
横手市内指定文化財・登録文化財一覧

種別 指定年月日 名称 員数 よみ 所在地 所有者

国指定 昭和55年1月26日 波宇志別神社神楽殿 1棟 はうしわけじんじゃかぐらでん 大森地域内 波宇志別神社

国指定 昭和43年4月25日 絹本著色不忍池図（小田野直武筆） 1幅
けんぽんちゃくしょくしのばずのいけず（おだ
のなおたけひつ）

秋田県立近代美術館 秋田県

国指定 平成11年6月7日 絹本著色唐太宗花鳥図（小田野直武筆） 3幅対
けんぽんちゃくしょくとうたいそうかちょうず
（おだのなおたけひつ）

秋田県立近代美術館 秋田県

国指定 平成15年5月29日 絹本著色松に唐鳥図（佐竹曙山筆） 1幅
けんぽんちゃくしょくまつにからとりず（さた
けしょざんひつ）

秋田県立近代美術館 個人

国指定 平成6年6月28日 銅錫杖頭 1柄 どうしゃくじょうとう 横手地域内 神明社

国指定 昭和52年5月17日 保呂羽山の霜月神楽 ほろわさんのしもつきかぐら 大森地域内 霜月神楽保存会

国指定 平成22年2月22日 大鳥井山遺跡附陣館遺跡
おおとりいやまいせきつけたりじんだていせ
き

横手地域内 横手市ほか

国指定 平成29年2月23日 佐藤家住宅 2棟 さとうけじゅうたく 増田地域内 個人

国指定 平成29年2月23日 旧松浦家住宅　附　棟札、門及び塀 3棟
きゅうまつうらけじゅうたく　つけたり　むな
ふだ、もんおよびへい

増田地域内 個人

国選定 平成25年12月27日 横手市増田伝統的建造物群保存地区
よこてしますだでんとうてきけんぞうぶつぐ
んほぞんちく

増田地域内 個人及び横手市ほか

県指定 昭和59年3月10日 旧日新館 1棟 きゅうにっしんかん 横手地域内 個人

県指定 昭和32年4月4日 絹本著色芍薬花籠図　直武筆 1幅
けんぽんちゃくしょくしゃくやくはなかごず
なおたけひつ

秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 昭和53年2月14日 小田野直武筆写生帖 1冊 おだのなおたけひつしゃせいちょう 秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 昭和57年1月12日 鶴之図（沈南蘋筆） 2幅対 つるのず（ちんなんぴんひつ） 秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 平成16年3月19日
紙本著色ﾌｧﾝ・ﾛｲｴﾝ筆 花鳥図模写 石川大
浪・孟高合筆

1幅
しほんちゃくしょくふぁん・ろいえんひつか
ちょうずもしゃ　いしかわだいろう・もうこう
がっぴつ

秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 平成17年3月22日 平福穂庵筆　乳虎 1幅 ひらふくすいあんひつ　にゅうこ 秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 平成20年3月21日 寺崎廣業筆　高山清秋 1双 てらさきこうぎょうひつ　こうざんせいしゅう 秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 平成20年3月21日 平福百穂筆　春山 1幅 ひらふくひゃくすいひつ　はるのやま 秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 平成23年3月22日 小田野直武筆　富嶽図 1幅 おだのなおたけひつ　ふがくず 秋田県立近代美術館 秋田県

県指定 昭和30年1月24日 木造薬師如来立像 1躯 もくぞうやくしにょらいりゅうぞう 横手地域内 開華山観音寺

県指定 昭和30年1月24日 懸仏（薬師十二神将鉄製鋳出） 1躯
かけぼとけ（やくしじゅうにしんしょうてつせ
いちゅうしゅつ）

横手地域内 開華山観音寺

県指定 昭和30年1月24日 木造阿弥陀如来立像 1躯 もくぞうあみだにょらいりゅうぞう 増田地域内 増田山満福寺

県指定 昭和30年1月24日 金銅聖観音立像 1躯 こんどうしょうかんのんりゅうぞう 横手地域内 祝融山正傳寺

県指定 昭和31年5月21日 神像 2躯 しんぞう 横手地域内 旭岡山神社

県指定 昭和32年4月9日 木造十二神将 3躯 もくぞうじゅうにしんしょう 横手地域内 開華山観音寺

県指定 昭和34年1月9日 木造多聞天立像 1躯 もくぞうたもんてんりゅうぞう 十文字地域内 古四王神社
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県指定 昭和46年4月20日 木造阿弥陀如来坐像 1躯 もくぞうあみだにょらいざぞう 横手地域内 帰命山桂徳寺

県指定 昭和30年1月24日 太刀　銘守次 1口 たち　めいもりつぐ 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

県指定 昭和40年2月23日 刀　無銘　伝直江志津 1口 かたな　むめい　でんなおえしづ 平鹿地域内 個人

県指定 昭和48年6月16日 焼山焼スズおよび碗 2個 やけやまやきすずおよびわん 増田地域内 個人

県指定 平成7年3月17日 波宇志別神社神楽殿神輿 1基 はうしわけじんじゃかぐらでんみこし 大森地域内 波宇志別神社

県指定 昭和32年2月14日 写経（大般若波羅蜜多経） 478巻 しゃきょう（だいはんにゃはらみたきょう） 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

