更
R2.3.   所在地変更

67 平12.12.4
喜久水酒造地下貯蔵研究所　                       　　
（旧奥羽本線第一鶴形隧道）

1構 能代市字鳥屋場 喜久水酒造(資)

68
平13.8.28
(平15.2.17)

柏谷家住宅店蔵 1棟 横手市四日町3-14 個人 平15.2.17 市指定

69
平13.8.28
(平15.2.17)

柏谷家住宅主屋 1棟 横手市四日町3-14 個人 平15.2.17 市指定

70
平13.8.28
(平15.2.17)

柏谷家住宅蔵座敷 1棟 横手市四日町3-14 個人 平15.2.17 市指定

71
平13.8.28
(平15.2.17)

柏谷家住宅米蔵 1棟 横手市四日町3-14 個人 平15.2.17 市指定

72 平13.10.12 旧男鹿市立加茂青砂小学校　校舎 1棟 男鹿市戸賀加茂青砂字山道添38 男鹿市

73 平13.10.12 旧男鹿市立加茂青砂小学校　屋内体操場 1棟 男鹿市戸賀加茂青砂字山道添38 男鹿市

74 平13.10.12 男鹿真山伝承館 1棟 男鹿市北浦真山字水喰沢80 真山神社

75 平14.2.14 佐々木家住宅主屋 1棟 由利本荘市前郷字前郷207 個人

76 平14.2.14 佐々木家住宅養老閣 1棟 由利本荘市前郷字前郷207 個人

77 平14.2.14 佐々木家住宅文庫蔵 1棟 由利本荘市前郷字前郷207 個人



78 平14.2.14 佐々木家住宅小便所 1棟 由利本荘市前郷字前郷207 個人

79 平14.2.14 日の丸醸造本社店舗 1棟 横手市増田町七日町114-2 日の丸醸造(株)

80 平14.2.14 日の丸醸造本社南蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町114-2 日の丸醸造(株)

81 平14.2.14 日の丸醸造本社中央蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町114-2 日の丸醸造(株)

82 平14.2.14 日の丸醸造本社麹蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町114-2 日の丸醸造(株)

83 平14.2.14 日の丸醸造本社東前蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町114-2 日の丸醸造(株)

84 平14.2.14 日の丸醸造本社東後蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町114-2 日の丸醸造(株)

85 平14.2.14 日の丸醸造本社西蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町114-2 日の丸醸造(株)

86 平14.2.14 勇駒酒造本社店舗 1棟 横手市増田町増田字中町64 (資)羽場こうじ店

87 平14.2.14 勇駒酒造本社東蔵 1棟 横手市増田町増田字中町64 (資)羽場こうじ店

88 平14.2.14 勇駒酒造本社西蔵 1棟 横手市増田町増田字中町64 (資)羽場こうじ店

89 平14.2.14 勇駒酒造本社南蔵 1棟 横手市増田町増田字中町64 (資)羽場こうじ店

90 平15.7.1
秋田県ゆとり生活創造センター                      　　　
昭和館（旧佐藤家住宅）主屋

1棟 秋田市上北手荒巻字堺切24-2 秋田県

91 平15.7.1
秋田県ゆとり生活創造センター　                     　　
昭和館（旧佐藤家住宅）土蔵

1棟 秋田市上北手荒巻字堺切24-2 秋田県

92 平15.7.1 天使館（旧聖園マリア園） 1棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘35-6 小坂町

93 平15.7.1 旧小坂鉱山病院記念棟 1棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古舘48-2 小坂町

94 平15.9.19 十和田ホテル本館 1棟 鹿角郡小坂町十和田湖字鉛山 秋田県

95 平16.3.2 里の家（旧大宮家住宅）主屋 1棟 秋田市雄和妙法字糠塚21 秋田市

96 平16.3.2 金嶺山龍源寺本堂 1棟 由利本荘市矢島町城内字田屋の下26 龍源寺

97 平16.3.2 八森苑 1棟 由利本荘市矢島町矢島町55 由利本荘市

98 平16.3.2 田子内橋 1基 雄勝郡東成瀬村田子内 東成瀬村

99 平16.6.9 菊地家住宅座敷 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 個人

100 平16.6.9 菊地家住宅離れ 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 個人

101 平16.6.9 菊地家住宅文庫蔵 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 個人

102
平16.6.9
(平19.8.22)

菊地酒造旧酒造工場　店舗及び作業場 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 （株）菊地酒造店 平19.4.19現状変更

103
平16.6.9
(平19.8.22)

菊地酒造旧酒造工場　第一貯蔵庫 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 （株）菊地酒造店 平19.4.19現状変更

104
平16.6.9
(平19.8.22)

