
　県内の国・県指定等文化財一覧（無形民俗文化財）

重要無形民俗文化財 17件

番号
指定年月日
(解除年月日)

所　　　在　　　地 保護団体 備　　　　　考

1 昭51.5.4 大日堂舞楽 鹿角市八幡平字小豆沢35 大日堂舞楽保存会
昭39.11.17 県指定
昭45.6.8 国記録選択
平21ユネスコ無形遺産登録

2 昭52.5.１７ 保呂羽山の霜月神楽 横手市大森町八沢木字木ノ根坂
保呂羽山霜月神楽

保存会
昭40.2.23 県指定
昭46.4.21 国記録選択

3 昭53.5.22 男鹿のナマハゲ 男鹿市 男鹿のナマハゲ保存会

4 昭55.1.28 秋田の竿灯 秋田市 秋田市竿燈会

5 昭56.1.21 西馬音内の盆踊 雄勝郡羽後町西馬音内 西馬音内盆踊保存会
昭46.12.18 県指定
昭46.11.11 国記録選択

6 昭57.1.14 六郷のカマクラ行事 仙北郡美郷町内 六郷カマクラ保存会

7 昭59.1.21 刈和野の大綱引き 大仙市刈和野 刈和野大綱引保存会 昭58.2.12 県指定

8 昭61.1.14 東湖八坂神社祭のトウニン（統人）行事
潟上市天王
男鹿市船越

東湖八坂神社崇敬会
船越町内会連合会

昭60.3.15 県指定

9 平3.2.21 角館祭りのやま行事 仙北市角館町内 角館のお祭り保存会
平2.3.20 県指定
平28 ユネスコ無形遺産登録

10 平9.12.15 土崎神明社祭の曳山行事 秋田市土崎港 土崎神明社奉賛会
平6.8.16 県指定
平28 ユネスコ無形遺産登録

11 平10.12.16 毛馬内の盆踊 鹿角市十和田毛馬内本町通り 毛馬内盆踊保存会
昭47.6.10 県指定
昭53.12.8 国記録選択

12 平10.12.16 上郷の小正月行事 にかほ市象潟町横岡字中屋敷、字大森
横岡サエの神保存会
大森サエの神保存会

平2.3.20 県指定

13 平16.2.6 根子番楽 北秋田市阿仁根子 根子番楽保存会
昭39.11.17 県指定
昭47.8.5 国記録選択

14 平16.2.6 小滝のチョウクライロ舞 にかほ市象潟町小滝 鳥海山小滝舞楽保存会
昭41.3.22 県指定
昭56.12.24 国記録選択

15 平21.3.11 秋田のイタヤ箕製作技術
秋田市太平黒沢
仙北市角館町雲然

オエダラ箕製作技術保存会角館
イタヤ細工製作技術保存会

平20.3.21 県指定

16 平23.3.9 本海獅子舞番楽 由利本荘市鳥海町 本海獅子舞番楽伝承者協議会
昭39.11.17 県指定
平8.11.28 国記録選択

17 平26.3.10 花輪祭の屋台行事 鹿角市花輪 花輪ばやし祭典委員会
昭53.2.14 県指定
平28 ユネスコ無形遺産登録

秋田県指定無形民俗文化財 47件

番号
指定年月日
(解除年月日)

所　　　在　　　地 主たる保護団体 備　　　　　考

1
昭39.11.17
(平16.2.6)

根子番楽 北秋田郡阿仁町根子 根子番楽会
昭47.8.5 国記録選択
平16.2.6 国指定により解除

2 昭39.11.17 檜山舞 能代市母体字上母体 檜山舞保存会

3 昭39.11.17 仁井田番楽 横手市十文字町仁井田 仁井田番楽保存会

4 昭39.11.17 仙道番楽 雄勝郡羽後町上仙道字新処 仙道番楽保存会

5
昭39.11.17
(平23.3.9)

