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序  文 

 

 寿都町には、国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」及び北海道指定有形文化財「漁場建

築佐藤家」が存在します。また、寿都町の歴史や文化に根ざした地域資産も数多く存

在しております。 

 これらの資産は“町の宝”であり、過去から現在、そして未来へと継承していかな

くてはならない大切なものですが、過疎化や少子高齢化に伴う人口減少や地域社会の

変化、価値観の多様化などにより、少しずつ失われている現実があります。 

 こうした社会の動向や寿都町を取り巻く地域の課題を踏まえ、産業振興による雇用

の創出や交流人口の増加、移住定住の促進等、さまざまな策を講じ“安心して暮らし

ていけるまち”を目指すとともに、寿都町の貴重な歴史文化資産を一つでも多く、次

世代へ受け継いでいくことが重要です。 

 そのため、地域に存在する歴史文化資産を、文化財指定の有無にかかわらず幅広く

捉え、その周辺環境も含め総合的に保存活用する方針を定めた「寿都町歴史文化基本

構想」を策定いたしました。 

 本構想では“寿都らしさを感じるもの”“無くなっては寂しいと感じるもの”など

を町民の皆さんと一緒に考え、それらを産業や観光、教育等へ活用し“まちづくり”

につなげていくものであります。 

 寿都町の豊かな自然や歴史・文化、さらにはこの町で暮らす人々、すべてが“まち

づくり”を進める大切な地域の宝であり、それらを身近に感じ、守り、活かすことで

愛郷心を育み“歴史を活かしたまちづくり”を推進したいと考えています。 

 最後に、本構想の策定にあたり、ご指導、ご協力をいただきました寿都町歴史文化

基本構想策定委員、策定調査委員の皆様をはじめ、関係機関の皆様に多大なご尽力を

賜りましたことを心より感謝申し上げます。 

 

 

平成３０年３月 

寿都町長 片 岡 春 雄 
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第１章 構想策定の目的と位置づけ  

 
１ 構想策定の背景と目的 

近年、過疎化や少子高齢化に伴う人口減少等、文化財を育み、支えてきた地域の社会動向の変

化により、文化財の継承が困難になってきている。こうした状況において、今後、文化財を適切

に継承していくためには、地域が自らの文化財を再認識するとともに、行政だけでなく、地域社

会に関わるあらゆる主体が参画し、地域の文化財の保護を担っていくことが求められている。 

また、文化財は人々の営みと関わりながら価値を形成してきたものであり、文化財同士も相互

に関連性を持っている。そのため、個々の文化財単体としての価値を把握し指定等により保護し

ていくことに加え、指定の有無や類型の違いにかかわらず、地域独自の視点からの評価も含め、

文化財の価値を総合的に把握し、関連するものを一体的に保全活用していくことが求められてい

る。 

寿都町においても、過疎化や人口減少等の影響により、地域固有の歴史や文化の継承が危ぶま

れる状況である。これらの課題に対し、産業振興による雇用の創出や交流人口の増加、移住定住

の促進等の策を講じ“安心して暮らしていけるふるさと”を目指している。 

また、寿都町に存在する歴史や文化を地域の魅力と捉え、保存活用及び各種施策への反映を行

うことにより“歴史を活かしたまちづくり”を実現する。 

これらの背景を受け、以下の３点を目的に本構想を策定する。 

 

  ○寿都町に存在する歴史文化資産を、文化財の指定・未指定にかかわらず幅広く捉えて的確に

把握し、歴史文化資産をその周辺環境まで含めて、総合的に保存活用するためのマスタープ

ランとする。 

○「第７次寿都町総合振興計画」では５つの基本目標を掲げており、そのなかで「地域資源を

活かし、賑わいを創出するまち」「すべての人が輝く協働のまち」を明示している。地域資源

を“まちの宝”としてとらえ、積極的に活用することで町の活性化を図ることや、町民はも

とより企業や団体、行政が連携し、協働によるまちづくりを推進していくことである。 

また「寿都町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、具体的な施策のなかで「文化財を

活かした地域活性化」「連携事業の推進」「体験交流の推進」を掲げ、産業や観光の振興、地

域力の向上を目指している。これらの方針を踏襲するとともに、本構想の策定により、寿都

町の新たな価値を探り、さまざまな施策へ反映させる指針とする。 

〇地域住民自らが、地域にある自然や背景、歴史的建 物などの貴重な財産を再発見・再認識

し、産業、観光、教育等へ活用するなど、歴史文化資産を活かしたまちづくりを目指す。 
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２ 構想の位置づけ 

寿都町の最上位計画である「第７次寿都町総合振興計画」（以下「振興計画」）【計画期間：２

０１０（平成２２）年度～２０１９（平成３１）年度】は、すべての分野における行財政運営の

基本となる計画である。振興計画に掲げるまちの将来像「地域の宝を、地域の輝きにつなげる安

らぎのまち」を実現するため、５つの基本目標を柱にまちづくりを推進している。 

２０１４（平成２６）年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、急速な少子高齢化、人

口減少、東京圏への過度な人口集中に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げるための方策が採ら

れることとなった。 

それに伴い、寿都町では２０１６（平成２８）年２月に、今後目指すべき将来の方向性と人口

の将来展望を示す「寿都町人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」）と「寿都町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」（以下「総合戦略」）【計画期間：２０１５（平成２７）年度～２０１９（平成３

１）年度】を策定した。人口ビジョン及び総合戦略は、振興計画のうち人口減少の克服と地方創

生に特化した戦略をまとめたものである。 

「寿都町歴史文化基本構想」（以下「基本構想」）を策定するにあたっては、これらの行政計画

との整合性を図るとともに、振興計画の基本目標や施策及び総合戦略を念頭に置き、議論を進め

てきた。基本構想は、寿都町に存在する歴史文化資産を地域の特色や魅力と捉え、保存活用する

ことで地域の歴史文化を継承していく仕組みであり、まちの将来像の実現を目指し、さまざまな

施策へ反映させるための指針とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 歴史文化基本構想の位置づけ 

 

第７次寿都町総合振興計画 

（２０１０～２０１９年度） 

寿都町歴史文化基本構想 

寿都町まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

（２０１５～２０１９年度） 

寿都町人口ビジョン 

（２０１５～２０１９年度） 

寿都町教育振興基本計画 

（２０１０～２０１９年度） 
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振興計画において、５つの目標の中で本構想との関連が深いのは「地域資源を活かし、賑わい

を創出するまち」「地域を知り、人を豊かに育むまち」の２つである。 
また、総合戦略においては、８つの旋策のうち、②文化財を活かした地域活性化（観光ブラン

ドの強化）、③連携事業の推進、⑥体験交流の推進の３つは特に本構想と関連が深いと言える。 
 
 
 
 
 

 
  

「寿都町教育振興基本計画（後期版）」 

○策定時期：平成２２年２月策定（１０年計画） 

○期間：前期 平成２２年２月～平成２７年２月 

後期 平成２７年３月～平成３２年３月 

○５つの基本目標（基本目標の下に「目標の方向性」１０項目・「具体施策」２３項目） 

①生きる力（知徳体）の育成 

②地域に開かれ信頼される学校づくりの推進 

③地域で子どもたちを育む環境づくりの推進 

④互いに意欲的に学びあう生涯学習の推進 

⑤教育環境の充実 

○歴史文化基本構想との関連項目：基本目標「⑤教育環境の充実」→目標の方向性「文化の伝承・

振興」→具体施策「文化財の保護・活用」 

（該当箇所： 

「道有形指定文化財である「漁場建築佐藤家」は、平成２８年度までの５ヵ年の修理を計画し

ています。現在、史跡指定に向けた調査活動を実施しているところです。史跡指定となれば、文

化財としての価値が高まりますが、同時に、専門的な知識を持つ人材が必要となります。史跡に

ついて、町民全体が知識や関心を持つような取組を進めていくことが、史跡を生かすために重

要です。特に、古文書などの資料を扱える人材の育成は、寿都の歴史を調査・活用するうえで重

要な課題といえます。こうした知識や意識への働きかけとして、専門機関と連携し、講座や文化

財の見学会を行うなど、住民の学習活動を推進していきます。 

文化財の活用については、さまざまな分野が考えられますが、特に歴史教育への活用は重要で

す。専門的な知識を持つ指導者によって、漁場建築佐藤家での歴史的な体験活動プログラムを

開発し、学校や社会教育事業で活用できるように環境整備を進めていきます。」） 
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３ 構想策定の体制 

基本構想を策定するにあたり、地域の貴重な歴史文化資産を再発見・再認識し、守り、継承し

ていく仕組みを構築するため、学識経験者・町民・行政が一体となった取組が実行できるよう、

「寿都町歴史文化基本構想策定委員会設置要綱」を定めた。【参考資料１】 

この要綱は、寿都町の歴史や文化の総合的な保存活用のための寿都町歴史文化基本構想を策定

することを目的としており、「寿都町歴史文化基本構想策定委員会」（以下「策定委員会」）を設

置することを明記している。この要綱に基づき委員会を設置し、寿都町歴史文化基本構想策定委

員（以下「策定委員」）及び寿都町歴史文化基本構想策定調査委員（以下「策定調査委員」）を委

嘱した。【参考資料２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 構想策定の経緯 

基本構想の策定に当たっては、前述のとおり委員会を設置し検討を進めた。 

文化庁が定めた「歴史文化基本構想策定技術指針」を基に作業を進め、２０１６（平成２

８）年８月１０日に第１回目の策定委員会を開催し、以後、６回の策定委員会と９回の策定調

査委員勉強会を開催した。【参考資料３】  

図 構想策定の体制図 

連
携 

連
携
・
調
整 

策定委員会 勉強会 

・副町長 

・企画課 

・産業 

振興課 

・施設課 

庁内 

町
内
の
歴
史
や
文
化 

に
つ
い
て
識
見
を
持
つ
者 

文
化
財
保
護
調
査
委
員 

有
識
者 

・副町長 
・企画課 
・産業振興課 
・施設課 

 
庁内関係 
各課 

策
定
調
査
委
員 



 

5 
 

第２章 寿都町の概要 
 

 

１ 寿都町の自然的環境 

＜位置・地勢＞ 

寿都町は、北海道の南西部、日本海に面する、函館・

小樽の中間に位置している。東は蘭越町、西は島牧村、

南は黒松内町と境界を接し、東西１４．０km、南北２

３．５km、総面積は９５．３７km２となっている。 

寿都湾を囲むように弓状に形成された土地の殆ど

が森林、原野で、海岸線に沿って居住・施設・産業空

間が形成、東は天狗山、幌別岳、西は母衣月山が境界

線上に連なる。ゴツゴツとした岩場の岩礁地帯、弓状

の入り組んだ複雑な海岸線は長く約２８．９km、朱太川河口の浜中地区は長さ４kmの砂浜地帯と

なっている。 

地理的条件から平坦地が少なく、日本海に注ぐ朱太川河口域の湯別地区に扇央地がみられる程

度となっている。 

主な岩質は、泥岩や火成岩、火砕岩、流紋岩の他、段丘堆積物や海岸平野堆積物などの堆積岩

であり、新生代、新第三紀の中新世に形成されたと見られる。また寿都町史Ⅰによると、火山活

動も激しく、寿都湾自体、供積世末葉時代の火山活動による陥没の、カルデラ形式でないかとも

いわれている。 

  

寿都湾と海岸線 

図 寿都町の位置図 
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＜気候・動植物＞ 

寿都町は、対馬海流（暖流）の影響を受け、緯度の割に温和な気候である。黒松内低地帯を太平

洋側から寿都湾へ吹き込む「だし風」※１が特徴となっている。 

森林が町面積の７８％を占め、殆どが天然林で、ブナ林の北限となっている。チシマザサ（ブナ

軍団）やエゾイタヤ（シナノキ群落）が土地の大半を占め、その他ササ草原やトドマツ植林、落葉

針葉樹植林など、種類の豊富な植生が広がっている。 

海には、海の森※２である藻場（近年、海の砂漠化が進んでいる）が分布している。 
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※１ だし風 

 春から秋に吹く局地的な強風のこと。山側から沖へ吹くので“船を

出す風”という意味である。黒松内低地帯が太平洋側の噴火湾から寿

都湾に向け徐々に狭まっているため、太平洋側からの南風が強めら

れ、寿都湾に吹き込む。 
 かつてはニシンが獲れる時期に吹き荒れたので、何日も時化（し

け）で漁に出ることができなかったり、ニシンを沖に追いやってしま

ったりと人々から嫌われていた。また、太平洋側からの風は海霧（う

みぎり）も運び、町の人々が「ジリ」と呼ぶ霧雨も多く発生させる。

秋から冬になると風の方向は変わり、日本海側からの強風、通称「た

ま風」となる。風を正面から受ける弁慶岬の周辺や歌棄、磯谷方面の

民家は、冬囲いで厳しい風雪から家を守っている。 
南～南東の風 

徐々に強まる 

黒松内低地帯 

強風となる 

寿
都
湾 

▲黒松内岳 

母衣月山▲ 

▲観音山 
▲幌別岳 

グラフ 寿都町の気候（降水量及び気温、風速及び風速） 
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２ 寿都町の歴史 

＜縄文期・擦文時代＞ 

全町にわたり、４３ヵ所の遺跡が発掘されている。古くは約１万２０００年前の湯別地区の石

器や朱太川河口付近で多くの遺跡が発見されている。 

約４，０００年前の縄文期を中心に、擦文期遺跡、アイヌ墓なども発見され、朱太川河口付近

には多くの人々が暮らした形跡が残っている。 

 

＜中世＞ 

中世初頭（１５世紀頃）には、寿都地方に既に和人が定着していたとみられる。１４５６（康

正２）年頃、寿都を含む海岸沿いに日本海側の余市から太平洋側の鵡川まで往来、進出していた

とされる。 

 

＜近世＞ 

１６００年代当初より寿都には和人が集落を形成し、アイヌの人々が求める日用品との交易の

場である「商場」であった。１６０４（慶長９）年の記録に松前藩の商場として「スッツ」、「ヲ

タスツ」、「イソヤ」の地名が残っている。 

１６６９（寛文９）年シャクシャインの乱の記録で寿都町の地名が記されたことをもって、寿

都町の開基としている。 

江戸時代、松前藩政下の蝦夷地には特有の流通制度である「場所請負制」があり、寿都もその

商場として和人が集まってきたとされている。やがて交易権そのものを「場所請負人」（運上屋）

という名で商人に代行させ、商人は交易だけでなく、漁場の経営、行政機関としての機能を持ち

町の発展を担った。カクジュウ佐藤家※１は明治維新で廃止される前の 後の運上屋である。鰊場

としての繁栄が分かるものとして、先述のカクジュウ佐藤家、海岸線沿いに多く残る袋澗がある。 

江戸時代中期、寿都は日本海の航路の拠点として重要で、身欠き鰊や鰊粕は本州へ運ばれ、本

州からは米や日用品等が運び込まれていた。鰊で繁栄し物流が盛んな寿都を新天地として訪れた

※２ 海の森の磯焼け（海の砂漠化）現象と対策 

 かつては海藻が生い茂っていた「海の森」が、温暖化による海水温の上昇や海況変動、水産生物のバ

ランス等の要因により、長い年月のなかで少しずつ減少し、栄養のない、海藻や魚類などの水産生物に

とって魅力のない海へと変化している。 
 寿都町では、平成２２年度から水産加工残渣と木質チップを原料とした堆肥生産試験を開始し、翌年

には堆肥製 施設を整備して本格稼働した。堆肥を原材料から製 し、施肥がしやすい形状へ手作業で

加工した上で、海への施肥を行ってきた。 
 施肥材の加工を機械化することで増産体制を確立するとともに、継続して施肥を行ってきた海域で

は、一定の成果（コンブ群落の再生・ウニの身入り向上）が得られた。 
 海藻群落は、貝や魚類の大切な棲みかになっているだけでなく、餌環境や産卵場としても重要であ

り、水産資源の維持や生産力を促すための大きな原動力でもある。 
 「海の森」を再生させることは、地域の産業を育てる上で大きな役割を持つと同時に、豊かな水産資

源を将来へ残すための重要な取組である。 
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か、寿都町には東北、北陸、信越地方など日本海側の地域から来た先祖を持つ人が多くいる。 

１８５５（安政２）年北方警備のために、現寿都町総合文化センターウィズコム所在地に津軽

藩の出張陣屋が置かれ、武家屋敷１３棟が建てられ１００人もの藩士が駐屯し、その１３年後の

１８６８（明治２）年には引きあげたとされている。 

江戸時代末期に寿都方面を訪れた松浦武四郎の記録では、漁業従事者や商人が多数住んでおり、

賑わっていたと記されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜近代＞ 

寿都（スツツ、スッツ）の名は、アイヌ語の「シュプキ ペツ（茅の多い川）」から「スツツヘ

ツ」と訛り、これが現在の地名になった。語源となった「シュプキペツ」は現在の朱太川を指し

ていたが、周辺一帯を商場所として設定していた。１８６８(明治２)年に、蝦夷地から北海道へ

と名称を変更したことと併せて、松前藩の設定した商場所を基に北海道を１１国８６郡に分けて

設定した。その際の命名は、松浦武四郎が提案したものが基準となった。アイヌ語の音に漢字を

あて、スッツ場所は寿都郡、ヲタスツ場所は歌棄郡、イソヤ場所は磯谷郡となった。 

 

現在の地名 アイヌ語 意味 

政泊 マタ トマリ 冬の港 
寿都 シュプキ ペツ 茅の多い川 
樽岸 タラエキシナイ 長い浜、長磯 

タロォ ケシ 海岸が通れないため、江戸時代末期に高台に道をつくった。

タロォは海岸の高いところ、ケシはその下手をさし、それに

漢字があてられたとされる。 
湯別 ユウヘツ 湯の川 
歌棄 オタ スツ 砂浜に流れる川 
磯谷 エソヤ／イショヤ 岩礁の多いところ 

※１ カクジュウ佐藤家 

 佐藤家は１８５２（嘉永５）年以降、当時道内有数の鰊場であった

歌棄、磯谷場所を管理する「場所請負人」を松前藩から任された名家

である。現在残る建物は、当時郵便局の役割を果たしていた。また、

初代佐藤定右衛門は私財で歌棄から黒松内までの１６km と、磯谷か

ら岩内（雷電）までの４km の計２０km の道を切り開き、１８５６（安

政３）年に完成した。積丹半島開発及び漁法改良に尽力した開発功労

者としても著名である。 

建物の完成年代は、「平成２８年度北海道指定有形文化財漁場建築

佐藤家保存修理工事記録報告書」（２０１６）における調査によって

発見された古文書から１８９０（明治２３）年頃の建築物と推定され、

鰊漁場建築に一般的にみられる漁夫宿泊部を殆ど含んでいない点に

特色がある。「漁場建築佐藤家」として北海道指定有形文化財、「旧歌

棄佐藤家漁場」として国指定史跡に指定されている。 

また、「カクジュウ」とは、佐藤家（一門も含む）、佐藤家の製品・

所有物を表すのに用いた「屋号（印、商標）」の一種である。町民の間

では、「屋号」＋「名字」、または「屋号」を用いて、ある特定の家を

指すことが多いため、便宜上、本構想では、歌棄・磯谷の場所請負人

一族、及びその建物を指す名称として「カクジュウ佐藤家」を用いる。 

十 
屋号「カクジュウ」 

カクジュウ佐藤家 

表 寿都町の地名とアイヌ語 
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明治に入ると鰊で経済的なピークを迎え、港町として大きく発展していく。小学校が多くでき、

寿都小学校（当時は中歌学校）から始まり、歌棄、磯谷、渓川（樽岸）、美谷、横澗、湯別、政泊

と１８８３（明治１６）年から１６年の間に８校が開校した。 
ハリストス正教会の１８８２（明治１５）年６月の公会（全国教役者・信徒会議）議事録に、

全国の聖堂・会堂・講義所の位置が書かれており、北海道では、函館に聖堂、七重・有川・福山・

寿都・小樽・札幌に会堂が示されている。また、寿都の主徒１１人と伝えており、この頃には、

寿都で一定の布教に成功していた。 
明治初期に鰊で富む信徒の力で次々と寺院を建立し、各

地域の神社の夏祭りは盛大に行われた。現在も町内には多

くの神社仏閣が残っている 
１９００（明治３３）年一級町村制施行により旧寿都町

（矢追～六条）が誕生した。 
１９０２（明治３５）年には私立寿都実践女学校（現寿

都高校）が創立された。 
１９２０（大正９）年寿都～黒松内間に待望の寿都鉄道が開通した。 

 
＜現代＞ 

大正時代に入ると鰊の漁獲量は次第に減っていき、１９

４５（昭和２０）年、１９４６（昭和２１）年の群来を 後

に鰊の群れは寿都から姿を消した。 
寿都地方は風が強く、幾度となく大火に見舞われており、

明治期から大正期にかけて焼失を避けるため土蔵を付設す

る商店が増え、土蔵は現在も町内に多く残っている。 
１９３３（昭和８）年 政泊村と寿都町が合併する。 
１９４５（昭和２０）年７月に空襲を受ける。 
１９５５（昭和３０）年 寿都町、樽岸村、歌棄村、磯谷

村が合併し現在の寿都町が誕生した。旧町村毎の文化が形成されてきており、合併後から現在も

その名残がある。 
鰊が姿を消した後の水産業は、鮭の稚魚の放流、ホタテやカキの養殖などに取り組み、鰊加工

の技術を活かした魚の加工や小女子の佃煮などに取り組んでいる。 
１９６０（昭和３５）年 磯谷町にある牧場を購入し、町立磯谷牧場（磯谷高原）とし、同年

度から肉牛の放牧開始。以降１９９６（平成８）年まで放牧が続く。 
１９６５（昭和４０）年 新町発足１０周年を記念し、町章を一般募集、決定する。歌棄中学

校 宮川虎雄氏（学校長）作。 
１９６８（昭和４３）年 六条町に乳牛育成原野（六条牧場）を作る。 
１９７２（昭和４７）年 横澗～美谷間の海岸沿い道路（現在国道２２９号線の一部）が国道

に移管。横澗山ノ上（旧国道）が町道の移管となる。 

伊都岐島神社（横澗） 

加藤商店土蔵（大磯町） 
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１９７３（昭和４８）年 役場庁舎、消防庁舎、ファミリー体育館落成。 
１９７５（昭和５０）年 第１回商工まつり（第２回より寿都湾弁慶まつりに名称変更）開催。

（２００４（平成１６）年に終了。） 
１９７９（昭和５４）年 寿都中学校開校。道立寿都病院新庁舎落成。 
１９９１（平成３）年 町内の小学校統廃合により、樽岸小学校、湯別小学校、歌棄小学校、

美谷小学校、横澗小学校、磯谷小学校が廃校となり、新たに潮路小学校が開校する。 
１９９３（平成５）年 寿都町町民プール落成。 
１９９５（平成７）年 寿都温泉ゆべつのゆ開業、総合文化センターウィズコムが建設される。 
２００２（平成１４）年 寿都小学校新校舎落成。 
２００８（平成２０）年 道の駅「みなとま～れ寿都」開業。 
２０１５（平成２７）年 寿都町総合体育館落成。 

 
３ 寿都町の社会的環境 

＜人口＞ 

旧寿都町、樽岸村、歌棄村、磯谷村が合併した１９５５（昭和３０）年時の寿都町の人口は、

１０，７９４人であったが、合併時の人口をピークに人口は減少し、現在の人口は３，０３３人

（２０１７（平成２９）年４月末現在）となっている。１９８０（昭和５５）年以降、５年で約

３００〜６００人程度の減少数で推移している。２００５（平成１７）年に比べて２０１５（平

成２７）年の人口は、６１６人減少し３，０９４人となり、人口減少が進行している。 
今後人口減少傾向は続く見通しであり、２０４０年には１，８８４人、２０６０年には１，２

１４人と、４５年間で約４割まで減少すると推計されている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  2005 年 2010 年 2015 年 

寿都町 3,744 3,443 3,137 

磯谷町 422 368 289 

歌棄町 622 621 566 

樽岸町 178 146 107 

湯別町 178 156 137 

本町市街地 2,330 2,141 2,030 

政泊町 14 11 8 
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＜交通＞ 

寿都町の広域幹線道路は、寿都湾沿いに走

る国道２２９号を基幹に、道道９号寿都黒松

内線、道道２７２号寿都停車場線からなる。 
公共交通としては、１９２０（大正９）年に

開通した寿都鉄道（寿都〜黒松内間）があった

が、１９６８（昭和４３）年に寿都鉄道株式会

社の鉄道部門が閉鎖され、１９７２（昭和４

７）年に営業廃止となった。現在は、路線バス

が主体となっている。 
路線バスルートは、２００８（平成２０）年に寿都

線（寿都〜小樽間）が廃止され、現在は、岩内町方面、長万部町・黒松内町方面、島牧村方面を

往復する４路線が運行している。戦後しばらくまでは寿都-島牧間を木炭バスが走っていた。 

＜産業＞ 

寿都町の基幹産業は、古い歴史を持つ漁業で、漁獲物を活用した

水産加工業とともに町の経済を支えている。漁業就業者等の減少、

高齢化、水産資源減少、漁獲量・単価の低迷が課題となっている。

水産加工は比較的安定している。 
農業は、傾斜地が多いことから大規模農用地の確保が困難なた

め、小規模経営農家が大部分を占めている。小規模のため生産性が

低く、高齢化の著しい進行、後継者不足、農家戸数の著しい減少が

課題となっている。 
商業の大半は市街地地区に集中しているが、近隣市町村への大型

店舗進出により、町内消費の減少が著しい。 
観光は、寿都温泉ゆべつのゆ、弁慶岬、カクジュウ佐藤家、磯谷高原、風車、浜中海岸、道の

駅「みなとま〜れ寿都」を中心に振興しているが、大半が夏期の海水浴、釣りをメインとした道

内日帰り客が多い。 近は、漁業体験などの交流型観光の萌芽が見られる。観光客入込数は、２

０１４（平成２５）年度から２０１６（平成２７）年度にかけて増加傾向にあり、２０１７（平

成２８）年度は減少している。 
工業については、製 業のうち、約８割が水産加工業者で、寿都湾で水揚げされた魚介類の加

工事業所が多く存在する。 

ホッケ漁 

図 現在の寿都町周辺の交通路線図 
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出典：寿都町統計資料 

 

主な水産物は魚類であり、特にホッケの水揚げが３６％を占める。水産動物の中では、イカ、

タコ、ナマコなどが多く、貝類の中では、ホタテが も多い。 
農産物については、安定して収穫があるのは馬鈴薯となっており、２０１６（平成２８）年に

は２３７．３ｔの収穫がある。漁業とともに寿都町を支える産業として発展していくことが期待

されている。 
商業における総従事者数は、２０１４（平成２６）年は２００７（平成１９）年に比べ８６２

人減少している。２０１４（平成２６）年における事業所数は４５であり、そのうち小売業が３

６件、卸売業が９件となっている。 

    
 

出典：寿都町統計資料 

 
出典：寿都町統計資料 
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＜土地利用＞ 

長い海岸線に沿って主に漁業を営む集落が複数形成されている。 
町の中心は本町市街地で、官公庁、文教、保健・医療等の公共施設が集積し、商業地、各事業

所、漁港区、住宅地が広がる中心市街地を形成している。湯別地区には温泉が湧き、隣接する歌

棄地区には福祉施設が集積している。 
江戸時代から漁師や商人の定住が海沿いにあったことから、新たな施設を海沿いに作る事が困

難だったため、１８７８(明治１１)年頃から中歌学校、寿都区裁判所、寿都郡役所などの官公庁

施設や寺社などが山側に建設された。現在の磯谷町横澗、歌棄町美谷など一部の地域も同様に、

海沿いの土地にカクジュウ佐藤家など有力者達の漁場がある。海沿いに家を構えることが難し

く、漁師や出稼ぎ、商人などは山の上に家を構えた。横澗は現在も集落を維持している。 

 

＜地区の特徴＞ 

寿都町内の地区は、現町名区分で見ると、磯谷町、歌棄町、湯別町、樽岸町、政泊町、および

本町市街地内の六条町、岩崎町、大磯町、矢追町、新栄町、渡島町、開進町に区分できる。以下

に、地区ごとの特徴を整理する。 

 

図 寿都町内の地区区分  

① 

② 

③ 

④ 

⑥ ⑤ 
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①磯谷町 

尻別川以南、寿都町の北端に位置しており、能津登・島古丹・横澗・鮫取澗と分けられる。人

口は２００５（平成１７）年には４２２人だったが、２０１５（平成２７）年には２８９人と１

３３人減少しており、人口減少率が高い地区となっている。 

寛文年間、商場所（知行主所領）ができて和人も住みつき、アイヌとの交易が盛んとなった地

域である。渡島国から道北・道央への道のりの途上地域であったが、北の岩内郡へは雷電峠が難

所となって陸路が途絶えて舟に頼っており、安政年間に磯谷・歌棄場所請負人が磯谷―イワナイ

山道を開削したことで、通年の陸路での移動が可能となった。 

１９０２（明治３５）年北海道二級町村制施行により、島古丹村、横澗村、能津登村、北尻別

村が合併し磯谷村が発足した。 

１９５５（昭和３０）年に１町３村が合併し寿都町になったすぐ後に、寿都町と磯谷郡蘭越町

との境界の一部が変更され、旧村域の大字北尻別が蘭越町域となった。合併の際には、合併反対

の大運動が起き、むしろ旗のデモ行進が繰り広げられた。 

横澗に歌棄の別家であるカクジュウ佐藤家があった。大きな親方の家や番屋があったが、現在

は取り壊されている。 

海食崖を背にして沿道に集落が連なり、社寺（ 尊寺、登順寺、願翁寺）、円空像のある海神

社が立地している。幌別川付近には発電所や渓谷橋があった。また、高原にはかつて町営や私営

（志村家など）の牧場があった。 

横澗に弁天島があったが、昭和５９年から平成３年に行われた横澗漁港改修工事に伴い、弁天

島は取り壊された。弁天島に鎮座していた伊都岐島神社は昭和６２年に山の上へ移転した。 

 

②歌棄町 

磯谷町の南に隣接しており、寿都湾の対岸の本町市街地や背景の狩場山系の山並みを望むこと

ができる。人口は、２０１５（平成２７）年には５６６人と本町市街地の次に人口が集積してお

り、２００５（平成１７）年と比較すると５６人減少している。 

寛文年間、商場所（知行主所領）ができて和人も住みつき、アイヌとの交易が盛んとなった。 

１９０６（明治３９）年北海道二級町村制施行により歌棄郡潮路村、有戸村、種前村、美谷村

が合併し、歌棄村が発足した。 

大漁師のいる漁村であり、かつての鰊の大親方の系譜をひく家が何軒か存在する。 

現在、浜中地区には風力発電の風車が立地しており、小規模ながらハウス栽培にも取り組んで

いる。また、沖縄料理屋や牡蠣小屋など、新たな取組が生まれる地でありながら、カクジュウ佐

藤家、橋本家、土蔵や社寺（龍昌寺、西光寺、教立寺、歌棄厳島神社、美谷稲荷神社）など、歴

史的建 物も比較的残っている。 
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③樽岸町 

南東は湯別町、北西は本庁市街地に隣接する地区であり、朱太川が地区の北東に流れている。

２００５（平成１７）年には１７８人だった人口が、２０１５（平成２７）年には１０７人と７

１人減少しており、人口減少率が町の中で も高い地域となっている。 

１９２３（大正１２）年４月に、北海道二級町村制施行により寿都郡樽岸村、湯別村が合併

し、樽岸村が発足した。 

昭和４０年代まで寿都鉄道の樽岸駅が存在した。鉄道は、はじめは山の上を通るはずだった

が、地元の要望により、敷設工事直前に下を通すことになり、設計をやり直した。樽岸稲荷神社

は、鉄道敷設にともなって、山の上に移動した。鉄道駅舎が唯一残っていたが、２０１６（平成

２８）年に取り壊され、暗渠やガーター橋のみ現存している。 

漁村ではあるが、現在は大規模経営の漁家は存在しない。鰊が獲れなくなり、樺太に移住した

人もいたと言われている。樽岸町と浜中の境界に、風神※１が祀られている。 

 

 

④湯別町 

東は歌棄町、西は島牧村、南は黒松内町に隣接する地区となっている。２００５（平成１７）

年には１７８人だった人口が、２０１５（平成２７）年には１２７人と４１人減少している。 

１８００年代頃より湯別温泉を掘り当て、宿泊宿などと共に栄える。現在は寿都温泉ゆべつの

ゆが立地しており、美肌効果が高いとされる硫黄泉と、血行を良くする効果が高いとされる塩化

物泉の異なる２種類の温泉があり、地元の人や観光客が訪れる場所となっている。 

１９２３（大正１２）年４月に、北海道二級町村制施行により寿都郡樽岸村、湯別村が合併

し、樽岸村が発足した。 

寿都唯一の農村地帯だが、平野部が少ないため大規模な他市町村の農家には勝てない状況で、

現役で大きく経営するのは町内で一軒のみとなっている。離農があいつぎ、人口減少が進んでい

るが、黒松内町など近郊市町村の人が営農しており、土地利用としては農耕が多い状況である。

土が良いという説もあり寿都のジャガイモは美味しいと、函館や室蘭でも評判だった時代があっ

たと言われている。当時の畑の作物は、１８９９（明治３２）年の調査によると、麦、イナキ

ミ、馬鈴薯、菜種、豆類に加え、水稲などがあり、水稲については１９１０（明治４３）年後志

支庁調査によると作付面積が約３００町歩（３００ヘクタール）となっている。 

昭和４０年代までは寿都鉄道の湯別駅が存在した。 

 

  

※１ 風の神様（風神、風泙） 

（呼び方：かざかみ、かざがみ、かぜかみ、ふうじん、かざなぎ、ふうびょう など） 
歌棄町の厳島神社に納められている「風泙（かざなぎ）さん」は、風をいさめる寿都らし

い神様のこと。手に持つ鎌で強風を切り、穏やかにすると言われており、だし風で船が出せ

ない漁師達から、長く信仰された。 
昔、寿都の家や浜では、強風をおさめるおまじないとして、棒にくくりつけた鎌を立てて

いたようである。 
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⑤本町市街地 

本町市街地全体の人口は、２００５（平成１７）年には２３３０人だったが、２０１５（平成

２７）年になると２０３０人と３００人減少している。 

 