菊地酒造旧酒造工場　第二貯蔵庫 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 （株）菊地酒造店 平19.4.19現状変更

105
平16.6.9
(平19.8.22)

菊地酒造旧酒造工場　吟醸蔵 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 （株）菊地酒造店 平19.4.19現状変更

106
平16.6.9
(平19.8.22)

菊地酒造旧酒造工場　貯米場及び精米場 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 （株）菊地酒造店 平19.4.19現状変更

107
平16.6.9
(平19.8.22)

菊地酒造旧酒造工場　仕込蔵 1棟 南秋田郡五城目町字鵜ノ木88-2 （株）菊地酒造店 平19.4.19現状変更

108 平16.6.9 神明社本殿 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

109 平16.6.9 神明社宮殿 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

110 平16.6.9 神明社拝弊殿 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

111 平16.11.8 新波神社拝殿 １棟 秋田市雄和新波字樋口16 個人

112 平16.11.8 大井家住宅主屋 １棟 由利本荘市矢島町舘町59 個人

113 平17.2.9 森長旅館本館 １棟 男鹿市船川港船川字栄町82 個人

114 平17.2.9 森長旅館離れ １棟 男鹿市船川港船川字栄町82 個人

115 平17.2.9 森長旅館土蔵 １棟 男鹿市船川港船川字栄町82 個人

116
平17.2.9
(平29.2.23)

佐藤又六家住宅主屋 １棟 横手市増田町増田字中町63 個人 平成29年2.23　国指定

117
平17.2.9
(平29.2.23)

佐藤又六家住宅文庫蔵 １棟 横手市増田町増田字中町63 個人 平成29年2.23　国指定



118 平17.2.9 赤川家住宅蔵 １棟 横手市大森町字大森176-2 個人

119 平17.7.12 神明社境内社合殿 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

120 平17.7.12 神明社神輿殿 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

121 平17.7.12 神明社稲荷鳥居 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

122 平17.7.12 神明社両部鳥居 1棟 由利本荘市吉沢字上林42 神明社

123 平17.11.10 國萬歳酒造主屋 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

124 平17.11.10 國萬歳酒造酛場 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

125 平17.11.10 國萬歳酒造室 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

126 平17.11.10 國萬歳酒造南仕込蔵 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

127 平17.11.10 國萬歳酒造北仕込蔵 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

128 平17.11.10 國萬歳酒造作業場 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

129 平17.11.10 國萬歳酒造洋館 1棟 秋田市新屋元町142他 國萬歳酒造(株)