県指定 昭和46年1月9日 雪村友梅、梅花帖詩 1幅 せっそんゆうばい、ばいかちょうし 横手地域内 個人

県指定 昭和27年11月1日 古鏡蓋付陶製経壺 1個 こきょうふたつきとうせいきょうつぼ 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

県指定 昭和27年11月1日 骨壺 1個 こつつぼ 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

県指定 昭和27年11月1日 銅製経筒 1個 どうせいきょうづつ 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

県指定 昭和28年3月10日 経甕 1個 きょうがめ 大森地域内 個人

県指定 昭和35年2月19日 玉類 22点 たまるい 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

県指定 昭和37年2月5日 板碑 1基 いたび 増田地域内 横手市

県指定 平成16年3月19日 検地図絵及び下絵 2巻 けんちずえおよびしたえ 秋田県立博物館 市中山玄福寺

県指定 昭和39年11月17日 仁井田番楽 にいだばんがく 十文字地域内 仁井田番楽保存会

県指定 昭和40年2月23日 八沢木獅子舞 やさわぎししまい 大森地域内 八沢木獅子舞保存会

県指定 昭和63年8月19日 荒処の沼入り梵天行事 あらところのぬまいりぼんでんぎょうじ 平鹿地域内 荒処の沼入り梵天保存会

県指定 平成4年3月6日 金沢八幡宮掛け歌行事 かねざわはちまんぐうかけうたぎょうじ 横手地域内
金澤八幡宮伝統掛唄保存
会

県指定 平成10年3月16日 横手の送り盆行事 よこてのおくりぼんぎょうじ 横手地域内 横手送り盆まつり委員会

県指定 昭和55年12月11日 吉田城跡 よしだじょうあと 平鹿地域内 吉祥山西法寺

県指定 昭和43年3月19日 浅舞のケヤキ 1本 あさまいのけやき 平鹿地域内
社会福祉法人浅舞感恩講
保育園

県指定 昭和63年3月15日 筏の大スギ 1本 いかだのおおすぎ 山内地域内 筏隊山神社

県指定 平成10年3月20日 トミヨ及びイバラトミヨ生息地 とみよおよびいばらとみよせいそくち 平鹿地域内 横手市

県指定 平成28年3月25日 白雲筆　奥州街道並羽州街道風景図 1帙2帖
はくうんひつ　おうしゅうかいどうならびにう
しゅうかいどうふうけいず

秋田県立近代美術館 秋田県

市指定 昭和51年3月31日 波宇志別神社　仁王門 1棟 はうしわけじんじゃ　におうもん 大森地域内 波宇志別神社

市指定 昭和51年3月31日 釣瓶山八幡神社　本殿 1棟 つるべさんはちまんじんじゃ　ほんでん 大森地域内 個人

市指定 昭和56年4月1日 浅舞の御役屋門 1棟 あさまいのおやくやもん 平鹿地域内
社会福祉法人浅舞感恩講
保育園
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市指定 平成1年9月1日 十文字の旦那門 1棟 じゅうもんじのだんなもん 十文字地域内 個人