●六条町 

海岸沿いの南端に位置している。建網の漁場持ちの居住する地区で、寿都町の漁業基地であっ

た。明治～大正期には、海岸沿いに大きな番屋や鰊小屋が並んでいたが、昭和に入り漁業人口が

減少して、現在は蔵や倉庫が数棟残るのみとなっている。 

●岩崎町 

六条町と海岸沿いに隣接する も早くから開けた地区である。嘉永年間には漁村としての形態

を見せており、建網の漁場持ちの居住する地区で、寿都町の漁業基地であった。明治期には、海

岸沿いに大きな番屋や鰊小屋が並んでいた。また、三輪大謀龍神があった。 

●開進町 

岩崎町、大磯町との町界から山手に登ったところに位置しており、現在、本町市街地の中で、

も人口の減少が少ない。１８５６（安政３）年に津軽藩陣屋が設置されたが、現在、遺構は殆

ど残っておらず、津軽藩出張陣屋跡説明板が存在する。 

かつては海岸側を中心に漁業集落だったが、戦後、公営住宅が建設され住宅地区となった。国

道がバイパス化されて以来、総合文化センターの建設など寿都町市街地の玄関として開発が進ん

でいる。 

●大磯町 

海岸沿いの中心部に位置している。岩崎町とともに早くから開け、１８６９（明治２）年まで

運上屋があった。明治期には、廻船問屋、呉服屋、寿都汽船株式会社、北海道拓殖銀行などが商

業地区を形成し、寿都町の中心として発展した。大正期、寿都漁港が築港されて以来、漁業組合

や水産加工場、冷蔵庫など漁業関係の施設が増えた。現在も明治、大正の土蔵 、石 の建物が

残っており、同町 盛期の様子をうかがえる。 

●渡島町 

大磯町と開進町に隣接している。明治期に町役場や警察署、寿都支庁などの各種官庁機関や公

共施設が立地、行政の中心地として発展した。法華寺、善龍寺により寺町通りの一部が形成さ

れ、郷社壽都神社もこの一角にある。 

１９２０（大正９）年、寿都鉄道開通以降駅舎及び機関庫が置かれた地区で、商店や運送会社

の並ぶ駅前通りが形成された。現在、駅舎跡地には役場、消防署が建っている。 

●新栄町 

大磯町と矢追町に隣接している。かつては飲食店や料亭など歓楽街を形成し、大正期頃まで遊

郭もあった。 

地区の西寄りには、法界寺、龍洞院、願乗寺が横一列に並び、渡島町と一体の寺町通りを形成

しており、山側に菩提院がある。 
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地区のはずれにあった寿都鉱山は、明治期には銀鉱山であったが、大正期に亜鉛と鉛の鉱山に

切り替わった。鉱山にはかつて製錬所があった。 

１８８９（明治２２）年、１８９８（明治３１）年、１９２５（大正１４）年、１９４９（昭

和２４）年に大火が発生した記録がある。 

●矢追町 

かつて建網漁が盛んに行われ、親方が多く存在した地域である。現在は刺網漁が主体の漁師町

となっており、水産加工場や倉庫が多い。寿都小学校、寿都高等学校、コンクリート工場が建て

られている。 

 

⑥政泊町 

本町市街地に隣接する地区。かつては独立した自治体であり、家屋が密集していたが、２０１

５（平成２７）年時点での人口は８人である。 

１８５５（安政２）年には、露船が訪れ、空砲三発を轟かして弁慶岬沖に仮泊することもあっ

た。１９２３（大正１２）年に北海道二級町村制施行により寿都郡政泊村が村制施行し、政泊村

が発足した。その後、１９３３（昭和８）年１０月１日に寿都町と合併した。 

島牧との間の道路は七曲がりと呼ばれる難所であり、ここを正教会のロシア人宣教師も歩い

た。戦後しばらくまでは寿都-島牧間を木炭バスが走っていた。 

弁慶岬があり、現在は観光や釣りのメッカとなっている。 
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＜寿都町「歴史文化資産」の対象＞ 

・町民にとって“寿都らしさを感じることができる” 
もの・こと・ばしょ 

・“無くなっては寂しい”もの・こと・ばしょ 
・無形、有形に関わらず現存するもので過去を語っている

もの・こと・ばしょ 
＜寿都町「歴史文化資産」の把握の考え方＞ 

・歴史文化資産の経年（「５０年以上経過」など）につい

ての基準は設定しない 
・歴史文化資産とその資産の所有者や管理者、寄り添い守

る「人」を合わせて把握する 

第３章 寿都町の歴史文化の特徴と歴史文化資産把握の方針  

 

１ 歴史文化資産把握の方針 

寿都町文化財保護条例は、区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保

存及び活用に取り組み、寿都町住民の文化的向上や国の文化進歩に貢献することを目的とし、

「有形文化財」「無形文化財」「民俗資料」「記念物」の４類型に文化財を分類している。また、

特に重要なものを町指定文化財として位置付けることとしている。 

一方で、国が示している「歴史文化基本構想」においては、地域に存在する歴史文化に関わる

さまざまな資産を「文化財」として、指定・未指定に関わらず広く捉え、歴史的、文化的、地域

的関連性等に基づいて周辺環境も含めた一定のまとまりをもった文化財群を把握し、総合的に

保護していく考え方が示されている。また、このように一定の文化財群を「関連文化財群」と呼

び、これらの文化財をつなぐ関連性を、地域の歴史文化の特徴をわかりやすく伝えることのでき

る歴史的・地域的関連性＝「ストーリー」として示すことを推奨している。 

本構想においては、上記の視点を取り入れながら歴史文化をとらえ、保護法や保護条例に示す

ような文化財に加え、町民にとって“寿都町らしさを感じることができる”、“無くなっては寂し

い”などという視点を大切にした、地域の歴史文化を語る上でその構成要素となる様な「もの・

こと・ばしょ」を含めて、寿都町の「歴史文化資産」とする。把握にあたっては、歴史文化資産

を所有者や管理者、寄り添い守る「人」を合わせて把握することとし、「５０年以上経過」など、

歴史文化資産の経年についての基準は設定しない。また、この「歴史文化資産」は、寿都町文化

財保護条例に基づく文化財の分類よりも幅広く捉えていることから、新たな分類項目を設けて

整理する（Ｐ１９ 寿都町の「歴史文化資産の分類」参照）。 

さらに、「関連文化財群」を認定するとともに、そのつながりによってわかりやすく寿都町の

歴史文化資産を特徴づける「ストーリー」を示すこととする。 

 

 

  

寿都町「歴史文化資産」 

（寿都のお宝） 

 

 

 

 

未指定文化財 

指定 

文化財 

寿都町「歴史文化資産」 

（寿都のお宝） 

文化財保護法・条例 

に示す文化財 
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寿都町の「歴史文化資産」の分類 

大分類 中分類 小分類 例 

不
動
産 

（
動
か
せ
な
い
も
の
全
て
） 

景観要素 
（ものとして確

認できるもの） 

遺跡 集落跡、屋敷跡、漁場跡袋澗、なんらかの文化的跡地、未

来に遺したい場所 など 
建築物・工作物 住宅、土蔵、番屋、古民家、石積み、寺院、神社、地蔵、

仏像、狛犬など奉納物、石碑 など 
自然物 樹木、植物、岩、洞窟、浜、岬、崖、海岸、など 
景観 ○○からの眺め、景観のいい場所 など 
その他 温泉、通り、ゴルフ場 など 

空間要素 
（地図や写真で

確 認 で き る も

の） 

居住に関わる場 集落、地割り など 
信仰に関わる場 神社・神山・神道 など 
伝承にまつわる場 ◯◯ゆかりの地 など 
生産・採取にかかわる場 漁場、鉱山 など 
遊びの場 劇場、公園 など 
流通・往来の場 古道、旧道、航路、鉄道 など 
その他 陣屋跡地、過去にあった商店、写真撮影場所 など 

動
産 

（
動
か
せ
る
も
の
全
て
） 

有形要素 生物 動物、生き物 など 
生活用品 土器・石器、埋蔵文化資源、化石、食器、衣、器具、家具、

アイヌ関連、外国から買って持ってきたもの など 
食、料理 料理、お菓子、海鮮物 など 
農業関連用具 鎌、鍬、千歯扱 など 
林業関連用具 鋸 など 
工業関連用具 のみ、鉋 など 
交通・通信関連用具 寿都鉄道関連用具、駅名標、切符、タブレット（鉄製円盤

の通行手形） など 
商業関連用具 印刷関係用具 など 
漁業関連用具 鰊漁関連用具、イカ漁関連用具 など 
酪農・畜産関連用具 

 

信仰関連用具 神棚、船絵馬（神社、寺院境内対象） など 
行事関連用具 祭り関連用具（食器、衣装、小道具など） など 
娯楽・演芸関連用具 レコード、カードゲーム、楽器 など 
文献・資料 古文書、考古資料、歴史文献、文学作品、地図、書籍、統

計、記念誌、新聞・雑誌 など 
美術工芸品 絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、写真、掛軸 など 

その他 未来に残したい場面（いさり火など） 

無形要素 気象 風 など 
民俗・伝承 年中行事、祭り、伝承・思い出話、古人の知恵、弁慶音頭、

沖揚音頭、神輿、半纏、松前神楽、奴、例大祭など年中行

事、言葉、遊び（宝引き他） など 
技術 工芸技術、漁業やその他産業等における土地固有・伝来の

技術 など 
人物 まちの人 など 
その他   
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２ 寿都町の歴史文化資産 

（１）指定文化財 

○ 旧歌棄佐藤家漁場：国指定史跡 
○ 漁場建築佐藤家：北海道指定有形文化財 

 

（２）寿都町の歴史文化資産保護の歴史 

１９６８（昭和４３）年３月２９日 「漁場建築佐藤家」が北海道有形文化財に指定される 

 

１９６９（昭和４４）年４月１日 寿都町文化財保護条例が施行される 

２０１６（平成２８）年３月１日 「旧歌棄佐藤家漁場」が史跡に指定される 

 

 

  

  

種 別：有形文化財 

名 称：漁場建築佐藤家 

所在地：寿都郡寿都町字歌棄町有戸１６３番地 

規 模：木造２階建１棟 ７３８．３２平方メートル 

土蔵２階建１棟 ９９平方メートル 

所有者：現在は、寿都町（指定時は、沢田千代江、金丸孝、佐藤

栄郎、柿野貞子、石橋喬子、飯久保英子、浜野俊子） 

管理責任者：寿都町 

※土蔵は、２０１４（平成２６）年に腐朽と東側妻壁が崩壊した

ため、部材を解体し敷地内に保管している。 

名 称：旧歌棄佐藤家漁場 

所在地：北海道寿都郡寿都町字歌棄町 

地 域：（右図の通り） 

概 要：前浜に築造された袋澗、居宅と

邸内社、背後の干場と、海から

陸地へと連続して展開する北

海道西海岸の漁場の佇まいを

今日に伝える貴重な遺跡であ

る。 

漁場建築佐藤家 主屋 袋澗 
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３ これまでの歴史文化資産調査 

（１）過去の調査研究 

寿都遺跡 １９６３（昭和３８）年発行 

１９５８（昭和３３）年７月２７日～７月３１日に、朱太川右岸地区、朱太川左岸地区、目名

地区について発掘調査を行った際の報告書である。 

寿都町文化財調査報告書Ⅰ １９７９（昭和５４）年発刊 

１９７８（昭和５３）年４月２０日～５月１６日にかけて実施した、寿都電報電話局合宿舎建

設予定地内に所在する、寿都３遺跡（第一次調査）の発掘調査報告書である。 

寿都町文化財調査報告書Ⅱ １９８０（昭和５５）年発刊 

寿都郡寿都町樽岸～新栄間、一般国道２２９号改良工事地域内に所在する、寿都３遺跡（第二

次調査）、津軽陣屋跡、ナカウタ沢チャシ、寿都４遺跡の発掘調査報告書である。 

寿都町文化財調査報告書Ⅲ １９８５（昭和６０）年発刊 

１９８２（昭和５７）年度から１９８４年度にかけて、朱太川右岸６遺跡、朱太川右岸１遺跡

の発掘調査の結果を記したものであり、寿都町教育委員会が調査主体となって実施した。 

寿都町歴史的資源実態調査報告書 １９９７（平成９）年３月 寿都町 

当調査は、歴史的背景を持った建築物、有形・無形の文化財、等の歴史的資源要素の実態を把

握し、今後のまちづくりを進める上で寿都らしい個性的な魅力を高め、街並み景観形成や、商

店街活性化、観光振興、居住環境整備等へ活かしていくために、それらの資源・要素をどのよ

うに保全・活用していくか、今後検討を行う際の基礎資料として役立てるよう整理することを

目的として実施した。また、町内有識者を中心として設置された「寿都町歴史的資源等活用検

討委員会」と町役場若手職員による「寿都町歴史的資源等活用研究会」の中で検討が進めら

れ、報告書として調査内容が整理された。 

寿都町民俗資料整理台帳 ２００４（平成１６）年 

旧湯別小学校に保管してあった町内の歴史資料を、「考古・民族」、「芸術」、「生産」、「生活」、

「文書」、「自然」の項目に分類し、写真や制作年代、使用時期、使用場所などの情報とともに

記録・整理している。 

寿都町地域資源調査報告書 ２００７（平成１９）年度版（社会環境資源） 

日本技術士会北海道支部地域活性化分科会の活動として、１９９９（平成１１）年から寿都町

の調査を進めており、本報告書は２００６（平成１８）年度から行った寿都の資源調査（歴史・

社会資源と森林調査）の結果をまとめたものである。 
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旧佐藤家漁場調査報告書 

２０１５（平成２７）年８月 

寿都町、特定非営利活動法人歴史的地域資産研究

機構 

当調査は、北海道指定有形文化財である「漁場建築佐藤家」に纏わる漁撈空間や遺構を加え、

それらの歴史的価値を一体的に保存・整備・活用を可能とする「史跡指定」に向け、各事績の

詳細調査や関連する史料の整理を目的として実施した。 

町民が主体となる「歴史的資源を活かしたまちづくり」のための気運醸成の機会とし、町民参

加による調査内容（３回のワークショップ）及び調査の成果を共有する町民フォーラムの成果

を加えた内容となっている。 

平成２８年度北海道指定有形文化財 

漁場建築佐藤家保存修理工事記録報告書 

２０１７（平成２９）年２月 

駒木定正 

北海道指定有形文化財「漁場建築佐藤家」に関する保存修理工事が記録されている。建造物の

概要、主屋、土蔵、寶栄稲荷神社社殿調査結果、及び修理工事内容などが記載されている。 

樽岸発掘報告書 
１９５６（昭和３１）年 

函館博物館（函館市立） 

１９５４（昭和２９）年に市立函館博物館が中心となり行った樽岸遺跡の発掘調査について、

遺跡付近地図や遺跡遠景、遺跡図面、出土分布図などをまとめたものである。 

北海道の文化財 第５集 総合篇 １９６３（昭和３８）年 北海道教育委員会 

本誌では、国指定、道指定文化財７８件の概要を紹介しているほか、北海道文化財専門委員と

道の文化財政策等についての課題を挙げた「北海道の文化財を語る」では、後志地方の番屋建

築として、「橋本家（旧お宿鰊御殿）」が写真でのみ、紹介されている。 

北海道の文化財 第１１集 総合編 １９６９（昭和４４）年 北海道教育委員会 

国、道指定文化財１５２件の概要を紹介している本誌では、１９６８（昭和４３）年に道指定

有形文化財に指定されたカクジュウ佐藤家（漁場建築佐藤家）の調査結果が掲載されている。 

北海道文化財シリーズ 第１２集 日本

海沿岸ニシン漁撈民族資料調査報告書 
１９７０（昭和４５）年 北海道教育委員会 

文化庁と共同で１９６８（昭和４３）年度から１９６９（昭和４４）年度に亘り実施された寿

都町を含む日本海側に面する１１市町村を対象とし、ニシン漁に関する歴史、建築物、信仰、

年中行事、衣食住などの聞き取り調査報告書。 

  



 

23 
 

北海道文化財シリーズ 第１３集 建造

物緊急保存調査報告書 
１９７２（昭和４７）年 北海道教育委員会 

１９７０（昭和４５）年度に文化庁と共同で実施された調査で、対象は道内各地の農家、商家、

駅逓、漁家で、寿都町ではカクジュウ佐藤家を含め４件（いずれも漁家）紹介されている。 

【調査対象となった４件】 
・田畑家（字岩崎町） 
・カクジュウ佐藤家（字歌棄町有戸） 
・橋本家（字歌棄町有戸） 
・笹森家（字歌棄町美谷） ※１９５４（平成２９）年度、腐朽により解体 

北海道の諸職 諸職関係民俗文化財調査

報告書 
１９９３(平成５)年 北海道教育委員会 

１９９０（平成２）年から１９９２（平成４）年にかけて実施した道内の職種、技術の実態及

び変遷をまとめた報告書。使用する原材料で調査項目が分けられ、寿都では船大工１件、菓子

２件が記録されているが、いずれも詳細を確認することは出来ない。 
【調査対象となった３件】 

・桜庭 正太郎（船大工） 
・若狭屋老舗（菓子）   ※現在も経営中 
・千秋庵菓子舗（菓子）  ※現在も経営中 

北海道の近代和風建築 近代和風建築総

合調査報告書 
２００７（平成１９）年 北海道教育委員会 

登録以外の指定文化財を除く１８６８（明治元）年から１９６４（昭和３９）年（一部近世）に

かけて建築された、伝統的技法を用いた木造建築「近代和風建築」を調査した報告書。寿都町

では橋本家を含め２０件で、住居建築は３件、宗教建築が１７件、これまで存在は知られてい

ても、対象とならなかった寺院等が調査された。 

 

〇その他、歴史文化に関わる資料 

・壽都外三郡大観（１９３０（昭和５）年発行に編纂 若狭音之助） 
・寿都町史（１９７４（昭和４９）年 寿都町教育委員会） 
・寿都町史Ⅱ（１９８７（昭和６２）年 寿都町教育委員会） 
・寿都五十話（２０１４（平成２６）年 山本竜也著） 
・南後志 –寿都・島牧・黒松内− に生きる（２０１６（平成２８）年 山本竜也著） 

など 
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（２）構想策定における歴史文化資産調査 

○ 策定調査委員による調査 

２０１６（平成２８）～２０１７（平成２９）年度にかけて、町内の歴史や文化について識

見を持つ方々をメンバーとした策定調査委員勉強会（以下、「勉強会」）を全９回開催し、勉強

会において以下の調査を行った。 
 
【調査カードを使用した歴史文化資産調査】 

調査委員に「文化資源調査記録カード」を配布し、生活の中で感じている歴史文化資産や

新たに発見した歴史文化資産を記録してもらい回収した。 
 

【歴史文化資産マップ作成】 
第１回の勉強会において、策定調査委員が寿都町の「お宝」を出し合って、マップに落と

す作業を行い、以下のようにまとめた。【参考資料６】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【土蔵等実態調査】 

「歴史的資源実態調査（１９９７年）」及び「地域資源調査報告書（２００７年）」に掲載

されている案件について、現地調査を行い現状での土蔵等の有無状況を確認し、調査シート

の項目ごとに調査、記入、写真撮影、調査日誌を作成し整理した。 
 
  

・西側は弁慶岬から、東側は尻別川河口まで、寿都湾に沿って歴史資産が点在する。 

・漁港ごとに集落が形成され、動産、不動産の資産が集積している。 

・弁慶伝説 

・アイヌの歴史 

・産業、鉱山 

・寿都鉄道 

・湯別温泉 

・社寺仏閣 

・だし風伝説 

・民謡 

・渡し船 

・ニシン漁 

・ニシン漁遺構 

・屋号 

・海岸、海浜景観 

・水源地 

・津軽藩士 

・宝引き 

・船 

・磯谷音頭 など 
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【地域ごとの歴史文化資産継続調査】 
調査委員勉強会において、寿都町の歴史文化を把握する上では、地域ごとに育まれた特有

の歴史文化を把握整理することが大事だという共通認識に至ったことを受け、地域ごとの歴

史文化資産の継続抽出と、地域のまとまりや、地域の特徴を物語る歴史的背景についてヒア

リングおよび整理を行った。 
 

○ 町民からのお宝募集 

２０１６（平成２８）年度には、町民に向け、「次の世代に残したい素敵なもの、こと、ば

しょ」を募集。町広報誌を利用し、５月号で歴史文化基本構想策定の考え方等を掲載し内容を

周知、９月号で募集のチラシを折り込み、１０月号では９月号の再周知を行い、情報提供を依

頼した。 
その結果、１２１件のお宝が集まり、また、聞き取り調査を行い、さらに１０１件のお宝が

集まった。 
今後も、継続して町民からのお宝募集を行っていく。 
 

○ 町民アンケート 

「寿都町歴史文化基本構想」策定に向け、町民の歴史や文化を活かしたまちづくりに対する

意向等について把握することを目的として、２０１６（平成２８）年１２月１３日～１２月２

７日の間に実施した。【参考資料４・５】無作為抽出により選ばれた１，０００人の町民に配

布し、３１６件の返信があった。アンケート結果概要は以下の通りである。 

 

＜イメージ＞ 

 

＜ニーズ＞ 

 

  

◯７割以上の町民が、寿都町の代表的な景観イメージを『海・寿都湾』と捉えている。 

◯寿都町の「歴史・文化」を物語る代表的イメージは、『にしん漁・にしん場（５０．

９％）』『漁業・港町（３０．１％）』と捉えている。 

◯約６割の町民が、「歴史・文化」を感じる場所・風景は、『歴史的建造物（カクジュウ

佐藤家、橋本家など）』と捉えている。 

◯次世代に残したい大切なものとして、『歴史的建造物』や、寿都湾、朱太川、海岸線

の石垣や弁慶岬などの『自然の風景』『例大祭などのお祭り』を挙げる人が多かった。 

◯次世代に残したい地域の自慢としては、小女子の佃煮や釜揚げ、海産物などの『食』、

『自然景観や祭り・町並みなどの生活風景』『例大祭などのお祭り』を挙げる人が多

かった。 
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以上の既往調査および構想策定における調査をもとに、構想策定期間中に、指定・未指定に

かかわらず町内の歴史文化資産を収集した結果、２，９０３件を収集整理しデータベース化を

行った。 

 

大分類 数 中分類 数 小分類 数 

不動産 
（動かせ
ないもの
全て） 

２２９ 

景観要素 
（ものとし
て確認でき
るもの） 

２０３ 

遺跡 ６ 

建築物・工作物 １１１ 

自然物 ４２ 

景観 ３９ 

その他 ５ 

 
空間要素 

（地図で確
認できるも

の） 

２６ 

居住に関わる場 ４ 

信仰に関わる場 １ 

伝承にまつわる場 ３ 

生産・採取にかかわる場 １３ 

遊びの場 ２ 

流通・往来の場 ２ 

その他 １ 

動産 
（動かせ
るもの全
て） 

２，６７４ 

有形要素 ２，６１３ 

生物 ６ 

生活用品 １，１３２ 

食、料理 ３５ 

農業関連用具 ８８ 

林業関連用具 ４０ 

工業関連用具 ２２７ 

交通・通信関連用具 ５２ 

商業関連用具 ２１０ 

漁業関連用具 １８７ 

酪農・畜産関連用具 ３ 

信仰関連用具 １ 

行事関連用具 ９２ 

娯楽・演芸関連用具 ９０ 

文献・資料 ４１１ 

美術工芸品 ３９ 

その他 ０ 

無形要素 ６１ 

気象 １ 

民俗・伝承 ４１ 

技術 １３ 

人物 ５ 

その他 １ 

 

 

No． 町 数 No． 町 数 

００ 寿都町全域 １３３ ０７ 六条町 ４ 

０１ 政泊町 ２１ ０８ 岩崎町 ６ 

０２ 矢追町 １０ ０９ 樽岸町 １９ 

０３ 大磯町 １８ １０ 湯別町 １１ 

０４ 新栄町 ３３ １１ 歌棄町 ５５ 

０５ 渡島町 １０ １２ 磯谷町 ３４ 

０６ 開進町 ２，５４６ １３ 他市町村 ３ 

 

 

※「他市町村」とは、蘭越町や黒松内町など近隣の市町村を指しており、寿都町の景色を眺める視点場が該当 

する。 

※歴史文化資産の資料が総合文化センターウィズコムに収蔵されている場合、所在地は「開進町」としている。  

表 寿都町の歴史文化資産【分類ごと】 

表 寿都町の歴史文化資産【地区ごと】 
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４ 寿都町の歴史文化の特徴 

これまで行ってきた歴史文化資産調査の結果、寿都町の歴史文化の特徴として、以下の４点が挙

げられる。 
 
（１）だし風など特徴的な自然環境から生まれた歴史文化 

黒松内低地帯を太平洋側から寿都湾へ吹き込む春から秋

にかけて起こる強風「だし風」や、弓状の入り組んだ複雑な

海岸線、ゴツゴツとした岩礁地帯の岩場の造形などの特徴

的な自然環境が、地域固有の信仰やまじない文化、伝説を生

み、今に伝えられている。また、その特徴的な自然環境が、

四季折々、日々刻々変化し、寿都町民自慢の美しい風景を生

み出している。 
 

＜挙げられた歴史文化資産の例＞ 
x だし風伝説、風を切るおまじない・鎌、 

風泙様、風車 
x 寿都湾を囲むように位置した地形・風景 
x ゴツゴツとした岩場の岩礁地帯の風景 
x 入り組んだ複雑な海岸線の風景 
x 弁慶岬、弁慶伝説 など 

 
 
 
  

滝ノ澗軍艦岩 

夕日と弁慶の銅像 

≪弁慶伝説について≫ 
「弁慶」という地名は、アイヌ語の「日本海を切り裂くように突き出し

た岬、岬の先端が裂けたようになっている」という意味の「ペルケイ」に
由来する。また、義経の再挙を悲願する武蔵坊弁慶が、同志を待ちわび立
ち尽くした場所とも言われている。 

義経一行がこの土地に滞在していたとき、力自慢の弁慶が現地のアイヌ
と相撲をとって義経をなぐさめた。その時の土俵跡やふちの高さ３０㎝の
千本柱の跡があったと言われている。 

また、弁慶に投げられたアイヌは崖下に落ち、鼻血を流したため、岩が赤く染まった
ことから「赤岩」と呼ばれる岩が存在する。 

長い間、ここに滞在した弁慶は二ッ森の頂上で秘蔵の金の銚子と盃で別れの宴を催
し、再び生まれ変わってここに来ることをアイヌ達と約束し、そのときのために銚子と
盃を二ッ森の白桔梗の根本に埋め「これを掘り出すものは天罰が当たるだろう」と言っ
て雷電岬をさして去ったと言われている。 
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（２）寿都の暮らしを支えてきた産業の繁栄により形成された歴史文化 

蝦夷地特有の流通制度「場所請負制」が生んだ場所請負人とともに、寿都の地域は鰊の千石場

所として、そして行政機関も集積する港町として発展し、その産業の繁栄を背景に、多くの豪華

な寺院や贅を尽くした民家、商店が建てられた。その当時の様子を物語る神社仏閣、建造物や、

袋澗などの遺構、さまざまな漁具、佐藤家や佐藤家の製品・屋号などを見ることが出来る。 
 
＜挙げられた歴史文化資産の例＞ 

x 鰊場としての繁栄の歴史 
x 袋澗などの遺構、漁法や技術、道具 
x カクジュウ佐藤家、橋本家、その他の旧家 
x 寺町通り、神社仏閣 
x 小女子漁の風景（光） 
x 土蔵、屋号 
x 寿都鉄道 など 

 

○ 橋本家（旧お宿鰊御殿） 
１８９９（明治３２）年に仕込み屋である橋本与作が建てたといわれている橋本家（旧お宿鰊

御殿）は、構造材の組み立てに釘を使わない伝統工法による建築であり、１９４９（昭和２４）

年から２０１３（平成２５）年までは旅館鰊御殿として営業していた。国道向いには「追分記念

碑」が建っている。 
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○ 寺院（菩提院、願乗寺、龍洞院、法界寺、善龍寺、法華寺、法龍寺、教立寺、西光寺、龍昌

寺、新豊寺、願翁寺、登順寺、最尊寺） 
町内各所に１４の寺院があり、渡島町から新栄町にかけては「寺町通り」と呼ばれる寺院が建

ち並ぶ通りを形成している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

法龍寺（樽岸） 龍昌寺（歌棄） 

西光寺（歌棄） 教立寺（歌棄） 新豊寺（美谷） 

登順寺（島古丹） 最尊寺（島古丹） 願翁寺（島古丹） 

願乗寺（新栄） 法界寺（新栄） 

龍洞院（新栄） 

善龍寺（渡島） 

法華寺（渡島） 

菩提院（新栄） 
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○ 神社（海神社、島古丹稲荷神社、伊都岐島神社、鮫取澗稲荷神社、美谷稲荷神社、歌棄厳島

神社、湯出神社、樽岸稲荷神社、壽都神社） 
町内各所に９の神社が存在する。多くは、漁業の安全と豊漁を祈願し建てられたもので、その

他円空の木像や北前船絵馬などが奉納される神社が存在している。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

伊都岐島神社（横澗） 海神社（能津登） 島古丹稲荷神社（島古丹） 

鮫取澗稲荷神社（鮫取澗） 美谷稲荷神社（美谷） 歌棄厳島神社（有戸） 

湯出神社（湯別） 樽岸稲荷神社（樽岸） 壽都神社（渡島） 
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（３）海とのかかわりの中で流れていく暮らしとともにある歴史文化 

鰊漁で栄え、港として発展した寿都は、鰊漁が一区切りつ

いた夏に親方達のふるまいで盛大に行われたお祭りや、季節

ごとの海の幸を活かした食文化など、海とのかかわりの中で

暮らし方や文化が生み出され、今に受け継がれている。 
＜挙げられた歴史文化資産の例＞ 

 
※１ 宝引き…「ほうびき」「ほんびき」「ぽんびき」などと呼ばれる。 

 

 

  

・海とともにある、寿都の暮らしの１年間（「食」「習

わし」「年中行事」「伝統行事」など） 
・例大祭〜祭りでの接待・おもてなし文化 
・「松前神楽」の伝統芸能 
・民謡・歌（磯浜盆歌、江差追分、船こぎ渡し歌） 
・小女子干し、佃煮づくりなどの郷土食 
・水神さん ・宝引き※１など遊びの文化 な

ど 

大漁旗を掲げる漁船 

寿都町奴保存会による行列 

≪松前神楽について≫ 
およそ５００年前に武田氏が蝦夷を平定して松前藩の基礎をつくった

ときに始まり、その頃戦勝を祈願し、種々の火狂言や社人の舞を行った
のが起源である。第１０代藩主矩廣公の時、古くから松前地方の各神社
で行われていた神楽の演技種目を統一し、１６７４年延宝２年、藩主自
らが祭主となり領内の神職を城内本丸の槍の間に集めて、鎮釜湯立式松
前神楽を修行したのが「城内神楽」のはじまりで、３４０余年前のこと
である。以来、隔年毎に松前城内で行う恒例行事と定め、明治維新の廃
藩まで厳修されてきたが、廃藩後はこの神楽に参加した社家神職によっ
て受け継がれ、現在は道南・後志の神社を中心に奉奏されている。 
松前神楽は、能楽・舞楽系統のものから構成され、折目正しい格調高

い神事芸能であり、湯立の儀式と舞楽合わせて３３神事に亘る大神事
で、歴代の藩主は神職の必修科目として奨励したと言われている。 

 
［指定などの経歴］ 
１９５８（昭和３３）年４月 北海道文化財保護条例の規定に基づき北海道無形文化財の第１号に指定 
１９９６（平成８）年６月  文化庁より記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択 
１９９９（平成１１）年４月 国の重要無形民俗文化財指定に向け、松前・福島・函館・小樽各ブロッ

ク保存会により松前神楽北海道連合保存会を結成 
２００８（平成２０）年６月 北海道文化財保護条例の第２６条第１項の規定に基づき北海道無形民俗

文化財に指定 
２０１８（平成３０）年３月 国の重要無形民俗文化財に指定 

≪郷土料理について≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
水揚げ直後の小女子を生のまま炊き
上げる１００年以上続く伝統の製法
で作る代表的な特産品。 

ホッケを米・こうじ・にんじんな
どと漬け込み熟成させた発酵食
品。冬の保存食として伝わり続け
ている。 

小女子の佃煮 

ホッケの飯寿司 
天然の岩のり（どんじゃのり）を
贅沢に使用したのり弁当。道の駅
弁当に認定されており、磯の香り
が食欲をそそる。 

船澗弁当 
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（４）地域ごとに育まれた特有の歴史文化 

寿都町を含むこのエリアは、縄文期からアイヌの人々が住み、中世、近世より和人が各地に集

落をつくりそれが町村に発展し、さらに町村合併の歴史の中で、現在の寿都町が形成されている。

そのため、今でも地域ごとに育まれた特有の歴史文化、地域固有の歴史文化資産が存在し、受け

継がれている。 
 

＜特有の歴史文化のまとまりとして捉えられる地域＞ 

 

 

 

 

  

１ 大規模漁業の親方衆とヤン衆が育んだ歴史文化地域 

 ［能津登、島古丹、横澗、鮫取澗、美谷、種前、有戸、歌棄］ 
・カクジュウ佐藤家、橋本家、その他の旧家 など 

２ 朱太川が育んだ農業と古代から続く文化・交通の要衝として栄えた歴史文化地域 

 ［浜中、小川、樽岸、建岩、上湯別、下湯別、丸山］ 
・渡し船 
・朱太川付近の縄文遺跡 
・湯別温泉 など 

３ 行政と商業の中心地として栄えた歴史文化地域 

［六条町、開進町、渡島町、岩崎町、新栄町、大磯町、矢追町］ 
・寺町通り、神社仏閣、土蔵、船絵馬 
・農業、酪農、林業、鉱山、製造業などの産業 など 

４ 弁慶岬の景勝と伝説が生きる歴史文化地域 

 ［山中、弁慶、政泊］ 
・弁慶岬、弁慶伝説、弁慶太鼓、弁慶音頭 など 

弁慶祭り 

朱太川 

寿都神社 

カクジュウ佐藤家 
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図 地域ごとに育まれた特有の歴史文化 
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５ 歴史文化資産の保存活用に関する課題 

寿都町の「歴史文化資産」の保存活用に関する課題として、大きく次の６点が挙げられる。 

 

（１）担い手・伝承者の創出と育成 

人口減少や少子高齢化、ライフスタイルの変化等を背景とした歴史文化の担い手の減少が問題

となっている。そのため、伝統的な祭りや行事及び伝統的技術や知恵の喪失、生業・産業の衰退、

歴史的な風情を感じられる景観の荒廃等が見られる。学校教育や社会教育等と連携しながら次世

代の担い手を育むことが求められる。 

 

（２）歴史的資産の重要性への理解の浸透 

意欲的に歴史文化の価値や魅力の再発見に取り組んでいる町民は存在するが、地域全体へ浸透

させていくことが必要である。特に、若年層や新住民等への伝承が課題であり、歴史文化を大切

にする志を広げていくことが求められる。 

 

（３）来訪者等への生活文化や伝統、マナーやモラルなどの啓発 

家庭や地域で継承されてきた生活文化や伝統がライフスタイルや価値観等の変化により消滅し

たり、町外からの観光客が祭礼に参加したり歴史文化に触れたりする際のマナーやモラルが悪い

という問題がある。歴史文化の魅力と共に、これらを大切にする志を引き継いでいくことが必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪壽都神社例大祭について≫ 
海の日（７月第３週月曜日）前の週末の土曜日と日曜日に開催している、大漁を神様に感謝するお祭

りである。 
町内の多くの神社は「漁業豊漁・海路守護神」として、町民から信仰されている。 
壽都神社例大祭は、お祭り好きな寿都の人達が一番熱くはじける真夏の祭典である。 
町は色とりどりの提灯に彩られ、さまざまな姿をした子ども達が続々と神社に集合し、町を練り歩く。

