
第 14 章　 文  　化　  財

●国指定文化財

重要文化財

種　別 件数・個数 所　在　地 指定年月日

建　造　物 旧大湊水源地水道施設 3所・附 むつ市宇田町・桜木町 平成21年12月 8日

彫　　　刻 木造阿弥陀如来坐像 1躯 むつ市田名部町4番8号 大正 4年 3月26日

美術工芸品 青森県二枚橋2遺跡出土品 1,308点 むつ市 平成24年 9月 6日

重要無形民俗文化財

種　別 所　在　地 指定年月日

- 下北の能舞 東通村、むつ市、横浜町 平成元年 3月20日

記念物

種　別 所　在　地 指定年月日

特別天然記念物※ ｶﾓｼｶ 青森県ほか29都府県 特天　昭和30年2月15日

天然記念物 下北半島のサル及びサル生息北限地 むつ市、佐井村 昭和45年11月11日

天然記念物※ ｵｼﾞﾛﾜｼ,ｲﾇﾜｼ,ﾋｼｸｲ,ﾏｶﾞﾝ,ﾔﾏﾈ,ｵｵﾜｼ,ｺｸｶﾞﾝ 青森県ほか

※地域を定めず指定したもの

●県指定文化財

県重宝（有形文化財）

種　　別 件数・個数 所　在　地 指定年月日

彫　　刻 如来立像 1躯 むつ市大湊上町13番6号 昭和39年 6月30日

工 芸 品 剣　銘以外濱砂鐵紀正賀謹鍛造 1口 むつ市（個人蔵） 昭和44年12月15日

工 芸 品 日本刀 銘吉治郎紀正賀鋳外濱砂鐵作之 1口 むつ市（個人蔵） 昭和44年12月15日

工 芸 品 黒塗御寺膳揃 1揃（13点）･附 むつ市（個人蔵） 平成21年 2月18日

民俗文化財

種　　別 件数・個数 所　在　地 指定年月日

有　　形 銀熨斗包印籠刻蝦夷腰刀拵 1点 むつ市（個人蔵） 昭和56年 6月23日

有　　形 アイヌの腰刀 1口 むつ市（個人蔵） 昭和36年 1月14日

無　　形 田名部の山車行事 むつ市 平成11年 1月22日

無　　形 川内の山車行事 むつ市 平成11年 1月22日

無　　形 脇野沢の山車行事 むつ市 平成12年 4月19日

無　　形 大畑の山車行事 むつ市 平成12年 8月30日

記念物

種　　別 所　在　地 指定年月日

天然記念物 むつ市 昭和35年 6月24日

市教育委員会（生涯学習課）　

平成31年3月末現在 　　　　　　

大湊湾の白鳥

名　　称

名　　称

名　　称

名　　称

名　　称

名　　称
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第 14 章　 文  　化　  財

●市指定文化財

有形文化財

種別 名　称 件数・個数 所　在　地 指定年月日

歴史資料 山本家文書 8冊 むつ市文化財収蔵庫 昭和47年 2月16日

工 芸 品 海祥山慈眼寺　喚鐘 1口 むつ市田名部町4番8号 昭和47年 2月16日

建 造 物 鈴木誠作記念館（旧大湊ホテル） 1棟 むつ市中央二丁目13番地 平成 9 年10 月 1日

建 造 物 旧大湊要港部乙第十号・十一号官舎（石造） 1棟 むつ市桜木町5番64号 平成 9 年10 月 1日

絵　　画 一ノ谷屋島合戦図屏風 6曲1双 むつ市田名部町4番8号 昭和47年 2月16日

絵　　画 川内風景図屏風土岐蓑虫（蓑虫山人筆） 6曲1双 むつ市川内町川内90番地 平成 2 年 3 月 20日

考古資料 第一田名部小学校校庭遺跡出土土器 1点 むつ市文化財収蔵庫 昭和47年 2月16日

考古資料 女館貝塚出土土器 2点 むつ市文化財収蔵庫 昭和47年 2月16日

考古資料 女館貝塚石器 32個 むつ市文化財収蔵庫 昭和47年 2月16日

考古資料 弥生式土器　壺 1個 むつ市（個人蔵） 昭和55年 2月20日

歴史資料 和鏡（梅花双雀鏡） 1面 むつ市（個人蔵） 昭和59 年 7 月 1日

歴史資料 和鏡（菊枝散雙鳥鏡） 2面 むつ市大字田名部字最花 昭和59 年 7 月 1日

歴史資料 俳諧額 1面 むつ市川内町川内324番地 平成 2 年 3 月 20日

歴史資料 青面金剛塔 1基 むつ市川内町川内324番地 平成 2 年 3 月 20日

歴史資料 呑香稲荷神社奉納物　俳諧額 2面 むつ市旭町275番 平成20 年 1 月 9日

歴史資料 原始謾筆風土年表 50冊・附 むつ市（個人蔵） 平成24 年 3 月 8日

そ の 他 香炉峯見送り幕「紅毛唐人憩図」 1枚 むつ市新町15番3号 昭和61年11月 1日

民俗文化財

種別 名　称 件数・個数 所　在　地 指定年月日

有　　形 田名部海辺三十三番順禮札所標示板 1枚 むつ市新町4番11号 昭和47年 2月16日

有　　形 田名部海辺三十三番順禮札所 1躯 むつ市（個人蔵） 昭和47年 2月16日

（三十一番観世音菩薩）

有　　形 兵主神社奉納物　絵馬 16枚 むつ市大湊上町21番34号 昭和47年 2月16日

有　　形 生活用具 32点 むつ市文化財収蔵庫 昭和47年 2月16日

有　　形 海祥山慈眼寺　棟札 1枚 むつ市田名部町4番8号 昭和47年 2月16日

有　　形 宿野部水車小屋 1棟 むつ市川内町宿野部上野平192番地 平成 4 年 2 月 26日

有　　形 木造和漁船 1隻 むつ市脇野沢九艘泊476番地 平成 9年11月19日

有　　形 近川稲荷神社金刀比羅神社奉納物　絵馬 17点 むつ市大湊浜町1番1号 平成17年 3月15日

無　　形 栗山太神楽 むつ市栗山町 平成14年 1月11日

無　　形 奥内歌舞伎 むつ市大字奥内 平成15年 1月16日

記念物

種別 名　称 件数・個数 所　在　地 指定年月日

史　　　跡 一里塚 1基 むつ市大字田名部字赤川 平成14年 1月11日

天然記念物 銀杏木の大イチョウ 1本 むつ市川内町銀杏木54番地 平成 2 年 3 月 20日

市教育委員会（生涯学習課）

平成31年3月末現在 　　　　　
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