
　県内の国・県指定等文化財一覧（史跡）

特別史跡 1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 昭31.7.19 大湯環状列石
鹿角市十和田大湯字万座、
字野中堂、字一本木後口

鹿角市
（鹿角市ほか）

昭26.12.26 国史跡指定
昭32.7.31 名称変更
昭38.8.15 管理団体指定
昭49.1.23 追加指定・一部解除

平2.3.8 追加指定
平6.1.25 追加指定
平13.8.13 追加指定
平27.10.7 追加指定

史跡 12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 昭6.3.30 払田柵跡
大仙市払田
仙北郡美郷町本堂城回

大仙市
（大仙市ほか）

昭6.5.18 管理団体指定
昭63.6.29 追加指定・一部解除

2
昭 8.11.2
(昭23.6.29)

明治天皇鷹巣行在所 北秋田郡鷹巣町米代町5-17

3
昭 8.11.2
(昭23.6.29)

明治天皇行幸所院内御幸坑
附院内鉱山分局阯御膳水

雄勝郡雄勝町院内銀山町

4
昭 8.11.2
(昭23.6.29)

明治天皇院内御野立所 雄勝郡雄勝町院内銀山町

5 昭9.5.1 平田篤胤墓 秋田市手形字大沢21-1
秋田市

（秋田市）
昭9.9.25 管理団体指定

6
昭 9.11.1
(昭23.6.29)

明治天皇神宮寺行在所　附御膳水 仙北郡神岡町神宮寺

7
昭 9.11.1
(昭23.6.29)

明治天皇矢立行在所　附御膳水 大館市矢立

8
昭 9.11.1
(昭23.6.29)

明治天皇六郷御小休所　附御膳水 仙北郡六郷町六郷

9
昭 9.11.1
(昭23.6.29)

明治天皇金沢御小休所　附御膳水 横手市金沢中野

10
昭11.7.2
(昭23.6.29)

明治天皇大久保御小休所　附御膳水 南秋田郡昭和町大久保

11
昭11.7.2
(昭23.6.29)

明治天皇北野御小休所阯及建物 南秋田郡天王町北野

12 昭14.9.7 秋田城跡 秋田市寺内ほか
秋田市

（秋田市ほか）
昭14.12.26 管理団体指定
昭53.3.22 追加指定

13 昭53.9.18 岩井堂洞窟 湯沢市上院内字岩井堂ほか
湯沢市

（湯沢市ほか）
昭47.6.10 県指定
昭56.2.23 管理団体指定

14 昭55.3.21
檜山安東氏城館跡
(檜山城跡、大館跡、茶臼館跡)

能代市檜山字古城ほか (能代市ほか)
昭48.7.12 県指定「檜山城跡」
昭61.8.12 追加指定

15 昭56.9.3 杉沢台遺跡 能代市磐字杉沢台 (能代市)

16 平8.11.6 地蔵田遺跡 秋田市御所野地蔵田 (秋田市)

17 平9.9.11 由利海岸波除石垣 にかほ市芹田、飛 (国（国土交通省）ほか)
昭63.3.15 県指定「芹田波除
石垣」平5.6.18 県指定「飛の波
除石垣」

18 平13.1.29 伊勢堂岱遺跡 北秋田市脇神字伊勢堂岱 (北秋田市ほか)

19 平16.9.30 脇本城跡 男鹿市脇本脇本字七沢ほか 男鹿市
平9.3.14 県指定
平20.7.11 管理団体指定

20 平21.7.23 鳥海山
由利本荘市森子字八乙女下ほか
にかほ市象潟町小滝字奈曽沢ほか

由利本荘市
にかほ市

平20.3.28 山形県側指定
平21.9.16 管理団体指定
平28.10.3 追加指定

21 平22.2.22 大鳥井山遺跡附陣館遺跡
横手市大鳥町、新坂町
横手市金沢中野字根小屋

横手市
(横手市ほか)

平29.8.14 管理団体指定
平29.10.13 名称変更及び追
加指定

秋田県指定史跡 40件

番号
指定年月日
(解除年月日)