子供奴やヤッサ、神輿に加え、趣向を凝らした各町内会の花山（山車）が繰り出し、２日間かけて街中
を練り歩くほか、神楽殿では四箇散米舞（しかさごまい）等の、古式ゆかしい芸能などを披露する。 

３００年以上の歴史を持つ「壽都神社例大祭」は、漁場経営の親方達によるふるまいで盛大に行われ
てきた。“ふるまい”は代々継承されており、現在では各家で飲み物や食べ物がふるまわれる“接待”と
いう文化が根付いている。 

壽都神社例大祭は、行列等を見るよりも自ら参加して楽しむ、参加型のお祭りになっている。近年、
接待を受ける参加者のマナーの悪さが目に付き問題となることがあるため、参加者のモラル向上を啓発
し、地域で継承されてきた“接待”の文化や志、歴史や伝統を後世へ引き継いでいくことが必要である。 
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（４）文化財等の保存活用の取組の推進 

寿都町では、寿都町文化財保護条例は整備しているものの、現在、町指定の文化財がない状態

にあり、文化財等の保存活用の取組が十分ではない。これらの制度等も必要に応じて活用しなが

ら、適切に歴史文化資産を保存活用していく必要がある。 

また、収集した歴史文化資産は、継続した調査研究が必要である。 

 

（５）多様な歴史文化資産の総合的把握と多角的活用 

寿都町では、町民が残しておきたいと感じる歴史文化資産の消滅、崩壊、散逸が喫緊の課題と

なっている。特に、これまで価値づけが明確でなかった歴史文化資産などは保存活用の手立てが

無く失われつつあり、多くの歴史文化資産を幅広く調査・把握し、継続的・計画的にこれらの保

存活用に取り組んでいく必要がある。同時に、歴史文化資産は本来、観光資源や地域ブランド等

の地域活性化の素材として活用できるポテンシャルを持っており、これらを多角的に活用してい

くための体制づくりや仕組みづくりが求められる。 

 

（６）歴史文化資産の防災・防犯対策の充実 

寿都町では、寿都町地域防災計画を作成しているものの、歴史文化資産の防災対策について具

体的に記載しているわけではない。また、防犯についても町内会の防犯パトロールなど各地域で

防犯対策に取り組んでいるものの、歴史文化資産を意識したものとはなっていない。今後は、歴

史文化資産の防災・防犯体制の強化や歴史文化資産の保有者・管理者への防災知識の普及など、

防災・防犯対策の充実が求められる。 
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第４章 歴史文化資産保存活用の基本方針  

 
１ 基本理念 

本構想策定の目的を踏まえ、歴史文化資産保存活用の基本理念を次の通り掲げる。 

なお、本構想における「保存活用」の言葉は、「保存」「保全」「整備」「活用」「育成」の全てを

含む言葉として使用する。 

 

寿都町の歴史・文化を町民が身近に感じ、 

自分達の歴史文化を発見し、活用し、 

未来に継承することで、魅力的なまちづくりを目指す 

 
過去のもの、他人事としてある歴史・文化ではなく、町民みんなが、寿都町の歴史・文化を身

近に感じられるようにしていく。 
町民自らが身近な歴史文化を見つけ、学び、これからの寿都町の未来につながるものとして、

自分達、子ども達、外の人達に広く伝え、活用していく。 
そうすることで、かけがえのない寿都町の歴史文化を守り、まちのアイデンティティを高め、

子どもの教育や観光・まちづくりにつなげていく。 
 
 
２ 基本方針 

寿都町に所在する「歴史文化資産」の特徴や、保存活用にかかる現状・課題等を踏まえ、次に

掲げる基本方針により基本理念の実現を図る。 

 

 

 

 

まず、町民一人ひとり、あるいは地域ごとに、草の根で地域に眠る歴史文化資産を探し、幅広

く把握・蓄積して目に見える形＜データベース＞にしていくことで、歴史文化資産をみんなで共

有していくことを第一の方針とする。 

ここで、町民が、歴史文化資産を身近なものとして感じ、親しみを持って取組に参加していけ

るよう、寿都町では、歴史文化資産を「寿都のお宝」と名付け、そのデータベースを「寿都のお

宝データベース」と名付けることとする。 

  

基本方針１ 

町民一人ひとりが身近な歴史文化資産＝「寿都のお宝」を再発見・再認識し、みんなで

共有する 
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次に、データベース化したいくつもの歴史文化資産＝「寿都のお宝」のうち関連するものをと

りまとめ、それぞれの魅力を高め価値をわかりやすく伝えていくために、「関連文化財群」とし

て認定する。「関連文化財群」とは、さまざまな「寿都のお宝」を歴史的・地域的関連性（スト

ーリー）に基づいて一定のまとまりとしてとらえたもので、寿都町では、「関連文化財群」のこ

とを「寿都のお宝箱」と名付けることとする。 

また、寿都町では、３章の寿都町の歴史文化の特徴で整理した通り、歴史的・文化的関連性に

加え、地域ごとに育まれた特有の歴史文化、地域固有の歴史文化資産＝「寿都のお宝」が存在す

ることから、関連文化財群＝「寿都のお宝箱」は、「①寿都町全域にわたるもの」と、「②歴史文

化地域ごと」の２階層で設定することとする。 

 

 

 

 

 

 

個人や地域での日常的な歴史文化資産＝「寿都のお宝」の継承から、魅力付けを行った関連文

化財群＝「寿都のお宝箱」の活用による学校教育・生涯学習の充実や観光振興など、まちづくり

につなげる取組を、より多くの町民参加のもと協働により推進する。 

そのため、歴史文化資産＝「寿都のお宝」の掘り起こしや調査・研究を行う勉強会、「寿都の

お宝」や「寿都のお宝箱」の推薦・提案等を行う町民・専門家・行政が参画する会議体といった

「寿都のお宝」の保存活用体制を整備する。 

歴史文化を活かしたまちづくりに町民が親しみを持って参加し、まち全体で取り組むことを

目指し、「寿都のお宝」の推薦や「寿都のお宝箱」の検討・提案を行う組織を「すっつ湾お宝会

議」、「寿都のお宝」の掘り起こしや調査・研究を行う組織を「すっつ湾お宝勉強会」と名付ける

こととする（※組織体制の詳細はＰ５４）。 

「寿都のお宝」をまちづくりに活かして行くには、必要に応じて、お宝の「保存整備」「保全

整備」「復原（復元）整備」、「防災・防犯対策」、さらには、安全性確保やお宝を見えやすくする

ような「環境整備」などを適宜実施していくことが考えられる。その際は、お宝そのものの履歴

をきちんと調べるとともに、整備の記録を残すこと、また、整備や対策、活用においては、本来

の価値を損なわず尊重することが重要である。 

 

 

基本方針２ 

関連する歴史文化資産＝「寿都のお宝」を、有形・無形・周辺環境も含めて関連文化財

群＝「寿都のお宝箱」としてとりまとめ、これらをわかりやすく伝えることのできる歴

史的・地域的関連性をストーリーとして示すことで価値・特色・魅力を高める 

基本方針３ 

より多くの町民参加のもと、歴史文化資産＝「寿都のお宝」について学び、守り、活か

し、伝えて、地域コミュニティの維持発展や教育・観光を含めたまちづくりに活かす 



38 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ＜寿都町における名称の設定＞ 

歴史文化資産（歴史資産データベース） 寿都のお宝（寿都のお宝データベース） 

関連文化財群 寿都のお宝箱 

組織体制 
すっつ湾お宝会議 

すっつ湾お宝勉強会 

 
３ 具体方策 

基本方針に基づき、「寿都のお宝」の保存活用に関して以下の方策を展開する。 

 

【基本方針１：具体方策】 

〇「寿都のお宝」のさらなる掘り起こし（調査・研究の充実） 

・ 「すっつ湾お宝勉強会」を定期的に開催し、継続的に「寿都のお宝」の掘り起こしや調査・研

究を実施 

・ お年寄りへの聞き取り調査の実施 

・ 小・中・高校生参加の調査の実施 

・ 既往収集資料の再調査・整理の実施 など 

 

〇「寿都のお宝」データベースの構築と適切な情報管理 

・ 本構想策定期間中に整理した「寿都のお宝」および、今後、「すっつ湾お宝会議」で認定する

「寿都のお宝」のデータベースは、寿都町教育員会で管理する。 

・ 新たに実施する調査などで得られた「寿都のお宝」はデータベースに加え、継続的にデータ

更新を図る。 

 

〇収集した資料等の保管・展示方法等の検討 

・ 調査研究により収集された資料等の保管・展示について、デジタルアーカイブ化なども含め、

適切な管理と共有のための手法を検討する。 

  

＜すっつ湾お宝会議・勉強会のゆらい＞ 

寿都町が面する寿都湾は、大きな円弧を描くような地形を形

成しており、寿都湾に集まる魚類により漁業が盛んに行われた

り、寿都湾に注ぐ朱太川の水の流れが人々の生活を潤し、寿都

湾にだし風が吹き込んだりと寿都町を特徴づけるお宝の一つ

となっている。 
また、寿都町全体が寿都湾を囲みながら集まっているような

地形となっていることから、町民みんなが会議に参加している

様子を連想し、「すっつ湾お宝会議」「すっつ湾お宝勉強会」と

名称が付いた。 

寿都湾 
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【基本方針２：具体方策】 

〇「寿都のお宝」の魅力を高めるストーリーの検討 

・ 「すっつ湾お宝勉強会」などで収集した関連する「寿都のお宝」をもとに、「すっつ湾お宝会

議」においてストーリー検討を行い、「寿都のお宝箱」としての推薦・提案を行う。 

・ 現時点で、ストーリーに組み込まれない「寿都のお宝」についても、データベースで管理

し、単体で、さらには継続的な「寿都のお宝」の掘り起こしにより関連性のあるものが見い

だされた際には新たにストーリーを検討するなど保存活用に努める。 

 

【基本方針３：具体方策】 

〇個人や地域での日常的な「寿都のお宝」の継承 

・ 地域での年中行事の継続 

・ 郷土料理の伝承 など 

 

〇「寿都のお宝」「寿都のお宝箱」を活用した学校教育・生涯学習の充実 

・ 「寿都のお宝」「寿都のお宝箱」を活かした学習機会の提供 

・ 寿都の食を学校給食や福祉施設等の食事で提供して伝承する など 

 

〇守り、活かし、伝えるための町民、行政職員等の人材育成 

・ 制作した映像等の活用や冊子等の町民配布 

・ 町民が楽しみながら、寿都のお宝について知り、学ぶための仕組みづくり（寿都のお宝の町

民向け公開の場の創出、町民の発表の場の創出など） 

・ 寿都のお宝を学び活用する場や機会を企画運営する人材育成・ノウハウの蓄積 

・ 「寿都のお宝」の魅力を伝える語り部・案内ガイドの育成 など 

 

〇「寿都のお宝」「寿都のお宝箱」の魅力を伝える解説ツール・発信ツールの制作 

・ 映像等による記録制作 

・ 冊子、機関誌等の制作 

・ お年寄りが語る貴重な昔話を後世に伝え残すデジタル絵本の制作 

・ ホームページの制作やＳＮＳ等の活用 

・ 古写真のデジタル化と閲覧システムの構築 など 

 

〇「寿都のお宝」「寿都のお宝箱」を活用した観光振興 

・ 先導的なプロジェクト：カクジュウ佐藤家と漁場、橋本家の取組推進 

・ 見学ツアーの開催など寿都の文化財の価値や魅力を伝える機会や場の創出 

・ 分散する「寿都のお宝」を有機的につなぐ観光ルートの設定 など 
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〇「寿都のお宝」の保存活用に必要となる整備の実施 

・ 「寿都のお宝」を適切かつ効果的に保存活用するための整備（保存整備、保全整備、復原整

備、復元整備、環境整備）の実施 

・ 整備のための履歴調査の実施および整備記録の作成 など 

 

〇歴史文化資産と周辺環境の一体的な保全活用 

・ 先導的なプロジェクト：歌棄町有戸地区の取組推進 など 

 

〇「寿都のお宝」の防災・防犯対策の充実 

・ 寿都町地域防災計画に基づいた、「寿都のお宝」の防災性能を高める方策の検討 

・ 警察や消防、町内で結成されている組織との連携を密にし、地域全体での防災・防犯体制の

構築 

・ 町民一人ひとりの「寿都のお宝」への防災・防犯知識の普及 

・ 「寿都のお宝」の周辺状況を確認し、事故等が発生した場合には早期に発見できるよう、点

検や巡回を行う体制の構築 など 

 

〇事業推進のための庁内連携 

・ 専任職員を配置した関係課の横断的な連携体制の構築 など 

 

〇町民・専門家・行政が参加した保存活用体制の整備 

・ 調査委員勉強会の継続的発展による「すっつ湾お宝勉強会」および歴史文化基本構想策定委

員会の継続的発展による「すっつ湾お宝会議」の組織整備 

・ 各種団体等との連携 

・ 小・中・高校生の参加促進 など 
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第５章 関連文化財群 
 

 
１ 関連文化財群の考え方 

寿都町は、第２章で整理した通り、寿都湾を囲むように弓状に形成されており、海岸線に沿っ

て人々が営む集落が形成されている。その特徴的な地形や自然環境が寿都特有の「寿都のお宝」

を育み、各地域では、それぞれ独自の歴史的・地域的特徴を持ち、独自の人の営みを形成してき

た。その営みがさらに「寿都のお宝」を生み、先祖から現代の世代へと継承され、現在の寿都町

らしい環境を形成し、人と人、人と地域、地域と地域を結び付けてきた。 

この寿都町らしさを形成する「寿都のお宝」は、単体で存在しているのではなく、歴史的・地

域的関連性から、複数の歴史文化資産が一定のまとまりをもって存在しており、不動産、動産、

有形、無形に関わらず相互に関連性のあるこれらの一定

のまとまりを、「寿都のお宝箱」（＝関連文化財群）と

し、そのつながりを分かりやすく伝えるストーリーを示

す。 

「寿都のお宝箱」の認定においては、第４章で整理し

た基本方針に基づき、「①寿都町全域にわたるもの」

と、「②歴史文化地域ごと」の２階層で認定する。 

また、寿都町の歴史文化の特徴なども踏まえ、具体的

な保存活用を考える上で内容の細分化を行い、多くの町

民が理解・共有しやすいストーリー（寿都のお宝箱）と

して整理する。 

 

地域 ストーリー（＝「寿都のお宝箱」）候補 

全域 

だし風が生んだ文化 Ａ 

寿都湾を囲む地形が生んだ文化 Ｂ 

鰊場としての繁栄の歴史文化 Ｃ 

寿都鉄道が運び育んだ文化 Ｄ 

多様な地域の祭りの伝統文化 Ｅ 

海の幸・山の幸から生まれた食文化 Ｆ 

① 大規模漁業の親方衆とヤン衆が育んだ歴史文化

地域 
大規模漁業の親方衆とヤン衆※１が育

んだ文化 Ｇ 

② 朱太川が育んだ農業と古代から続く文化・交通

の要衝として栄えた歴史文化地域 

朱太川が育んだ歴史文化 Ｈ 

交通の要衝として物と人が行きかった

歴史文化 Ｉ 

③ 行政と商業の中心地として栄えた歴史文化地域 行政と商業、人々の営みが生んだ文化 Ｊ 

④ 弁慶岬の景勝と伝説が生きる歴史文化地域 弁慶岬の景勝と伝説が生きる歴史文化 Ｋ 

※１ ヤン衆…鰊漁などに雇われ働く男達のこと。 

※Ｇ～Ｋは集落ごとに育まれた地域特有の歴史文化から導かれたストーリーである。 

※「寿都のお宝箱」は、今後の検討や歴史文化資産が新たに発見されるにつれ、ストーリー名称の変更や、数が増

えていくものである。  

表 寿都町全域及び歴史文化地域ごとに整理した寿都のお宝箱候補 
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２ 関連文化財群の認定 

本構想では、構想策定期間中に収集した「寿都のお宝」と、委員会、勉強会での議論を踏ま

え、関連文化財群「寿都のお宝箱」となりうる以下のＡ～Ｋの候補を示すこととする。 

次年度以降、ストーリー内容や「寿都のお宝」について、町民などと協議を重ね、すっつ湾お

宝会議が協議・推薦し、教育委員会が認定していくこととする。 

 

Ａ だし風が生んだ文化 

・ 低地帯を太平洋側から寿都湾へ吹き込む春から秋にかけて起こる強風を「だし風」と呼ぶ。

町内では「だし風」が吹き抜け、強風の影響で枝が寿都湾方向へと向いている木々が見られ

る。 

・ 歌棄町の厳島神社に収められている「風泙さん」は風をいさめる寿都らしい神様として、手

にもつ鎌で強風を切り、穏やかにすると言われている。 

・ かつては鰊が獲れる時期に吹き荒れ、何日も時化で漁に出ることができないなど、嫌われた

「だし風」だが、「風力発電」によって悩みの種であった風の強い力を自然エネルギーに変

えた。 

・ 風が強い寿都地方は幾度となく大火に見舞われており、焼失を避けるために明治～大正期に

「土蔵」を付設する商店が増えていった。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 空間要素 工作物 風車 六条町 

不動産 景観要素 工作物 風車の景色 歌棄町 

不動産 空間要素 その他 だし風 樽岸町 

動産 無形要素 伝承 だし風伝説 樽岸町 

動産 無形要素 伝承 風を切る（風がおさまるおまじない） 樽岸町 

不動産 有形要素 建築物・工作物 風の神様（かざなぎさま）を祀った祠 樽岸町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 住吉宅土蔵 磯谷町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 酒井宅土蔵（現所有者小西氏） 歌棄町 

 

 

 

 

 

 

  風車 住吉宅土蔵 酒井宅土蔵 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｂ 寿都湾を囲む地形が生んだ文化 

・ 寿都町は「寿都湾」を囲むように位置しており、その地形から「海越しに見える山」や美し

い「夕日」を望むことができる。 

・ 海岸線沿いにゴツゴツとした岩場の岩礁地帯が続いている岩石海岸で、「軍艦岩」や「とど

岩」、「赤岩」など名前が付けられた岩や伝説に登場する岩がある。 

・ がりっと＝しっかり、ねまる＝座る、休む、ずっぱり＝たくさん等、寿都町の浜言葉「寿都

弁」がある。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 景観要素 景観 沖から見る寿都の景色 寿都町全域 

不動産 景観要素 景観 海上から見る海岸の景色 寿都町全域 

不動産 景観要素 景観 樽岸海岸からの歌棄山並みの眺め 樽岸町 

不動産 景観要素 自然物 海越しに見える山 寿都町全域 

不動産 景観要素 自然物 寿都湾 寿都町全域 

不動産 景観要素 景観 夕日 寿都町全域 

不動産 景観要素 自然物 海 寿都町全域 

不動産 景観要素 自然物 月 寿都町全域 

不動産 景観要素 自然物 矢追の広い岩場 矢追町 

不動産 景観要素 自然物 六開岩の海岸線 開進町 

不動産 景観要素 自然物 軍艦岩 矢追町 

不動産 景観要素 自然物 天狗の鼻に似た岩 歌棄町 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寿都湾 夕日 沖から見る寿都の景色 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｃ 鰊場としての繁栄の歴史文化 

・ 場所請負制とともに寿都は鰊の千石場所として発展していった。 

・ 磯谷・歌棄場所最後の場所請負人、２代目佐藤栄右衛門が１８９０（明治２３）年頃に建て

た建物が現存している。 

・ 鰊漁が盛んだった頃の名残として、海岸沿いには、大量の鰊を一時保管したり、船着き場等

として使用した「袋澗」が今も数多く残る。 

・ 江戸時代中期には寿都は日本海の航路の拠点として重要な位置にあり、大量の鰊は身欠き鰊

や畑の肥料となる鰊粕などに加工され、多くの「北前船」で本州へと運ばれた。 

・ 鰊漁に使われた「モッコ」や「こまざらい」、「ツナギツラ」などが今でも数多く残り、かつ

ての鰊漁で栄えた様子を物語っている。 

・ 明治初期の鰊で賑わっていた頃六条町の国道沿い一帯にトドが押し寄せてきた。鰊を待つト

ドが骨休めに上がっていた岩を「とど岩」と呼ぶようになった。 

・ 鰊漁によるまちの繁栄とともに「龍昌寺」や「壽都神社」、「伊都岐島神社」など多くの神社

仏閣が建設され現存している。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 空間要素 遺跡 鰊漁・袋澗・船入澗 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物 「漁場建築佐藤家」主屋 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 「漁場建築佐藤家」土蔵 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物 橋本家（旧お宿鰊御殿） 歌棄町 

不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 有戸漁港 歌棄町 

不動産 空間要素 流通・往来の場 磯谷海岸船着き場 磯谷町 

不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 鮫取澗漁港 磯谷町 

不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 寿都漁港（漁協） 大磯町 

不動産 有形要素 建築物・工作物 鰊工場 寿都町全域 

動産 有形要素 食 鰊煮 寿都町全域 

不動産 景観要素 建築物・工作物 加藤水産加工場 六条町 

動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具／丸胴 開進町 

動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具／ツナギツラ 開進町 

動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具／おもり 開進町 

動産 有形要素 漁業関連用具 
鰊漁関連用具／モッコ（背負

い箱） 
開進町 

動産 有形要素 漁業関連用具 
鰊漁関連用具／こまざらい

（熊手） 
開進町 

動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具／芯通し 開進町 

動産 無形要素 民俗・伝承 寿都弁 寿都町全域 

 

  

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 

http://www.hokkaidoisan.org/muranotakara/find/nishin.html
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Ｄ 寿都鉄道が運び育んだ文化 

・ 「寿都鉄道」は寿都から黒松内、わずか１６．５kmで停車駅も寿都、樽岸、湯別、中ノ

川、黒松内の５つの駅のみだった。開通当初は「鰊」の輸送が主であり、「鰊」が獲れなく

なった後は「寿都鉱山」で採れる鉱石の輸送も担っていた。 

・ 寿都駅跡地には現在役場庁舎や体育館等が建設され、その姿は残っていないが、「駅標」や

「乗車券」、「タブレット※１」、書類など寿都鉄道関連の資産が多く残されている。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 空間要素 流通・往来の場 寿都鉄道 寿都町全域 

不動産 景観要素 遺跡 鰊漁 歌棄町 

不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 寿都鉱山 新栄町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 駅名標 開進町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 タブレット※１ 開進町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 駅長室看板 開進町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道 営業報告書 開進町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道役職員名簿 開進町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道 優待乗車 開進町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寿都鉄道 駅名標 タブレット※１ 

※１ タブレット 

鉄道の単線区間において、ある区間に 1 本の列車だけを通すために機関士に持たせた通行

手形のようなもので、本体は鉄製の円盤である。丸、四角、三角の穴が開けられており、そ

の区間内にその車両のみを通行させることにより列車の衝突を防いだ。 
駅に存在するタブレット閉塞機にタブレットを収めることで、電気的に他駅に伝え、駅間

を列車が走行中であることを伝えていた。 
この鉄製の円盤（タブレット）は、キャリアと呼ばれるホルダーに入れて運ぶ。 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 



46 
 

Ｅ 壽都神社例大祭などの祭りの伝統文化 

・ ３００年以上の歴史を持つ壽都神社の「例大祭」。鰊仕事が一区切りついた７～８月に、各

地域の神社のお祭りがあり、親方達のふるまいで盛大に行われた。 

・ 例大祭では町内を約２０km練り歩くが、練り歩いている方に対して、各家で飲み物や食べ

物がふるまわれる「接待」という文化が根付いている。その際にはお祭り用の「酒器」や

「汁椀」、「御膳」などが使用された。 

・ 壽都神社例大祭における「奴」と言われる役では、顔におしろいを塗り独特な化粧をするの

が特徴的である。 

・ ３００年以上前に松前藩の公式行事として広まった「松前神楽」は寿都町でも引き継がれて

いる。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

動産 無形要素 民俗・伝承 例大祭 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 盆踊り 大磯町 

動産 無形要素 民俗・伝承 地区のお祭り 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶まつり 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 例大祭時の家の接待 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 奴 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 奴保存会 寿都町全域 

動産 有形要素 行事関連用具 脚絆 新栄町 

動産 有形要素 行事関連用具 酒器 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 丸盆 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 御膳 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 重箱 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 小皿 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 汁椀 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 祭り提灯 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 奴用前掛け （赤布に奴） 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 奴用前掛 （梅ヶ枝） 開進町 

動産 有形要素 行事関連用具 祭用 かみしも 袴一式 開進町 

 

 

 

 

 

  

寿都神社例大祭 弁慶祭り 奴用前掛け 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 



47 
 

Ｆ 海の幸・山の幸から生まれた食文化 

・ 昔から漁業が盛んな寿都町では旬の魚介類が獲れたが、それらの素材を活かしたさまざまな

「水産加工の伝統」技術が続いている。寿都町の産業は水産加工業が大半を占め、その代表

的なものとして「小女子の佃煮」があり、町内の水産加工場の殆どで作られている。 

・ 鰊豊漁の時代は、多くの「干場」が町内各地にあった。 

・ 最も多く獲れる魚の一つとしてホッケがあり、ホッケの「飯寿司」やご当地グルメとして

「ほっけ飯」がある。２００８（平成２０）年には、沿岸の定置網での漁獲高が約１万トン

日本一となった。 

・ 寿都町は道内日本海では数少ないカキの生産地としても知られており、寿牡蠣は、生ガキが

手に入りにくい４～６月に旬を迎える特産品であり、時期には海岸線にある「かき小屋」に

多くの人が訪れる。 

・ 春には行者ニンニクとしても知られている「キトビロ」などの山菜も豊富に採ることができ

る。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

動産 無形要素 技術 水産加工の伝統 寿都町全域 

動産 有形要素 食、料理 新鮮な魚介類 寿都町全域 

動産 有形要素 食、料理 三平汁 寿都町全域 

動産 無形要素 技術 小女子干し 寿都町全域 

動産 無形要素 技術 佃煮づくり 寿都町全域 

動産 有形要素 食、料理 小女子の佃煮 寿都町全域 

動産 有形要素 食、料理 飯寿司 寿都町全域 

不動産 空間要素 生産・採取にかかわる場 「旧歌棄佐藤家漁場」干場跡地 歌棄町 

動産 有形要素 食、料理 ほっけ飯 寿都町全域 

動産 有形要素 食、料理 ごっこ汁 寿都町全域 

動産 有形要素 食、料理 どんじゃのり 寿都町全域 

不動産 景観要素 建築物・工作物 かき小屋 歌棄町 

動産 有形要素 食、料理 キトビロ 寿都町全域 

不動産 景観要素 自然物 山中のキトビロ群 政泊町 

 

 

 

 

 

 

  小女子の佃煮 飯寿司 ほっけ飯 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｇ 大規模漁業の親方衆とヤン衆が育んだ文化 

・ 「カクジュウ佐藤家」は１８５２（嘉永５）年以降、当時道内有数の鰊場であった歌棄、磯

谷地区を管理する場所請負人を松前藩からまかされた名家。カクジュウ佐藤家の建物は明治

２３年頃の建築物と推定され、鰊漁場建築に普遍的にみられる漁夫宿泊部を殆ど含んでいな

い点に特色がある。「漁場建築佐藤家」として北海道指定有形文化財に指定されている。 

・ 構造材の組み立てに釘を使わない伝統工法による建築の橋本家「旧鰊御殿」は、旅館として

営業していた時期もあったが、現在は営業しておらず、隣接する土蔵は改装され２０１７

（平成２９）年６月にそば処鰊御殿としてオープンした。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 景観要素 建築物・工作物 「漁場建築佐藤家」主屋 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 「漁場建築佐藤家」土蔵 歌棄町 

不動産 景観要素 遺跡 「旧歌棄佐藤家漁場」袋澗 歌棄町 

不動産 空間要素 居住に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」水路跡 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 鰊御殿 歌棄町 

不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 有戸漁港 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 西光寺 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 歌棄厳島神社 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 龍昌寺 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 伊都岐島神社 磯谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鰊御殿 西光寺 「漁場建築佐藤家」主屋 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｈ 朱太川が育んだ歴史文化 

・ 朱太川周辺を中心に、大量に縄文期の「土器」や「石器」が発見され古代からの人々の営み

の跡が見られる。アイヌの人々の「遺跡」の数多く発見された。 

・ 湯別は現在寿都唯一の農村地帯となっている。土が良いという説もあり、寿都のジャガイモ

は美味しいと評判だった時代があった。現在も長芋や小麦等がつくられており、「のどかな

農村風景」が広がっている。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 景観要素 自然物 朱太川 樽岸町 

不動産 景観要素 遺跡 朱太川遺跡 樽岸町 

動産 有形要素 生物 アオサギ 寿都町全域 

動産 有形要素 生物 ワシ 寿都町全域 

動産 有形要素 生物 鳥 寿都町全域 

動産 有形要素 生物 ツバメ 寿都町全域 

動産 有形要素 生物 カモメ 寿都町全域 

動産 有形要素 生物 磯谷の青バト 磯谷町 

不動産 景観要素 自然物 ホダ木（湯別） 湯別町 

不動産 景観要素 景観 湯別ののどかな風景 湯別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

朱太川 湯別ののどかな風景 朱太川遺跡 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｉ 交通の要衝として物と人が行きかった歴史文化 

・ １７７３（安永２）年に長万部から黒松内を経て寿都や磯谷に至る新道を開くことが急務と

され、１７７５（安永４）年に黒松内山道が通り、東海岸と西海岸の往来が便利となった。

新道の開通により、沿道に住む人々も増えていった。 

・ 明治期にはみどり橋が、戦後は栄橋ができたが、それ以前は渡し船が人と物を運んでいた。

馬船といって馬車も渡した交通の要衝だった。 

・ 旧樽岸小学校（当時、渓川小学校）附属の鮭漁場があり、学校の維持費は鮭漁場の収入と朱

太川渡船場の収益を充てていたとの記録がある。 

・ 「湯別の温泉」は明治初期から個人の旅館として存在した。現在のゆべつのゆとは違う場所

であった。 

・ 樽岸では１８９３（明治２６）年から瓦工場で瓦を作り始め、寿都、岩内、歌棄の鰊蔵や建

物にこの瓦が使われ、小樽の石造り倉庫にも運ばれていったと伝えられている。 

・ 材料の粘土は樽岸の新道脇にあったものを用い、レンガ工場もあった。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 空間要素 伝承にまつわる場 旧湯別温泉 湯別町 

不動産 景観要素 その他 湯別の湯 湯別町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 種前鰊場倉庫 歌棄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 種前鰊場倉庫 歌棄町 

動産 有形要素 食、料理 サケ 寿都町全域 

不動産 景観要素 建築物・工作物 煉瓦工場 樽岸町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 レンガ倉庫 樽岸町 

動産 有形要素 交通・通信関連用具 渡し船 樽岸町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 奈良時計店土蔵 渡島町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 三浦水産加工場 大磯町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 山一商店土蔵 大磯町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 山下水産土蔵 大磯町 

 

 

 

 

  

湯別の湯 種前鰊場倉庫 カネヤマジョウ三浦水産加工場 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｊ 行政と商業、人々の営みが生んだ文化 

・ 渡島町には明治期に町役場や警察署、寿都支庁、海館所などの

各種官庁機関や公共施設が創立され、行政の中心地として発展

してきた。また、「法華寺」、「善龍寺」、により「寺町通り」の

一部が形成されている。 

・ 大磯町では明治後期には廻船問屋、呉服屋、寿都汽船株式会社

などが商業地区を形成し、寿都町の中心として発展していっ

た。明治、大正の「土蔵」造りの建物が残っている。 

・ 新栄町にはかつて渡島町から新栄町にかけて「三菱鉱山」があ

った（１９６２（昭和３７）年閉山）。西寄りには「法界寺」、「龍洞院」、「願乗寺」が横一

列に並び、渡島町と一体の「寺町通り」を形成している。更に山側に「菩提院」がある。 

・ 刺網漁が主体の漁師町である矢追町には「水産加工場」や倉庫が多く、番屋を改築した家も

見られる。内陸部には広い土地を確保できることから「寿都小学校」や「寿都高等学校」が

建てられている。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 景観要素 建築物・工作物 善龍寺 渡島町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 法華寺 渡島町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 壽都神社 渡島町 

不動産 景観要素 自然物 壽都神社の桜 渡島町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 願乗寺 新栄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 法界寺 新栄町 

不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 三菱鉱山 新栄町 

不動産 景観要素 自然物 寿都高校の八重桜 新栄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 酒本宅土蔵 岩崎町 

不動産 景観要素 その他 寺町通り 新栄町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 三浦水産加工場 大磯町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 山一商店土蔵 大磯町 

 

 

 

 

 

 

 

  
善龍寺（渡島） 法華寺（渡島） 壽都神社 

【当時の官公施設】 

・寿都海官所 

・寿都郡役所 

・寿都支庁 

・寿都区裁判所 

・函館監獄署寿都支署 

・寿都測候所 

・寿都警察署 

・寿都税務署 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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Ｋ 弁慶岬の景勝と伝説が生きる歴史文化 

・ 弁慶の地名はアイヌ語の「岬の先端が裂けたようになっている」という意味の「ペルケイ」

が訛って義経伝説に絡めたものと言われる。岬はその名をとって「弁慶岬」と呼ばれる。 

・ 「弁慶岬」には、シンボルの「弁慶の銅像」と１８９０（明治２３）年の建設以降（昭和５

２年改築）寿都湾を見守り続けている「灯台」、弁慶がアイヌ達と相撲をとったと言われる

「土俵跡」、弁慶に投げ飛ばされたアイヌが鼻血を出して赤く染まったと言われる「赤岩」

が残っている。 

・ 「弁慶岬」に並ぶ２つの小高い丘が「二つ森」と呼ばれ、弁慶とアイヌにまつわる二つ森伝

説が残っている。 

 

 

大分類 中分類 小分類 名称 所在地 

不動産 景観要素 自然物 弁慶岬 政泊町 

不動産 空間要素 伝承にまつわる場 弁慶の土俵跡 政泊町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 弁慶の銅像 政泊町 

不動産 景観要素 建築物・工作物 弁慶岬灯台 政泊町 

不動産 景観要素 景観 弁慶岬からの景色 政泊町 

不動産 景観要素 景観 冬の弁慶岬からの矢追の風景 政泊町 

不動産 景観要素 景観 弁慶岬の夕焼け 政泊町 

動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶太鼓 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶音頭 寿都町全域 

動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶まつり 寿都町全域 

不動産 景観要素 自然物 赤岩 政泊町 

不動産 景観要素 自然物 二つ森 政泊町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁慶の銅像 弁慶岬灯台 弁慶まつり 

表 【寿都のお宝箱を構成する寿都のお宝】（一部抜粋） 
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第６章 歴史文化保存活用区域及び保存活用計画の考え方 

 

 

 

１ 歴史文化保存活用区域の考え方 

歴史文化保存活用区域は、「寿都のお宝箱」のストーリーへの理解を深め、「寿都のお宝箱」を

構成する「寿都のお宝」を核とし、周辺環境を含めたそれらを一体として価値付け、文化的な空

間を創出するための計画区域として設定するものである。 

 