130 平18.3.2 旧奈良家住宅味噌蔵 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

131 平18.3.2 旧奈良家住宅文庫蔵 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

132 平18.3.2 旧奈良家住宅座敷蔵 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

133 平18.3.2 旧奈良家住宅新住居 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

134 平18.3.2 旧奈良家住宅南米蔵 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

135 平18.3.2 旧奈良家住宅北米蔵 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

136 平18.3.2 旧奈良家住宅北野小休所 1棟 秋田市金足小泉字上前8 秋田県

137 平18.3.27 渡部家住宅主屋 1棟 鹿角市八幡平字石鳥谷63 個人

138 平18.3.27 渡部家住宅土蔵 1棟 鹿角市八幡平字石鳥谷63 個人

139 平18.3.27 渡部家住宅門 1棟 鹿角市八幡平字石鳥谷63 個人

140 平18.3.27 阿部家住宅主屋 1棟 雄勝郡羽後町田代字尼沢140 個人

141 平18.3.27 阿部家住宅土蔵 1棟 雄勝郡羽後町田代字尼沢140 個人

142 平18.3.27 阿部家住宅小屋 1棟 雄勝郡羽後町田代字尼沢140 個人

143 平18.8.3 森九商店主屋 1棟 秋田市新屋表町9-40 個人

144 平18.8.3 森九商店工場 1棟 秋田市新屋表町9-40 個人

145 平18.8.3 森九商店仕込蔵 1棟 秋田市新屋表町9-40 個人

146 平18.8.3 旧関善酒店主屋 1棟 鹿角市花輪字上花輪85
特定非営利活動法人　　　　

関善賑わい屋敷

147 平19.7.31 能代市役所第一庁舎 1棟 能代市上町1-3 能代市

148 平19.7.31 能代市議会議事堂 1棟 能代市上町1-3 能代市

149 平19.10.2 山内家住宅主屋 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

150 平19.10.2 山内家住宅裏座敷 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

151 平19.10.2 山内家住宅文庫蔵 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

152 平19.10.2 山内家住宅道具蔵 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

153 平19.10.2 山内家住宅商品蔵 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

154 平19.10.2 山内家住宅穀蔵 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

155 平19.10.2 山内家住宅車庫 1棟 湯沢市吹張二丁目1-4 個人

156 平19.12.5 佐藤養助商店漆蔵資料館土蔵 1棟 横手市増田町増田字本町5 （有）佐藤養助商店

157 平21.4.28 小西家住宅主屋 1棟 横手市雄物川町薄井字薄井94 個人



158 平21.4.28 小西家住宅文庫蔵 1棟 横手市雄物川町薄井字薄井94 個人

159 平21.4.28 小西家住宅座敷蔵 1棟 横手市雄物川町薄井字薄井94 個人

160 平21.4.28 奥田酒造店店舗兼主屋 1棟 大仙市協和境字境113 個人

161 平21.8.7 佐々木家住宅主屋 1棟 横手市増田町増田字中町91 個人

162 平21.8.7 旧佐々虎呉服店（佐々木家住宅）主屋及び座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字中町91 個人

163
平21.8.7
(平27.1.28)

旧佐々虎呉服店（佐々木家住宅）店蔵 1棟 横手市増田町増田字中町91 個人 平27.1.28 市指定

164 平21.8.7 旧佐々虎呉服店（佐々木家住宅）資材蔵 1棟 横手市増田町増田字中町91 個人

165 平21.8.7 興文館東海林書店店舗兼主屋及び座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字中町100 個人

166 平21.8.7 鈴木家住宅旧米蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町130 個人

167 平21.8.7 旧佐藤三十郎商店店舗兼主屋及び座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町147 個人

168 平21.8.7 石直商店店舗兼主屋 1棟 横手市増田町増田字七日町122 個人

169 平21.8.7 石直商店文庫蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町122 個人

170 平21.11.2 旧杏華堂石田医院座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字上町56他 個人

171 平21.11.2 旧長江八兵衛商店味噌蔵 1棟 横手市増田町増田字中町66 個人

172 平21.11.2 佐藤養助漆蔵資料館旧米蔵 1棟 横手市増田町増田字本町5他 (有)佐藤養助商店

173 平21.11.2 旧清水肉店店舗兼主屋 1棟 横手市増田町増田字本町76 個人

174 平22.1.15 鶴の湯温泉本陣 1棟
仙北市田沢湖田沢字湯ノ岱2先
先達沢国有林生保内事業区50林班ハ小
班

個人

175 平22.4.28
ひろ建築工房事務所兼主屋及び土蔵　　　　　　　　　　　
（旧髙彦製麺所店舗兼主屋及び土蔵）

1棟 秋田市新屋元町127-1 個人

176 平22.9.10 日の丸醸造本社文庫蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町109-1 日の丸醸造(株)

177 平22.9.10 山中吉助商店座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字中町104 個人

178 平22.9.10 佐々平商店文庫蔵 1棟 横手市増田町増田字中町96 個人

179 平22.9.10 旧栄助商店座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町154-2ほか 個人

180 平22.9.10 髙橋茶舗座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町151 個人

181 平22.9.10 旧石宇商店座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字七日町140 個人

182 平22.9.10 旧長江八兵衛商店座敷蔵 1棟 横手市増田町増田字中町66 個人

183 平23.1.26 渡邉家住宅主屋 1棟 仙北市角館町横町51-1ほか 個人

184 平23.1.26 旧対川荘 1棟 雄勝郡羽後町西馬音内字川原田12-2 (株)櫻山

185 平23.7.25 浅舞酒造店舗 １棟 横手市平鹿町浅舞字浅舞388 浅舞酒造(株)

186 平23.7.25 浅舞酒造仕込み蔵・貯蔵蔵及び作業場 １棟 横手市平鹿町浅舞字浅舞388 浅舞酒造(株)

187 平23.7.25 浅舞酒造吟醸蔵及び酛場 １棟 横手市平鹿町浅舞字浅舞388 浅舞酒造(株)

