
　県内の国・県指定等文化財一覧（有形文化財　彫刻）

重要文化財(彫刻) 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48.6.6 銅造阿弥陀如来坐像 1軀 秋田市八橋字下八橋87 (全良寺) 昭32.2.14 県指定

秋田県指定有形文化財(彫刻) 54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 聖徳太子像 1軀 秋田市豊岩豊巻字内縄尻124 (豊平神社) 木造立像

2 昭27.11.1 大日如来像 1軀 秋田市泉字三嶽根1-48 (泉福院) 木造坐像

3 昭27.11.1 聖観世音菩薩像 1軀 大仙市豊岡字小沼山1 (小沼神社) 木造立像

4 昭27.11.1 十一面観世音菩薩像 1軀 大仙市豊岡字小沼山1 (小沼神社) 木造立像

5 昭27.11.1 聖観世音菩薩像 1軀 大仙市大曲栄町 (個人) 木造立像

6 昭27.11.1 聖観世音菩薩像 1軀 男鹿市船川港本山門前字祓川35 (赤神神社) 木造立像

7 昭27.11.1 十一面観世音菩薩像 1軀 男鹿市船川港本山門前字祓川35 (赤神神社) 木造立像

8 昭27.11.1 石製狛犬 1對 男鹿市船川港本山門前字28 (赤神神社)

9 昭27.11.1 愛染明王像 1軀 秋田市上新城道川字愛染55-2 (道川神社) 木造坐像

10 昭27.11.1 金剛夜叉明王像 1軀 秋田市上新城道川字愛染55-2 (道川神社) 木造坐像

11 昭27.11.1 不動明王像 1軀 秋田市上新城道川字愛染55-2 (道川神社) 木造立像

12 昭27.11.1 毘沙門天像 1軀 秋田市上新城道川字愛染55-2 (道川神社) 木造立像

13 昭27.11.1 舞楽二ノ舞面 1組
大仙市刈和野字愛宕下24-１
大綱交流館

大綱交流館長
(円満寺)

令4.3.14 所在変更

14 昭27.11.1 本尊阿弥陀如来　脇士 2体 雄勝郡羽後町田代字旦金森 (個人) 金剛造立像

15 昭28.10.5 薬師如来坐像 1軀 男鹿市北浦真山字水喰沢95 (真山神社) 木造

16 昭29.3.7 木造岩城伊予守重隆公坐像 1軀 由利本荘市岩城赤平字向山25 (龍門寺)

17 昭30.1.24 木造弥陀・薬師・勢至 3軀 仙北市西木町西明寺字堂村92 (大国主神社) 木造坐像・立像

18 昭30.1.24 木造薬師如来立像 1軀 横手市本町1-4 (観音寺)

19 昭30.1.24 懸仏（薬師十二神将鉄製鋳出） 1面 横手市本町1-4 (観音寺)

20 昭30.1.24 木造阿弥陀如来立像 1軀 横手市増田町増田字田町58 (満福寺)

21 昭30.1.24
木造弥陀三尊（阿弥陀仏・観世音菩薩・勢至
菩薩）

3軀 鹿角市花輪字上花輪11
個人

(恩徳寺)
立像

22 昭30.1.24 金銅聖観音立像 1軀 横手市大屋新町字鬼嵐116 (正伝寺)

23 昭30.1.24 木造聖観音 1軀 秋田市旭北寺町4-39 (歓喜寺) 立像

24 昭30.1.24 懸仏 1面 湯沢市稲庭町小沢 (個人) 阿弥陀如来坐像

25 昭30.1.24 懸仏 1面 湯沢市皆瀬字白沢 (個人) 千手観音坐像

26 昭30.1.24 懸仏 1面 湯沢市稲庭町字下桃倉、字高野 (個人) 薬師如来坐像

27 昭31.5.21 木造十一面自在観音 1軀 湯沢市山田字北土沢73 (土沢神社) 立像

28 昭31.5.21 女神像 1軀 湯沢市松岡字聖ケ沢44 (白山神社) 木造立像

29 昭31.5.21 神像 2軀 横手市大沢字庭当田123 (旭岡山神社) 木造坐像

30 昭32.2.14 銅造阿弥陀如来立像 1軀 秋田市保戸野鉄砲町3-50 (来迎寺)

31
昭32.2.14
(昭48.6.6)

銅造阿弥陀如来坐像 1軀 秋田市寺内字八橋63 (全良寺) 昭48.6.6 国指定により解除

32 昭32.2.14 木造聖観音立像 1軀 由利本荘市葛岡字宮腰73
個人

(金峰神社)

33 昭32.4.4 木造十二神将 3軀 横手市本町1-4 (観音寺) 立像

令和４年４月１日現在



34 昭34.1.7 木造多聞天立像 1軀 横手市十文字町植田字宮ノ前6 (古四王神社)

35 昭34.1.7 木造阿弥陀如来立像 1軀 湯沢市下院内字新馬場153-1 (誓願寺)

36 昭34.1.7 銅造十一面観音立像 1軀 秋田市旭北寺町4-50 (大悲寺)

37 昭35.3.1 木造僧形頭部 1箇 大仙市豊岡字小沼1 (小沼神社)

38 昭39.4.16 木造薬師如来寄木漆箔坐像 1軀 男鹿市船川港本山門前字祓川27 (長楽寺)

39 昭45.4.2 木造狛犬 1対 にかほ市象潟町小滝 (金峰神社)

40 昭46.1.9 木造十一面観音菩薩立像 1軀 秋田市旭北寺町4-50 (大悲寺)

41 昭46.1.9 木造観音菩薩立像 1軀 にかほ市象潟町小滝 (金峰神社)

42 昭46.1.9 木造蔵王権現立像 3軀 にかほ市象潟町小滝 (金峰神社)

43 昭46.4.20 木造阿弥陀如来坐像 1軀 横手市金沢本町字根小屋21 (桂徳寺)

44 昭46.12.18 翁面 1面 にかほ市象潟町字2丁目塩越56 (浄専寺)

45 昭47.6.10 二の舞面 1面 能代市清助町7-23 (龍泉寺)

46 昭47.6.10 木造十一面観音菩薩立像 1軀 能代市清助町7-23 (龍泉寺)

47 昭49.10.12 木造薬師如来坐像 1軀 男鹿市船川港増川字宮ノ下20
個人

(増川八幡神社)

48 昭49.10.12 木造阿弥陀如来坐像 1軀
北秋田市綴子字大堤道下62-1
大太鼓の館

北秋田市長
(糠沢自治会)

49 昭50.4.10 金銅造薬師如来立像 1軀 能代市清助町7-23 (龍泉寺)

50 昭50.4.10 木造獅子頭 1個 大仙市協和境字下台86 (唐松山天日宮)

51 昭53.2.14 木造十一面観音菩薩立像 1軀 湯沢市上院内字町後95 (愛宕神社)

52 平2.3.20 銅造阿弥陀如来立像 1軀 鹿角市花輪字元村17 (円福寺)

53 平19.3.20 木造十一面観音菩薩立像（円空作） 1軀 男鹿市船川港本山門前字祓川35 （赤神神社）

54 平24.3.23 銅造地蔵菩薩立像 1軀 鹿角市八幡平字大里40 （大徳寺）

55 平28.3.25 二の舞腫面 1面 能代市清助町7-23 （龍泉寺）