（１）歴史文化保存活用区域設定のための必要事項 

歴史文化保存活用区域を定めるにあたり、以下の条件を考慮する。 

 

【歴史文化保存活用区域の条件】 

〇「寿都のお宝」もしくは指定等文化財が存在する地区である。 

〇今後、「寿都のお宝」の活用が進む可能性が高い地区である。 

 

（２）歴史文化保存活用区域設定の考え方 

区域の範囲設定に関して以下の点を考慮する。 

 

【歴史文化保存活用区域の設定の視点】 

・範囲の拡大・縮小、区域の追加指定等については、柔軟性をもった設定方針とする。 

・周囲の景観・眺望なども配慮する。 

・状況に応じて核となるエリアのほか、バッファゾーンとなる範囲も考慮する。 

・地域の祭礼・行事などの地域活動のほか、他部局による「まちづくり」等の既存の計画に関

しても充分に配慮する。 

 

（３）歴史文化保存活用区域の設定 

歴史文化保存活用区域の設定は、今後、町民と協議を重ね、「すっつ湾お宝会議」において協

議・推薦し、教育委員会が行うこととする。 

 

２ 保存活用計画の考え方 

本構想では、歴史文化を総合的に保存活用していくための計画を「寿都のお宝箱」ごと、もし

くは「歴史文化保存活用区域」ごとに、「寿都のお宝」の管理者・担い手が保存活用計画を作成す

ることを基本とする。 

その際、財政的な裏付けがなければ推進できないこともあるため、「すっつ湾お宝会議」及び

「すっつ湾お宝勉強会」の事務局として寿都町教育委員会が関わり、必要な支援などを調整して

いくことが求められる。また、指定等文化財については、保存活用計画と関連させながら、国や

北海道との調整を図り、適切な文化財保護行政を進めていくこととする。 
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第７章 歴史文化資産の保存活用を推進するための体制整備  

 

１ 「寿都のお宝」（歴史文化資産）の保存活用を推進するための体制 

「寿都のお宝」を保存活用する推進体制としては、これまで策定調査委員勉強会や策定委員会で

歴史文化基本構想の策定に関わってきた町民、基本方策等に関連する庁内部署の行政職員、および

歴史文化に造詣の深い有識者等を「すっつ湾お宝会議」のメンバーとして教育委員会が委嘱し、必

要に応じて学識経験者などの専門家にアドバイスをいただく体制とする。 

また、策定調査委員勉強会は発展的に継続し、「すっつ湾お宝勉強会」として、町内の歴史文化に

興味のある方々など幅広くメンバーを募集する。さらに、教育委員会をこれらの会議及び勉強会等

の運営を行う事務局として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各組織の取組 

（１）「すっつ湾お宝会議」の取組 

・「寿都のお宝」の推薦 

・「寿都のお宝箱」のストーリーの検討及び提案 

・歴史文化基本構想及び「寿都のお宝」を紹介する機関誌等の発行 

・歴史文化基本構想及び「寿都のお宝」を紹介するホームページの立上げ及び運営 

 

（２）「すっつ湾お宝勉強会」の取組 

・「寿都のお宝」の掘り起こしや調査・研究 

・「寿都のお宝」の継承と活用のための活動 

 

（３）事務局の取組 

・「寿都のお宝」のデータベースの更新及び管理 

・「すっつ湾お宝会議」「すっつ湾お宝勉強会」の運営事務局

すっつ湾お宝会議 すっつ湾 
お宝勉強会 

助
言 

町民 町民 有識者 行政 

※策定調査委員メンバー・町内の

歴史文化に興味のある町民など 
※外部の学識経験

者など 

※平成 29年度策定調査
委員メンバーなど 

※関連部署など 

「寿都のお宝・お宝箱」の
推薦・提案 

教育委員会 

「寿都のお宝・お宝箱」の認定 

 

事務局 

委嘱 

専門家 

図 保存活用を推進するための体制 
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第８章 課題と今後の展開  

 

１ 町民への構想の周知 

本構想の策定により、寿都町の歴史文化の多様な魅力や価値を顕在化し、歴史文化を生かしたま

ちづくりの方向性を定めることができた。住民の主体的参加によって本構想の推進を図っていくた

めには、本構想を町民に周知し、策定の意義及び「寿都のお宝」の魅力を知ってもらうことが重要

である。 

 

 

２ 定期的な構想の見直しと改訂 

当面、本構想に掲げる基本理念、基本方針に基づき各種施策を推進することを基本とするが、時

代の経過に伴い、社会的状況や価値観の変化等への対応や、歴史文化資産（寿都のお宝）の調査・

研究、保存活用の取組の進展により、構想の一部見直しが必要になることが予測される。そのため、

一定期間経過後、内容の更新を図っていく必要がある。また、必要に応じて具体的な取組を掲げる

計画を策定することも考えられる。 

定期的な構想の見直しと改訂は、寿都町教育委員会が事務局となり、「すっつ湾お宝会議」及び

「すっつ湾お宝勉強会」で検討を行うこととする。 

 

 

３ 継続的な活動や取組展開を担保する仕組みの検討 

今後、継続的に歴史文化資産（寿都のお宝）の調査・研究を進め、保存活用の取組を展開してい

くために、国や道等との連携や、条例化など仕組みの検討を行うこととする。 
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資料６ 歴史文化資産マップ 
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資料８　「寿都のお宝」一覧

No.
地区
番号

列1 列2 大分類 中分類 小分類 名称 列3 所在地 列4 管理者・担い手 指定等 備　　考

1 00 - 001 動産 無形要素 民俗・伝承 江差追分 寿都町全域

2 00 - 002 動産 無形要素 民俗・伝承 船こぎ渡し歌 寿都町全域
3 00 - 003 動産 無形要素 民俗・伝承 磯浜盆歌 寿都町全域
4 00 - 004 不動産 空間要素 流通・往来の場 寿都鉄道 寿都町全域
5 00 - 005 不動産 景観要素 遺跡 ニシン漁 寿都町全域
6 00 - 006 不動産 景観要素 遺跡 袋澗 寿都町全域
7 00 - 007 不動産 景観要素 遺跡 船入澗 寿都町全域
8 00 - 008 動産 無形要素 民俗・伝承 磯谷音頭 寿都町全域
9 00 - 009 動産 無形要素 民俗・伝承 屋号 寿都町全域
10 00 - 010 動産 無形要素 民俗・伝承 宝引き 寿都町全域 （ぽんびき・ほうびき）室町時代から江戸時代にかけて、正月に行われた福引きの一種。

11 00 - 011 不動産 景観要素 建築物・工作物 小学校 寿都町全域 運動会対抗リレー、交流の場
12 00 - 012 動産 有形要素 交通・通信関連用具 船 寿都町全域 やきだまエンジン、ツーサイクル
13 00 - 013 動産 無形要素 民俗・伝承 郵便局の番号 寿都町全域 15磯谷、19歌棄、26寿都、今も使われている
14 00 - 014 動産 無形要素 民俗・伝承 例大祭 寿都町全域
15 00 - 015 動産 無形要素 民俗・伝承 例大祭時の家の接待 寿都町全域
16 00 - 016 動産 無形要素 民俗・伝承 松前神楽 寿都町全域
17 00 - 017 動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶太鼓 寿都町全域
18 00 - 018 動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶音頭 寿都町全域
19 00 - 019 動産 無形要素 技術 漁法・技術 寿都町全域
20 00 - 020 動産 有形要素 漁業関連用具 漁業道具 寿都町全域
21 00 - 021 不動産 景観要素 その他 寺町通り 寿都町全域 渡島町～新栄町 渡島町～新栄町をまたぐ
22 00 - 022 動産 無形要素 民俗・伝承 船絵馬 寿都町全域
23 00 - 023 不動産 景観要素 景観 小女子漁の風景（光） 寿都町全域
24 00 - 024 動産 無形要素 技術 小女子干し 寿都町全域
25 00 - 025 動産 無形要素 技術 佃煮づくり 寿都町全域
26 00 - 026 動産 有形要素 食、料理 小女子の佃煮 寿都町全域 佐渡からきた小女子の佃煮技術
27 00 - 027 動産 有形要素 食、料理 飯寿司 寿都町全域 滋賀の鮒寿司が起源で富山から来た
28 00 - 028 動産 無形要素 人物 歴史人物 寿都町全域
29 00 - 029 不動産 景観要素 自然物 海 寿都町全域
30 00 - 030 不動産 景観要素 景観 海の夕日の景色 寿都町全域
31 00 - 031 不動産 景観要素 景観 漁火の景観 寿都町全域
32 00 - 032 不動産 景観要素 自然物 寿都湾 寿都町全域
33 00 - 033 不動産 景観要素 景観 夕日 寿都町全域 磯谷、美谷、鰊御殿、弁慶岬
34 00 - 034 動産 有形要素 生物 アオサギ 寿都町全域
35 00 - 035 動産 有形要素 生物 ワシ 寿都町全域
36 00 - 036 動産 有形要素 生物 鳥 寿都町全域 朱太川、樽岸・栄橋付近、浜中の野鳥、渡り鳥
37 00 - 037 不動産 景観要素 自然物 海越しの山 寿都町全域
38 00 - 038 動産 有形要素 生物 ツバメ 寿都町全域 朱太川のツバメ・カモメの飛ぶ風景
39 00 - 039 動産 有形要素 生物 カモメ 寿都町全域 朱太川のツバメ・カモメの飛ぶ風景
40 00 - 040 不動産 景観要素 景観 寿都湾の夜景 寿都町全域
41 00 - 041 不動産 景観要素 景観 船から見た夜景 寿都町全域
42 00 - 042 不動産 景観要素 自然物 地形 寿都町全域 湾の形、U型の海岸線
43 00 - 043 不動産 景観要素 景観 冬の荒れた海の風景 寿都町全域
44 00 - 044 不動産 景観要素 景観 凪ぎた磯に積もった雪景色 寿都町全域
45 00 - 045 不動産 景観要素 景観 冬の夜景 寿都町全域
46 00 - 046 不動産 景観要素 景観 沖から見る寿都の景色 寿都町全域
47 00 - 047 不動産 景観要素 景観 海上から見る海岸の景色 寿都町全域
48 00 - 048 不動産 景観要素 建築物・工作物 釣り場、磯釣り 寿都町全域 マガレイが釣れる
49 00 - 049 不動産 景観要素 自然物 エゾエンゴサク 寿都町全域 山地の湿った森林内、林縁部に生えるキケマン属の多年草。
50 00 - 050 動産 有形要素 行事関連用具 山車・神楽 寿都町全域 例大祭
51 00 - 051 動産 無形要素 民俗・伝承 やっさの踊り 寿都町全域 やっさ踊り：広島県三原市で盛んな、はやしのリズムにあわせ自由に踊る踊り。

52 00 - 052 動産 無形要素 人物 町民 寿都町全域
53 00 - 053 動産 有形要素 交通・通信関連用具 松前・青森からの漁船 寿都町全域 歴史
54 00 - 054 動産 無形要素 技術 水産加工の伝統 寿都町全域
55 00 - 055 動産 無形要素 民俗・伝承 寿都弁 寿都町全域 どんだりこんだり、なまり
56 00 - 056 動産 有形要素 食、料理 新鮮な魚介類 寿都町全域
57 00 - 057 動産 有形要素 食、料理 あわび 寿都町全域
58 00 - 058 動産 有形要素 食、料理 うに 寿都町全域
59 00 - 059 動産 有形要素 食、料理 カキ 寿都町全域
60 00 - 060 動産 有形要素 食、料理 ホタテ 寿都町全域
61 00 - 061 動産 有形要素 食、料理 ホッケ 寿都町全域
62 00 - 062 動産 有形要素 食、料理 小女子 寿都町全域
63 00 - 063 動産 有形要素 食、料理 ほっけ飯 寿都町全域
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64 00 - 064 動産 有形要素 食、料理 ごっこ汁 寿都町全域
65 00 - 065 動産 有形要素 食、料理 ナマコの甘露煮 寿都町全域
66 00 - 066 動産 有形要素 食、料理 キトビロ 寿都町全域 ギョウジャニンニクの方言
67 00 - 067 動産 有形要素 食、料理 原木しいたけ 寿都町全域
68 00 - 068 動産 有形要素 食、料理 長寿いも 寿都町全域 浜中で作られていました。
69 00 - 069 動産 有形要素 食、料理 ブルーベリー 寿都町全域 農園？は湯別にありました。個人はまた別です。
70 00 - 070 動産 有形要素 食、料理 海老太郎 寿都町全域 お菓子
71 00 - 071 動産 有形要素 食、料理 わかさやいも 寿都町全域 お菓子
72 00 - 072 動産 有形要素 食、料理 磯のり 寿都町全域
73 00 - 073 動産 有形要素 食、料理 どんじゃのり 寿都町全域
74 00 - 074 不動産 景観要素 自然物 透明感のある海 寿都町全域
75 00 - 075 不動産 景観要素 自然物 きれいな海 寿都町全域
76 00 - 076 不動産 景観要素 建築物・工作物 水産加工場 寿都町全域 詳細不明
77 00 - 077 不動産 景観要素 自然物 山 寿都町全域
78 00 - 078 不動産 景観要素 建築物・工作物 ニシン工場 寿都町全域 詳細不明
79 00 - 079 動産 有形要素 食、料理 寿都製パン 寿都町全域 寿都町（大磯もしくは新栄町）にあったパン屋。詳細不明
80 00 - 080 不動産 景観要素 景観 四季折々変化する自然の景色 寿都町全域
81 00 - 081 不動産 景観要素 景観 海・山・空の青々とした様子 寿都町全域
82 00 - 082 不動産 景観要素 景観 きれいな星空 寿都町全域
83 00 - 083 不動産 景観要素 景観 神社仏閣の風景 寿都町全域
84 00 - 084 不動産 景観要素 景観 海と山と風車の風景 寿都町全域
85 00 - 085 不動産 景観要素 景観 寿都町内からみる雷電 寿都町全域
86 00 - 086 不動産 景観要素 自然物 六開岩の海岸線 寿都町全域 六条町、開進町、岩崎町 「六開岩」とは、六条町、開進町、岩崎町のこと。
87 00 - 087 不動産 景観要素 景観 夏の夕日 寿都町全域
88 00 - 088 不動産 景観要素 自然物 海岸線の石垣 寿都町全域
89 00 - 089 動産 有形要素 交通・通信関連用具 バス 寿都町全域
90 00 - 090 動産 有形要素 食、料理 小女子の釜揚げ 寿都町全域 生たきしらす
91 00 - 091 動産 有形要素 食、料理 三平汁 寿都町全域
92 00 - 092 動産 有形要素 食、料理 カジカ汁 寿都町全域
93 00 - 093 動産 有形要素 食、料理 ブリ 寿都町全域
94 00 - 094 動産 有形要素 食、料理 浜料理 寿都町全域
95 00 - 095 動産 無形要素 民俗・伝承 家紋 寿都町全域
96 00 - 096 動産 無形要素 人物 寿都の人 寿都町全域 先々を大切にする心、地域を大切に想い、集まって盛り上げようとする、人情、温厚、行事に対する熱

97 00 - 097 動産 無形要素 人物 風太くん 寿都町全域 平成４年に誕生。漫画家本庄敬氏がデザインしたご当地キャラクター
98 00 - 098 動産 有形要素 食、料理 くじら汁 寿都町全域
99 00 - 099 動産 有形要素 食、料理 イカ 寿都町全域
100 00 - 100 動産 有形要素 食、料理 サケ 寿都町全域
101 00 - 101 動産 有形要素 食、料理 鯛の和菓子 寿都町全域
102 00 - 102 動産 有形要素 食、料理 口取り 寿都町全域
103 00 - 103 動産 有形要素 食、料理 ホッケの子の漬物 寿都町全域
104 00 - 104 動産 有形要素 食、料理 シラスの佃煮 寿都町全域
105 00 - 105 動産 有形要素 食、料理 ニシン煮 寿都町全域
106 00 - 106 動産 無形要素 技術 前浜の漁 寿都町全域
107 00 - 107 動産 無形要素 民俗・伝承 漁師さんの屋号 寿都町全域
108 00 - 108 動産 無形要素 人物 墓参りの人々の交わり 寿都町全域 8月13日
109 00 - 109 動産 無形要素 民俗・伝承 お盆の灯篭流し 寿都町全域
110 00 - 110 動産 無形要素 技術 水産業 寿都町全域
111 00 - 111 動産 無形要素 技術 医療 寿都町全域
112 00 - 112 動産 無形要素 民俗・伝承 海の幸のイベント 寿都町全域
113 00 - 113 動産 無形要素 民俗・伝承 先人の苦労 寿都町全域
114 00 - 114 動産 無形要素 民俗・伝承 人のつながり 寿都町全域
115 00 - 115 動産 無形要素 民俗・伝承 本の読み聞かせ 寿都町全域
116 00 - 116 動産 無形要素 技術 ホタテ養殖 寿都町全域
117 00 - 117 動産 無形要素 技術 風車の技術 寿都町全域
118 00 - 118 動産 無形要素 技術 サケの加工技術 寿都町全域
119 00 - 119 不動産 景観要素 その他 ハウス野菜生産拠点 寿都町全域 湯別 温泉熱利用。詳細不明
120 00 - 120 動産 無形要素 民俗・伝承 11月1日の夜中の行列 寿都町全域 詳細不明。
121 00 - 121 動産 無形要素 民俗・伝承 弁慶まつり 寿都町全域 現在は行っていない。
122 00 - 122 動産 無形要素 民俗・伝承 奴（奴行） 寿都町全域 寿都町奴保存会 化粧、着付け、振り
123 00 - 123 動産 無形要素 民俗・伝承 花火大会 寿都町全域
124 00 - 124 動産 無形要素 民俗・伝承 奴保存会 寿都町全域
125 00 - 125 動産 無形要素 民俗・伝承 町内会活動 寿都町全域
126 00 - 126 動産 無形要素 民俗・伝承 神主さんのお祓い 寿都町全域
127 00 - 127 動産 無形要素 民俗・伝承 餅つき 寿都町全域
128 00 - 128 動産 無形要素 民俗・伝承 地区のお祭り 寿都町全域
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129 00 - 129 動産 無形要素 民俗・伝承 地域の食習慣 寿都町全域
130 00 - 130 動産 無形要素 民俗・伝承 旬のとれたものを送る習慣 寿都町全域
131 00 - 131 動産 無形要素 民俗・伝承 ヤサ 寿都町全域 詳細不明。鰊漁の際の掛け声？
132 00 132 不動産 景観要素 自然物 月 寿都町全域
133 00 133 動産 無形要素 その他 漁業協同組合 寿都町全域
134 01 - 001 不動産 景観要素 自然物 弁慶岬 政泊町 弁慶 地名の由来（アイヌ語）　伝説
135 01 - 002 不動産 空間要素 伝承にまつわる場 弁慶の土俵跡 政泊町 弁慶 石碑
136 01 - 003 不動産 景観要素 自然物 赤岩 政泊町 弁慶 伝説
137 01 - 004 不動産 景観要素 自然物 二つ森 政泊町 弁慶 伝説
138 01 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 政泊稲荷神社 政泊町 弁慶 寿都神社合祀
139 01 - 006 不動産 景観要素 その他 政泊の温泉（冷泉） 政泊町 明治頃まで存在したと思われる。整備されたいたわけではない。
140 01 - 007 不動産 景観要素 建築物・工作物 弁慶の銅像 政泊町
141 01 - 008 不動産 空間要素 信仰にまつわる場 政泊稲荷神社 政泊町 現在はない（寿都神社に合祀）
142 01 - 009 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 政泊漁港 政泊町 寿都町
143 01 - 010 不動産 景観要素 自然物 政泊海岸 政泊町
144 01 - 011 不動産 景観要素 自然物 政泊の磯 政泊町
145 01 - 012 不動産 景観要素 自然物 滝ノ澗海岸 政泊町
146 01 - 013 不動産 景観要素 景観 国道からの政泊の国有林の眺め 政泊町
147 01 - 014 不動産 景観要素 景観 政泊からの弁慶岬灯台の眺め 政泊町
148 01 - 015 不動産 景観要素 建築物・工作物 弁慶茶屋 政泊町
149 01 - 016 不動産 空間要素 伝承にまつわる場 弁慶岬園地 政泊町
150 01 - 017 不動産 景観要素 建築物・工作物 弁慶岬灯台 政泊町
151 01 - 018 不動産 景観要素 景観 弁慶岬からの景色 政泊町
152 01 - 019 不動産 景観要素 景観 冬の弁慶岬からの矢追の風景 政泊町
153 01 - 020 不動産 景観要素 自然物 山中のキトビロ群 政泊町
154 01 - 021 不動産 景観要素 景観 弁慶岬の夕焼け 政泊町
155 02 - 001 不動産 景観要素 自然物 滝の澗水源地 矢追町 現存している。
156 02 - 002 動産 有形要素 信仰関連用具 神棚 矢追町 窪谷幸雄
157 02 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 大丸磯打標 矢追町
158 02 - 004 不動産 景観要素 自然物 軍艦岩 矢追町
159 02 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 瀧山宅花壇 矢追町
160 02 - 006 不動産 景観要素 自然物 寿都富士 矢追町
161 02 - 007 不動産 景観要素 自然物 矢追の広い岩場 矢追町
162 02 - 008 不動産 景観要素 建築物・工作物 矢追の灯台 矢追町
163 02 - 009 不動産 景観要素 景観 三叉路から磯が見える景色 矢追町
164 02 - 010 不動産 景観要素 自然物 矢追の海岸 矢追町
165 03 - 001 不動産 景観要素 建築物・工作物 土谷家土蔵 大磯町 土谷重幸（大磯町）
166 03 - 002 動産 有形要素 文献・資料 土谷家写真・書類 大磯町 土谷重幸（大磯町）
167 03 - 003 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 寿都漁港 大磯町
168 03 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 加藤水産土蔵 大磯町
169 03 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 田中電気（テレビすっつ） 大磯町 田中電機
170 03 - 006 不動産 景観要素 建築物・工作物 田中電機土蔵 大磯町 田中電機
171 03 - 007 不動産 景観要素 建築物・工作物 堀野宅　蔵 大磯町
172 03 - 008 不動産 景観要素 建築物・工作物 三浦水産加工場 大磯町
173 03 - 009 不動産 景観要素 建築物・工作物 山一商店土蔵 大磯町
174 03 - 010 不動産 景観要素 建築物・工作物 山下水産加工場 大磯町
175 03 - 011 不動産 景観要素 建築物・工作物 山下水産土蔵 大磯町
176 03 - 012 不動産 景観要素 建築物・工作物 交流センター（みなとまーれ） 大磯町 寿都町及び寿都観光物産協会
177 03 - 013 不動産 景観要素 建築物・工作物 道の駅 大磯町 道の駅みなとま～れ寿都
178 03 - 014 動産 有形要素 交通・通信関連用具 道の駅の古い船 大磯町 漁で使われた保津（ほっつ）船。岩内町民から寄贈を受けている。
179 03 - 015 動産 有形要素 食、料理 大谷会館の食事 大磯町
180 03 - 016 動産 無形要素 技術 寿都テレビ 大磯町 テレビ局
181 03 - 017 動産 無形要素 民俗・伝承 盆踊り 大磯町 現在は道の駅で「納涼盆踊り」として開催。
182 03 - 018 動産 無形要素 民俗・伝承 寿都鉱山運動会 大磯町
183 04 - 001 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 三菱鉱山 新栄町 会館・火山庫
184 04 - 002 不動産 景観要素 建築物・工作物 津軽藩士の墓 新栄町 町営墓地 全５基
185 04 - 003 不動産 空間要素 遊びの場 寿都劇場 新栄町 Ｓ52年閉館
186 04 - 004 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 寿都鉱山 新栄町
187 04 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 願乗寺 新栄町
188 04 - 006 不動産 景観要素 建築物・工作物 法界寺 新栄町
189 04 - 007 不動産 景観要素 建築物・工作物 菩提院 新栄町
190 04 - 008 不動産 景観要素 建築物・工作物 龍洞院 新栄町
191 04 - 009 不動産 景観要素 建築物・工作物 石の観音像 新栄町
192 04 - 010 不動産 景観要素 景観 鉱山のあかり 新栄町
193 04 - 011 不動産 景観要素 自然物 寿都高校の八重桜 新栄町
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194 04 - 012 動産 無形要素 民俗・伝承 風のごはんや 新栄町 任意団体「未来の里―寿の都」

195 04 - 013 不動産 景観要素 建築物・工作物 裁判所 新栄町
196 04 - 014 不動産 景観要素 建築物・工作物 龍洞院庭園内の東海丸犠牲者の石碑新栄町 龍洞院
197 04 - 015 不動産 景観要素 建築物・工作物 お墓 新栄町 寿都町（町営）
198 04 - 016 動産 有形要素 行事関連用具 はんてん 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会 丈の短い和服（上着）
199 04 - 017 動産 有形要素 行事関連用具 襦袢 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会 和服用の下着
200 04 - 018 動産 有形要素 行事関連用具 前掛け 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
201 04 - 019 動産 有形要素 行事関連用具 腰当て（背中当て） 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
202 04 - 020 動産 有形要素 行事関連用具 脚絆 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
203 04 - 021 動産 有形要素 行事関連用具 手甲 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
204 04 - 022 動産 有形要素 行事関連用具 金棒 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
205 04 - 023 動産 有形要素 行事関連用具 弓 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
206 04 - 024 動産 有形要素 行事関連用具 六尺棒 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
207 04 - 025 動産 有形要素 行事関連用具 赤槍 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
208 04 - 026 動産 有形要素 行事関連用具 黒槍 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
209 04 - 027 動産 有形要素 行事関連用具 赤毛・白毛 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
210 04 - 028 動産 有形要素 行事関連用具 赤褌 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
211 04 - 029 動産 有形要素 行事関連用具 黒褌 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
212 04 - 030 動産 有形要素 行事関連用具 函（はさみ函） 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
213 04 - 031 動産 有形要素 行事関連用具 棒 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
214 04 - 032 動産 有形要素 行事関連用具 立傘 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
215 04 - 033 動産 有形要素 行事関連用具 大傘 新栄町 新栄会館 寿都町奴保存会
216 05 - 001 動産 有形要素 生活用品 弁慶の鉄のわらじ 渡島町 寿都神社 政泊神社から寿都神社へ
217 05 - 002 不動産 景観要素 建築物・工作物 寿都神社 渡島町
218 05 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 善龍寺 渡島町
219 05 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 法華寺 渡島町
220 05 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 工藤宅 渡島町
221 05 - 006 不動産 景観要素 建築物・工作物 奈良時計店土蔵 渡島町
222 05 - 007 不動産 景観要素 景観 寿都スキー場からの夜景 渡島町
223 05 - 008 不動産 景観要素 自然物 寿都神社の桜 渡島町
224 05 - 009 動産 無形要素 民俗・伝承 鰊大漁 渡島町 歴史
2903 05 - 010 不動産 景観要素 建築物・工作物 宮国医院 渡島町 昭和5年。「医師会史」より。
225 06 - 001 不動産 景観要素 建築物・工作物 開進町の社 開進町 ※要所在確認
226 06 - 002 不動産 景観要素 建築物・工作物 ウィズコム 開進町
227 06 - 003 不動産 空間要素 その他 津軽陣屋跡地 開進町
228 06 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 体育館・プール 開進町
229 06 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 寿都保育園 開進町 寿都町 保育園での老人クラブとの交流
230 06 - 006 動産 有形要素 農業関連用具 鎌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （造林鎌）笹等の少し固い雑草を柄の遠心力を利用して刈り倒す
231 06 - 007 動産 有形要素 農業関連用具 鎌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （造林鎌）笹等の少し固い雑草を柄の遠心力を利用して刈り倒す
232 06 - 008 動産 有形要素 農業関連用具 地均し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 用途に応じて歯の間隔が違う。大きさも力具合に応じて数種を用意
233 06 - 009 動産 有形要素 農業関連用具 地均し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 用途に応じて歯の間隔が違う。大きさも力具合に応じて数種を用意
234 06 - 010 動産 有形要素 農業関連用具 方形ハロー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 動力が人から馬に変わってからのもの
235 06 - 011 動産 有形要素 農業関連用具 足踏み脱穀機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 動力が人からエンジンに変わるまで使われていた
236 06 - 012 動産 有形要素 農業関連用具 ワラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 Ca0030の砧で打つ前のもの
237 06 - 013 動産 有形要素 農業関連用具 砧 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 豆等の固いさや打ちのほか稲ワラ等を軟らかくするためのもの
238 06 - 014 動産 有形要素 農業関連用具 わら束 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 わらの繊維が軟らかくなり加工しやすい状態にしたもの。（俵よりもムシロや網縄に加工）

239 06 - 015 動産 有形要素 農業関連用具 千歯扱（せんばごき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 翌年の種もみを取るために動力化された後も丁寧な種取りに使う
240 06 - 016 動産 有形要素 農業関連用具 草削り鍬 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 窓付きと窓なしの２種類がある
241 06 - 017 動産 有形要素 農業関連用具 くわ先 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 石や雑草の多い土地の開墾用　くわの先が尖っていて耕しやすい
242 06 - 018 動産 有形要素 林業関連用具 木挽鋸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 原木から用途に応じた板作りにも使用
243 06 - 019 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 台鉋より木地の表面が滑らかで屋外の柱などの仕上げにも使用
244 06 - 020 動産 有形要素 工業関連用具 丸のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 現在のドリル
245 06 - 021 動産 有形要素 工業関連用具 木型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 現在のゲージ
246 06 - 022 動産 有形要素 工業関連用具 セン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 桶の底やタガを締めるときに使う（外枠にはめ込む）
247 06 - 023 動産 有形要素 工業関連用具 丸ノミ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 桶作りで板と板に木クギを入れるために使う
248 06 - 024 動産 有形要素 工業関連用具 スコップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 固い地盤の穴掘りや岩場の掃除（フジツボ等）に使う
249 06 - 025 動産 有形要素 工業関連用具 焼印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 屋号が主
250 06 - 026 動産 有形要素 工業関連用具 しゃくり鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 障子やふすまを通す溝作りに使う
251 06 - 027 動産 有形要素 工業関連用具 工具一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 木材を正確に切ったり削ったりする部位の先に切り込みを入れる
252 06 - 028 動産 有形要素 商業関連用具 ローラ（写真用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 現像した印画紙を乾燥させる際に使用
253 06 - 029 動産 有形要素 漁業関連用具 柴マッカ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 漁家の畑等に必ず数本の木を植えていた
254 06 - 030 動産 有形要素 漁業関連用具 １本釣り一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 鱒やホッケ等を１本釣りする　しゃくりの仕方で釣果に差が出る
255 06 - 031 動産 有形要素 漁業関連用具 玉鉤のつめ先 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 自然木の枝等を利用
256 06 - 032 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 水中で夜光虫の光等に反射させエサに似せる工夫をした
257 06 - 033 動産 有形要素 漁業関連用具 テングサ採り 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 岩場に生えている天草をすくい取るように岩盤から採取する
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258 06 - 034 動産 有形要素 漁業関連用具 ポンダモ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 曲線部分には山ブドウのツルが使われた
259 06 - 035 動産 有形要素 漁業関連用具 ガラス箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 歯でかんで支え使用する
260 06 - 036 動産 有形要素 漁業関連用具 麻縄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 磯舟の船体の水漏れ部分に押し込んで補強する
261 06 - 037 動産 有形要素 漁業関連用具 ちんちょ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 定置網等を水面に引き上げる際にも使用
262 06 - 038 動産 有形要素 生活用品 型（すり板） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 板やガラス等に記号を多量に印刷する型
263 06 - 039 動産 有形要素 生活用品 圧搾機？ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 打栓機？（ビンの王冠の締め付け）
264 06 - 040 動産 有形要素 交通・通信関連用具 駅名標 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連
265 06 - 041 動産 有形要素 交通・通信関連用具 タブレット 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連/単線区間を通行する際の通行票の役割
266 06 - 042 動産 有形要素 交通・通信関連用具 駅長室看板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
267 06 - 043 動産 有形要素 交通・通信関連用具 駅長室看板 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連
268 06 - 044 動産 有形要素 交通・通信関連用具 湯別駅標 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連
269 06 - 045 動産 有形要素 交通・通信関連用具 列車間合表示板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連
270 06 - 046 動産 有形要素 交通・通信関連用具 列車間合表示板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連
271 06 - 047 動産 有形要素 交通・通信関連用具 荷物扱所表示板 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 寿都鉄道関連
272 06 - 048 動産 有形要素 交通・通信関連用具 荷物保管案内板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
273 06 - 049 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道㈱従業員就業規則 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
274 06 - 050 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道役職員名簿 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
275 06 - 051 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道経営統計資料 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
276 06 - 052 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道登記簿謄本 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
277 06 - 053 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道登記簿謄本 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
278 06 - 054 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道抵当権設定契約書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
279 06 - 055 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道用地権利書綴 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
280 06 - 056 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道厚生会関係綴 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
281 06 - 057 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道抵当権一部放棄証書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
282 06 - 058 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道抵当権一部放棄証書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
283 06 - 059 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道抵当権一部放棄証書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
284 06 - 060 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道許可証 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
285 06 - 061 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道抵当権一部放棄証書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
286 06 - 062 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道不動産抵当権設定契約証書（副本）開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
287 06 - 063 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道決算事務及び申告（確定）手続完了の報告開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
288 06 - 064 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道債務未払いの陳謝を棚上のお願い開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
289 06 - 065 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道鉄道根抵当権設定登録事項抹消登録申請開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
290 06 - 066 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道第７１期決算報告 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
291 06 - 067 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道営業報告書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
292 06 - 068 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道営業報告書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
293 06 - 069 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　株券 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
294 06 - 070 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　株券 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
295 06 - 071 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　開通新聞（写） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
296 06 - 072 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　閉鎖後の写真（アルバム）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
297 06 - 073 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　営業報告書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
298 06 - 074 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　優待乗車 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
299 06 - 075 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道小口扱荷物通知書 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
300 06 - 076 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　バッチ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
301 06 - 077 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　汽車写真 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
302 06 - 078 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　写真 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
303 06 - 079 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　切符 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
304 06 - 080 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　切符 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
305 06 - 081 動産 有形要素 交通・通信関連用具 寿都鉄道　写真集 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
306 06 - 082 動産 有形要素 交通・通信関連用具 タブレット 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 単線区間を通行する際の通行票の役割
307 06 - 083 動産 有形要素 交通・通信関連用具 機関車標識灯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
308 06 - 084 動産 有形要素 交通・通信関連用具 壁掛け式電話機 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
309 06 - 085 動産 有形要素 交通・通信関連用具 北前船（弁財船）のいかり 開進町 文化センター玄関前 寿都町教育委員会
310 06 - 086 動産 有形要素 交通・通信関連用具 タブレット 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 単線区間を通行する際の通行票の役割
311 06 - 087 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 かます 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
312 06 - 088 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 かます 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
313 06 - 089 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 エビリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
314 06 - 090 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 洗い鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
315 06 - 091 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
316 06 - 092 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
317 06 - 093 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 丸胴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
318 06 - 094 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 丸胴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
319 06 - 095 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 丸胴の部分 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
320 06 - 096 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 ツナギツラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
321 06 - 097 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 おもり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
322 06 - 098 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 モッコ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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323 06 - 099 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 モッコ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
324 06 - 100 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 魚入れの箱（テッコ）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
325 06 - 101 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 エビリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
326 06 - 102 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 マッケ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
327 06 - 103 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 角胴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
328 06 - 104 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 モッコ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
329 06 - 105 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 シナ皮 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
330 06 - 106 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 ツナギツラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
331 06 - 107 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 マッケ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
332 06 - 108 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 スコップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
333 06 - 109 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 スコップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
334 06 - 110 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 こまざらい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
335 06 - 111 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 ヘゲ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
336 06 - 112 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 モッコ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
337 06 - 113 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 モッコ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
338 06 - 114 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 ツナギツラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
339 06 - 115 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 指差（テックビ）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
340 06 - 116 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 洗い鉤先 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
341 06 - 117 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 芯通し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
342 06 - 118 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 ひしゃく（汲桶）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
343 06 - 119 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 芯通し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
344 06 - 120 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 釜炊きデレッキ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
345 06 - 121 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊漁関連用具 針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
346 06 - 122 動産 有形要素 漁業関連用具 魚かぎ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
347 06 - 123 動産 有形要素 漁業関連用具 物立て 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
348 06 - 124 動産 有形要素 漁業関連用具 サオ秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
349 06 - 125 動産 有形要素 漁業関連用具 サオ秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
350 06 - 126 動産 有形要素 漁業関連用具 サオ秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
351 06 - 127 動産 有形要素 漁業関連用具 サオ秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
352 06 - 128 動産 有形要素 漁業関連用具 サオ秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
353 06 - 129 動産 有形要素 漁業関連用具 柴マッカ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
354 06 - 130 動産 有形要素 漁業関連用具 魚かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
355 06 - 131 動産 有形要素 漁業関連用具 網かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
356 06 - 132 動産 有形要素 漁業関連用具 網ザル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
357 06 - 133 動産 有形要素 漁業関連用具 ざる 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
358 06 - 134 動産 有形要素 漁業関連用具 マス針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
359 06 - 135 動産 有形要素 漁業関連用具 ひっかけ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
360 06 - 136 動産 有形要素 漁業関連用具 魚はずしカギ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
361 06 - 137 動産 有形要素 漁業関連用具 釣針曲げ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
362 06 - 138 動産 有形要素 漁業関連用具 錐 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
363 06 - 139 動産 有形要素 漁業関連用具 キサキ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
364 06 - 140 動産 有形要素 漁業関連用具 キリタメ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
365 06 - 141 動産 有形要素 漁業関連用具 天草取り（ジョレン） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
366 06 - 142 動産 有形要素 漁業関連用具 手がけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
367 06 - 143 動産 有形要素 漁業関連用具 錐 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
368 06 - 144 動産 有形要素 漁業関連用具 簾 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
369 06 - 145 動産 有形要素 漁業関連用具 魚ざる 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
370 06 - 146 動産 有形要素 漁業関連用具 炉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
371 06 - 147 動産 有形要素 漁業関連用具 ボンブカゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
372 06 - 148 動産 有形要素 漁業関連用具 竿秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
373 06 - 149 動産 有形要素 漁業関連用具 背負いかご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
374 06 - 150 動産 有形要素 漁業関連用具 マグロ鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
375 06 - 151 動産 有形要素 漁業関連用具 道具かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
376 06 - 152 動産 有形要素 漁業関連用具 焼き印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
377 06 - 153 動産 有形要素 漁業関連用具 まえごろ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
378 06 - 154 動産 有形要素 漁業関連用具 大漁旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
379 06 - 155 動産 有形要素 漁業関連用具 大漁旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
380 06 - 156 動産 有形要素 漁業関連用具 大漁旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
381 06 - 157 動産 有形要素 漁業関連用具 まえごろ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
382 06 - 158 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
383 06 - 159 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
384 06 - 160 動産 有形要素 漁業関連用具 タコカギ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
385 06 - 161 動産 有形要素 漁業関連用具 タコ穴ヤス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
386 06 - 162 動産 有形要素 漁業関連用具 芝マッカ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
387 06 - 163 動産 有形要素 漁業関連用具 鰊刺し網 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会