所　　　在　　　地
管理責任者

(所有者)
備　　　　　考

1 昭27.11.1 如斯亭 秋田市旭川南町86-1ほか
（秋田市)
(個人）

平１9.2.6 国指定名勝「旧
秋田藩主佐竹氏別邸（如
斯亭）庭園」

2 昭28.3.10 矢石館遺跡 大館市早口字矢石館60
大館市長
（個人）

3 昭28.10.5 上代窯跡
秋田市上新城五十丁字小林166-1、
下新城岩城字末沢116

(個人)

4
昭28.10.5
(平16.3.19)

魚形文刻石 由利郡矢島町城内字前杉17-1
矢島町教育委員会

（個人）
平16.3.19 有形文化財(考
古資料)指定により解除

5 昭28.10.5 白岩焼窯跡 仙北市角館町白岩字寺後65-3ほか
仙北市長

(個人)

6 昭28.10.5 十三本塚 雄勝郡羽後町貝沢字十三本塚25
羽後町教育委員会

（羽後町）

7 昭30.1.24 万固山天徳寺 秋田市泉三嶽根10-1 (天徳寺) 平2.3.19 重要文化財(建造物)

8 昭30.1.24 柏子所貝塚 能代市字柏子所87 (個人）

9
昭31.5.21
(昭41.3.22)

石器時代組石 仙北郡角館町中川山谷川崎字下荻ノ台33 (個人) 昭41.3.22 解除

令和４年４月１日現在

名　　　　　　　　称

名　　　　　　　　称

名　　　　　　　　称



10
昭32.2.14
(昭51.2.14)

五城目町砂沢古窯跡 南秋田郡五城目町羽黒前16
五城目町教育委員会

（個人）
昭51.2.14 解除

11 昭33.2.13 三崎山旧街道 にかほ市象潟町小砂川字三崎山1-2
にかほ市教育委員会

（上浜財産区）
平27.3.10 名称「おくのほ
そ道の風景地」

12 昭34.1.7 飯詰竪穴群
仙北郡美郷町飯詰字東山本37･39･40、
字東西法寺47

美郷町教育委員会
（国（農林水産省）ほか）

13 昭34.1.7 四十二館跡
大仙市藤木字乙糠塚1ほか、
六郷西根字沼福田1ほか

大仙市長
（国（国土交通省）ほか）

14 昭34.1.7 矢立廃寺跡 大館市白沢字松原340 ほか
大館市教育委員会

（大館市ほか）
昭52.2.12 追加指定

15 昭34.1.7 磨崖 湯沢市横堀字板橋40 (熊野神社)

16 昭34.1.7 一里塚
大仙市北楢岡字長丁場62
北楢岡字上船戸185-4

大仙市長
（大仙市）

17 昭35.3.1
内館文庫跡
（建物・蔵書及び塾用器物を含む）

北秋田市綴子字西館46、47 (個人)

18 昭37.2.15 心像市道の窯跡 大仙市土川字天上沢1
大仙市長
（個人）

19 昭38.2.5 一里塚 湯沢市愛宕町二丁目1-56 (湯沢市)

20 昭38.2.5 岩野山古墳群 南秋田郡五城目町上樋口字樽沢214
五城目町教育委員会

（個人）

21 昭38.2.5 雀館古代井戸 南秋田郡五城目町上樋口字堂社30-3 (個人)

22 昭39.4.16 石川理紀之助遺跡 潟上市昭和豊川山田字家の上62
（財）石川翁遺跡保存会理事長
（（財）石川翁遺跡保存会ほか）

23
昭47.6.10
(昭53.9.18)

岩井堂岩陰遺跡
雄勝郡雄勝町上院内字矢込沢国有林
湯沢事業区73林班い小班

(国（農林水産省）) 昭53.9.18 国指定により解除

24 昭48.7.12 檜山追分旧羽州街道松並木 能代市檜山字上館 (能代市)