市指定 平成4年3月13日 貴船神社　本殿 1棟 きぶねじんじゃ　ほんでん 横手地域内 貴船神社

市指定 平成15年2月17日 柏谷家住宅主屋・米蔵・蔵座敷・店蔵 4棟
かしわやけじゅうたくしゅおく・こめぐら・くら
ざしき・みせぐら

横手地域内 個人

市指定 平成18年4月1日 雄物川民家苑木戸五郎兵衛村民家 4棟
おものがわみんかえんきどごろうべえむら
みんか

雄物川地域内 横手市教育委員会

市指定 平成20年10月27日 八幡神社（三嶋）　本殿 1棟 はちまんじんじゃ（みしま）　ほんでん 平鹿地域内 八幡神社（三嶋）

市指定 平成21年5月25日 旧石田理吉家　主屋及び座敷蔵 2棟
きゅういしだりきちけ　しゅおくおよびざしきぐ
ら

増田地域内 横手市

市指定 平成21年5月25日 増田感恩講事務所 1棟 ますだかんおんこうじむしょ 増田地域内 財団法人　増田感恩講

市指定 平成22年7月28日 桐谷呉服店文庫藏 1棟 きりやごふくてんぶんこぐら 増田地域内 個人

市指定 平成22年7月28日 石田源兵衛家座敷蔵 1棟 いしだげんべえけざしきぐら 増田地域内 個人

市指定 平成22年7月28日 堀田商店座敷蔵 1棟 ほったしょうてんざしきぐら 増田地域内 個人

市指定 平成22年7月28日 佐藤多三郎家座敷蔵 1棟 さとうたさぶろうけざしきぐら 増田地域内 個人

市指定 昭和56年4月1日 琴棋書画　佐野江洋筆　六曲屏風 1双
きんきしょが　さのこうようひつ　ろっきょく
びょうぶ

平鹿地域内 個人

市指定 昭和62年4月1日 当麻曼荼羅図 1幅 たいままんだらず 山内地域内 個人

市指定 平成2年4月25日 瑞祥群像図　加瀬谷東嶺筆　六曲屏風 1双
ずいしょうぐんぞうず　かせやとうれいひつ
ろっきょくびょうぶ

増田地域内 個人

市指定 平成2年4月25日 宇治近郊図　加瀬谷東嶺筆　六曲屏風 1双
うじきんこうず　かせやとうれいひつ　ろっ
きょくびょうぶ

横手市増田地域局 横手市教育委員会

市指定 平成6年4月15日 戸村義国画像　寺崎廣業筆 1幅 とむらよしくにがぞう　てらさきこうぎょうひつ 横手南小学校 横手市教育委員会

市指定 平成14年3月26日 雪景図　柴田南谷・楳渓・松谷筆 3幅
せっけいず　しばたなんこく・ばいけい・しょ
うこくひつ

横手図書館 横手市教育委員会

市指定 昭和59年7月16日 宮田神社　阿弥陀如来坐像 1躯 みやたじんじゃ　あみだにょらいざぞう 雄物川郷土資料館 宮田神社

市指定 昭和60年5月20日 八幡神社　仁王像 2躯 はちまんじんじゃ　におうぞう 平鹿地域内 八幡神社（三嶋）

市指定 平成6年4月15日 三井寺　聖観音立像 1躯 さんいじ　しょうかんのんりゅうぞう 横手地域内 旭岡山三井寺

市指定 平成6年4月15日 正法寺　七面大天女立像 1躯
しょうぼうじ　しちめんだいてんにょりゅうぞ
う

横手地域内 佛眼山正法寺

市指定 平成8年5月31日 観音寺　千手観世音立像 1躯 かんのんじ　せんじゅかんぜおんりゅうぞう 横手地域内 開華山観音寺

市指定 平成19年4月1日 九品寺　如意輪観音菩薩坐像 1躯 くほんじ　にょいりんかんのんぼさつざぞう 横手地域内 横手山西光院九品寺

市指定 平成19年4月1日 天仙寺　如意輪観音菩薩坐像 1躯
てんせんじ　にょいりんかんのんぼさつざぞ
う

横手地域内 金剛山天仙寺

市指定 平成20年2月22日 桂徳寺　宝冠阿弥陀如来坐像 1躯 けいとくじ　ほうかんあみだにょらいざぞう 横手地域内 歸命山桂徳寺

市指定 昭和51年9月21日 深井焼　徳利・中皿・花瓶 一括 ふかいやき　とっくり・なかざら・かびん 雄物川郷土資料館 八幡神社（深井）

市指定 昭和51年9月21日 深井焼　碗 1合 ふかいやき　わん 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和57年4月1日 中山焼 9点 なかやまやき 平鹿地域内 個人
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市指定 昭和58年4月14日 馬具　廣田家伝来 一括 ばぐ　ひろたけでんらい 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和60年5月20日 正藍浅舞絞り単衣着物 2領 しょうあいあさまいしぼりひとえきもの 平鹿地域内 個人

市指定 平成1年4月1日 青銅製燈籠 2基 せいどうせいとうろう 山内地域内 個人

市指定 平成4年3月13日 駒山神社の鰐口 1口 こまやまじんじゃのわにぐち 横手地域内 駒山神社

市指定 平成5年1月27日 波宇志別神社神楽殿　神輿（佐竹義厚下賜） 1基
はうしわけじんじゃかぐらでん　みこし（さた
けよしひろかし）

大森地域内 波宇志別神社

市指定 平成9年3月26日 佐竹義重の甲冑 1領 さたけよししげのかっちゅう 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

市指定 平成13年3月2日 倶利伽羅不動之剣 1口 くりからふどうのつるぎ 平鹿地域内 八幡神社（浅舞）

市指定 平成15年12月4日 脇差　伝　小野寺氏由来 3口 わきざし　でん　おのでらしゆらい 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成19年4月1日 圓浄寺　金銅装笈 1背 えんじょうじ　こんどうそうおい 横手地域内 正壽山圓浄寺

市指定 平成2年4月25日 小栗山神社　写経　大般若波羅密多経 600巻
こぐりやまじんじゃ　しゃきょう　だいはん
にゃはらみたきょう

増田地域内 個人

市指定 平成9年3月26日
金沢八幡宮　写経（大正年間）　大般若波羅
密多経

100巻
かねざわはちまんぐう　しゃきょう（たいしょう
ねんかん）　だいはんにゃはらみたきょう

後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

市指定 平成20年2月22日 田村郷日記 35冊 たむらごうにっき 大雄地域内 個人

市指定 昭和54年5月23日 善福寺の板碑 1基 ぜんぷくじのいたび 平鹿地域内 報恩山善福寺

市指定 昭和54年5月23日 香最寺の板碑 1基 こうさいじのいたび 平鹿地域内 木翁山香最寺

市指定 昭和55年2月5日 六盃沢の板碑 1基 ろっぱいざわのいたび 大森地域内 個人

市指定 昭和58年4月14日 十三塚遺跡出土　弥生土器 2点 じゅうさんづかいせきしゅつど　やよいどき 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和58年4月14日 七ツ森経塚出土　岩偶類 14点 ななつもりきょうづかしゅつど　がんぐうるい 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和58年4月14日 七ツ森経塚出土　中世陶器 1点
ななつもりきょうづかしゅつど　ちゅうせいと
うき

雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成1年4月1日 相野々遺跡出土　土偶 1点 あいののいせきしゅつど　どぐう 山内地域内 個人

市指定 平成4年3月13日 永徳の古碑 5基 えいとくのこひ 横手地域内 横手市

市指定 平成6年4月15日 妙晴寺の板碑 3基 みょうせいじのいたび 横手地域内 光福山妙晴寺

市指定 平成8年4月1日 大慈寺谷地の板碑　太刀瑕ある石神 1基
だいじじやちのいたび　たちきずあるせきじ
ん

大雄地域内 個人

市指定 平成8年4月1日 大慈寺谷地の板碑　光明真言 1基 だいじじやちのいたび　こうみょうしんごん 大雄地域内 個人

市指定 平成8年4月1日 八柏の板碑 1基 やがしわのいたび 大雄地域内 八幡神社（八柏）

市指定 平成8年5月31日 八幡の板碑 1基 やわたのいたび 横手地域内 個人

市指定 平成9年3月26日 小吉山遺跡出土　線刻石製品 63点
こきちやまいせきしゅつど　せんこくせきせ
いひん

雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成17年4月22日 オホン清水Ａ遺跡出土　石棒 1点 おほんしみずえーいせきしゅつど　せきぼう 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和57年5月15日 猩々の道標 1基 しょうじょうのみちしるべ 十字館歴史資料展示室 横手市教育委員会
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横手市内指定文化財・登録文化財一覧

種別 指定年月日 名称 員数 よみ 所在地 所有者

市指定 昭和57年5月15日 義民柴田伝之助の資料 一括 ぎみんしばたでんのすけのしりょう 十文字地域内 個人

市指定 昭和58年4月14日 文芸誌　『樹陰』 109冊 ぶんげいし　『こかげ』 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和59年7月16日 八幡神社　船絵馬 1枚 はちまんじんじゃ　ふなえま 雄物川地域内 八幡神社（深井）

市指定 昭和59年7月16日 沼館村絵図 1枚 ぬまだてむらえず 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 昭和60年5月20日 蓑虫山人筆　「琵琶沼絵図」 1幅 みのむしさんじんひつ　「びわぬまえず」 平鹿地域内 法人

市指定 平成4年3月13日 戎谷南山筆　「後三年合戦絵詞」 5巻
えびすやなんざんひつ　「ごさんねんかっせ
んえことば」

後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

市指定 平成4年3月23日 龍骨鏡 1枚 りゅうこつきょう 増田地域内 個人

市指定 平成8年4月1日 八柏村検地野帳 1冊 やがしわむらけんちやちょう 大雄地域内 個人

市指定 平成11年1月20日 戎谷南山筆　『雪の出羽路』写本 14巻
えびすやなんざんひつ　『ゆきのいでわじ』
しゃほん

後三年合戦金沢資料館 横手市教育委員会

市指定 平成11年6月22日 薄井村絵図 2幅 うすいむらえず 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成13年6月28日 耕作成就祈所絵馬　伝　月山神社奉納 1枚
こうさくじょうじゅきどころえま　でん　がっさ
んじんじゃほうのう

増田地域内 増田町文化財協会

市指定 平成14年3月26日 五姓田芳柳筆　佐藤信淵、平田篤胤像 1幅
ごせだほうりゅうひつ　さとうのぶひろ、ひら
たあつたねぞう

横手南小学校 横手市教育委員会

市指定 平成20年2月22日 田根森村適産調及び絵図 6点 たねもりむらてきさんしらべおよびえず 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成20年2月22日 羽後交通横荘線鉄道資料 一括 うごこうつうおうしょうせんてつどうしりょう
雄物川郷土資料館
平鹿農村文化伝承館