No.
地区
番号

列1 列2 大分類 中分類 小分類 名称 列3 所在地 列4 管理者・担い手 指定等 備　　考

388 06 - 164 動産 有形要素 漁業関連用具 御用カゴ　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
389 06 - 165 動産 有形要素 漁業関連用具 御用カゴ　大 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
390 06 - 166 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
391 06 - 167 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
392 06 - 168 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車　中 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
393 06 - 169 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車　中 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
394 06 - 170 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車　中 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
395 06 - 171 動産 有形要素 漁業関連用具 ちんちょ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
396 06 - 172 動産 有形要素 漁業関連用具 手かぎ（ノンコ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
397 06 - 173 動産 有形要素 漁業関連用具 竿秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
398 06 - 174 動産 有形要素 漁業関連用具 御用カゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
399 06 - 175 動産 有形要素 漁業関連用具 ロープ滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
400 06 - 176 動産 有形要素 漁業関連用具 トイ（タコナワ台） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
401 06 - 177 動産 有形要素 漁業関連用具 漁場看板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
402 06 - 178 動産 有形要素 漁業関連用具 熊手 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
403 06 - 179 動産 有形要素 漁業関連用具 大かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
404 06 - 180 動産 有形要素 漁業関連用具 ちんちょ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
405 06 - 181 動産 有形要素 漁業関連用具 岩のり専用の簾 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
406 06 - 182 動産 有形要素 漁業関連用具 メフン針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
407 06 - 183 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
408 06 - 184 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
409 06 - 185 動産 有形要素 漁業関連用具 焼き印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
410 06 - 186 動産 有形要素 漁業関連用具 焼き印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
411 06 - 187 動産 有形要素 漁業関連用具 焼き印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
412 06 - 188 動産 有形要素 漁業関連用具 気圧計 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
413 06 - 189 動産 有形要素 漁業関連用具 木槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
414 06 - 190 動産 有形要素 漁業関連用具 木槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
415 06 - 191 動産 有形要素 漁業関連用具 澗印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
416 06 - 192 動産 有形要素 漁業関連用具 澗印　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
417 06 - 193 動産 有形要素 漁業関連用具 船鑑札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
418 06 - 194 動産 有形要素 漁業関連用具 木札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
419 06 - 195 動産 有形要素 漁業関連用具 座り台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
420 06 - 196 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
421 06 - 197 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
422 06 - 198 動産 有形要素 漁業関連用具 棒秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
423 06 - 199 動産 有形要素 漁業関連用具 棒秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
424 06 - 200 動産 有形要素 漁業関連用具 金梃子（カナテコ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
425 06 - 201 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
426 06 - 202 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
427 06 - 203 動産 有形要素 漁業関連用具 ガラス箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
428 06 - 204 動産 有形要素 漁業関連用具 熊手 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
429 06 - 205 動産 有形要素 漁業関連用具 棒秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
430 06 - 206 動産 有形要素 漁業関連用具 玉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
431 06 - 207 動産 有形要素 漁業関連用具 玉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
432 06 - 208 動産 有形要素 漁業関連用具 棒秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
433 06 - 209 動産 有形要素 漁業関連用具 ちんちょ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
434 06 - 210 動産 有形要素 漁業関連用具 ヤス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
435 06 - 211 動産 有形要素 漁業関連用具 ナイフ（ウニムキ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
436 06 - 212 動産 有形要素 漁業関連用具 タコ漁の針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
437 06 - 213 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
438 06 - 214 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
439 06 - 215 動産 有形要素 漁業関連用具 魚鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
440 06 - 216 動産 有形要素 漁業関連用具 ちんちょ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
441 06 - 217 動産 有形要素 漁業関連用具 縄はしご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
442 06 - 218 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
443 06 - 219 動産 有形要素 漁業関連用具 羅針盤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
444 06 - 220 動産 有形要素 漁業関連用具 魚カゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
445 06 - 221 動産 有形要素 漁業関連用具 魚カゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
446 06 - 222 動産 有形要素 漁業関連用具 魚干し金網 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
447 06 - 223 動産 有形要素 漁業関連用具 魚干し金網 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
448 06 - 224 動産 有形要素 漁業関連用具 魚干し金網 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
449 06 - 225 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
450 06 - 226 動産 有形要素 漁業関連用具 アカ取り 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
451 06 - 227 動産 有形要素 漁業関連用具 玉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
452 06 - 228 動産 有形要素 漁業関連用具 貝取り 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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453 06 - 229 動産 有形要素 漁業関連用具 鮑鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
454 06 - 230 動産 有形要素 漁業関連用具 滑車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
455 06 - 231 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
456 06 - 232 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
457 06 - 233 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
458 06 - 234 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
459 06 - 235 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
460 06 - 236 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
461 06 - 237 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
462 06 - 238 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
463 06 - 239 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
464 06 - 240 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
465 06 - 241 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
466 06 - 242 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
467 06 - 243 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
468 06 - 244 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
469 06 - 245 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
470 06 - 246 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
471 06 - 247 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
472 06 - 248 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ヤマデ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
473 06 - 249 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカバリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
474 06 - 250 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカバリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
475 06 - 251 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカバリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
476 06 - 252 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
477 06 - 253 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
478 06 - 254 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
479 06 - 255 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ハネゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
480 06 - 256 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
481 06 - 257 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
482 06 - 258 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ハネゴの柄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
483 06 - 259 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ハネゴの柄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
484 06 - 260 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 ハネゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
485 06 - 261 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
486 06 - 262 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ取り針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
487 06 - 263 動産 有形要素 漁業関連用具 イカ漁関連用具 イカ取り針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
488 06 - 264 動産 有形要素 美術工芸品 色紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
489 06 - 265 動産 有形要素 美術工芸品 錦絵と書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
490 06 - 266 動産 有形要素 美術工芸品 鑑賞画選 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
491 06 - 267 動産 有形要素 美術工芸品 色紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
492 06 - 268 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（妙見山） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
493 06 - 269 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（仏像） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
494 06 - 270 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（仏像） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
495 06 - 271 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（文字） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
496 06 - 272 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（文字） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
497 06 - 273 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（弥都波能売神・埴山姫神開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
498 06 - 274 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（天照皇大神・豊受大神 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
499 06 - 275 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（太平山三吉大明神） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
500 06 - 276 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
501 06 - 277 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（明治天皇） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
502 06 - 278 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（天神宮） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
503 06 - 279 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（村上教本山） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
504 06 - 280 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（文字） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
505 06 - 281 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（小槌持ち） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
506 06 - 282 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（改正大日本国神代系圖附社）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
507 06 - 283 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（七福神） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
508 06 - 284 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（松と鯉） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
509 06 - 285 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（寿都町地図） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
510 06 - 286 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（大正天皇） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
511 06 - 287 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（正位稲荷大明神） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
512 06 - 288 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（竹と寅） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
513 06 - 289 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（昭和天皇ご成婚記念） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
514 06 - 290 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
515 06 - 291 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
516 06 - 292 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（山水） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
517 06 - 293 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（山水） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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518 06 - 294 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（松と鶴） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
519 06 - 295 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（龍道大竜王　戒道大竜女）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
520 06 - 296 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（武士） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
521 06 - 297 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（如来） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
522 06 - 298 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
523 06 - 299 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（戦勝記念）　明治天皇・皇太子開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
524 06 - 300 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（奥州恐山　円通禅寺　法羅陀山地蔵）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
525 06 - 301 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸（天照皇大神） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
526 06 - 302 動産 有形要素 美術工芸品 掛け軸入箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
527 06 - 303 動産 有形要素 生活用品 マッカ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
528 06 - 304 動産 有形要素 生活用品 キリン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
529 06 - 305 動産 有形要素 生活用品 ？ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 わらを編むときに使ったと思 われる。
530 06 - 306 動産 有形要素 生活用品 ？ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 土をほぐしたり、草を取る道 具。（横にする）
531 06 - 307 動産 有形要素 生活用品 ベル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
532 06 - 308 動産 有形要素 生活用品 桧皮 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
533 06 - 309 動産 有形要素 生活用品 ギザ形　形押し道具 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
534 06 - 310 動産 有形要素 生活用品 鐘 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
535 06 - 311 動産 有形要素 生活用品 カゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
536 06 - 312 動産 有形要素 生活用品 サシ（検査用サシ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
537 06 - 313 動産 有形要素 生活用品 鐘 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
538 06 - 314 動産 有形要素 生活用品 角印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
539 06 - 315 動産 有形要素 生活用品 警棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
540 06 - 316 動産 有形要素 生活用品 警章 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
541 06 - 317 動産 有形要素 生活用品 ポンポン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
542 06 - 318 動産 有形要素 生活用品 ポンポン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
543 06 - 319 動産 有形要素 生活用品 ポンポン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
544 06 - 320 動産 有形要素 生活用品 焼印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
545 06 - 321 動産 有形要素 生活用品 天草取り（ささら）（ジョレン）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
546 06 - 322 動産 有形要素 生活用品 グリグリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
547 06 - 323 動産 有形要素 生活用品 鉄輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
548 06 - 324 動産 有形要素 行事関連用具 三方 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
549 06 - 325 動産 有形要素 行事関連用具 酒器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
550 06 - 326 動産 有形要素 行事関連用具 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
551 06 - 327 動産 有形要素 行事関連用具 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
552 06 - 328 動産 有形要素 行事関連用具 御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
553 06 - 329 動産 有形要素 行事関連用具 吸物ふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
554 06 - 330 動産 有形要素 行事関連用具 陣笠 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
555 06 - 331 動産 有形要素 行事関連用具 勅語奉安用御筥　箱付き 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
556 06 - 332 動産 有形要素 行事関連用具 大角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
557 06 - 333 動産 有形要素 行事関連用具 紋入り大角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
558 06 - 334 動産 有形要素 行事関連用具 酒樽(角樽） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
559 06 - 335 動産 有形要素 行事関連用具 お膳　１０人前 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
560 06 - 336 動産 有形要素 行事関連用具 酒盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
561 06 - 337 動産 有形要素 行事関連用具 酒盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
562 06 - 338 動産 有形要素 行事関連用具 御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
563 06 - 339 動産 有形要素 行事関連用具 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
564 06 - 340 動産 有形要素 行事関連用具 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
565 06 - 341 動産 有形要素 行事関連用具 蓋付き汁椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
566 06 - 342 動産 有形要素 行事関連用具 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
567 06 - 343 動産 有形要素 行事関連用具 蓋付き汁椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
568 06 - 344 動産 有形要素 行事関連用具 御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
569 06 - 345 動産 有形要素 行事関連用具 汁椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
570 06 - 346 動産 有形要素 行事関連用具 高足御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
571 06 - 347 動産 有形要素 行事関連用具 高足御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
572 06 - 348 動産 有形要素 行事関連用具 高足御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
573 06 - 349 動産 有形要素 行事関連用具 漆食器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
574 06 - 350 動産 有形要素 行事関連用具 台付き酒盃揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
575 06 - 351 動産 有形要素 行事関連用具 祝御揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
576 06 - 352 動産 有形要素 行事関連用具 高足付き御膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
577 06 - 353 動産 有形要素 行事関連用具 高足付き御膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
578 06 - 354 動産 有形要素 行事関連用具 高足付御膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
579 06 - 355 動産 有形要素 行事関連用具 高足付御膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
580 06 - 356 動産 有形要素 行事関連用具 会席膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
581 06 - 357 動産 有形要素 行事関連用具 高台膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
582 06 - 358 動産 有形要素 行事関連用具 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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583 06 - 359 動産 有形要素 行事関連用具 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
584 06 - 360 動産 有形要素 行事関連用具 高足膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
585 06 - 361 動産 有形要素 行事関連用具 高足膳揃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
586 06 - 362 動産 有形要素 行事関連用具 茶碗蒸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
587 06 - 363 動産 有形要素 行事関連用具 蓋付き汁椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
588 06 - 364 動産 有形要素 行事関連用具 角樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
589 06 - 365 動産 有形要素 行事関連用具 国旗入れ箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
590 06 - 366 動産 有形要素 行事関連用具 神徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
591 06 - 367 動産 有形要素 行事関連用具 神徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
592 06 - 368 動産 有形要素 行事関連用具 猫足御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
593 06 - 369 動産 有形要素 行事関連用具 奴　前掛け 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
594 06 - 370 動産 有形要素 行事関連用具 三方 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
595 06 - 371 動産 有形要素 行事関連用具 版木 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
596 06 - 372 動産 有形要素 行事関連用具 祭り提灯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
597 06 - 373 動産 有形要素 行事関連用具 神社御札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
598 06 - 374 動産 有形要素 行事関連用具 箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
599 06 - 375 動産 有形要素 行事関連用具 肩衣 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
600 06 - 376 動産 有形要素 行事関連用具 さらし布 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
601 06 - 377 動産 有形要素 行事関連用具 お札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
602 06 - 378 動産 有形要素 行事関連用具 お札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
603 06 - 379 動産 有形要素 行事関連用具 御とそ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
604 06 - 380 動産 有形要素 行事関連用具 三重盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
605 06 - 381 動産 有形要素 行事関連用具 神棚 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
606 06 - 382 動産 有形要素 行事関連用具 御堂 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
607 06 - 383 動産 有形要素 行事関連用具 とうろう 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
608 06 - 384 動産 有形要素 行事関連用具 ミキグチ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
609 06 - 385 動産 有形要素 行事関連用具 三方 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
610 06 - 386 動産 有形要素 行事関連用具 方名軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
611 06 - 387 動産 有形要素 行事関連用具 (祭）奴用前掛け　（赤布に奴） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
612 06 - 388 動産 有形要素 行事関連用具 (祭）奴用前掛　（梅ヶ枝） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
613 06 - 389 動産 有形要素 行事関連用具 祭用　かみしも　袴一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
614 06 - 390 動産 有形要素 行事関連用具 祭用　かみしも　袴一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
615 06 - 391 動産 有形要素 行事関連用具 祭用　かみしも 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
616 06 - 392 動産 有形要素 行事関連用具 りん枕（小） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
617 06 - 393 動産 有形要素 行事関連用具 りん枕（大） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
618 06 - 394 動産 有形要素 行事関連用具 かわらけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
619 06 - 395 動産 有形要素 行事関連用具 香炉台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
620 06 - 396 動産 有形要素 行事関連用具 香炉 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
621 06 - 397 動産 有形要素 生活用品 櫛（くし） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
622 06 - 398 動産 有形要素 生活用品 カイロ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
623 06 - 399 動産 有形要素 生活用品 めがね 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
624 06 - 400 動産 有形要素 生活用品 装飾品 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
625 06 - 401 動産 有形要素 生活用品 わら靴　爪子（つまご） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
626 06 - 402 動産 有形要素 生活用品 わら手袋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
627 06 - 403 動産 有形要素 生活用品 かんじき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
628 06 - 404 動産 有形要素 生活用品 モ－ニング服 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
629 06 - 405 動産 有形要素 生活用品 モ－ニング服 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
630 06 - 406 動産 有形要素 生活用品 信玄袋（しんげんぶくろ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
631 06 - 407 動産 有形要素 生活用品 紋羽織（もんばおり） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
632 06 - 408 動産 有形要素 生活用品 風呂敷（ふろしき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
633 06 - 409 動産 有形要素 生活用品 根付（ねつけ） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
634 06 - 410 動産 有形要素 生活用品 根付（ねつけ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
635 06 - 411 動産 有形要素 生活用品 櫛（くし） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
636 06 - 412 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
637 06 - 413 動産 有形要素 生活用品 こうがい　「笄」 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
638 06 - 414 動産 有形要素 生活用品 こうがい　「笄」 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
639 06 - 415 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
640 06 - 416 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
641 06 - 417 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
642 06 - 418 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
643 06 - 419 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
644 06 - 420 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
645 06 - 421 動産 有形要素 生活用品 かんざし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
646 06 - 422 動産 有形要素 生活用品 頭髪装飾品（とうはつそうしょくひん）開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
647 06 - 423 動産 有形要素 生活用品 髪結布 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
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648 06 - 424 動産 有形要素 生活用品 櫛（くし） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
649 06 - 425 動産 有形要素 生活用品 こうがい　「笄」 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
650 06 - 426 動産 有形要素 生活用品 こうがい　「笄」 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
651 06 - 427 動産 有形要素 生活用品 こうがい　「笄」 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
652 06 - 428 動産 有形要素 生活用品 下駄（げた） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
653 06 - 429 動産 有形要素 生活用品 礼服 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
654 06 - 430 動産 有形要素 生活用品 着物　　「あわせ」 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
655 06 - 431 動産 有形要素 生活用品 脚絆　　　（きゃはん） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
656 06 - 432 動産 有形要素 生活用品 メガネ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
657 06 - 433 動産 有形要素 生活用品 ぞうり　　　（冬用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
658 06 - 434 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
659 06 - 435 動産 有形要素 生活用品 下駄（げた） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
660 06 - 436 動産 有形要素 生活用品 ふかぐつ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
661 06 - 437 動産 有形要素 生活用品 足袋（たび） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
662 06 - 438 動産 有形要素 生活用品 防寒帽子 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
663 06 - 439 動産 有形要素 生活用品 防寒手袋 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
664 06 - 440 動産 有形要素 生活用品 ゲートル　　（海軍用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
665 06 - 441 動産 有形要素 生活用品 脚絆 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
666 06 - 442 動産 有形要素 生活用品 ゲートル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
667 06 - 443 動産 有形要素 生活用品 三尺帯 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
668 06 - 444 動産 有形要素 生活用品 ショール 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
669 06 - 445 動産 有形要素 生活用品 三尺帯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
670 06 - 446 動産 有形要素 生活用品 ゲートル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
671 06 - 447 動産 有形要素 生活用品 ゴーグル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
672 06 - 448 動産 有形要素 生活用品 財布 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
673 06 - 449 動産 有形要素 生活用品 櫛 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
674 06 - 450 動産 有形要素 生活用品 帽子 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
675 06 - 451 動産 有形要素 生活用品 ぞうり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
676 06 - 452 動産 有形要素 生活用品 腹前かけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
677 06 - 453 動産 有形要素 生活用品 レインコート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
678 06 - 454 動産 有形要素 生活用品 オーバー（帽子付） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
679 06 - 455 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
680 06 - 456 動産 有形要素 生活用品 針箱の蓋 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
681 06 - 457 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
682 06 - 458 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
683 06 - 459 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
684 06 - 460 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
685 06 - 461 動産 有形要素 生活用品 草履 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
686 06 - 462 動産 有形要素 生活用品 爪子（つまご） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
687 06 - 463 動産 有形要素 生活用品 靴の滑り止め 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
688 06 - 464 動産 有形要素 生活用品 てっかえし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
689 06 - 465 動産 有形要素 生活用品 消防服 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
690 06 - 466 動産 有形要素 生活用品 消防用肩掛け 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
691 06 - 467 動産 有形要素 生活用品 防火頭巾 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
692 06 - 468 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
693 06 - 469 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
694 06 - 470 動産 有形要素 生活用品 毛皮襟付きマント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
695 06 - 471 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
696 06 - 472 動産 有形要素 生活用品 防火頭巾 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
697 06 - 473 動産 有形要素 生活用品 帽子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
698 06 - 474 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
699 06 - 475 動産 有形要素 生活用品 着物 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
700 06 - 476 動産 有形要素 生活用品 巡査の制服 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
701 06 - 477 動産 有形要素 生活用品 巡査の制服 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
702 06 - 478 動産 有形要素 生活用品 着物 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
703 06 - 479 動産 有形要素 生活用品 着物 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
704 06 - 480 動産 有形要素 生活用品 学生服 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
705 06 - 481 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
706 06 - 482 動産 有形要素 生活用品 消防服　ズボン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
707 06 - 483 動産 有形要素 生活用品 かすりの着物 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
708 06 - 484 動産 有形要素 生活用品 着物 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
709 06 - 485 動産 有形要素 生活用品 前掛け 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
710 06 - 486 動産 有形要素 生活用品 毛付チョッキ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
711 06 - 487 動産 有形要素 生活用品 ゲートル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
712 06 - 488 動産 有形要素 生活用品 袴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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713 06 - 489 動産 有形要素 生活用品 着物 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明無し）
714 06 - 490 動産 有形要素 生活用品 夏用羽織 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
715 06 - 491 動産 有形要素 生活用品 夏用羽織 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
716 06 - 492 動産 有形要素 生活用品 合物羽織 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
717 06 - 493 動産 有形要素 生活用品 合物羽織 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
718 06 - 494 動産 有形要素 生活用品 カスリの着物 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
719 06 - 495 動産 有形要素 生活用品 マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
720 06 - 496 動産 有形要素 生活用品 毛付マント 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
721 06 - 497 動産 有形要素 生活用品 角巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
722 06 - 498 動産 有形要素 生活用品 手袋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
723 06 - 499 動産 有形要素 生活用品 靴の滑り止め 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
724 06 - 500 動産 有形要素 生活用品 かんじき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
725 06 - 501 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
726 06 - 502 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
727 06 - 503 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
728 06 - 504 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
729 06 - 505 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
730 06 - 506 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
731 06 - 507 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
732 06 - 508 動産 有形要素 生活用品 下駄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
733 06 - 509 動産 有形要素 生活用品 下駄用雪よけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
734 06 - 510 動産 有形要素 生活用品 革靴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
735 06 - 511 動産 有形要素 生活用品 皮靴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
736 06 - 512 動産 有形要素 生活用品 櫛 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
737 06 - 513 動産 有形要素 生活用品 刺し子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
738 06 - 514 動産 有形要素 生活用品 消防士用帽子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
739 06 - 515 動産 有形要素 生活用品 たじ（岡持ち） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
740 06 - 516 動産 有形要素 生活用品 たじ（岡持ち） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
741 06 - 517 動産 有形要素 生活用品 夫婦茶碗（大） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
742 06 - 518 動産 有形要素 生活用品 夫婦茶碗（小） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
743 06 - 519 動産 有形要素 生活用品 盃用箱（桐） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
744 06 - 520 動産 有形要素 生活用品 おろし金 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
745 06 - 521 動産 有形要素 生活用品 きね　　　（たてきね） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
746 06 - 522 動産 有形要素 生活用品 きね　　　（たてきね） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
747 06 - 523 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
748 06 - 524 動産 有形要素 生活用品 たじ　　　（岡持ち） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
749 06 - 525 動産 有形要素 生活用品 たじ　　　（岡持ち） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
750 06 - 526 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
751 06 - 527 動産 有形要素 生活用品 湯桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
752 06 - 528 動産 有形要素 生活用品 舟弁当 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
753 06 - 529 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
754 06 - 530 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
755 06 - 531 動産 有形要素 生活用品 碗　ふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
756 06 - 532 動産 有形要素 生活用品 徳利　　（はかまつき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
757 06 - 533 動産 有形要素 生活用品 大皿 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
758 06 - 534 動産 有形要素 生活用品 大皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
759 06 - 535 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
760 06 - 536 動産 有形要素 生活用品 中鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
761 06 - 537 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
762 06 - 538 動産 有形要素 生活用品 大どんぶり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
763 06 - 539 動産 有形要素 生活用品 皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
764 06 - 540 動産 有形要素 生活用品 皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
765 06 - 541 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
766 06 - 542 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
767 06 - 543 動産 有形要素 生活用品 銚子一揃 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
768 06 - 544 動産 有形要素 生活用品 煎茶器揃え 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
769 06 - 545 動産 有形要素 生活用品 木桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
770 06 - 546 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
771 06 - 547 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
772 06 - 548 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
773 06 - 549 動産 有形要素 生活用品 木鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
774 06 - 550 動産 有形要素 生活用品 石臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
775 06 - 551 動産 有形要素 生活用品 樽栓 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
776 06 - 552 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
777 06 - 553 動産 有形要素 生活用品 つばがま 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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778 06 - 554 動産 有形要素 生活用品 お茶瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
779 06 - 555 動産 有形要素 生活用品 かめ（甕） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
780 06 - 556 動産 有形要素 生活用品 かめ（甕） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
781 06 - 557 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
782 06 - 558 動産 有形要素 生活用品 七輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
783 06 - 559 動産 有形要素 生活用品 てかご 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
784 06 - 560 動産 有形要素 生活用品 竹篭 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
785 06 - 561 動産 有形要素 生活用品 刺身皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
786 06 - 562 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
787 06 - 563 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
788 06 - 564 動産 有形要素 生活用品 皈休記念盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
789 06 - 565 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
790 06 - 566 動産 有形要素 生活用品 除隊記念盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
791 06 - 567 動産 有形要素 生活用品 ふるい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
792 06 - 568 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
793 06 - 569 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
794 06 - 570 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
795 06 - 571 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
796 06 - 572 動産 有形要素 生活用品 醤油一升瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
797 06 - 573 動産 有形要素 生活用品 茶筒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
798 06 - 574 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
799 06 - 575 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
800 06 - 576 動産 有形要素 生活用品 かめ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
801 06 - 577 動産 有形要素 生活用品 きね 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
802 06 - 578 動産 有形要素 生活用品 かめ（ふたつき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
803 06 - 579 動産 有形要素 生活用品 かめ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
804 06 - 580 動産 有形要素 生活用品 ワイン貯蔵ビン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
805 06 - 581 動産 有形要素 生活用品 ワイン貯蔵ビン 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
806 06 - 582 動産 有形要素 生活用品 水カメ　（ふたつき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
807 06 - 583 動産 有形要素 生活用品 大かめ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
808 06 - 584 動産 有形要素 生活用品 水がめ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
809 06 - 585 動産 有形要素 生活用品 酢徳利 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
810 06 - 586 動産 有形要素 生活用品 かめ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
811 06 - 587 動産 有形要素 生活用品 水がめ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
812 06 - 588 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
813 06 - 589 動産 有形要素 生活用品 お盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
814 06 - 590 動産 有形要素 生活用品 お盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
815 06 - 591 動産 有形要素 生活用品 お盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
816 06 - 592 動産 有形要素 生活用品 お盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
817 06 - 593 動産 有形要素 生活用品 組盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
818 06 - 594 動産 有形要素 生活用品 組盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
819 06 - 595 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
820 06 - 596 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
821 06 - 597 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
822 06 - 598 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
823 06 - 599 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
824 06 - 600 動産 有形要素 生活用品 沖弁当 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
825 06 - 601 動産 有形要素 生活用品 臼　（うす） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
826 06 - 602 動産 有形要素 生活用品 女臼　　　（めうす） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
827 06 - 603 動産 有形要素 生活用品 女臼　　　（めうす） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
828 06 - 604 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
829 06 - 605 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
830 06 - 606 動産 有形要素 生活用品 きね 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
831 06 - 607 動産 有形要素 生活用品 ダンゴキネ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
832 06 - 608 動産 有形要素 生活用品 ダンゴキネ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
833 06 - 609 動産 有形要素 生活用品 キネ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
834 06 - 610 動産 有形要素 生活用品 キネ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
835 06 - 611 動産 有形要素 生活用品 ツバがま 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
836 06 - 612 動産 有形要素 生活用品 ツバがま 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
837 06 - 613 動産 有形要素 生活用品 一斗マス 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
838 06 - 614 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
839 06 - 615 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
840 06 - 616 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
841 06 - 617 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
842 06 - 618 動産 有形要素 生活用品 樽ふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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843 06 - 619 動産 有形要素 生活用品 箱ぶた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
844 06 - 620 動産 有形要素 生活用品 おろし金 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
845 06 - 621 動産 有形要素 生活用品 竹たわし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
846 06 - 622 動産 有形要素 生活用品 ふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
847 06 - 623 動産 有形要素 生活用品 ふるい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
848 06 - 624 動産 有形要素 生活用品 せんべい焼器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
849 06 - 625 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
850 06 - 626 動産 有形要素 生活用品 鉄なべ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
851 06 - 627 動産 有形要素 生活用品 鉄なべ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
852 06 - 628 動産 有形要素 生活用品 鉄なべ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
853 06 - 629 動産 有形要素 生活用品 鉄なべ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
854 06 - 630 動産 有形要素 生活用品 鉄なべ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
855 06 - 631 動産 有形要素 生活用品 鉄なべ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
856 06 - 632 動産 有形要素 生活用品 鉄ぶた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
857 06 - 633 動産 有形要素 生活用品 ワイン貯蔵ビン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
858 06 - 634 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
859 06 - 635 動産 有形要素 生活用品 のし棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
860 06 - 636 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
861 06 - 637 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
862 06 - 638 動産 有形要素 生活用品 皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
863 06 - 639 動産 有形要素 生活用品 皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
864 06 - 640 動産 有形要素 生活用品 ガラス鉢　中 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
865 06 - 641 動産 有形要素 生活用品 ガラス小鉢　大 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
866 06 - 642 動産 有形要素 生活用品 ガラス鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
867 06 - 643 動産 有形要素 生活用品 ふたつき丼（どんぶり鉢） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
868 06 - 644 動産 有形要素 生活用品 ふた物 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
869 06 - 645 動産 有形要素 生活用品 小物入れ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
870 06 - 646 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
871 06 - 647 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
872 06 - 648 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
873 06 - 649 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
874 06 - 650 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
875 06 - 651 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
876 06 - 652 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
877 06 - 653 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
878 06 - 654 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
879 06 - 655 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
880 06 - 656 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
881 06 - 657 動産 有形要素 生活用品 ご飯茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
882 06 - 658 動産 有形要素 生活用品 ご飯茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
883 06 - 659 動産 有形要素 生活用品 ふた付小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
884 06 - 660 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
885 06 - 661 動産 有形要素 生活用品 湯のみ茶碗のふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
886 06 - 662 動産 有形要素 生活用品 湯飲み茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
887 06 - 663 動産 有形要素 生活用品 七輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
888 06 - 664 動産 有形要素 生活用品 かめ　　　（ふたつき） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
889 06 - 665 動産 有形要素 生活用品 かめ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
890 06 - 666 動産 有形要素 生活用品 かめ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
891 06 - 667 動産 有形要素 生活用品 かめ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
892 06 - 668 動産 有形要素 生活用品 片口碗 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
893 06 - 669 動産 有形要素 生活用品 飯お櫃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
894 06 - 670 動産 有形要素 生活用品 菓子型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
895 06 - 671 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
896 06 - 672 動産 有形要素 生活用品 酒燗付け器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
897 06 - 673 動産 有形要素 生活用品 女臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
898 06 - 674 動産 有形要素 生活用品 石臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
899 06 - 675 動産 有形要素 生活用品 挽き臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
900 06 - 676 動産 有形要素 生活用品 挽き臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
901 06 - 677 動産 有形要素 生活用品 挽き臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
902 06 - 678 動産 有形要素 生活用品 挽き臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
903 06 - 679 動産 有形要素 生活用品 石臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
904 06 - 680 動産 有形要素 生活用品 炉鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
905 06 - 681 動産 有形要素 生活用品 炉鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
906 06 - 682 動産 有形要素 生活用品 炉鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
907 06 - 683 動産 有形要素 生活用品 炉鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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908 06 - 684 動産 有形要素 生活用品 女臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
909 06 - 685 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
910 06 - 686 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
911 06 - 687 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
912 06 - 688 動産 有形要素 生活用品 のし板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
913 06 - 689 動産 有形要素 生活用品 弁当箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
914 06 - 690 動産 有形要素 生活用品 茶碗のふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
915 06 - 691 動産 有形要素 生活用品 お盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
916 06 - 692 動産 有形要素 生活用品 炉鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
917 06 - 693 動産 有形要素 生活用品 御膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
918 06 - 694 動産 有形要素 生活用品 箱膳 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
919 06 - 695 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
920 06 - 696 動産 有形要素 生活用品 丸型重箱 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
921 06 - 697 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
922 06 - 698 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
923 06 - 699 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
924 06 - 700 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
925 06 - 701 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
926 06 - 702 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
927 06 - 703 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
928 06 - 704 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
929 06 - 705 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
930 06 - 706 動産 有形要素 生活用品 鍋敷き 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
931 06 - 707 動産 有形要素 生活用品 菓子型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
932 06 - 708 動産 有形要素 生活用品 のし棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
933 06 - 709 動産 有形要素 生活用品 角鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
934 06 - 710 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
935 06 - 711 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
936 06 - 712 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
937 06 - 713 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
938 06 - 714 動産 有形要素 生活用品 大ばち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
939 06 - 715 動産 有形要素 生活用品 めかご　（目籠） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
940 06 - 716 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
941 06 - 717 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
942 06 - 718 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
943 06 - 719 動産 有形要素 生活用品 刺身皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
944 06 - 720 動産 有形要素 生活用品 刺身小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
945 06 - 721 動産 有形要素 生活用品 醤油さし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
946 06 - 722 動産 有形要素 生活用品 コップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
947 06 - 723 動産 有形要素 生活用品 木杓子 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
948 06 - 724 動産 有形要素 生活用品 おひつ　　（一人用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
949 06 - 725 動産 有形要素 生活用品 すくいアミ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
950 06 - 726 動産 有形要素 生活用品 飯ごう 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
951 06 - 727 動産 有形要素 生活用品 水筒 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
952 06 - 728 動産 有形要素 生活用品 湯飲み茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
953 06 - 729 動産 有形要素 生活用品 茶碗のふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
954 06 - 730 動産 有形要素 生活用品 湯飲み茶碗のふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
955 06 - 731 動産 有形要素 生活用品 御猪口 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
956 06 - 732 動産 有形要素 生活用品 御猪口 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
957 06 - 733 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
958 06 - 734 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
959 06 - 735 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
960 06 - 736 動産 有形要素 生活用品 茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
961 06 - 737 動産 有形要素 生活用品 角小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
962 06 - 738 動産 有形要素 生活用品 重鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
963 06 - 739 動産 有形要素 生活用品 飯鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
964 06 - 740 動産 有形要素 生活用品 飯びつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
965 06 - 741 動産 有形要素 生活用品 お盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
966 06 - 742 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
967 06 - 743 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
968 06 - 744 動産 有形要素 生活用品 せいろ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
969 06 - 745 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
970 06 - 746 動産 有形要素 生活用品 つば釜 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
971 06 - 747 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
972 06 - 748 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
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973 06 - 749 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
974 06 - 750 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
975 06 - 751 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
976 06 - 752 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
977 06 - 753 動産 有形要素 生活用品 箕　　（み） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
978 06 - 754 動産 有形要素 生活用品 箕　　（み） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
979 06 - 755 動産 有形要素 生活用品 箕　　（み） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
980 06 - 756 動産 有形要素 生活用品 こね鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
981 06 - 757 動産 有形要素 生活用品 こね鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
982 06 - 758 動産 有形要素 生活用品 鉢　　（小） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
983 06 - 759 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
984 06 - 760 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
985 06 - 761 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
986 06 - 762 動産 有形要素 生活用品 洗い桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
987 06 - 763 動産 有形要素 生活用品 洗い桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
988 06 - 764 動産 有形要素 生活用品 洗い桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
989 06 - 765 動産 有形要素 生活用品 洗い桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
990 06 - 766 動産 有形要素 生活用品 水桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
991 06 - 767 動産 有形要素 生活用品 醤油樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
992 06 - 768 動産 有形要素 生活用品 つの樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
993 06 - 769 動産 有形要素 生活用品 つの樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
994 06 - 770 動産 有形要素 生活用品 つの樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
995 06 - 771 動産 有形要素 生活用品 つの樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
996 06 - 772 動産 有形要素 生活用品 つの樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
997 06 - 773 動産 有形要素 生活用品 つの樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
998 06 - 774 動産 有形要素 生活用品 米びつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
999 06 - 775 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1000 06 - 776 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1001 06 - 777 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1002 06 - 778 動産 有形要素 生活用品 木桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1003 06 - 779 動産 有形要素 生活用品 木桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1004 06 - 780 動産 有形要素 生活用品 米とぎザル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1005 06 - 781 動産 有形要素 生活用品 ろはし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1006 06 - 782 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1007 06 - 783 動産 有形要素 生活用品 角樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1008 06 - 784 動産 有形要素 生活用品 酒瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1009 06 - 785 動産 有形要素 生活用品 酒瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1010 06 - 786 動産 有形要素 生活用品 落雁押し型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1011 06 - 787 動産 有形要素 生活用品 せんべい焼き 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1012 06 - 788 動産 有形要素 生活用品 つばがま 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1013 06 - 789 動産 有形要素 生活用品 冷蔵庫 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1014 06 - 790 動産 有形要素 生活用品 一斗ます 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1015 06 - 791 動産 有形要素 生活用品 石臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1016 06 - 792 動産 有形要素 生活用品 水瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1017 06 - 793 動産 有形要素 生活用品 おろし金 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1018 06 - 794 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1019 06 - 795 動産 有形要素 生活用品 ダンゴ杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1020 06 - 796 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1021 06 - 797 動産 有形要素 生活用品 臼 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1022 06 - 798 動産 有形要素 生活用品 刺身皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1023 06 - 799 動産 有形要素 生活用品 刺身皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1024 06 - 800 動産 有形要素 生活用品 刺身用小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1025 06 - 801 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1026 06 - 802 動産 有形要素 生活用品 小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1027 06 - 803 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1028 06 - 804 動産 有形要素 生活用品 ご飯茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1029 06 - 805 動産 有形要素 生活用品 汁碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1030 06 - 806 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1031 06 - 807 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1032 06 - 808 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1033 06 - 809 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1034 06 - 810 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1035 06 - 811 動産 有形要素 生活用品 金塗り盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1036 06 - 812 動産 有形要素 生活用品 貸し徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1037 06 - 813 動産 有形要素 生活用品 そばきり包丁 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1038 06 - 814 動産 有形要素 生活用品 高足膳の箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1039 06 - 815 動産 有形要素 生活用品 イヅコ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1040 06 - 816 動産 有形要素 生活用品 魚かご　　　大 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1041 06 - 817 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1042 06 - 818 動産 有形要素 生活用品 茶碗かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1043 06 - 819 動産 有形要素 生活用品 手かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1044 06 - 820 動産 有形要素 生活用品 手つきかご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1045 06 - 821 動産 有形要素 生活用品 手つきかご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1046 06 - 822 動産 有形要素 生活用品 かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1047 06 - 823 動産 有形要素 生活用品 ザル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1048 06 - 824 動産 有形要素 生活用品 弁当箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1049 06 - 825 動産 有形要素 生活用品 御猪口 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1050 06 - 826 動産 有形要素 生活用品 小鉢蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1051 06 - 827 動産 有形要素 生活用品 焼酎カメ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1052 06 - 828 動産 有形要素 生活用品 食器箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1053 06 - 829 動産 有形要素 生活用品 二合升 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1054 06 - 830 動産 有形要素 生活用品 貧乏徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1055 06 - 831 動産 有形要素 生活用品 中皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1056 06 - 832 動産 有形要素 生活用品 中皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1057 06 - 833 動産 有形要素 生活用品 型抜き 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1058 06 - 834 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1059 06 - 835 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶　大 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1060 06 - 836 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1061 06 - 837 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1062 06 - 838 動産 有形要素 生活用品 木鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1063 06 - 839 動産 有形要素 生活用品 木鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1064 06 - 840 動産 有形要素 生活用品 炉なべ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1065 06 - 841 動産 有形要素 生活用品 蓋付き椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1066 06 - 842 動産 有形要素 生活用品 蓋柄付き椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1067 06 - 843 動産 有形要素 生活用品 蓋付き椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1068 06 - 844 動産 有形要素 生活用品 蓋付き椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1069 06 - 845 動産 有形要素 生活用品 椀　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1070 06 - 846 動産 有形要素 生活用品 高足皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1071 06 - 847 動産 有形要素 生活用品 高足茶たく 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1072 06 - 848 動産 有形要素 生活用品 椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1073 06 - 849 動産 有形要素 生活用品 椀の蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1074 06 - 850 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1075 06 - 851 動産 有形要素 生活用品 茶たく 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1076 06 - 852 動産 有形要素 生活用品 茶たく 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1077 06 - 853 動産 有形要素 生活用品 貝殻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1078 06 - 854 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1079 06 - 855 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1080 06 - 856 動産 有形要素 生活用品 角盆　大 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1081 06 - 857 動産 有形要素 生活用品 銘々皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1082 06 - 858 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1083 06 - 859 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1084 06 - 860 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1085 06 - 861 動産 有形要素 生活用品 重箱の蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1086 06 - 862 動産 有形要素 生活用品 吸い物お膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1087 06 - 863 動産 有形要素 生活用品 吸い物お膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1088 06 - 864 動産 有形要素 生活用品 吸い物お膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1089 06 - 865 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳入れ箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1090 06 - 866 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳　高足 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1091 06 - 867 動産 有形要素 生活用品 抜き型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1092 06 - 868 動産 有形要素 生活用品 壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1093 06 - 869 動産 有形要素 生活用品 食器箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1094 06 - 870 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1095 06 - 871 動産 有形要素 生活用品 中皿 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1096 06 - 872 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1097 06 - 873 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1098 06 - 874 動産 有形要素 生活用品 グラス 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1099 06 - 875 動産 有形要素 生活用品 蓋付き小鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1100 06 - 876 動産 有形要素 生活用品 茶たく　小 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1101 06 - 877 動産 有形要素 生活用品 茶たく　中 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1102 06 - 878 動産 有形要素 生活用品 御猪口 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1103 06 - 879 動産 有形要素 生活用品 小鉢蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1104 06 - 880 動産 有形要素 生活用品 貧乏徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1105 06 - 881 動産 有形要素 生活用品 ワラ叩きの台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1106 06 - 882 動産 有形要素 生活用品 のし台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1107 06 - 883 動産 有形要素 生活用品 樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1108 06 - 884 動産 有形要素 生活用品 煎餅焼き型 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1109 06 - 885 動産 有形要素 生活用品 杵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1110 06 - 886 動産 有形要素 生活用品 のし棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1111 06 - 887 動産 有形要素 生活用品 飯ごう 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1112 06 - 888 動産 有形要素 生活用品 飯ごう 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1113 06 - 889 動産 有形要素 生活用品 急須 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1114 06 - 890 動産 有形要素 生活用品 弁当箱（おかず入れ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1115 06 - 891 動産 有形要素 生活用品 ざる 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1116 06 - 892 動産 有形要素 生活用品 カメ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1117 06 - 893 動産 有形要素 生活用品 樽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1118 06 - 894 動産 有形要素 生活用品 缶きり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1119 06 - 895 動産 有形要素 生活用品 樽の蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1120 06 - 896 動産 有形要素 生活用品 蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1121 06 - 897 動産 有形要素 生活用品 食器箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1122 06 - 898 動産 有形要素 生活用品 升 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1123 06 - 899 動産 有形要素 生活用品 桶　（小） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1124 06 - 900 動産 有形要素 生活用品 皿　（サ八チ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1125 06 - 901 動産 有形要素 生活用品 小どんぶり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1126 06 - 902 動産 有形要素 生活用品 急須 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1127 06 - 903 動産 有形要素 生活用品 片口碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1128 06 - 904 動産 有形要素 生活用品 ご飯茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1129 06 - 905 動産 有形要素 生活用品 ご飯茶碗の蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1130 06 - 906 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1131 06 - 907 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1132 06 - 908 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1133 06 - 909 動産 有形要素 生活用品 御猪口 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1134 06 - 910 動産 有形要素 生活用品 ぐい呑み 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1135 06 - 911 動産 有形要素 生活用品 ぐい呑み 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1136 06 - 912 動産 有形要素 生活用品 ぐい呑み 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1137 06 - 913 動産 有形要素 生活用品 ぐい呑み 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1138 06 - 914 動産 有形要素 生活用品 湯のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1139 06 - 915 動産 有形要素 生活用品 除隊記念盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1140 06 - 916 動産 有形要素 生活用品 食器一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1141 06 - 917 動産 有形要素 生活用品 こねヘラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1142 06 - 918 動産 有形要素 生活用品 蓋付き椀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1143 06 - 919 動産 有形要素 生活用品 食器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1144 06 - 920 動産 有形要素 生活用品 食器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1145 06 - 921 動産 有形要素 生活用品 食器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1146 06 - 922 動産 有形要素 生活用品 食器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1147 06 - 923 動産 有形要素 生活用品 食器箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1148 06 - 924 動産 有形要素 生活用品 のし棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1149 06 - 925 動産 有形要素 生活用品 食器箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1150 06 - 926 動産 有形要素 生活用品 食器一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1151 06 - 927 動産 有形要素 生活用品 食器一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1152 06 - 928 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1153 06 - 929 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1154 06 - 930 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1155 06 - 931 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1156 06 - 932 動産 有形要素 生活用品 食器箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1157 06 - 933 動産 有形要素 生活用品 食器（蓋付き小どんぶり） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1158 06 - 934 動産 有形要素 生活用品 食器（角皿） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1159 06 - 935 動産 有形要素 生活用品 食器（角皿） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1160 06 - 936 動産 有形要素 生活用品 食器（中皿） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1161 06 - 937 動産 有形要素 生活用品 食器（角皿） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1162 06 - 938 動産 有形要素 生活用品 食器（中皿） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1163 06 - 939 動産 有形要素 生活用品 食器（小皿） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1164 06 - 940 動産 有形要素 生活用品 大皿 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1165 06 - 941 動産 有形要素 生活用品 小皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1166 06 - 942 動産 有形要素 生活用品 小どんぶり（小鉢） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1167 06 - 943 動産 有形要素 生活用品 蓋付き小どんぶり 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 （説明なし）
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1168 06 - 944 動産 有形要素 生活用品 小皿（醤油小皿） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1169 06 - 945 動産 有形要素 生活用品 御猪口 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1170 06 - 946 動産 有形要素 生活用品 湯のみ茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1171 06 - 947 動産 有形要素 生活用品 湯のみ茶碗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1172 06 - 948 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1173 06 - 949 動産 有形要素 生活用品 吸い物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1174 06 - 950 動産 有形要素 生活用品 会席膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1175 06 - 951 動産 有形要素 生活用品 正月盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1176 06 - 952 動産 有形要素 生活用品 三枚盃入箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1177 06 - 953 動産 有形要素 生活用品 三枚盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1178 06 - 954 動産 有形要素 生活用品 三枚盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1179 06 - 955 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1180 06 - 956 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1181 06 - 957 動産 有形要素 生活用品 釜の蓋 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1182 06 - 958 動産 有形要素 生活用品 てんつき 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1183 06 - 959 動産 有形要素 生活用品 箱膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1184 06 - 960 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1185 06 - 961 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1186 06 - 962 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1187 06 - 963 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1188 06 - 964 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1189 06 - 965 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1190 06 - 966 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1191 06 - 967 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1192 06 - 968 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1193 06 - 969 動産 有形要素 生活用品 膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1194 06 - 970 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1195 06 - 971 動産 有形要素 生活用品 湯桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1196 06 - 972 動産 有形要素 生活用品 中鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1197 06 - 973 動産 有形要素 生活用品 片口酒器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1198 06 - 974 動産 有形要素 生活用品 片口酒器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1199 06 - 975 動産 有形要素 生活用品 片口酒器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1200 06 - 976 動産 有形要素 生活用品 鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1201 06 - 977 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1202 06 - 978 動産 有形要素 生活用品 貧乏徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1203 06 - 979 動産 有形要素 生活用品 貧乏徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1204 06 - 980 動産 有形要素 生活用品 器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1205 06 - 981 動産 有形要素 生活用品 御ひつの蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1206 06 - 982 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1207 06 - 983 動産 有形要素 生活用品 麺切包丁 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1208 06 - 984 動産 有形要素 生活用品 お膳入れ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1209 06 - 985 動産 有形要素 生活用品 お膳入れ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1210 06 - 986 動産 有形要素 生活用品 角皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1211 06 - 987 動産 有形要素 生活用品 中皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1212 06 - 988 動産 有形要素 生活用品 中皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1213 06 - 989 動産 有形要素 生活用品 三平皿 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1214 06 - 990 動産 有形要素 生活用品 おひつ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1215 06 - 991 動産 有形要素 生活用品 茶びつ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1216 06 - 992 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1217 06 - 993 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1218 06 - 994 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1219 06 - 995 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1220 06 - 996 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1221 06 - 997 動産 有形要素 生活用品 三方 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1222 06 - 998 動産 有形要素 生活用品 三方 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1223 06 - 999 動産 有形要素 生活用品 桶ぶた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1224 06 - 1000 動産 有形要素 生活用品 飯びつ入箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1225 06 - 1001 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1226 06 - 1002 動産 有形要素 生活用品 岡持ち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1227 06 - 1003 動産 有形要素 生活用品 弁当箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1228 06 - 1004 動産 有形要素 生活用品 アルミのバット 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1229 06 - 1005 動産 有形要素 生活用品 岡持ち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1230 06 - 1006 動産 有形要素 生活用品 酢徳利（貧乏徳利） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1231 06 - 1007 動産 有形要素 生活用品 貧乏徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1232 06 - 1008 動産 有形要素 生活用品 釜戸用ゴトク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1233 06 - 1009 動産 有形要素 生活用品 釜戸用ゴトク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1234 06 - 1010 動産 有形要素 生活用品 釜戸用ゴトク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1235 06 - 1011 動産 有形要素 生活用品 大皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1236 06 - 1012 動産 有形要素 生活用品 大鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1237 06 - 1013 動産 有形要素 生活用品 大鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1238 06 - 1014 動産 有形要素 生活用品 大鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1239 06 - 1015 動産 有形要素 生活用品 チョッパー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1240 06 - 1016 動産 有形要素 生活用品 石臼 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1241 06 - 1017 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1242 06 - 1018 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1243 06 - 1019 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1244 06 - 1020 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1245 06 - 1021 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1246 06 - 1022 動産 有形要素 生活用品 鉄瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1247 06 - 1023 動産 有形要素 生活用品 銅製やかん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1248 06 - 1024 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1249 06 - 1025 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1250 06 - 1026 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1251 06 - 1027 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1252 06 - 1028 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1253 06 - 1029 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1254 06 - 1030 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1255 06 - 1031 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1256 06 - 1032 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1257 06 - 1033 動産 有形要素 生活用品 アルミ鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1258 06 - 1034 動産 有形要素 生活用品 鉄鍋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1259 06 - 1035 動産 有形要素 生活用品 鍋蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1260 06 - 1036 動産 有形要素 生活用品 七輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1261 06 - 1037 動産 有形要素 生活用品 七輪形コンロ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1262 06 - 1038 動産 有形要素 生活用品 釜 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1263 06 - 1039 動産 有形要素 生活用品 釜 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1264 06 - 1040 動産 有形要素 生活用品 茶筒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1265 06 - 1041 動産 有形要素 生活用品 七輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1266 06 - 1042 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1267 06 - 1043 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1268 06 - 1044 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1269 06 - 1045 動産 有形要素 生活用品 吸物膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1270 06 - 1046 動産 有形要素 生活用品 角盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1271 06 - 1047 動産 有形要素 生活用品 各々盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1272 06 - 1048 動産 有形要素 生活用品 丸盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1273 06 - 1049 動産 有形要素 生活用品 脚付丸膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1274 06 - 1050 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1275 06 - 1051 動産 有形要素 生活用品 高足膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1276 06 - 1052 動産 有形要素 生活用品 箱膳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1277 06 - 1053 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1278 06 - 1054 動産 有形要素 生活用品 弁当箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1279 06 - 1055 動産 有形要素 生活用品 弁当箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1280 06 - 1056 動産 有形要素 生活用品 味噌漉し 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1281 06 - 1057 動産 有形要素 生活用品 べこ餅型 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1282 06 - 1058 動産 有形要素 生活用品 菓子器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1283 06 - 1059 動産 有形要素 生活用品 鍋敷き 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1284 06 - 1060 動産 有形要素 生活用品 貝取り器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1285 06 - 1061 動産 有形要素 生活用品 大鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1286 06 - 1062 動産 有形要素 生活用品 大鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1287 06 - 1063 動産 有形要素 生活用品 洗い桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1288 06 - 1064 動産 有形要素 生活用品 洗い桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1289 06 - 1065 動産 有形要素 生活用品 澱粉製造こし器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1290 06 - 1066 動産 有形要素 生活用品 食器カゴ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1291 06 - 1067 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1292 06 - 1068 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1293 06 - 1069 動産 有形要素 生活用品 ふるい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1294 06 - 1070 動産 有形要素 生活用品 お焼きの焼き型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1295 06 - 1071 動産 有形要素 生活用品 角型フライパン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1296 06 - 1072 動産 有形要素 生活用品 大皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1297 06 - 1073 動産 有形要素 生活用品 重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）