25 昭48.7.12 旧青柳家武家屋敷 仙北市角館町表町下丁3、4 (法人)
昭39.4.16 県指定有形文化財
平6.5.13 一部解除

26
昭48.7.12
(昭55.3.21)

桧山城跡 能代市檜山字古城 (能代市) 昭55.3.21 国指定により解除

27 昭48.12.11 旧院内銀山跡
湯沢市院内銀山町字下夕町
院内銀山町字上本町

湯沢市長
（法人）

28 昭48.12.11 岩橋家武家屋敷 仙北市角館町東勝楽丁3
仙北市長
（個人）

29 昭48.12.11 萱刈沢貝塚遺跡 山本郡三種町鵜川字萱刈沢5-1ほか
三種町教育委員会

（個人）

30 昭48.12.11 本堂城跡 仙北郡美郷町本堂城回字館間150 ほか
美郷町教育委員会

（美郷町ほか）

31 昭51.12.14 一丈木遺跡 仙北郡美郷町浪花字一丈木1-2 ほか (美郷町ほか)

32 昭53.2.14 湯出野遺跡 由利本荘市東由利老方字山谷11-1 ほか
由利本荘市長

（個人）

33 昭55.12.11 吉田城跡 横手市平鹿町上吉田間内字吉田51-1ほか
横手市教育委員会

（西法寺ほか）
昭61.3.25 追加指定

34 昭60.3.15 天照皇御祖神社境内の磨崖仏及び板碑 鹿角市八幡平字谷内14 (天照皇御祖神社)

35 昭60.3.15 亀田藩主岩城家墓所 由利本荘市岩城赤平字向山69 （龍門寺)

36 昭61.3.25 山根館跡 にかほ市小国字古館1-2ほか
にかほ市教育委員会

（にかほ市）

37 昭62.3.17 戸沢氏城館跡(門屋城跡・古堀田城跡)
仙北市西木町小山田字沢口24・字大浦川
内、上荒井字橋元山平・字上橋元・字小倉
見

仙北市長
（三嶽神社ほか）

38 昭62.3.17 大堤一里塚
北秋田市綴子字金十郎岱210、
字街道下93

北秋田市長
（個人）

39 昭62.3.17 鴨巣一里塚
能代市字上の山199、
字谷地上161

能代市長
（能代市）

40 昭63.3.15 西馬音内城跡
雄勝郡羽後町西馬音内堀回字浦田山、
字世の沢山、字館坂

羽後町教育委員会
（羽後町ほか）

41
昭63.3.15
(平9.9.11)

芹田波除石垣 由利郡仁賀保町芹田字十王森、字長根
仁賀保町教育委員会

（国（国土交通省）ほか）
平9.9.11 国指定により解除

42
平2.3.20
(平5.8.17)

旧藤倉水源地堰堤 秋田市山内字上台44-3、字大畑16-2 ほか
秋田市水道局長
（秋田市ほか）

平5.8.17 国指定により解除

43
平5.6.18
(平9.9.11)

飛の波除石垣
由利郡金浦町飛字飛ヶ崎、字飛谷地、字
石橋、字釜木森、字鷲森

金浦町教育委員会
（金浦町ほか）

平9.9.11 国指定により解除

44
平9.3.14
(平16.9.30)

脇本城跡
男鹿市脇本脇本字兜ヶ崎、字狭間田、
字七沢、字立木沢

男鹿市長ほか
（男鹿市ほか）

平16.9.30 国指定により解除　

45 平11.3.12 豊島館跡
秋田市河辺戸島字戸島館、
北野田高屋字薬師内沢

秋田市教育委員会
（融和会ほか）

46 平12.3.17 大畑古窯跡
大仙市南外字大畑139-3、
字大畑150-1のうち、
字大畑深山261-1のうち

大仙市長
（大仙市ほか）

47 平15.3.25 横山遺跡 由利本荘市福山字横山 由利本荘市教育委員会

48 平24.3.23 安藤昌益墓 大館市二井田字贄ノ里31墓地内のうち （大館市、個人） 温泉寺境内



49 平26.3.25 菅江真澄墓 秋田市寺内大小路137 秋田市