横手市教育委員会

市指定 平成20年10月27日 八幡神社（沼館）　古頭形兜 1頭
はちまんじんじゃ（ぬまだて）　こずなりかぶ
と

雄物川地域内 八幡神社（沼館）

市指定 昭和53年8月21日 岡本新内 おかもとしんない 雄物川地域内 雄物川町岡本新内保存会

市指定 昭和57年5月15日 十文字和紙 じゅうもんじわし 十文字地域内 個人

市指定 昭和57年5月15日 仁井田菅笠 にいだすげがさ 十文字地域内 仁井田菅笠生産協会

市指定 昭和57年4月1日 光明院　獅子頭 2口 こうみょういん　ししがしら 平鹿地域内 個人

市指定 昭和58年4月14日 金峰神社の癋見面 1面 きんぽうじんじゃのべしみめん 雄物川地域内 金峰神社

市指定 平成4年3月23日 熊渕の機岳和尚木彫地蔵尊 1躯
くまのふちのきがくおしょうもくちょうじぞうそ
ん

増田地域内 熊渕集落

市指定 平成4年3月23日 荻袋の機岳和尚木彫地蔵尊 1躯
おぎのふくろのきがくおしょうもくちょうじぞう
そん

増田地域内 荻袋集落

市指定 平成4年3月23日 小栗山の機岳和尚木彫地蔵尊 1躯
こぐりやまのきがくおしょうもくちょうじぞうそ
ん

増田地域内 小栗山集落

市指定 平成4年3月23日 安養寺の機岳和尚延命地蔵菩薩 1躯
あんようじのきがくおしょうえんめいじぞうぼ
さつ

増田地域内 安養寺集落

市指定 平成11年6月22日 享保雛(内裏雛) 1対 きょうほびな（だいりびな） 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成13年3月2日 善福寺　三十三観音 33躯 ぜんぷくじ　さんじゅうさんかんのん 平鹿地域内 報恩山善福寺

市指定 昭和50年10月13日 二井山神楽 にいやまかぐら 雄物川地域内 二井山神楽保存会

市指定 昭和54年5月23日 深間内神楽 ふかまうちかぐら 平鹿地域内 深間内神楽保存会
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横手市内指定文化財・登録文化財一覧