No.
地区
番号

列1 列2 大分類 中分類 小分類 名称 列3 所在地 列4 管理者・担い手 指定等 備　　考

1298 06 - 1074 動産 有形要素 生活用品 七輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1299 06 - 1075 動産 有形要素 生活用品 ふるい 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1300 06 - 1076 動産 有形要素 生活用品 せいろ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1301 06 - 1077 動産 有形要素 生活用品 せいろ用蒸布 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1302 06 - 1078 動産 有形要素 生活用品 丸型重箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1303 06 - 1079 動産 有形要素 生活用品 チョッパー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1304 06 - 1080 動産 有形要素 生活用品 温度計 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1305 06 - 1081 動産 有形要素 生活用品 姿見　　　（鏡台） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1306 06 - 1082 動産 有形要素 生活用品 姫鏡台 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1307 06 - 1083 動産 有形要素 生活用品 桶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1308 06 - 1084 動産 有形要素 生活用品 ござ枕 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1309 06 - 1085 動産 有形要素 生活用品 電話機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1310 06 - 1086 動産 有形要素 生活用品 灰皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1311 06 - 1087 動産 有形要素 生活用品 衣装箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1312 06 - 1088 動産 有形要素 生活用品 柱時計 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1313 06 - 1089 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1314 06 - 1090 動産 有形要素 生活用品 火はし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1315 06 - 1091 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1316 06 - 1092 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1317 06 - 1093 動産 有形要素 生活用品 ごとく　　　（五徳） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1318 06 - 1094 動産 有形要素 生活用品 柱かけ花瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1319 06 - 1095 動産 有形要素 生活用品 置物 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1320 06 - 1096 動産 有形要素 生活用品 香炉 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1321 06 - 1097 動産 有形要素 生活用品 タコストーブ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1322 06 - 1098 動産 有形要素 生活用品 火消しつぼ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1323 06 - 1099 動産 有形要素 生活用品 湯たんぽ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1324 06 - 1100 動産 有形要素 生活用品 火消しつぼ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1325 06 - 1101 動産 有形要素 生活用品 小箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1326 06 - 1102 動産 有形要素 生活用品 榊たて 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1327 06 - 1103 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1328 06 - 1104 動産 有形要素 生活用品 枕 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1329 06 - 1105 動産 有形要素 生活用品 箱 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1330 06 - 1106 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1331 06 - 1107 動産 有形要素 生活用品 炉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1332 06 - 1108 動産 有形要素 生活用品 五徳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1333 06 - 1109 動産 有形要素 生活用品 火はし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1334 06 - 1110 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1335 06 - 1111 動産 有形要素 生活用品 飾棚 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1336 06 - 1112 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1337 06 - 1113 動産 有形要素 生活用品 たんす 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1338 06 - 1114 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1339 06 - 1115 動産 有形要素 生活用品 自冶制発布５０周年記念額 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1340 06 - 1116 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1341 06 - 1117 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1342 06 - 1118 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1343 06 - 1119 動産 有形要素 生活用品 炉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1344 06 - 1120 動産 有形要素 生活用品 飾りつぼ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1345 06 - 1121 動産 有形要素 生活用品 車輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1346 06 - 1122 動産 有形要素 生活用品 車輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1347 06 - 1123 動産 有形要素 生活用品 車輪 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1348 06 - 1124 動産 有形要素 生活用品 衣こう 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1349 06 - 1125 動産 有形要素 生活用品 竹篭 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1350 06 - 1126 動産 有形要素 生活用品 炉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1351 06 - 1127 動産 有形要素 生活用品 電燈のカサ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1352 06 - 1128 動産 有形要素 生活用品 炉かき 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1353 06 - 1129 動産 有形要素 生活用品 ガラス枠 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1354 06 - 1130 動産 有形要素 生活用品 燭台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1355 06 - 1131 動産 有形要素 生活用品 燭台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1356 06 - 1132 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1357 06 - 1133 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1358 06 - 1134 動産 有形要素 生活用品 机 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1359 06 - 1135 動産 有形要素 生活用品 炉鉤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1360 06 - 1136 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1361 06 - 1137 動産 有形要素 生活用品 うちわ立て 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1362 06 - 1138 動産 有形要素 生活用品 簾（すだれ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1363 06 - 1139 動産 有形要素 生活用品 簾（すだれ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1364 06 - 1140 動産 有形要素 生活用品 簾（すだれ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1365 06 - 1141 動産 有形要素 生活用品 簾（すだれ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1366 06 - 1142 動産 有形要素 生活用品 箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1367 06 - 1143 動産 有形要素 生活用品 風鈴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1368 06 - 1144 動産 有形要素 生活用品 舟底枕 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1369 06 - 1145 動産 有形要素 生活用品 湯沸しのふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1370 06 - 1146 動産 有形要素 生活用品 徳利 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1371 06 - 1147 動産 有形要素 生活用品 炉鉤（ろかぎ） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1372 06 - 1148 動産 有形要素 生活用品 水汲みバケツ（井戸用） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1373 06 - 1149 動産 有形要素 生活用品 水汲みバケツ（井戸用） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1374 06 - 1150 動産 有形要素 生活用品 煙草盆の器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1375 06 - 1151 動産 有形要素 生活用品 銭函 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1376 06 - 1152 動産 有形要素 生活用品 銚子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1377 06 - 1153 動産 有形要素 生活用品 神棚 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1378 06 - 1154 動産 有形要素 生活用品 ローソク立て 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1379 06 - 1155 動産 有形要素 生活用品 榊たて 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1380 06 - 1156 動産 有形要素 生活用品 神棚　飾り物 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1381 06 - 1157 動産 有形要素 生活用品 お守り 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1382 06 - 1158 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1383 06 - 1159 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1384 06 - 1160 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1385 06 - 1161 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1386 06 - 1162 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1387 06 - 1163 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1388 06 - 1164 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1389 06 - 1165 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1390 06 - 1166 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1391 06 - 1167 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1392 06 - 1168 動産 有形要素 生活用品 掛け軸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1393 06 - 1169 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1394 06 - 1170 動産 有形要素 生活用品 掛け軸いれ箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1395 06 - 1171 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1396 06 - 1172 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1397 06 - 1173 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1398 06 - 1174 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1399 06 - 1175 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1400 06 - 1176 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1401 06 - 1177 動産 有形要素 生活用品 書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1402 06 - 1178 動産 有形要素 生活用品 法要領収書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1403 06 - 1179 動産 有形要素 生活用品 護摩札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）護摩の修法をする時の祈願の趣旨と書いた紙や板のこと。お守りとする。

1404 06 - 1180 動産 有形要素 生活用品 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1405 06 - 1181 動産 有形要素 生活用品 油タンク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1406 06 - 1182 動産 有形要素 生活用品 背負子の枠 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1407 06 - 1183 動産 有形要素 生活用品 たんす 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1408 06 - 1184 動産 有形要素 生活用品 たんす 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1409 06 - 1185 動産 有形要素 生活用品 箪笥　　（たんす） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1410 06 - 1186 動産 有形要素 生活用品 箪笥　　（たんす） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1411 06 - 1187 動産 有形要素 生活用品 茶箪笥 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1412 06 - 1188 動産 有形要素 生活用品 炉端枠 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1413 06 - 1189 動産 有形要素 生活用品 屏風　　（びょうぶ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1414 06 - 1190 動産 有形要素 生活用品 屏風 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1415 06 - 1191 動産 有形要素 生活用品 衝立 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1416 06 - 1192 動産 有形要素 生活用品 衝立 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1417 06 - 1193 動産 有形要素 生活用品 アンカ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1418 06 - 1194 動産 有形要素 生活用品 提灯の台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1419 06 - 1195 動産 有形要素 生活用品 桶材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1420 06 - 1196 動産 有形要素 生活用品 桶材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1421 06 - 1197 動産 有形要素 生活用品 桶材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1422 06 - 1198 動産 有形要素 生活用品 桶材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1423 06 - 1199 動産 有形要素 生活用品 岡持材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1424 06 - 1200 動産 有形要素 生活用品 樽底 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1425 06 - 1201 動産 有形要素 生活用品 樽底 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1426 06 - 1202 動産 有形要素 生活用品 樽の底材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1427 06 - 1203 動産 有形要素 生活用品 箱材 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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1428 06 - 1204 動産 有形要素 生活用品 樽のたが 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1429 06 - 1205 動産 有形要素 生活用品 樽のたが 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1430 06 - 1206 動産 有形要素 生活用品 かめ置き台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1431 06 - 1207 動産 有形要素 生活用品 表札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1432 06 - 1208 動産 有形要素 生活用品 竹篭 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1433 06 - 1209 動産 有形要素 生活用品 道具箱 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1434 06 - 1210 動産 有形要素 生活用品 竹行李 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1435 06 - 1211 動産 有形要素 生活用品 背負い行李 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1436 06 - 1212 動産 有形要素 生活用品 背負い行李 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1437 06 - 1213 動産 有形要素 生活用品 衣装箱　　　（布張り） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1438 06 - 1214 動産 有形要素 生活用品 竹篭 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1439 06 - 1215 動産 有形要素 生活用品 小たんす 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1440 06 - 1216 動産 有形要素 生活用品 こたつ櫓 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1441 06 - 1217 動産 有形要素 生活用品 タオルかけ（？） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1442 06 - 1218 動産 有形要素 生活用品 こたつ櫓 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1443 06 - 1219 動産 有形要素 生活用品 自転車登録カード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1444 06 - 1220 動産 有形要素 生活用品 柱時計 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1445 06 - 1221 動産 有形要素 生活用品 踏み台 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1446 06 - 1222 動産 有形要素 生活用品 木馬 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1447 06 - 1223 動産 有形要素 生活用品 滑車 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1448 06 - 1224 動産 有形要素 生活用品 滑車 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1449 06 - 1225 動産 有形要素 生活用品 籐いす 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1450 06 - 1226 動産 有形要素 生活用品 番がさ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1451 06 - 1227 動産 有形要素 生活用品 花瓶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1452 06 - 1228 動産 有形要素 生活用品 花器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1453 06 - 1229 動産 有形要素 生活用品 花器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1454 06 - 1230 動産 有形要素 生活用品 目覚まし時計 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1455 06 - 1231 動産 有形要素 生活用品 船底枕 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1456 06 - 1232 動産 有形要素 生活用品 ランプのホヤ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1457 06 - 1233 動産 有形要素 生活用品 船箪笥 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1458 06 - 1234 動産 有形要素 生活用品 船箪笥 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1459 06 - 1235 動産 有形要素 生活用品 金桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1460 06 - 1236 動産 有形要素 生活用品 船箪笥 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1461 06 - 1237 動産 有形要素 生活用品 石炭スコップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1462 06 - 1238 動産 有形要素 生活用品 花バサミ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1463 06 - 1239 動産 有形要素 生活用品 座卓 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1464 06 - 1240 動産 有形要素 生活用品 行李（こうり）のふた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1465 06 - 1241 動産 有形要素 生活用品 火はし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1466 06 - 1242 動産 有形要素 生活用品 状差し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1467 06 - 1243 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1468 06 - 1244 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1469 06 - 1245 動産 有形要素 生活用品 蒸発皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1470 06 - 1246 動産 有形要素 生活用品 火熨斗（ひのし） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1471 06 - 1247 動産 有形要素 生活用品 洗濯板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1472 06 - 1248 動産 有形要素 生活用品 火かき棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1473 06 - 1249 動産 有形要素 生活用品 洗濯タライ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1474 06 - 1250 動産 有形要素 生活用品 誘蛾灯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1475 06 - 1251 動産 有形要素 生活用品 湯たんぽ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1476 06 - 1252 動産 有形要素 生活用品 船底枕 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1477 06 - 1253 動産 有形要素 生活用品 箱枕 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1478 06 - 1254 動産 有形要素 生活用品 炭取り箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1479 06 - 1255 動産 有形要素 生活用品 ミシン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1480 06 - 1256 動産 有形要素 生活用品 衝立（ついたて） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1481 06 - 1257 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1482 06 - 1258 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1483 06 - 1259 動産 有形要素 生活用品 炬燵櫓（こたつやぐら） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1484 06 - 1260 動産 有形要素 生活用品 あんか 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1485 06 - 1261 動産 有形要素 生活用品 デルビル式電話機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1486 06 - 1262 動産 有形要素 生活用品 帳ダンス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1487 06 - 1263 動産 有形要素 生活用品 舟たんす 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1488 06 - 1264 動産 有形要素 生活用品 ブラシ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1489 06 - 1265 動産 有形要素 生活用品 炉鉤（ろかぎ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1490 06 - 1266 動産 有形要素 生活用品 五徳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1491 06 - 1267 動産 有形要素 生活用品 手あぶり（火鉢） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1492 06 - 1268 動産 有形要素 生活用品 ちゃぶ台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会