本海番楽 由利本荘市鳥海町内 鳥海町郷土芸能保存会
平8.11.28 国記録選択
平23.3.9 国指定により解除

6 昭39.11.17 鳥海山日立舞 にかほ市象潟町横岡 横岡番楽保存会

7 昭39.11.17 冬師番楽 にかほ市冬師 冬師番楽保存会

8 昭39.11.17 藤琴（志茂若　上若）豊作踊 山本郡藤里町藤琴字藤琴
志茂若郷土芸術会

上若郷土芸能保存会

9 昭39.11.17 阿仁前田獅子踊 北秋田市阿仁前田 阿仁前田獅子踊保存会

10 昭39.11.17 常州下御供佐々楽 能代市扇田字道地 道地佐々楽保存会

11 昭39.11.17 国見ささら 大仙市太田町国見字桜後 国見ささら保存会

12 昭39.11.17 東長野ささら・長野ささら 大仙市豊川東長野、長野
東長野・長野ささら

保存会

13 昭39.11.17 白岩ささら 仙北市角館町白岩字前郷 白岩若者会

14 昭39.11.17 戸沢ささら 仙北市西木町上檜木内字戸沢
戸沢ささら芸能

保存振興会

15 昭39.11.17 大森親山獅子大権現舞 鹿角市尾去沢字東在家
大森親山獅子大権現舞

保存会

16
昭39.11.17
(昭51.5.4)

大日堂舞楽 鹿角市八幡平字小豆沢 大日堂舞楽保存会
昭45.6.8 国記録選択
昭51.5.4 国指定により解除

17 昭40.2.23 切石ささら踊 能代市二ツ井町切石字山根 切石郷土芸術振興会

令和４年４月１日現在

名　　　　　　　　称

名　　　　　　　　称



18 昭40.2.23 八沢木獅子舞 横手市大森町八沢木 八沢木獅子舞保存会

19
昭40.2.23
(昭52.5.17)

保呂羽山霜月神楽 平鹿郡大森町八沢木字木ノ根坂
保呂羽山霜月神楽

保存会
昭46.4.21 国記録選択
昭52.5.17 国指定により解除

20
昭41.3.22
(平16.2.6)

延年チョウクライロ舞 由利郡象潟町小滝 小滝舞楽保存会
昭56.12.24 国記録選択
平16.2.6 国指定により解除

21 昭45.4.2 坂ノ下番楽 由利本荘市矢島町坂ノ下字大石原 坂ノ下番楽保存会

22
昭46.12.18
(昭56.1.21)

西馬音内盆踊 雄勝郡羽後町西馬音内 西馬音内盆踊保存会
昭46.11.11 国記録選択
昭56.1.21 国指定により解除

23 昭46.12.18 屋敷番楽 由利本荘市西沢字下屋敷 屋敷番楽保存会

24 昭46.12.18 下川原ささら 仙北市角館町岩瀬字下川原 下川原ささら保存会

25
昭47.6.10
(平10.12.16)

毛馬内盆踊 鹿角市十和田毛馬内字古下 毛馬内盆踊保存会
昭53.12.8 国記録選択
平10.12.16 国指定により解除

26 昭48.6.16 伊勢居地番楽 にかほ市伊勢居地 伊勢居地番楽保存会

27 昭48.6.16 釜ケ台番楽 にかほ市釜ケ台 釜ヶ台番楽保存会

28 昭48.12.11 願人踊 南秋田郡八郎潟町一日市 一日市郷土芸術研究会

29 昭49.10.12 猿倉人形芝居 由利本荘市石脇字田尻 木内勇吉一座 平8.11.28 国記録選択

30 昭49.10.12 猿倉人形芝居 北秋田市増沢 吉田千代勝一座 平8.11.28 国記録選択

31 昭49.10.12 猿倉人形芝居 雄勝郡羽後町野中 鈴木榮太郎一座 平8.11.28 国記録選択

32 昭49.10.12 秋田万歳 秋田市飯島西袋 個人
昭51.12.25 国記録選択
平16.10.1 住所表示変更

33 昭49.10.12 大湯大太鼓 鹿角市十和田大湯 大湯大太鼓保存会

34
昭53.2.14
(平26.3.10)