種別 指定年月日 名称 員数 よみ 所在地 所有者

市指定 昭和57年5月15日 梨木水かぶり なしのきみずかぶり 十文字地域内 愛宕会

市指定 昭和63年12月8日 沼館八幡の獅子舞 ぬまだてはちまんのししまい 雄物川地域内 八幡神社（沼館）

市指定 平成1年3月14日 鍋倉囃子 なべくらばやし 平鹿地域内 鍋倉囃子保存会

市指定 平成1年9月1日 今泉祇園囃子 いまいずみぎおんばやし 十文字地域内 祇園講

市指定 平成2年4月25日 八木番楽 やぎばんがく 増田地域内 八木番楽保存会

市指定 平成2年4月25日 戸波神社の芸能 となみじんじゃのげいのう 増田地域内 戸波郷土芸能保存会

市指定 平成6年4月15日 金沢ささら舞 かねざわささらまい 横手地域内 金沢ささら舞保存会

市指定 平成10年3月26日 百落鹿島流し ひゃくおちかしまながし 横手地域内 百落鹿島流し保存会

市指定 平成10年3月26日 下根田鹿島送り しもこんだかしまおくり 横手地域内 下根田鹿島送り保存会

市指定 平成10年7月1日 藤巻の厄神立て ふじまきのやくじんたて 大雄地域内 藤巻財産管理会

市指定 平成11年1月20日 旭岡山神社の梵天 あさひおかやまじんじゃのぼんでん 横手地域内
一般社団法人横手市観光
協会

市指定 平成11年7月29日 三助稲荷神社の梵天 さんすけいなりじんじゃのぼんでん 大森地域内 三助稲荷神社梵天保存会

市指定 平成12年2月3日 横手のかまくら よこてのかまくら 横手地域内
一般社団法人横手市観光
協会

市指定 平成19年4月1日 月山神社　神輿渡御行事 がっさんじんじゃ　みこしとぎょぎょうじ 増田地域内 月山神社

市指定 平成19年4月1日 増田の福嶋サイサイ ますだのふくしまさいさい 増田地域内 福嶋サイサイ囃子保存会

市指定 昭和51年3月31日 八沢木番所跡 やさわぎばんしょあと 大森地域内 横手市

市指定 昭和51年3月31日 板井田の左門塚 いたいだのさもんづか 大森地域内 個人

市指定 昭和51年3月31日 八沢木の百人塚 やさわぎのひゃくにんづか 大森地域内 個人

市指定 昭和54年5月23日 大保中台遺跡 おおぼなかだいいせき 平鹿地域内 横手市

市指定 昭和54年5月23日 浅舞の古八幡跡 あさまいのふるはちまんあと 平鹿地域内 個人

市指定 昭和54年5月23日 浅舞の小野塚 あさまいのおのづか 平鹿地域内 個人

市指定 昭和54年5月23日 小野寺友光墓所 おのでらともみつぼしょ 平鹿地域内 長雲山龍泉寺

市指定 昭和55年2月5日 梨ノ木塚遺跡 なしのきづかいせき 増田地域内 横手市

市指定 昭和55年2月5日 亀田の久蔵碑 かめだのきゅうぞうひ 増田地域内 横手市

市指定 昭和55年2月5日 黒坂兵右衛門碑 くろさかひょうえもんひ 増田地域内 黒坂兵右衛門顕彰会

市指定 昭和55年2月5日 月山碑（御鷹の碑） がっさんひ（みたかのひ） 増田地域内 月山神社

市指定 昭和57年1月14日 一覚・行正・喜覚の碑 いちがく・ぎょうしょう・きかくのひ 増田地域内 個人

市指定 昭和59年7月16日 兵部ヶ沢遺跡 ひょうぶがさわいせき 雄物川地域内 横手市/個人所有

Page 6



横手市内指定文化財・登録文化財一覧

種別 指定年月日 名称 員数 よみ 所在地 所有者

市指定 昭和59年7月16日 七ツ森経塚 ななつもりきょうづか 雄物川地域内 横手市/個人所有

市指定 昭和59年7月16日 薄井の方示碑 うすいのほうじひ 雄物川地域内 八坂神社

市指定 昭和63年12月8日 大沢口の領界碑 おおさわぐちのりょうかいひ 雄物川地域内 横手市

市指定 平成1年9月1日 十文字の御帳塚 じゅうもんじのおちょうづか 十文字地域内 個人

市指定 平成4年3月13日 大鳥井山十三塚 おおとりいやまじゅうさんづか 横手地域内 横手市

市指定 平成4年3月13日 小野寺泰道墓所 おのでらやすみちぼしょ 横手地域内 大儀山正平寺

市指定 平成5年1月27日 坂部の境塚 さかべのさかいづか 大森地域内 横手市

市指定 平成5年1月27日 波宇志別神社神楽殿　境内地 はうしわけじんじゃかぐらでん　けいだいち 大森地域内 波宇志別神社

市指定 平成8年5月31日 岩瀬御台の墓所（附　七条袈裟）
いわせみだいのぼしょ（つけたり　しちじょう
けさ）

横手地域内 金剛山天仙寺

市指定 平成10年3月26日 横手城跡 よこてじょうあと 横手地域内 横手市/秋田神社

市指定 平成12年2月23日 白木峠の五輪塔 しらきとうげのごりんとう 山内地域内 個人

市指定 平成13年6月28日 焼山焼窯跡 やけやまやきかまあと 増田地域内 個人

市指定 平成7年3月16日 滝ノ沢 たきのさわ 横手地域内 株式会社横手殖林社

市指定 昭和49年8月15日 羽黒の柳 1本 はぐろのやなぎ 横手地域内 横手市

市指定 昭和49年8月15日 大屋の梅 1本 おおやのうめ 横手地域内 個人

市指定 昭和50年10月1日 旭岡山神社の七本杉 3本 あさひおかやまじんじゃのななほんすぎ 横手地域内 旭岡山神社

市指定 昭和51年3月31日 銀杏の木台の大イチョウ 1本 いちょうのきだいのおおいちょう 大森地域内
雄物川町舘合財産区/大
雄舘合財産区

市指定 昭和51年3月31日 十二ノ木のケヤキ 1本 じゅうにのきのけやき 大森地域内 個人

市指定 昭和51年3月31日 岩清水の大杉 1本 いわしみずのおおすぎ 大森地域内 個人

市指定 昭和54年5月23日 白藤神社の姥杉 1本 しらふじじんじゃのうばすぎ 平鹿地域内 個人

市指定 昭和55年2月5日 二本杉 1本 にほんすぎ 増田地域内 横手市

市指定 昭和55年2月5日 西百目木のイチョウ 1本 にしどめきのいちょう 大森地域内 個人

市指定 昭和57年1月14日 亀田のイチイ 1本 かめだのいちい 増田地域内 個人

市指定 昭和57年1月14日 舟繋ぎのサイカチ 1本 ふなつなぎのさいかち 増田地域内 縫殿自治会

市指定 昭和57年1月14日 増田のカヤ 1本 ますだのかや 増田地域内 個人

市指定 昭和58年7月1日 下吉田のナラ 1本 しもよしだのなら 平鹿地域内 個人

市指定 昭和58年7月1日 樽見内の鹿嶋梨 1本 たるみないのかしまなし 平鹿地域内 個人

市指定 昭和59年11月15日 藍婆神社の大杉 2本 らんばじんじゃのおおすぎ 大森地域内 個人
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種別 指定年月日 名称 員数 よみ 所在地 所有者

市指定 昭和59年11月15日 白山神社の大杉 4本 はくさんじんじゃのおおすぎ 大森地域内 白山神社

市指定 昭和63年12月8日 大沢のカスミザクラ 1本 おおさわのかすみざくら 雄物川地域内 横手市

市指定 昭和63年12月8日 大沢のイタヤカエデ 1本 おおさわのいたやかえで 雄物川地域内 個人共有

市指定 昭和63年12月8日 八幡野のブナ林 15本 はちまんののぶなりん 雄物川地域内 個人

市指定 平成11年6月22日 造山の傘杉 1本 つくりやまのからかさすぎ 雄物川地域内 横手市

市指定 平成19年4月1日 大松川のトチノキ 1本 おおまつかわのとちのき 山内地域内 個人

市指定 平成25年3月25日 金澤八幡宮　獅子頭 2口 かねざわはちまんぐう　ししがしら 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