No.
地区
番号

列1 列2 大分類 中分類 小分類 名称 列3 所在地 列4 管理者・担い手 指定等 備　　考

1493 06 - 1269 動産 有形要素 生活用品 整理ダンス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1494 06 - 1270 動産 有形要素 生活用品 絵 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1495 06 - 1271 動産 有形要素 生活用品 机 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1496 06 - 1272 動産 有形要素 生活用品 酒器入れ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1497 06 - 1273 動産 有形要素 生活用品 岡持 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1498 06 - 1274 動産 有形要素 生活用品 炭火アイロン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1499 06 - 1275 動産 有形要素 生活用品 裁縫箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1500 06 - 1276 動産 有形要素 生活用品 炉鉤（ろかぎ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1501 06 - 1277 動産 有形要素 生活用品 籐かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1502 06 - 1278 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1503 06 - 1279 動産 有形要素 生活用品 簾 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1504 06 - 1280 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1505 06 - 1281 動産 有形要素 生活用品 ストーブ台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1506 06 - 1282 動産 有形要素 生活用品 手押しポンプ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1507 06 - 1283 動産 有形要素 生活用品 消し壷 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1508 06 - 1284 動産 有形要素 生活用品 ハエ取り器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1509 06 - 1285 動産 有形要素 生活用品 四方瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1510 06 - 1286 動産 有形要素 生活用品 提灯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1511 06 - 1287 動産 有形要素 生活用品 蝋燭台 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1512 06 - 1288 動産 有形要素 生活用品 蝋燭台入れ箱 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 （説明なし）
1513 06 - 1289 動産 有形要素 生活用品 蝋の壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1514 06 - 1290 動産 有形要素 生活用品 箪笥 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1515 06 - 1291 動産 有形要素 生活用品 鬼瓦 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1516 06 - 1292 動産 有形要素 生活用品 鬼瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1517 06 - 1293 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1518 06 - 1294 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1519 06 - 1295 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1520 06 - 1296 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1521 06 - 1297 動産 有形要素 生活用品 花かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1522 06 - 1298 動産 有形要素 生活用品 藤イス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1523 06 - 1299 動産 有形要素 生活用品 不明 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 （説明なし）
1524 06 - 1300 動産 有形要素 生活用品 アイロン 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1525 06 - 1301 動産 有形要素 生活用品 アイロン 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1526 06 - 1302 動産 有形要素 生活用品 アイロン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1527 06 - 1303 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1528 06 - 1304 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1529 06 - 1305 動産 有形要素 生活用品 花瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1530 06 - 1306 動産 有形要素 生活用品 ゴトク 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1531 06 - 1307 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1532 06 - 1308 動産 有形要素 生活用品 燭台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1533 06 - 1309 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1534 06 - 1310 動産 有形要素 生活用品 ゴトク 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1535 06 - 1311 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1536 06 - 1312 動産 有形要素 生活用品 火箸 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1537 06 - 1313 動産 有形要素 生活用品 炭おこし 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1538 06 - 1314 動産 有形要素 生活用品 蝋燭立て 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1539 06 - 1315 動産 有形要素 生活用品 ホヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1540 06 - 1316 動産 有形要素 生活用品 鬼瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1541 06 - 1317 動産 有形要素 生活用品 瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1542 06 - 1318 動産 有形要素 生活用品 鬼瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1543 06 - 1319 動産 有形要素 生活用品 鬼瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1544 06 - 1320 動産 有形要素 生活用品 提灯 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1545 06 - 1321 動産 有形要素 生活用品 壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1546 06 - 1322 動産 有形要素 生活用品 花瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1547 06 - 1323 動産 有形要素 生活用品 花瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1548 06 - 1324 動産 有形要素 生活用品 電球 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1549 06 - 1325 動産 有形要素 生活用品 敷物（アザラシの皮） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1550 06 - 1326 動産 有形要素 生活用品 敷物 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1551 06 - 1327 動産 有形要素 生活用品 火鉢入れ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1552 06 - 1328 動産 有形要素 生活用品 熾き入れ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1553 06 - 1329 動産 有形要素 生活用品 ゴトク 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1554 06 - 1330 動産 有形要素 生活用品 こたつやぐら（火燵） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1555 06 - 1331 動産 有形要素 生活用品 テーブル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1556 06 - 1332 動産 有形要素 生活用品 湯沸し器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1557 06 - 1333 動産 有形要素 生活用品 湯沸し器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1558 06 - 1334 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1559 06 - 1335 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1560 06 - 1336 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1561 06 - 1337 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1562 06 - 1338 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1563 06 - 1339 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1564 06 - 1340 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1565 06 - 1341 動産 有形要素 生活用品 火消壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1566 06 - 1342 動産 有形要素 生活用品 柱時計 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1567 06 - 1343 動産 有形要素 生活用品 湯沸し器の蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1568 06 - 1344 動産 有形要素 生活用品 火鉢箸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1569 06 - 1345 動産 有形要素 生活用品 壁かけランプ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1570 06 - 1346 動産 有形要素 生活用品 ゴトク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1571 06 - 1347 動産 有形要素 生活用品 コテ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1572 06 - 1348 動産 有形要素 生活用品 花器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1573 06 - 1349 動産 有形要素 生活用品 すだれ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1574 06 - 1350 動産 有形要素 生活用品 ランプ台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1575 06 - 1351 動産 有形要素 生活用品 瓦 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1576 06 - 1352 動産 有形要素 生活用品 花瓶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1577 06 - 1353 動産 有形要素 生活用品 広告電気スタンド(瓶入り） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 （説明なし）
1578 06 - 1354 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1579 06 - 1355 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1580 06 - 1356 動産 有形要素 生活用品 湯沸し器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1581 06 - 1357 動産 有形要素 生活用品 湯沸し器 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1582 06 - 1358 動産 有形要素 生活用品 柱時計 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1583 06 - 1359 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1584 06 - 1360 動産 有形要素 生活用品 火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1585 06 - 1361 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1586 06 - 1362 動産 有形要素 生活用品 火箸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1587 06 - 1363 動産 有形要素 生活用品 火箸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1588 06 - 1364 動産 有形要素 生活用品 火鉢用ゴトク 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1589 06 - 1365 動産 有形要素 生活用品 角火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1590 06 - 1366 動産 有形要素 生活用品 炉せん 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1591 06 - 1367 動産 有形要素 生活用品 ゴトク 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1592 06 - 1368 動産 有形要素 生活用品 角火鉢 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1593 06 - 1369 動産 有形要素 生活用品 角火鉢 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1594 06 - 1370 動産 有形要素 生活用品 ランプの傘 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1595 06 - 1371 動産 有形要素 生活用品 自在鉤 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1596 06 - 1372 動産 有形要素 生活用品 銅製寸胴 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1597 06 - 1373 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1598 06 - 1374 動産 有形要素 生活用品 ランプ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会 （説明なし）
1599 06 - 1375 動産 有形要素 生活用品 提灯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1600 06 - 1376 動産 有形要素 生活用品 コテ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1601 06 - 1377 動産 有形要素 生活用品 コテ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1602 06 - 1378 動産 有形要素 生活用品 行灯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1603 06 - 1379 動産 有形要素 生活用品 じゅうのう（十能） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1604 06 - 1380 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 コテ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1605 06 - 1381 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ゴトク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1606 06 - 1382 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 茶卓 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1607 06 - 1383 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 花瓶 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1608 06 - 1384 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 行灯 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1609 06 - 1385 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 むろの蓋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1610 06 - 1386 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 南京鍵 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1611 06 - 1387 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 双眼鏡 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1612 06 - 1388 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 百人一首 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1613 06 - 1389 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1614 06 - 1390 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 琴 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1615 06 - 1391 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 カメラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1616 06 - 1392 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 カメラ説明書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1617 06 - 1393 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 三脚 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1618 06 - 1394 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 カメラ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1619 06 - 1395 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1620 06 - 1396 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1621 06 - 1397 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 カメラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1622 06 - 1398 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 アコーディオン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1623 06 - 1399 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 太鼓 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1624 06 - 1400 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 清元梅吉小曲集 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1625 06 - 1401 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 音楽ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1626 06 - 1402 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1627 06 - 1403 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1628 06 - 1404 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1629 06 - 1405 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1630 06 - 1406 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1631 06 - 1407 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1632 06 - 1408 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1633 06 - 1409 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1634 06 - 1410 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1635 06 - 1411 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1636 06 - 1412 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1637 06 - 1413 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1638 06 - 1414 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1639 06 - 1415 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1640 06 - 1416 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1641 06 - 1417 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1642 06 - 1418 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1643 06 - 1419 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード（ＬＰ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1644 06 - 1420 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1645 06 - 1421 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1646 06 - 1422 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1647 06 - 1423 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1648 06 - 1424 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1649 06 - 1425 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1650 06 - 1426 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1651 06 - 1427 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1652 06 - 1428 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1653 06 - 1429 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコードのジャケット 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1654 06 - 1430 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 新刊特価書籍月報 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1655 06 - 1431 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 引き伸ばし器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1656 06 - 1432 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 引き伸ばし器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1657 06 - 1433 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 パイプ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1658 06 - 1434 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 印画紙の袋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1659 06 - 1435 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1660 06 - 1436 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1661 06 - 1437 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1662 06 - 1438 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1663 06 - 1439 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1664 06 - 1440 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1665 06 - 1441 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコードケース 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1666 06 - 1442 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機のラッパ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1667 06 - 1443 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 百人一首 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1668 06 - 1444 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 写真のネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1669 06 - 1445 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ラジオ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1670 06 - 1446 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 キセル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1671 06 - 1447 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 旅行鞄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1672 06 - 1448 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 旅行鞄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1673 06 - 1449 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 旅行鞄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1674 06 - 1450 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 カメラ鞄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1675 06 - 1451 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1676 06 - 1452 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1677 06 - 1453 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 乾球式ラジオ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1678 06 - 1454 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ラジオ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1679 06 - 1455 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 レコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1680 06 - 1456 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ＳＰレコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1681 06 - 1457 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ＳＰレコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1682 06 - 1458 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ＳＰレコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1683 06 - 1459 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ＳＰレコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1684 06 - 1460 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ＳＰレコード針 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1685 06 - 1461 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 凧 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1686 06 - 1462 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 蓄音機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1687 06 - 1463 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 相撲番付け 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
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1688 06 - 1464 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ラッパ 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1689 06 - 1465 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 鎧兜一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1690 06 - 1466 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ＳＰレコード 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1691 06 - 1467 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 ギター 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1692 06 - 1468 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 三味線 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1693 06 - 1469 動産 有形要素 娯楽・演芸関連用具 雁首なおし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1694 06 - 1470 動産 有形要素 農業関連用具 金平鍬（かなひらぐわ）（三徳鍬、平鍬、切掛鍬）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1695 06 - 1471 動産 有形要素 農業関連用具 草削り鍬（ホー） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1696 06 - 1472 動産 有形要素 農業関連用具 荷馬車（大八車、人曳荷車） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1697 06 - 1473 動産 有形要素 農業関連用具 斧（おの）（サッテ（北海道独特）、まさかり）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1698 06 - 1474 動産 有形要素 農業関連用具 鍬の柄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1699 06 - 1475 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1700 06 - 1476 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1701 06 - 1477 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1702 06 - 1478 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1703 06 - 1479 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1704 06 - 1480 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1705 06 - 1481 動産 有形要素 農業関連用具 天秤棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1706 06 - 1482 動産 有形要素 農業関連用具 木製ハロー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1707 06 - 1483 動産 有形要素 農業関連用具 足踏み回転脱穀機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1708 06 - 1484 動産 有形要素 農業関連用具 地均しレーキ（木ざらえ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1709 06 - 1485 動産 有形要素 農業関連用具 鎌（長柄鎌） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1710 06 - 1486 動産 有形要素 農業関連用具 鎌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1711 06 - 1487 動産 有形要素 農業関連用具 地均し（木ざらえ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1712 06 - 1488 動産 有形要素 農業関連用具 地均し（木ざらえ、コマザライ）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1713 06 - 1489 動産 有形要素 農業関連用具 地均し（木ざらえ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1714 06 - 1490 動産 有形要素 農業関連用具 地均し（木ざらえ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1715 06 - 1491 動産 有形要素 農業関連用具 レーキ（かなざらえ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1716 06 - 1492 動産 有形要素 農業関連用具 手鉤（ノンコ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1717 06 - 1493 動産 有形要素 農業関連用具 柄杓（ひしゃく） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1718 06 - 1494 動産 有形要素 農業関連用具 方形ハロー（地ならし） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1719 06 - 1495 動産 有形要素 農業関連用具 唐箕（とうみ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1720 06 - 1496 動産 有形要素 農業関連用具 足踏み脱穀機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1721 06 - 1497 動産 有形要素 農業関連用具 ワラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1722 06 - 1498 動産 有形要素 農業関連用具 さお秤（棒秤） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1723 06 - 1499 動産 有形要素 農業関連用具 砧 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1724 06 - 1500 動産 有形要素 農業関連用具 わら束 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1725 06 - 1501 動産 有形要素 農業関連用具 木槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1726 06 - 1502 動産 有形要素 農業関連用具 馬具（ワラビガタ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1727 06 - 1503 動産 有形要素 農業関連用具 ちんちょ（スリング） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1728 06 - 1504 動産 有形要素 農業関連用具 手くわ（臼くり、チョウナ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1729 06 - 1505 動産 有形要素 農業関連用具 手かぎ（ノンコ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1730 06 - 1506 動産 有形要素 農業関連用具 ケン縄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1731 06 - 1507 動産 有形要素 農業関連用具 スダレ編み（マッカ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1732 06 - 1508 動産 有形要素 農業関連用具 作物桶（ニナイ桶） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1733 06 - 1509 動産 有形要素 農業関連用具 千歯扱（せんばごき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1734 06 - 1510 動産 有形要素 農業関連用具 草削り鍬（草取り窓ホー） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1735 06 - 1511 動産 有形要素 農業関連用具 鋤（すき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1736 06 - 1512 動産 有形要素 農業関連用具 踏鋤（ふみすき） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1737 06 - 1513 動産 有形要素 農業関連用具 除草機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1738 06 - 1514 動産 有形要素 農業関連用具 唐鍬 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1739 06 - 1515 動産 有形要素 農業関連用具 金平鍬 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1740 06 - 1516 動産 有形要素 農業関連用具 島田鍬 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1741 06 - 1517 動産 有形要素 農業関連用具 フォーク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1742 06 - 1518 動産 有形要素 農業関連用具 ワラ切り機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1743 06 - 1519 動産 有形要素 農業関連用具 砧（木槌、ワラタタキ） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1744 06 - 1520 動産 有形要素 農業関連用具 くわ先 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1745 06 - 1521 動産 有形要素 農業関連用具 車輪 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1746 06 - 1522 動産 有形要素 農業関連用具 駄鞍（馬具） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1747 06 - 1523 動産 有形要素 農業関連用具 駄鞍（馬具） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1748 06 - 1524 動産 有形要素 農業関連用具 背負いかご（しょいこ、しょいばしご、背負いばしご）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1749 06 - 1525 動産 有形要素 農業関連用具 かまの刃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1750 06 - 1526 動産 有形要素 農業関連用具 穀物さし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1751 06 - 1527 動産 有形要素 農業関連用具 鍬 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1752 06 - 1528 動産 有形要素 農業関連用具 穀物さし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1753 06 - 1529 動産 有形要素 農業関連用具 砧 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1754 06 - 1530 動産 有形要素 農業関連用具 馬車鞍（まくら鞍） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1755 06 - 1531 動産 有形要素 農業関連用具 馬車鞍 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1756 06 - 1532 動産 有形要素 農業関連用具 生糸 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1757 06 - 1533 動産 有形要素 農業関連用具 縄あみ機のコマ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1758 06 - 1534 動産 有形要素 農業関連用具 鍬 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1759 06 - 1535 動産 有形要素 農業関連用具 笹苅り鎌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1760 06 - 1536 動産 有形要素 農業関連用具 押切り 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1761 06 - 1537 動産 有形要素 農業関連用具 箕　（み） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1762 06 - 1538 動産 有形要素 農業関連用具 箕　（み） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1763 06 - 1539 動産 有形要素 農業関連用具 菌打用穴あけ具 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1764 06 - 1540 動産 有形要素 農業関連用具 馬鐘　（釣り鐘型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1765 06 - 1541 動産 有形要素 農業関連用具 蹄鉄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1766 06 - 1542 動産 有形要素 農業関連用具 馬鈴　（桃型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1767 06 - 1543 動産 有形要素 農業関連用具 くつわ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1768 06 - 1544 動産 有形要素 農業関連用具 消毒器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1769 06 - 1545 動産 有形要素 農業関連用具 ふるい 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1770 06 - 1546 動産 有形要素 林業関連用具 鋸（会津型）（天王寺鋸、手曲り鋸、バラ目鋸）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1771 06 - 1547 動産 有形要素 林業関連用具 鋸（会津型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1772 06 - 1548 動産 有形要素 林業関連用具 鋸（土佐型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1773 06 - 1549 動産 有形要素 林業関連用具 鋸歯 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1774 06 - 1550 動産 有形要素 林業関連用具 木挽き（歯） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1775 06 - 1551 動産 有形要素 林業関連用具 カギ付棒 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1776 06 - 1552 動産 有形要素 林業関連用具 木の皮むき？（ガンタ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1777 06 - 1553 動産 有形要素 林業関連用具 スコープ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1778 06 - 1554 動産 有形要素 林業関連用具 ハンマー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1779 06 - 1555 動産 有形要素 林業関連用具 刃広 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1780 06 - 1556 動産 有形要素 林業関連用具 サッテ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1781 06 - 1557 動産 有形要素 林業関連用具 ツル（トビ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1782 06 - 1558 動産 有形要素 林業関連用具 ガンタ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1783 06 - 1559 動産 有形要素 林業関連用具 キリントビ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1784 06 - 1560 動産 有形要素 林業関連用具 駄鞍（だぐら） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1785 06 - 1561 動産 有形要素 林業関連用具 背負い梯子（背負子） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1786 06 - 1562 動産 有形要素 林業関連用具 蕨ガタ（ワラビガタ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1787 06 - 1563 動産 有形要素 林業関連用具 腰のこ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1788 06 - 1564 動産 有形要素 林業関連用具 木挽鋸（こびきのこ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1789 06 - 1565 動産 有形要素 林業関連用具 天王寺鋸（てんのうじのこ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1790 06 - 1566 動産 有形要素 林業関連用具 カンジキ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1791 06 - 1567 動産 有形要素 林業関連用具 スキー板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1792 06 - 1568 動産 有形要素 林業関連用具 ヨツゾリ（手ゾリ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1793 06 - 1569 動産 有形要素 林業関連用具 子供用ソリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1794 06 - 1570 動産 有形要素 林業関連用具 トビ先　（刃） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1795 06 - 1571 動産 有形要素 林業関連用具 釿　（ちょうな） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1796 06 - 1572 動産 有形要素 林業関連用具 釿　（ちょうな） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1797 06 - 1573 動産 有形要素 林業関連用具 釿　（ちょうな） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1798 06 - 1574 動産 有形要素 林業関連用具 ノコのサヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1799 06 - 1575 動産 有形要素 林業関連用具 キリントビ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1800 06 - 1576 動産 有形要素 林業関連用具 サッテ　（おの） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1801 06 - 1577 動産 有形要素 林業関連用具 木挽きのこ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1802 06 - 1578 動産 有形要素 林業関連用具 ナタ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1803 06 - 1579 動産 有形要素 林業関連用具 刃広の先（刃） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1804 06 - 1580 動産 有形要素 林業関連用具 鋸のサヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1805 06 - 1581 動産 有形要素 林業関連用具 トビ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1806 06 - 1582 動産 有形要素 林業関連用具 トビ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1807 06 - 1583 動産 有形要素 林業関連用具 キリントビ先　（刃） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1808 06 - 1584 動産 有形要素 林業関連用具 トビ先　（刃） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1809 06 - 1585 動産 有形要素 工業関連用具 コンパス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1810 06 - 1586 動産 有形要素 工業関連用具 銑（せん） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1811 06 - 1587 動産 有形要素 工業関連用具 銑の刃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1812 06 - 1588 動産 有形要素 工業関連用具 銑（せん） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1813 06 - 1589 動産 有形要素 工業関連用具 銑の刃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1814 06 - 1590 動産 有形要素 工業関連用具 銑（せん） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1815 06 - 1591 動産 有形要素 工業関連用具 外丸鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1816 06 - 1592 動産 有形要素 工業関連用具 平鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1817 06 - 1593 動産 有形要素 工業関連用具 平鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1818 06 - 1594 動産 有形要素 工業関連用具 外丸鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1819 06 - 1595 動産 有形要素 工業関連用具 銑（せん） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1820 06 - 1596 動産 有形要素 工業関連用具 銑（せん） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1821 06 - 1597 動産 有形要素 工業関連用具 かぶら銑 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1822 06 - 1598 動産 有形要素 工業関連用具 かぶら銑 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1823 06 - 1599 動産 有形要素 工業関連用具 三本錐（さんぼんきり）（鼠歯錐）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1824 06 - 1600 動産 有形要素 工業関連用具 三本錐（さんぼんきり） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1825 06 - 1601 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1826 06 - 1602 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1827 06 - 1603 動産 有形要素 工業関連用具 錐（きり） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1828 06 - 1604 動産 有形要素 工業関連用具 錐（きり） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1829 06 - 1605 動産 有形要素 工業関連用具 小割り鉈（こわりなた） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1830 06 - 1606 動産 有形要素 工業関連用具 焼印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1831 06 - 1607 動産 有形要素 工業関連用具 槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1832 06 - 1608 動産 有形要素 工業関連用具 たがね（鏨） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1833 06 - 1609 動産 有形要素 工業関連用具 鏨 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1834 06 - 1610 動産 有形要素 工業関連用具 カスガイ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1835 06 - 1611 動産 有形要素 工業関連用具 丸のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1836 06 - 1612 動産 有形要素 工業関連用具 丸のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1837 06 - 1613 動産 有形要素 工業関連用具 丸のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1838 06 - 1614 動産 有形要素 工業関連用具 土蔵のカギ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1839 06 - 1615 動産 有形要素 工業関連用具 こて 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1840 06 - 1616 動産 有形要素 工業関連用具 ヤスリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1841 06 - 1617 動産 有形要素 工業関連用具 木型 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1842 06 - 1618 動産 有形要素 工業関連用具 セン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1843 06 - 1619 動産 有形要素 工業関連用具 ふいご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1844 06 - 1620 動産 有形要素 工業関連用具 ふいご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1845 06 - 1621 動産 有形要素 工業関連用具 墨壷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1846 06 - 1622 動産 有形要素 工業関連用具 のこ柄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1847 06 - 1623 動産 有形要素 工業関連用具 道具箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1848 06 - 1624 動産 有形要素 工業関連用具 糸まき（糸車） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1849 06 - 1625 動産 有形要素 工業関連用具 糸まき 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1850 06 - 1626 動産 有形要素 工業関連用具 金槌（トンカチ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1851 06 - 1627 動産 有形要素 工業関連用具 道具箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1852 06 - 1628 動産 有形要素 工業関連用具 鶴嘴（つるはし）（片鶴） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1853 06 - 1629 動産 有形要素 工業関連用具 かなづち（げんのう、とんかち）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1854 06 - 1630 動産 有形要素 工業関連用具 かなづち　　小（げんのう、とんかち）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1855 06 - 1631 動産 有形要素 工業関連用具 切り出し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1856 06 - 1632 動産 有形要素 工業関連用具 棒ヤスリ　（平型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1857 06 - 1633 動産 有形要素 工業関連用具 棒ヤスリ　（丸型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1858 06 - 1634 動産 有形要素 工業関連用具 棒ヤスリ　（丸型） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1859 06 - 1635 動産 有形要素 工業関連用具 ドライバー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1860 06 - 1636 動産 有形要素 工業関連用具 ペンチ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1861 06 - 1637 動産 有形要素 工業関連用具 ペンチ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1862 06 - 1638 動産 有形要素 工業関連用具 キリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1863 06 - 1639 動産 有形要素 工業関連用具 カナバサミ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1864 06 - 1640 動産 有形要素 工業関連用具 丸ノミ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1865 06 - 1641 動産 有形要素 工業関連用具 内丸鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1866 06 - 1642 動産 有形要素 工業関連用具 そり台かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1867 06 - 1643 動産 有形要素 工業関連用具 そと丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1868 06 - 1644 動産 有形要素 工業関連用具 かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1869 06 - 1645 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1870 06 - 1646 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1871 06 - 1647 動産 有形要素 工業関連用具 手付きうち丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1872 06 - 1648 動産 有形要素 工業関連用具 手付き鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1873 06 - 1649 動産 有形要素 工業関連用具 レンチ（パイプレンチ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1874 06 - 1650 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ　（溝用？） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1875 06 - 1651 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ　（溝用小？） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1876 06 - 1652 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ　（縁用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1877 06 - 1653 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1878 06 - 1654 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1879 06 - 1655 動産 有形要素 工業関連用具 左官ゴテ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1880 06 - 1656 動産 有形要素 工業関連用具 滑り止め金具？ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1881 06 - 1657 動産 有形要素 工業関連用具 流送鐶（チンチョ鐶） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1882 06 - 1658 動産 有形要素 工業関連用具 金ぐい　（杭）　？（舟ぐい） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1883 06 - 1659 動産 有形要素 工業関連用具 すくい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1884 06 - 1660 動産 有形要素 工業関連用具 トビ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1885 06 - 1661 動産 有形要素 工業関連用具 スプリング付金具 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1886 06 - 1662 動産 有形要素 工業関連用具 カナバサミ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1887 06 - 1663 動産 有形要素 工業関連用具 内丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1888 06 - 1664 動産 有形要素 工業関連用具 内丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1889 06 - 1665 動産 有形要素 工業関連用具 内丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1890 06 - 1666 動産 有形要素 工業関連用具 内丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1891 06 - 1667 動産 有形要素 工業関連用具 内丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1892 06 - 1668 動産 有形要素 工業関連用具 そり台かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1893 06 - 1669 動産 有形要素 工業関連用具 外丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1894 06 - 1670 動産 有形要素 工業関連用具 外丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1895 06 - 1671 動産 有形要素 工業関連用具 外丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1896 06 - 1672 動産 有形要素 工業関連用具 外丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1897 06 - 1673 動産 有形要素 工業関連用具 外丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1898 06 - 1674 動産 有形要素 工業関連用具 かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1899 06 - 1675 動産 有形要素 工業関連用具 手付き内丸かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1900 06 - 1676 動産 有形要素 工業関連用具 紡毛機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1901 06 - 1677 動産 有形要素 工業関連用具 たたきのみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1902 06 - 1678 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリかんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1903 06 - 1679 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1904 06 - 1680 動産 有形要素 工業関連用具 三本きり（錐） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1905 06 - 1681 動産 有形要素 工業関連用具 三本きり（錐） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1906 06 - 1682 動産 有形要素 工業関連用具 三本きり（錐） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1907 06 - 1683 動産 有形要素 工業関連用具 道具箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1908 06 - 1684 動産 有形要素 工業関連用具 ふいご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1909 06 - 1685 動産 有形要素 工業関連用具 木槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1910 06 - 1686 動産 有形要素 工業関連用具 カケヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1911 06 - 1687 動産 有形要素 工業関連用具 槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1912 06 - 1688 動産 有形要素 工業関連用具 紡毛機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1913 06 - 1689 動産 有形要素 工業関連用具 キリ（ボールトキリ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1914 06 - 1690 動産 有形要素 工業関連用具 キリ（ボールトキリ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1915 06 - 1691 動産 有形要素 工業関連用具 穴あけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1916 06 - 1692 動産 有形要素 工業関連用具 穴あけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1917 06 - 1693 動産 有形要素 工業関連用具 穴あけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1918 06 - 1694 動産 有形要素 工業関連用具 せん（銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1919 06 - 1695 動産 有形要素 工業関連用具 せん（銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1920 06 - 1696 動産 有形要素 工業関連用具 せん（銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1921 06 - 1697 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1922 06 - 1698 動産 有形要素 工業関連用具 トビ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1923 06 - 1699 動産 有形要素 工業関連用具 スコップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1924 06 - 1700 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1925 06 - 1701 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1926 06 - 1702 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1927 06 - 1703 動産 有形要素 工業関連用具 せん（銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1928 06 - 1704 動産 有形要素 工業関連用具 せん（銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1929 06 - 1705 動産 有形要素 工業関連用具 せん（銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1930 06 - 1706 動産 有形要素 工業関連用具 道具箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1931 06 - 1707 動産 有形要素 工業関連用具 はし（箸） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1932 06 - 1708 動産 有形要素 工業関連用具 スパナ（両口スパナ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1933 06 - 1709 動産 有形要素 工業関連用具 金づち（トンカチ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1934 06 - 1710 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1935 06 - 1711 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1936 06 - 1712 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1937 06 - 1713 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1938 06 - 1714 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1939 06 - 1715 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1940 06 - 1716 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1941 06 - 1717 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1942 06 - 1718 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1943 06 - 1719 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1944 06 - 1720 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1945 06 - 1721 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1946 06 - 1722 動産 有形要素 工業関連用具 金づち（つるはし） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1947 06 - 1723 動産 有形要素 工業関連用具 焼印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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1948 06 - 1724 動産 有形要素 工業関連用具 のみ　（叩きのみ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1949 06 - 1725 動産 有形要素 工業関連用具 火ばさみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1950 06 - 1726 動産 有形要素 工業関連用具 のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1951 06 - 1727 動産 有形要素 工業関連用具 手鉤　（てかぎ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1952 06 - 1728 動産 有形要素 工業関連用具 たがね 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1953 06 - 1729 動産 有形要素 工業関連用具 壁ぬりナイフ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1954 06 - 1730 動産 有形要素 工業関連用具 くさび 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1955 06 - 1731 動産 有形要素 工業関連用具 バリ　（大工用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1956 06 - 1732 動産 有形要素 工業関連用具 鍛冶屋工具 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1957 06 - 1733 動産 有形要素 工業関連用具 鍛冶屋工具 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1958 06 - 1734 動産 有形要素 工業関連用具 バール（バリ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1959 06 - 1735 動産 有形要素 工業関連用具 木槌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1960 06 - 1736 動産 有形要素 工業関連用具 叩きのみ　（平のみ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1961 06 - 1737 動産 有形要素 工業関連用具 叩きのみ　（丸のみ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1962 06 - 1738 動産 有形要素 工業関連用具 木づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1963 06 - 1739 動産 有形要素 工業関連用具 工具一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1964 06 - 1740 動産 有形要素 工業関連用具 小割りなた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1965 06 - 1741 動産 有形要素 工業関連用具 糸のこ（弓のこ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1966 06 - 1742 動産 有形要素 工業関連用具 のこ　（中） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1967 06 - 1743 動産 有形要素 工業関連用具 丸のみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1968 06 - 1744 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリかんな 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1969 06 - 1745 動産 有形要素 工業関連用具 かすがい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1970 06 - 1746 動産 有形要素 工業関連用具 やすり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1971 06 - 1747 動産 有形要素 工業関連用具 カギ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1972 06 - 1748 動産 有形要素 工業関連用具 銑　（かぶら銑） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1973 06 - 1749 動産 有形要素 工業関連用具 銑 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1974 06 - 1750 動産 有形要素 工業関連用具 銑 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1975 06 - 1751 動産 有形要素 工業関連用具 小刀のさや 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1976 06 - 1752 動産 有形要素 工業関連用具 カンナ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1977 06 - 1753 動産 有形要素 工業関連用具 木づち（かけや） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1978 06 - 1754 動産 有形要素 工業関連用具 カンナ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1979 06 - 1755 動産 有形要素 工業関連用具 くぎぬき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1980 06 - 1756 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1981 06 - 1757 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1982 06 - 1758 動産 有形要素 工業関連用具 タタキノミ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1983 06 - 1759 動産 有形要素 工業関連用具 ふたば定規 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1984 06 - 1760 動産 有形要素 工業関連用具 ヤリ鉋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1985 06 - 1761 動産 有形要素 工業関連用具 たたきのみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1986 06 - 1762 動産 有形要素 工業関連用具 くぎぬき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1987 06 - 1763 動産 有形要素 工業関連用具 マサ打用金づち 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1988 06 - 1764 動産 有形要素 工業関連用具 くぎぬき（バール、かじや） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1989 06 - 1765 動産 有形要素 工業関連用具 手オノ（きりよき（切斧）） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1990 06 - 1766 動産 有形要素 工業関連用具 金づち 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
1991 06 - 1767 動産 有形要素 工業関連用具 手のこ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1992 06 - 1768 動産 有形要素 工業関連用具 工具箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
1993 06 - 1769 動産 有形要素 工業関連用具 しゃくり鉋（かんな） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1994 06 - 1770 動産 有形要素 工業関連用具 しゃくり鉋（かんな） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1995 06 - 1771 動産 有形要素 工業関連用具 かんな（鉋） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1996 06 - 1772 動産 有形要素 工業関連用具 そり台鉋（かんな） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1997 06 - 1773 動産 有形要素 工業関連用具 かんな（鉋）の台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1998 06 - 1774 動産 有形要素 工業関連用具 かんな（鉋）の刃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