花輪ばやし 鹿角市花輪
花輪ばやし若者頭

協議会
平26.3.10 国指定により解除

35 昭58.2.12 羽立大神楽 能代市二ツ井町飛根字羽立 羽立大神楽保存会

36 昭58.2.12 仁鮒ささら踊 能代市二ツ井町仁鮒 仁鮒郷土芸術保存会

37 昭58.2.12 富根報徳番楽 能代市二ツ井町飛根字富根 報徳番楽保存会

38
昭58.2.12
(昭59.1.21)

刈和野の綱引 仙北郡西仙北町刈和野 刈和野大綱引保存会 昭59.1.21 国指定により解除

39
昭60.3.15
(昭61.1.14)

東湖八坂神社の祭事
南秋田郡天王町天王町天王
男鹿市船越

東湖八坂神社崇敬会
船越町内連合会

昭61.1.14 国指定により解除

40 昭60.3.15 志戸橋番楽 山本郡三種町志戸橋 志戸橋番楽保存会

41 昭63.3.15 花輪の町踊り 鹿角市花輪 花輪町踊り保存会

42 昭63.8.19 荒処の沼入り梵天行事 横手市平鹿町醍醐字荒処 荒処沼入り梵天保存会 昭58.12.16 国記録選択

43 平1.3.17 鳥海山小滝番楽 にかほ市象潟町小滝 小滝舞楽保存会

44
平2.3.20
(平3.2.21)

角館秋祭りの曳き山行事 仙北郡角館町町内 角館のお祭り保存会
昭61.12.17 国記録選択
平3.2.21 国指定により解除

45
平2.3.20
(平10.12.16)

上郷のサエの神行事 由利郡象潟町横岡字中屋敷、字大森
横岡のサエの神保存会
大森サエの神保存会

平10.12.16 国指定により解除

46 平3.3.19 中里のカンデッコあげ行事 仙北市西木町下檜木内字中島
中里カンデッコあげ

保存会
昭61.12.17 国記録選択

47 平4.4.10 金沢八幡宮掛け歌行事 横手市金沢中野字安本館4
金沢八幡宮

伝統掛唄保存会

48 平5.4.9 駒形のネブ流し行事 能代市二ツ井町駒形 駒形町内会

49 平5.6.18 松館天満宮三台山獅子大権現舞 鹿角市八幡平字天神館33 松館天満宮舞楽保存会

50
平6.8.16
(平9.12.15)

土崎神明社祭の曳き山行事 秋田市土崎港 土崎神明社奉賛会 平9.12.15 国指定により解除

51 平8.3.12 福米沢送り盆行事 男鹿市福米沢 福米沢送り盆保存会

52 平9.3.14 赤田大仏祭り 由利本荘市赤田地内 赤田町内会 平3.3.19 県記録選択

53 平10.3.20 横手の送り盆行事 横手市各町内 横手送り盆まつり委員会 平7.3.17 県記録選択

54 平12.3.17 日役町獅子踊 由利本荘市日役町 日役町獅子踊保存会

55 平13.3.16 木境大物忌神社の虫除け祭り 由利本荘市矢島町城内字木境 木境大物忌神社講中 平4.4.10 県記録選択

56 平18.3.20 一日市盆踊 南秋田郡八郎潟町字一日市 一日市郷土芸術研究会 平14.3.5 県記録選択



57 平20.3.21 太平と角館のイタヤ細工製作技術
秋田市太平黒沢
仙北市角館町雲然

太平箕工藝組合角館
イタヤ細工組合

平21.3.11 部分国指定

58 平21.3.13 七高神社の正月年占行事 にかほ市院内 七高神社代表役員 平2.3.20 県記録選択

59 平23.3.22 大曲の綱引き 大仙市大曲上大町 大曲綱引委員会 平3.3.19 県記録選択

60 平30.3.16 赤石のアマハゲ にかほ市金浦赤石 赤石自治会