市指定 平成25年3月25日 金澤八幡宮　神楽面 6面 かねざわはちまんぐう　かぐらめん 後三年合戦金沢資料館 金澤八幡宮

市指定 平成25年7月23日 谷藤家住宅　主屋、座敷蔵及び味噌蔵 3棟
たにふじけじゅうたく　しゅおく、ざしきぐらお
よびみそぐら

増田地域内 個人

市指定 平成27年1月28日 旧佐々虎呉服店店蔵 1棟 きゅうささとらごふくてんみせぐら 増田地域内 個人

市指定 平成28年4月27日 横手筆 8枝 よこてふで 横手公園展望台 横手市

市指定 平成28年4月27日 沼館八幡神社本殿 1棟 ぬまだてはちまんじんじゃほんでん 雄物川地域内 八幡神社（沼館）

市指定 平成29年1月24日 中山人形原型 10体 なかやまにんぎょうげんけい 横手地域内 個人

市指定 平成29年4月24日 カトリック横手教会聖堂 1棟 かとりっくよこてきょうかいせいどう 横手地域内 カトリック新潟教区

市指定 平成29年4月24日 山中家住宅　主屋及び座敷蔵 2棟
やまなかけじゅうたく　おもやおよびざしきぐ
ら

増田地域内 個人

市指定 平成29年4月24日
旧守徳堂村田薬局　店蔵、主屋、座敷蔵及
び味噌蔵

4棟
きゅうしゅとくどうむらたやっきょく　みせぐ
ら、おもや、ざしきぐらおよびみそぐら

増田地域内 個人

市指定 平成30年4月24日 沼館八幡神社　神輿渡御行事
ぬまだてはちまんじんじゃ　みこしとぎょぎょ
うじ

雄物川地域内 八幡神社（沼館）

市指定 平成30年4月24日 浅舞八幡神社　神輿渡御及び山車巡行行事
あさまいはちまんじんじゃ　みこしとぎょおよ
びだしじゅんこうぎょうじ

平鹿地域内 八幡神社（浅舞）

市指定 平成30年11月20日 沼館鏡図 1幅 ぬまだてかがみず 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会

市指定 平成31年4月26日 長安寺　方便法身尊像 1幅 ちょうあんじ　ほうべんほっしんそんぞう 横手地域内 超光山長安寺

市指定 令和3年3月29日 横手城下全図 1幅 よこてじょうかぜんず 横手図書館 横手市教育委員会

国登録 平成9年5月7日 鈴木家住宅尾主屋 1棟 すずきけじゅうたくしゅおく 横手地域内 個人

国登録 平成9年6月12日 平源旅館本店 1棟 ひらげんりょかんほんてん 横手地域内 ㈱イヤタカ

国登録 平成9年6月12日 平源旅館土蔵 1棟 ひらげんりょかんどぞう 横手地域内 ㈱イヤタカ

国登録 平成11年2月17日 戸田家住宅 1棟 とだけじゅうたく 横手地域内 個人

国登録 平成11年2月17日 伊藤八重郎家住宅 1棟 いとうはちじゅうろうけじゅうたく 横手地域内 個人

国登録 平成11年2月17日 泉川家住宅 1棟 いずみかわけじゅうたく 横手地域内 個人
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国登録 平成11年2月17日 遠藤家住宅主屋 1棟 えんどうけじゅうたくしゅおく 横手地域内 個人

国登録 平成11年2月17日 遠藤家住宅土蔵 1棟 えんどうけじゅうたくどぞう 横手地域内 個人

国登録 平成11年2月17日 木村屋商店本店 1棟 きむらやしょうてんほんてん 横手地域内 個人

国登録 平成11年2月17日 斎太薬局本店店舗 1棟 さいたやっきょくほんてんてんぽ 横手地域内 個人

国登録 平成11年2月17日 斎太薬局本店調剤室・応接室 1棟
さいたやっきょくほんてんちょうざいしつ・お
うせつしつ

横手地域内 個人

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社店舗 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃてんぽ 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社南蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃみなみぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社中央蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃちゅうおうぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社麹蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃこうじぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社東前蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃひがしまえぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社東後蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃうしろぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 日の丸醸造本社西蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃにしぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成14年2月14日 勇駒酒造本社店舗 1棟 いさみごましゅぞうほんしゃてんぽ 増田地域内 合資会社羽場こうじ店

国登録 平成14年2月14日 勇駒酒造本社東蔵 1棟 いさみごましゅぞうほんしゃひがしぐら 増田地域内 合資会社羽場こうじ店

国登録 平成14年2月14日 勇駒酒造本社西蔵 1棟 いさみごましゅぞうほんしゃにしぐら 増田地域内 合資会社羽場こうじ店

国登録 平成14年2月14日 勇駒酒造本社南蔵 1棟 いさみごましゅぞうほんしゃみなみぐら 増田地域内 合資会社羽場こうじ店

国登録 平成17年2月9日 赤川家住宅蔵 1棟 あかがわけじゅうたくくら 大森地域内 個人

国登録 平成19年12月5日 佐藤養助商店漆蔵資料館土蔵 1棟
さとうようすけしょうてんうるしぐらしりょうか
んどぞう

増田地域内 有限会社佐藤養助商店

国登録 平成21年4月28日 小西家住宅主屋 1棟 こにしけじゅうたくしゅおく 雄物川地域内 個人

国登録 平成21年4月28日 小西家住宅座敷蔵 1棟 こにしけじゅうたくざしきぐら 雄物川地域内 個人

国登録 平成21年4月28日 小西家住宅文庫蔵 1棟 こにしけじゅうたくぶんこぐら 雄物川地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 佐々木家住宅主屋 1棟 ささきけじゅうたくしゅおく 増田地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 旧佐々虎呉服店主屋及び座敷蔵 1棟
きゅうささとらごふくてんしゅおくおよびざしき
ぐら