188 平23.7.25 森子大物忌神社本殿 １棟 由利本荘市森子字八乙女下99－1 大物忌神社

189 平23.7.25 森子大物忌神社拝殿及び幣殿 １棟 由利本荘市森子字八乙女下99－1 大物忌神社

190 平24.2.23 旧鮎川小学校屋内運動場 １棟 由利本荘市町村字鳴瀬台65-1 （由利本荘市）

191 平24.2.23 旧鮎川小学校北校舎棟 １棟 由利本荘市町村字鳴瀬台65-1 （由利本荘市）

192 平24.2.23 旧鮎川小学校中央校舎棟 １棟 由利本荘市町村字鳴瀬台65-1 （由利本荘市）

193 平24.2.23 旧鮎川小学校南校舎棟 １棟 由利本荘市町村字鳴瀬台65-1 （由利本荘市）

194 平25.12.24 長谷寺大仏殿 １棟 由利本荘市赤田字上田表115 長谷寺

195 平26.4.25 那波紙店店舗兼主屋 １棟 秋田市大町4-219他 個人

196 平26.4.25 那波紙店文庫蔵 １棟 秋田市大町4-219他 個人

197 平26.4.25 那波紙店商品蔵 １棟 秋田市大町4-219他 個人



198 平26.4.25 那波紙店向かい蔵 １棟 秋田市大町5-201-1 個人

199 平26.4.25 那波紙店五号倉庫 １棟 秋田市大町5-249-11 個人

200 平26.4.25 新政酒造吟醸蔵 １棟 秋田市大町6－71 個人

201 平26.4.25 新政酒造明醸蔵 １棟 秋田市大町6－71 個人

202 平26.4.25 新政酒造愛醸蔵 １棟 秋田市大町6－71 個人

203 平26.4.25 新政酒造旧感恩講東籾蔵及び米蔵 １棟 秋田市大町6-23 新政酒造(株)

204 平26.4.25 新政酒造旧感恩講西籾蔵 １棟 秋田市大町6-134 新政酒造(株)

205 平27.3.26 旧小坂鉄道小坂駅本屋及びプラットホーム １棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9 小坂町

206 平27.3.26 旧小坂鉄道小坂駅機関車庫 １棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9 小坂町

207 平27.11.17 松ヶ崎八幡神社本殿 １棟 由利本荘市松ヶ崎字宮ノ腰102 八幡神社

208 平27.11.17 松ヶ崎八幡神社拝殿・幣殿及び本殿覆屋 １棟 由利本荘市松ヶ崎字宮ノ腰102 八幡神社

209 平28.11.29 佐々木利三郎家住宅主屋 １棟 由利本荘市岩城亀田大町字肴町14 個人

210 平28.11.29 佐々木利三郎家住宅米蔵 １棟 由利本荘市岩城亀田大町字肴町14 個人

211 平28.11.29 佐々木利三郎家住宅人形蔵 １棟 由利本荘市岩城亀田大町字肴町14 個人

212 平28.11.29 旧本郷家住宅主屋 １棟 大仙市角間川町字西中上町19 大仙市
平29.3.21 所有者変更
平31.2.12 名称変更

213 平28.11.29 旧本郷家住宅洋館 １棟 大仙市角間川町字西中上町19 大仙市
平29.3.21 所有者変更
平31.2.12 名称変更

214 平28.11.29 旧本郷家住宅文庫蔵 １棟 大仙市角間川町字西中上町19 大仙市
平29.3.21 所有者変更
平31.2.12 名称変更

215 平28.11.29 旧本郷家住宅味噌蔵 １棟 大仙市角間川町字西中上町19 大仙市
平29.3.21 所有者変更
平31.2.12 名称変更

216 平29.10.27 旧小坂鉱山工作課原動室 １棟 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館34-5 小坂町

217 平30.3.27 旧大倉沢報徳館 １棟 由利本荘市大倉沢字大沢16-2 由利本荘市大倉沢町内会

218 平30. 11.2 今野商店店蔵 １棟 横手市大森町字大森175 個人

219 平30. 11.2 今野商店土蔵 １棟 横手市大森町字大森175 個人

220 平30. 11.2 東北聖書バプテスト十文字教会 １棟 横手市十文字町栄町18-1、19-1
東北聖書バプテスト十文字
教会

221 平31.3.29 四同舎（旧湯沢酒造会館） １棟 湯沢市前森1-11-1ほか 個人

222 平31.3.29 顧空庵 １棟 湯沢市湯ノ原1-275-1ほか （医)恭和会

223 令2.4.3 鈴木酒造店事務所兼主屋 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

224 令2.4.3 鈴木酒造店上座敷 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

225 令2.4.3 鈴木酒造店文庫蔵 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

226 令2.4.3 鈴木酒造店前蔵 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

227 令2.4.3 鈴木酒造店中蔵及び袖蔵 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

228 令2.4.3 鈴木酒造店北蔵 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

229 令2.4.3 鈴木酒造店仕込蔵 １棟 大仙市長野字二日町9 合名会社鈴木酒造店

230 令3.2.4 季子家住宅主屋 １棟 横手市増田町吉野字村ノ後58 個人

231 令3.2.4 季子家住宅内蔵 １棟 横手市増田町吉野字村ノ後58 個人

232 令3.2.4 季子家住宅外蔵 １棟 横手市増田町吉野字村ノ後58 個人

233 令3.2.4 料亭貞好 １棟 横手市大森町字大森11-7 個人

234 令3.2.4 旧加藤茶舗店蔵 １棟 横手市十文字町字曙町7-3 十文字製麴合資会社