増田地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 旧佐々虎呉服店資材蔵 1棟 きゅうささとらごふくてんしざいぐら 増田地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 興文館東海林書店店舗兼主屋及び座敷蔵 1棟
こうぶんかんしょうじしょてんてんぽけんしゅ
おくおよびざしきぐら

増田地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 鈴木家住宅旧米蔵 1棟 すずきけじゅうたくきゅうこめぐら 増田地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 旧佐藤三十郎商店店舗兼主屋及び座敷蔵 1棟
きゅうさとうさんじゅうろうしょうてんてんぽけ
んしゅおくおよびざしきぐら

増田地域内 個人

国登録 平成21年8月7日 石直商店店舗兼主屋 1棟 いしなおしょうてんてんぽけんしゅおく 増田地域内 個人
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国登録 平成21年8月7日 石直商店文庫蔵 1棟 いしなおしょうてんぶんこぐら 増田地域内 個人

国登録 平成21年11月2日 旧長江八兵衛商店味噌蔵 1棟 きゅうながえはちべえしょうてんみそぐら 増田地域内 個人

国登録 平成21年11月2日 旧清水肉店店舗兼主屋 1棟 きゅうしみずにくてんてんぽけんしゅおく 増田地域内 個人

国登録 平成21年11月2日 佐藤養助漆蔵資料館旧米蔵 1棟
さとうようすけうるしぐらしりょうかんきゅうこ
めぐら

増田地域内 有限会社佐藤養助商店

国登録 平成21年11月2日 旧杏華堂石田医院座敷蔵 1棟 きゅうきょうかどういしだいいんざしきぐら 増田地域内 横手市

国登録 平成22年9月10日 旧長江八兵衛商店座敷蔵 1棟 きゅうながえはちべえしょうてんざしきぐら 増田地域内 個人

国登録 平成22年9月10日 佐々平商店文庫蔵 1棟 ささへいしょうてんぶんこぐら 増田地域内 個人

国登録 平成22年9月10日 山中吉助商店旧座敷蔵 1棟 やまなかきちすけしょうてんきゅうざしきぐら 増田地域内 個人

国登録 平成22年9月10日 日の丸醸造本社文庫蔵 1棟 ひのまるじょうぞうほんしゃぶんこぐら 増田地域内 日の丸醸造株式会社

国登録 平成22年9月10日 旧石宇商店座敷蔵 1棟 きゅういしうしょうてんざしきぐら 増田地域内 個人

国登録 平成22年9月10日 髙橋茶舗座敷蔵 1棟 たかはしさほざしきぐら 増田地域内 個人

国登録 平成22年9月10日 旧栄助商店座敷蔵 1棟 きゅうえいすけしょうてんざしきぐら 増田地域内 個人

国登録 平成23年3月18日 浅舞酒造店舗 1棟 あさまいしゅぞうてんぽ 平鹿地域内 株式会社浅舞酒造

国登録 平成23年3月18日 浅舞酒造仕込み蔵・貯蔵蔵及び作業場 1棟
あさまいしゅぞうしこみぐら・ちょぞうぐらおよ
びさぎょうば

平鹿地域内 株式会社浅舞酒造

国登録 平成23年3月18日 浅舞酒造吟醸蔵及び酛場 1棟 あさまいしゅぞうぎんじょうぐらおよびもとば 平鹿地域内 株式会社浅舞酒造

国登録 平成30年11月2日 今野商店　店蔵 1棟 いまのしょうてん　みせぐら 大森地域内 個人

国登録 平成30年11月2日 今野商店　土蔵 1棟 いまのしょうてん　どぞう 大森地域内 個人

国登録 平成30年11月2日 東北聖書バプテスト十文字教会 1棟
とうほくせいしょばぷてすとじゅうもんじきょう
かい

十文字地域内
宗教法人東北聖書バプテ
スト十文字教会

国登録 令和3年2月4日 季子家住宅　主屋 1棟 きしけじゅうたく　おもや 増田地域内 個人

国登録 令和3年2月4日 季子家住宅　内蔵 1棟 きしけじゅうたく　うちぐら 増田地域内 個人

国登録 令和3年2月4日 季子家住宅　外蔵 1棟 きしけじゅうたく　そとぐら 増田地域内 個人

国登録 令和3年2月4日 旧加藤茶舗店蔵 1棟 きゅうかとうちゃほみせぐら 十文字地域内 法人
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