1999 06 - 1775 動産 有形要素 工業関連用具 突きのみ（平のみ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2000 06 - 1776 動産 有形要素 工業関連用具 ヤスリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2001 06 - 1777 動産 有形要素 工業関連用具 釘ぬき（エンマ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2002 06 - 1778 動産 有形要素 工業関連用具 かすがい 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2003 06 - 1779 動産 有形要素 工業関連用具 ボールト錐（きり） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2004 06 - 1780 動産 有形要素 工業関連用具 ナタの刃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2005 06 - 1781 動産 有形要素 工業関連用具 ナイフ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2006 06 - 1782 動産 有形要素 工業関連用具 小刀のサヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2007 06 - 1783 動産 有形要素 工業関連用具 刃物のサヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2008 06 - 1784 動産 有形要素 工業関連用具 デバイダ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2009 06 - 1785 動産 有形要素 工業関連用具 柄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2010 06 - 1786 動産 有形要素 工業関連用具 金曲尺　（かなさし） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2011 06 - 1787 動産 有形要素 工業関連用具 ノコの柄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2012 06 - 1788 動産 有形要素 工業関連用具 ふたば定規 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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2013 06 - 1789 動産 有形要素 工業関連用具 ナタ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2014 06 - 1790 動産 有形要素 工業関連用具 反台鉋　（そりだいかんな）　　小開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2015 06 - 1791 動産 有形要素 工業関連用具 金曲尺 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2016 06 - 1792 動産 有形要素 工業関連用具 ナタのサヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2017 06 - 1793 動産 有形要素 工業関連用具 サヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2018 06 - 1794 動産 有形要素 工業関連用具 こくいん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2019 06 - 1795 動産 有形要素 工業関連用具 穴あけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2020 06 - 1796 動産 有形要素 工業関連用具 小刃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2021 06 - 1797 動産 有形要素 工業関連用具 たたきのみ　（大） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2022 06 - 1798 動産 有形要素 工業関連用具 たたきのみ　（中） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2023 06 - 1799 動産 有形要素 工業関連用具 突きのみ　（中） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2024 06 - 1800 動産 有形要素 工業関連用具 突きのみ　（小） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2025 06 - 1801 動産 有形要素 工業関連用具 工具一式 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2026 06 - 1802 動産 有形要素 工業関連用具 ナタのサヤ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2027 06 - 1803 動産 有形要素 商業関連用具 背負いつづら 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2028 06 - 1804 動産 有形要素 商業関連用具 メダル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2029 06 - 1805 動産 有形要素 商業関連用具 半纏 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2030 06 - 1806 動産 有形要素 商業関連用具 そろばん(5つ玉） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2031 06 - 1807 動産 有形要素 商業関連用具 そろばん(5つ玉） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2032 06 - 1808 動産 有形要素 商業関連用具 そろばん(5つ玉） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2033 06 - 1809 動産 有形要素 商業関連用具 そろばん(5つ玉） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2034 06 - 1810 動産 有形要素 商業関連用具 木印 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2035 06 - 1811 動産 有形要素 商業関連用具 一升ます（弦掛枡） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2036 06 - 1812 動産 有形要素 商業関連用具 一斗マス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2037 06 - 1813 動産 有形要素 商業関連用具 スタンプ台（ポンポン台） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2038 06 - 1814 動産 有形要素 商業関連用具 ポンポン（極印） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2039 06 - 1815 動産 有形要素 商業関連用具 針刺し（針山） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2040 06 - 1816 動産 有形要素 商業関連用具 赤十字正社員標札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2041 06 - 1817 動産 有形要素 商業関連用具 店印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2042 06 - 1818 動産 有形要素 商業関連用具 寿都太物商組合印章 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2043 06 - 1819 動産 有形要素 商業関連用具 領収書之章(印） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2044 06 - 1820 動産 有形要素 商業関連用具 店印（丸） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2045 06 - 1821 動産 有形要素 商業関連用具 店名ゴム印（縦） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2046 06 - 1822 動産 有形要素 商業関連用具 店名ゴム印（縦） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2047 06 - 1823 動産 有形要素 商業関連用具 店名ゴム印（縦） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2048 06 - 1824 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2049 06 - 1825 動産 有形要素 商業関連用具 灰皿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2050 06 - 1826 動産 有形要素 商業関連用具 値付札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2051 06 - 1827 動産 有形要素 商業関連用具 値付札（ひも付き） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2052 06 - 1828 動産 有形要素 商業関連用具 値付張札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2053 06 - 1829 動産 有形要素 商業関連用具 道具箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2054 06 - 1830 動産 有形要素 商業関連用具 皿秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2055 06 - 1831 動産 有形要素 商業関連用具 竿秤（棒秤） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2056 06 - 1832 動産 有形要素 商業関連用具 のれん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2057 06 - 1833 動産 有形要素 商業関連用具 のれん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2058 06 - 1834 動産 有形要素 商業関連用具 酒樽看板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2059 06 - 1835 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2060 06 - 1836 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2061 06 - 1837 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2062 06 - 1838 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2063 06 - 1839 動産 有形要素 商業関連用具 棹秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2064 06 - 1840 動産 有形要素 商業関連用具 棹秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2065 06 - 1841 動産 有形要素 商業関連用具 棹秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2066 06 - 1842 動産 有形要素 商業関連用具 棹秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2067 06 - 1843 動産 有形要素 商業関連用具 箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2068 06 - 1844 動産 有形要素 商業関連用具 そり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2069 06 - 1845 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印（箱入り） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2070 06 - 1846 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2071 06 - 1847 動産 有形要素 商業関連用具 回転印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2072 06 - 1848 動産 有形要素 商業関連用具 バッチ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2073 06 - 1849 動産 有形要素 商業関連用具 クリップ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2074 06 - 1850 動産 有形要素 商業関連用具 石板（大） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2075 06 - 1851 動産 有形要素 商業関連用具 石板（小） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2076 06 - 1852 動産 有形要素 商業関連用具 煙草パッケージ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2077 06 - 1853 動産 有形要素 商業関連用具 紙箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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2078 06 - 1854 動産 有形要素 商業関連用具 紙箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2079 06 - 1855 動産 有形要素 商業関連用具 台帳用紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2080 06 - 1856 動産 有形要素 商業関連用具 集金帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2081 06 - 1857 動産 有形要素 商業関連用具 集金帳　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2082 06 - 1858 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出納帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2083 06 - 1859 動産 有形要素 商業関連用具 煙草買受取販売簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2084 06 - 1860 動産 有形要素 商業関連用具 貸付帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2085 06 - 1861 動産 有形要素 商業関連用具 貸付帳綴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2086 06 - 1862 動産 有形要素 商業関連用具 貸付帳綴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2087 06 - 1863 動産 有形要素 商業関連用具 貸付帳綴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2088 06 - 1864 動産 有形要素 商業関連用具 手帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2089 06 - 1865 動産 有形要素 商業関連用具 カタログ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2090 06 - 1866 動産 有形要素 商業関連用具 パンフレット 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2091 06 - 1867 動産 有形要素 商業関連用具 パンフレット 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2092 06 - 1868 動産 有形要素 商業関連用具 カタログ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2093 06 - 1869 動産 有形要素 商業関連用具 寸法帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2094 06 - 1870 動産 有形要素 商業関連用具 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2095 06 - 1871 動産 有形要素 商業関連用具 仕切複写簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2096 06 - 1872 動産 有形要素 商業関連用具 仕切複写簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2097 06 - 1873 動産 有形要素 商業関連用具 印画紙の袋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2098 06 - 1874 動産 有形要素 商業関連用具 保険金出入帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2099 06 - 1875 動産 有形要素 商業関連用具 伝票入れ箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2100 06 - 1876 動産 有形要素 商業関連用具 現金帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2101 06 - 1877 動産 有形要素 商業関連用具 金貸帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2102 06 - 1878 動産 有形要素 商業関連用具 金貸帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2103 06 - 1879 動産 有形要素 商業関連用具 銀行倉庫●笧簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2104 06 - 1880 動産 有形要素 商業関連用具 地価記録帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2105 06 - 1881 動産 有形要素 商業関連用具 金貸台帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2106 06 - 1882 動産 有形要素 商業関連用具 金圓貸付帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2107 06 - 1883 動産 有形要素 商業関連用具 賣物帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2108 06 - 1884 動産 有形要素 商業関連用具 賣物帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2109 06 - 1885 動産 有形要素 商業関連用具 金銭判取帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2110 06 - 1886 動産 有形要素 商業関連用具 買物帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2111 06 - 1887 動産 有形要素 商業関連用具 各国注文帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2112 06 - 1888 動産 有形要素 商業関連用具 棚卸帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2113 06 - 1889 動産 有形要素 商業関連用具 奉公人簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2114 06 - 1890 動産 有形要素 商業関連用具 現金帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2115 06 - 1891 動産 有形要素 商業関連用具 仕切帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2116 06 - 1892 動産 有形要素 商業関連用具 荷報告 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2117 06 - 1893 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出入帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2118 06 - 1894 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出納帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2119 06 - 1895 動産 有形要素 商業関連用具 當座帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2120 06 - 1896 動産 有形要素 商業関連用具 壹ヶ年計算帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2121 06 - 1897 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出納簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2122 06 - 1898 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出納簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2123 06 - 1899 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出納簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2124 06 - 1900 動産 有形要素 商業関連用具 仕切帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2125 06 - 1901 動産 有形要素 商業関連用具 小包発着簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2126 06 - 1902 動産 有形要素 商業関連用具 仕切帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2127 06 - 1903 動産 有形要素 商業関連用具 仕切帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2128 06 - 1904 動産 有形要素 商業関連用具 金銭出納帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2129 06 - 1905 動産 有形要素 商業関連用具 当座帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2130 06 - 1906 動産 有形要素 商業関連用具 原簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2131 06 - 1907 動産 有形要素 商業関連用具 元帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2132 06 - 1908 動産 有形要素 商業関連用具 出入日誌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2133 06 - 1909 動産 有形要素 商業関連用具 元帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2134 06 - 1910 動産 有形要素 商業関連用具 棚調帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2135 06 - 1911 動産 有形要素 商業関連用具 各国注文帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2136 06 - 1912 動産 有形要素 商業関連用具 仕切帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2137 06 - 1913 動産 有形要素 商業関連用具 荷報告 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2138 06 - 1914 動産 有形要素 商業関連用具 棚調帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2139 06 - 1915 動産 有形要素 商業関連用具 広告用札 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2140 06 - 1916 動産 有形要素 商業関連用具 布地見本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2141 06 - 1917 動産 有形要素 商業関連用具 毛糸　縫糸　組合書類 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2142 06 - 1918 動産 有形要素 商業関連用具 貸金帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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2143 06 - 1919 動産 有形要素 商業関連用具 煙草買受票 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2144 06 - 1920 動産 有形要素 商業関連用具 仕揚帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2145 06 - 1921 動産 有形要素 商業関連用具 貸方入金帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2146 06 - 1922 動産 有形要素 商業関連用具 当座勘定入金票 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2147 06 - 1923 動産 有形要素 商業関連用具 綿縫糸消費割当票引渡書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2148 06 - 1924 動産 有形要素 商業関連用具 綿製品配給者名簿集金簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2149 06 - 1925 動産 有形要素 商業関連用具 財産台帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2150 06 - 1926 動産 有形要素 商業関連用具 金円貸付帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2151 06 - 1927 動産 有形要素 商業関連用具 當座帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2152 06 - 1928 動産 有形要素 商業関連用具 書類綴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2153 06 - 1929 動産 有形要素 商業関連用具 水引 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2154 06 - 1930 動産 有形要素 商業関連用具 のし紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2155 06 - 1931 動産 有形要素 商業関連用具 メモ帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2156 06 - 1932 動産 有形要素 商業関連用具 家政帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2157 06 - 1933 動産 有形要素 商業関連用具 諸願届綴 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2158 06 - 1934 動産 有形要素 商業関連用具 売揚帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2159 06 - 1935 動産 有形要素 商業関連用具 三府金銭判取帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2160 06 - 1936 動産 有形要素 商業関連用具 そろばん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2161 06 - 1937 動産 有形要素 商業関連用具 回転印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2162 06 - 1938 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2163 06 - 1939 動産 有形要素 商業関連用具 店名印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2164 06 - 1940 動産 有形要素 商業関連用具 領収印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2165 06 - 1941 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2166 06 - 1942 動産 有形要素 商業関連用具 寿都郵便局長の印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2167 06 - 1943 動産 有形要素 商業関連用具 ゴム印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2168 06 - 1944 動産 有形要素 商業関連用具 丸印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2169 06 - 1945 動産 有形要素 商業関連用具 印箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2170 06 - 1946 動産 有形要素 商業関連用具 糸通し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2171 06 - 1947 動産 有形要素 商業関連用具 箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2172 06 - 1948 動産 有形要素 商業関連用具 暗箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2173 06 - 1949 動産 有形要素 商業関連用具 レジスター 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2174 06 - 1950 動産 有形要素 商業関連用具 写真館の椅子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2175 06 - 1951 動産 有形要素 商業関連用具 当座帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2176 06 - 1952 動産 有形要素 商業関連用具 煙草販売高報告書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2177 06 - 1953 動産 有形要素 商業関連用具 煙草注文書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2178 06 - 1954 動産 有形要素 商業関連用具 煙草納品書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2179 06 - 1955 動産 有形要素 商業関連用具 酒類売上帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2180 06 - 1956 動産 有形要素 商業関連用具 暗箱 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2181 06 - 1957 動産 有形要素 商業関連用具 暗箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2182 06 - 1958 動産 有形要素 商業関連用具 カメラバック（フィルムバック）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2183 06 - 1959 動産 有形要素 商業関連用具 シャッター 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2184 06 - 1960 動産 有形要素 商業関連用具 大型カメラ ジャバラ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2185 06 - 1961 動産 有形要素 商業関連用具 フイルムケース 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2186 06 - 1962 動産 有形要素 商業関連用具 エアーレリーズ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2187 06 - 1963 動産 有形要素 商業関連用具 台秤（分銅式台秤） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2188 06 - 1964 動産 有形要素 商業関連用具 棒秤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2189 06 - 1965 動産 有形要素 商業関連用具 写真乾燥機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2190 06 - 1966 動産 有形要素 商業関連用具 明治22年　農商務通信表（諸調表）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2191 06 - 1967 動産 有形要素 商業関連用具 明治42年　諸報告表綴り　歌棄村役場開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2192 06 - 1968 動産 有形要素 商業関連用具 諸調表　明治23年 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2193 06 - 1969 動産 有形要素 商業関連用具 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2194 06 - 1970 動産 有形要素 商業関連用具 昭和５年　漁夫名簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2195 06 - 1971 動産 有形要素 商業関連用具 昭和6年度　漁夫名簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2196 06 - 1972 動産 有形要素 商業関連用具 昭和8年度　漁夫給金調 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2197 06 - 1973 動産 有形要素 商業関連用具 昭和7年度　漁夫人名簿 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2198 06 - 1974 動産 有形要素 商業関連用具 そろばん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2199 06 - 1975 動産 有形要素 商業関連用具 計算機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2200 06 - 1976 動産 有形要素 商業関連用具 金庫の扉 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2201 06 - 1977 動産 有形要素 商業関連用具 棒ばかり　（竿ばかり） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2202 06 - 1978 動産 有形要素 商業関連用具 棒ばかり 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2203 06 - 1979 動産 有形要素 商業関連用具 金庫 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2204 06 - 1980 動産 有形要素 商業関連用具 一脚（イーゼル） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2205 06 - 1981 動産 有形要素 商業関連用具 電気スタンド 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2206 06 - 1982 動産 有形要素 商業関連用具 ストロボ（フラッシュガン） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2207 06 - 1983 動産 有形要素 商業関連用具 フラッシュランプ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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2208 06 - 1984 動産 有形要素 商業関連用具 フラッシュライター 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2209 06 - 1985 動産 有形要素 商業関連用具 フイルムケース（ネガ入り）（４×５　フイルムケース）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2210 06 - 1986 動産 有形要素 商業関連用具 印画紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2211 06 - 1987 動産 有形要素 商業関連用具 メスシリンダー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2212 06 - 1988 動産 有形要素 商業関連用具 ストロボ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2213 06 - 1989 動産 有形要素 商業関連用具 シャッターレンズ枠（レンズシャッター）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2214 06 - 1990 動産 有形要素 商業関連用具 分銅（天秤用重り）（天秤用重り）開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2215 06 - 1991 動産 有形要素 商業関連用具 修正ナイフ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2216 06 - 1992 動産 有形要素 商業関連用具 ローラ（写真用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2217 06 - 1993 動産 有形要素 商業関連用具 展示箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2218 06 - 1994 動産 有形要素 商業関連用具 栓抜き 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2219 06 - 1995 動産 有形要素 商業関連用具 薬さじ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2220 06 - 1996 動産 有形要素 商業関連用具 ハケ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2221 06 - 1997 動産 有形要素 商業関連用具 大のれん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2222 06 - 1998 動産 有形要素 商業関連用具 フラッシュ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2223 06 - 1999 動産 有形要素 商業関連用具 フイルム現像用器　小（４×５フィルム現像バット（深型））開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2224 06 - 2000 動産 有形要素 商業関連用具 フイルム現像容器　大（５×７フィルム現像バット（深型））開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2225 06 - 2001 動産 有形要素 商業関連用具 大のれん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2226 06 - 2002 動産 有形要素 商業関連用具 イーゼルマスク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2227 06 - 2003 動産 有形要素 商業関連用具 棒計り（皿付き）（サオバカリ）開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2228 06 - 2004 動産 有形要素 商業関連用具 棒計り（皿付き） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2229 06 - 2005 動産 有形要素 商業関連用具 棒計り（皿付き）（分銅（サオ計り用））開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2230 06 - 2006 動産 有形要素 商業関連用具 重り（分銅） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2231 06 - 2007 動産 有形要素 商業関連用具 蔵用鍵（蔵カギ） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2232 06 - 2008 動産 有形要素 商業関連用具 蔵用鍵 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2233 06 - 2009 動産 有形要素 商業関連用具 棒計り（皿付き） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2234 06 - 2010 動産 有形要素 商業関連用具 重り（分銅） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2235 06 - 2011 動産 有形要素 商業関連用具 印 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2236 06 - 2012 動産 有形要素 酪農・畜産関連用具 蹄鉄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2237 06 - 2013 動産 有形要素 酪農・畜産関連用具 かいば桶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2238 06 - 2014 動産 有形要素 酪農・畜産関連用具 集乳缶 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2239 06 - 2015 動産 有形要素 生活用品 インク入れ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2240 06 - 2016 動産 有形要素 生活用品 インク吸い取り器 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2241 06 - 2017 動産 有形要素 生活用品 すずり箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2242 06 - 2018 動産 有形要素 生活用品 すずり箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2243 06 - 2019 動産 有形要素 生活用品 コンパス 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2244 06 - 2020 動産 有形要素 生活用品 そろばん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2245 06 - 2021 動産 有形要素 生活用品 ペン立て 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2246 06 - 2022 動産 有形要素 文献・資料 偕書唐詩帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2247 06 - 2023 動産 有形要素 文献・資料 小学国文読本巻之七 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2248 06 - 2024 動産 有形要素 文献・資料 習字教本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2249 06 - 2025 動産 有形要素 文献・資料 現代中等書鑑中巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2250 06 - 2026 動産 有形要素 文献・資料 習字教本(手本） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2251 06 - 2027 動産 有形要素 文献・資料 日本歴史地図 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2252 06 - 2028 動産 有形要素 文献・資料 高等小学校修身書巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2253 06 - 2029 動産 有形要素 文献・資料 大正好国文読本巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2254 06 - 2030 動産 有形要素 文献・資料 最新漢文入門 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2255 06 - 2031 動産 有形要素 文献・資料 行成郷　倭漢朗詠集抄 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2256 06 - 2032 動産 有形要素 文献・資料 調和體日野の閑居 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2257 06 - 2033 動産 有形要素 生活用品 夏休み図工ブック 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2258 06 - 2034 動産 有形要素 生活用品 クレヨン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2259 06 - 2035 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学毛筆書帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2260 06 - 2036 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2261 06 - 2037 動産 有形要素 文献・資料 女子修身巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2262 06 - 2038 動産 有形要素 文献・資料 高等小学算術書　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2263 06 - 2039 動産 有形要素 文献・資料 唱歌帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2264 06 - 2040 動産 有形要素 文献・資料 普通読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2265 06 - 2041 動産 有形要素 文献・資料 普通読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2266 06 - 2042 動産 有形要素 文献・資料 普通読本三編下 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2267 06 - 2043 動産 有形要素 文献・資料 小学修身経 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2268 06 - 2044 動産 有形要素 文献・資料 女子国語読本　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2269 06 - 2045 動産 有形要素 文献・資料 世界美術全集 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2270 06 - 2046 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　尋常6年上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2271 06 - 2047 動産 有形要素 文献・資料 高等小学商業教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2272 06 - 2048 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学地理書巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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2273 06 - 2049 動産 有形要素 文献・資料 高等小学理科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2274 06 - 2050 動産 有形要素 文献・資料 小学　珠算書　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2275 06 - 2051 動産 有形要素 文献・資料 高等小学国史上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2276 06 - 2052 動産 有形要素 文献・資料 修身教科書巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2277 06 - 2053 動産 有形要素 文献・資料 高等女子読本巻七 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2278 06 - 2054 動産 有形要素 文献・資料 小学修身経巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2279 06 - 2055 動産 有形要素 文献・資料 普通読本三編上 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2280 06 - 2056 動産 有形要素 文献・資料 国語読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2281 06 - 2057 動産 有形要素 文献・資料 毛筆書帖（毛筆図帳） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2282 06 - 2058 動産 有形要素 文献・資料 高等小学図画 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2283 06 - 2059 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学唱歌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2284 06 - 2060 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2285 06 - 2061 動産 有形要素 文献・資料 高等女学校習学帖２ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2286 06 - 2062 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語書き方手本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2287 06 - 2063 動産 有形要素 文献・資料 算術書　高等小学 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2288 06 - 2064 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　高等一学年上巻開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2289 06 - 2065 動産 有形要素 文献・資料 簿記教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2290 06 - 2066 動産 有形要素 文献・資料 小学書き方手本　第三学年 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2291 06 - 2067 動産 有形要素 文献・資料 新研究による大全科全科五学年 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2292 06 - 2068 動産 有形要素 文献・資料 一番正しい学習参考書模範大全科開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2293 06 - 2069 動産 有形要素 文献・資料 模範大全科学習書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2294 06 - 2070 動産 有形要素 文献・資料 明治大帝 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2295 06 - 2071 動産 有形要素 文献・資料 学習ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2296 06 - 2072 動産 有形要素 文献・資料 新語新知織　常識辞典 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2297 06 - 2073 動産 有形要素 文献・資料 民法担保論 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2298 06 - 2074 動産 有形要素 文献・資料 英和豆辞典 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2299 06 - 2075 動産 有形要素 文献・資料 辞典 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2300 06 - 2076 動産 有形要素 文献・資料 中等教育　萬国地誌　全巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2301 06 - 2077 動産 有形要素 文献・資料 代数学神遺遺並びに復習 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2302 06 - 2078 動産 有形要素 文献・資料 高等女子読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2303 06 - 2079 動産 有形要素 文献・資料 高等女子読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2304 06 - 2080 動産 有形要素 文献・資料 日本女訓巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2305 06 - 2081 動産 有形要素 文献・資料 普通読本４編上 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2306 06 - 2082 動産 有形要素 文献・資料 日本女訓巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2307 06 - 2083 動産 有形要素 文献・資料 中等国文典上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2308 06 - 2084 動産 有形要素 文献・資料 高等女子読本巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2309 06 - 2085 動産 有形要素 文献・資料 女子書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2310 06 - 2086 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2311 06 - 2087 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2312 06 - 2088 動産 有形要素 文献・資料 作文帖　　（萬ひかへ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2313 06 - 2089 動産 有形要素 文献・資料 萬日記帖 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2314 06 - 2090 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2315 06 - 2091 動産 有形要素 文献・資料 女子教材外国小史附図東洋偏 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2316 06 - 2092 動産 有形要素 文献・資料 唱歌帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2317 06 - 2093 動産 有形要素 文献・資料 小学　改造世界地図　児童参考用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2318 06 - 2094 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2319 06 - 2095 動産 有形要素 文献・資料 中学教材　日本歴史地図　初期用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2320 06 - 2096 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2321 06 - 2097 動産 有形要素 文献・資料 第四学年　国語帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2322 06 - 2098 動産 有形要素 文献・資料 国語学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2323 06 - 2099 動産 有形要素 文献・資料 国語学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2324 06 - 2100 動産 有形要素 文献・資料 国語学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2325 06 - 2101 動産 有形要素 文献・資料 読方学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2326 06 - 2102 動産 有形要素 文献・資料 算数帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2327 06 - 2103 動産 有形要素 文献・資料 算数帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2328 06 - 2104 動産 有形要素 文献・資料 算数帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2329 06 - 2105 動産 有形要素 文献・資料 算数学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2330 06 - 2106 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2331 06 - 2107 動産 有形要素 文献・資料 標準文集　2年用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2332 06 - 2108 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学　修身書巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2333 06 - 2109 動産 有形要素 文献・資料 日本柔道教典第三部 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2334 06 - 2110 動産 有形要素 文献・資料 実業地理教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2335 06 - 2111 動産 有形要素 文献・資料 初等科　国語一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2336 06 - 2112 動産 有形要素 文献・資料 改訂　帝国剣道教本全 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2337 06 - 2113 動産 有形要素 文献・資料 新定実業　修身巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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2338 06 - 2114 動産 有形要素 文献・資料 初等科算数四 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2339 06 - 2115 動産 有形要素 文献・資料 初等科算数三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2340 06 - 2116 動産 有形要素 文献・資料 初等科理科 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2341 06 - 2117 動産 有形要素 文献・資料 初等科　算数五 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2342 06 - 2118 動産 有形要素 文献・資料 初等科　修身二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2343 06 - 2119 動産 有形要素 文献・資料 初等科　国語二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2344 06 - 2120 動産 有形要素 文献・資料 初等科　算数二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2345 06 - 2121 動産 有形要素 文献・資料 初等科　算数三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2346 06 - 2122 動産 有形要素 文献・資料 日本柔道教典　第一部 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2347 06 - 2123 動産 有形要素 文献・資料 実業学校　新東洋史 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2348 06 - 2124 動産 有形要素 文献・資料 算数学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2349 06 - 2125 動産 有形要素 文献・資料 北海道読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2350 06 - 2126 動産 有形要素 文献・資料 北海道読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2351 06 - 2127 動産 有形要素 文献・資料 新選　小学図画 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2352 06 - 2128 動産 有形要素 文献・資料 新選　小学図画 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2353 06 - 2129 動産 有形要素 文献・資料 新選　小学図画 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2354 06 - 2130 動産 有形要素 文献・資料 小学図画二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2355 06 - 2131 動産 有形要素 文献・資料 新選小学図画 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2356 06 - 2132 動産 有形要素 文献・資料 新選白地図　帝国の部 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2357 06 - 2133 動産 有形要素 文献・資料 小学書き方手本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2358 06 - 2134 動産 有形要素 文献・資料 国語書き方手本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2359 06 - 2135 動産 有形要素 文献・資料 実業学校算術教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2360 06 - 2136 動産 有形要素 文献・資料 うたの本　下 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2361 06 - 2137 動産 有形要素 文献・資料 てほん　下 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2362 06 - 2138 動産 有形要素 文献・資料 初等科習字二　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2363 06 - 2139 動産 有形要素 文献・資料 初等科図画二（男子用） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2364 06 - 2140 動産 有形要素 文献・資料 初等科図画一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2365 06 - 2141 動産 有形要素 文献・資料 うたのほん　下 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2366 06 - 2142 動産 有形要素 文献・資料 初等科習字三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2367 06 - 2143 動産 有形要素 文献・資料 初等科工作一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2368 06 - 2144 動産 有形要素 文献・資料 優等生の図画 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2369 06 - 2145 動産 有形要素 文献・資料 初等科工作三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2370 06 - 2146 動産 有形要素 文献・資料 計算五年生 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2371 06 - 2147 動産 有形要素 文献・資料 模範大全科 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2372 06 - 2148 動産 有形要素 文献・資料 模範大全科 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2373 06 - 2149 動産 有形要素 文献・資料 三術標準問題集 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2374 06 - 2150 動産 有形要素 文献・資料 新選　書翰文 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2375 06 - 2151 動産 有形要素 文献・資料 高等女子校用　修身教科書巻四 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2376 06 - 2152 動産 有形要素 文献・資料 高等日本修身書巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2377 06 - 2153 動産 有形要素 文献・資料 中等国語漢文読本巻五 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2378 06 - 2154 動産 有形要素 文献・資料 女子国語読本巻七 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2379 06 - 2155 動産 有形要素 文献・資料 色紙（紙工手） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2380 06 - 2156 動産 有形要素 文献・資料 中学校社会科地図 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2381 06 - 2157 動産 有形要素 文献・資料 高等小学校読本自習書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2382 06 - 2158 動産 有形要素 文献・資料 現代作文巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2383 06 - 2159 動産 有形要素 文献・資料 中等漢文入門 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2384 06 - 2160 動産 有形要素 文献・資料 日本外史新鈔 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2385 06 - 2161 動産 有形要素 文献・資料 中学　日本文法　第一学年用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2386 06 - 2162 動産 有形要素 文献・資料 勅諭写 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2387 06 - 2163 動産 有形要素 文献・資料 聖駕奉迎感想文集 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2388 06 - 2164 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2389 06 - 2165 動産 有形要素 文献・資料 高等小学日本歴史巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2390 06 - 2166 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2391 06 - 2167 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学　国語読本巻五 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2392 06 - 2168 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学地理附圖(図） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2393 06 - 2169 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2394 06 - 2170 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻１１ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2395 06 - 2171 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学郷土読本巻三第二版 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2396 06 - 2172 動産 有形要素 文献・資料 北海道国民理科学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2397 06 - 2173 動産 有形要素 文献・資料 北海道読本三年用下の巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2398 06 - 2174 動産 有形要素 文献・資料 初等科国語七 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2399 06 - 2175 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻十 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2400 06 - 2176 動産 有形要素 文献・資料 高等小学修身書巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2401 06 - 2177 動産 有形要素 文献・資料 女子算術教科書上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2402 06 - 2178 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学地理書巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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2403 06 - 2179 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学修身書巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2404 06 - 2180 動産 有形要素 文献・資料 高等小学日本歴史巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2405 06 - 2181 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻十 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2406 06 - 2182 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻四 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2407 06 - 2183 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻九 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2408 06 - 2184 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国史　下巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2409 06 - 2185 動産 有形要素 文献・資料 初等科図画三　男子用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2410 06 - 2186 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学理科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2411 06 - 2187 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻九 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2412 06 - 2188 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国史上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2413 06 - 2189 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術学習書　第6学年上巻開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2414 06 - 2190 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2415 06 - 2191 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻九 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2416 06 - 2192 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国史上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2417 06 - 2193 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2418 06 - 2194 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻九 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2419 06 - 2195 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学理科学習帳　尋常科第6学年用下開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2420 06 - 2196 動産 有形要素 文献・資料 尋常国語読本巻十 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2421 06 - 2197 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学修身書巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2422 06 - 2198 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学地理書巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2423 06 - 2199 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2424 06 - 2200 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学修身書巻四 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2425 06 - 2201 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学理科書　第五学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2426 06 - 2202 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学修身書巻五　児童用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2427 06 - 2203 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学修身書巻三　児童用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2428 06 - 2204 動産 有形要素 文献・資料 初等科理科 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2429 06 - 2205 動産 有形要素 文献・資料 初等科国語四 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2430 06 - 2206 動産 有形要素 文献・資料 初等科修身三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2431 06 - 2207 動産 有形要素 文献・資料 初等科修身二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2432 06 - 2208 動産 有形要素 文献・資料 地理科 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2433 06 - 2209 動産 有形要素 文献・資料 新體女子日本歴史第一学年用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2434 06 - 2210 動産 有形要素 文献・資料 女子理科動物学校教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2435 06 - 2211 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学郷土読本巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2436 06 - 2212 動産 有形要素 文献・資料 大正女子国文読本　修正版巻八 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2437 06 - 2213 動産 有形要素 文献・資料 大正女子国文読本巻五 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2438 06 - 2214 動産 有形要素 文献・資料 大正女子国文読本　修正版巻７ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2439 06 - 2215 動産 有形要素 文献・資料 高等小学理科家事教科書　第一学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2440 06 - 2216 動産 有形要素 文献・資料 高等小学地理書巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2441 06 - 2217 動産 有形要素 文献・資料 高等小学理科書　第二学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2442 06 - 2218 動産 有形要素 文献・資料 高等小学国史上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2443 06 - 2219 動産 有形要素 文献・資料 高等小学地理附図 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2444 06 - 2220 動産 有形要素 文献・資料 高等小学修身書巻二　女生用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2445 06 - 2221 動産 有形要素 文献・資料 高等小学理科書　第一学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2446 06 - 2222 動産 有形要素 文献・資料 高等小学地理書巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2447 06 - 2223 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本巻一女子用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2448 06 - 2224 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語書キ方手本　第三学年用下開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2449 06 - 2225 動産 有形要素 文献・資料 高等小学書キ方手本女子用第一学年下2種開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2450 06 - 2226 動産 有形要素 文献・資料 高等小学書キ方手本　女子用第二学年下開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2451 06 - 2227 動産 有形要素 文献・資料 高等小学書キ方手本　女子用第一学年上　乙種開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2452 06 - 2228 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書　第五学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2453 06 - 2229 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書第二学年児童用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2454 06 - 2230 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学三術書第4学年児童用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2455 06 - 2231 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書　第五学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2456 06 - 2232 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書　第六学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2457 06 - 2233 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書　第六学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2458 06 - 2234 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学算術書　第三学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2459 06 - 2235 動産 有形要素 文献・資料 高等小学算術書　第二学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2460 06 - 2236 動産 有形要素 文献・資料 木山の模範地理 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2461 06 - 2237 動産 有形要素 文献・資料 国史ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2462 06 - 2238 動産 有形要素 文献・資料 国語練習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2463 06 - 2239 動産 有形要素 文献・資料 全科三学年　学習指導　後期用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2464 06 - 2240 動産 有形要素 文献・資料 新制女子国語読本　修正版巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2465 06 - 2241 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学全科学習帳　第４学年全期用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2466 06 - 2242 動産 有形要素 文献・資料 ウタノホン上 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2467 06 - 2243 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学毛筆書帳　第三学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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2468 06 - 2244 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2469 06 - 2245 動産 有形要素 文献・資料 宿題帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2470 06 - 2246 動産 有形要素 文献・資料 ノート　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2471 06 - 2247 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2472 06 - 2248 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2473 06 - 2249 動産 有形要素 文献・資料 夏期練習帳　尋常小学第三学年 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2474 06 - 2250 動産 有形要素 文献・資料 綴方学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2475 06 - 2251 動産 有形要素 文献・資料 理科 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2476 06 - 2252 動産 有形要素 文献・資料 方眼ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2477 06 - 2253 動産 有形要素 文献・資料 習字手本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2478 06 - 2254 動産 有形要素 文献・資料 地図書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2479 06 - 2255 動産 有形要素 文献・資料 修練箋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2480 06 - 2256 動産 有形要素 文献・資料 習字 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2481 06 - 2257 動産 有形要素 文献・資料 定規 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2482 06 - 2258 動産 有形要素 文献・資料 新中等　日本地理 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2483 06 - 2259 動産 有形要素 文献・資料 政新女子音楽 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2484 06 - 2260 動産 有形要素 文献・資料 数学３ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2485 06 - 2261 動産 有形要素 文献・資料 改訂　新女子国分　４年制巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2486 06 - 2262 動産 有形要素 文献・資料 ノート　 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2487 06 - 2263 動産 有形要素 文献・資料 教材　遊戯と唱歌 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2488 06 - 2264 動産 有形要素 文献・資料 国民舞踊 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2489 06 - 2265 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2490 06 - 2266 動産 有形要素 文献・資料 邦文日本外史 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2491 06 - 2267 動産 有形要素 文献・資料 新制習字教範上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2492 06 - 2268 動産 有形要素 文献・資料 新制国語読本巻五 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2493 06 - 2269 動産 有形要素 文献・資料 小学国語読本巻１２　尋常科用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2494 06 - 2270 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学校修身書巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2495 06 - 2271 動産 有形要素 文献・資料 佛教読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2496 06 - 2272 動産 有形要素 文献・資料 普光観智国師 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2497 06 - 2273 動産 有形要素 文献・資料 昭和中学修身書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2498 06 - 2274 動産 有形要素 文献・資料 新制国語読本巻四 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2499 06 - 2275 動産 有形要素 文献・資料 小学国語読本巻12　尋常科用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2500 06 - 2276 動産 有形要素 文献・資料 新編国分読本改制版巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2501 06 - 2277 動産 有形要素 文献・資料 高等小学算術書　第二学年教師用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2502 06 - 2278 動産 有形要素 文献・資料 高等小学国史　下巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2503 06 - 2279 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　尋常3年上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2504 06 - 2280 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　尋常五年下巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2505 06 - 2281 動産 有形要素 文献・資料 社会科１８　個人と集団生活 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2506 06 - 2282 動産 有形要素 文献・資料 高等小学国史　下巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2507 06 - 2283 動産 有形要素 文献・資料 高等小学地理書　巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2508 06 - 2284 動産 有形要素 文献・資料 帝国中学修身書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2509 06 - 2285 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　尋常5年上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2510 06 - 2286 動産 有形要素 文献・資料 数学　中学校用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2511 06 - 2287 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国史　上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2512 06 - 2288 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　尋常六年　下巻開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2513 06 - 2289 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学郷土読本　巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2514 06 - 2290 動産 有形要素 文献・資料 皇国中学修身書　巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2515 06 - 2291 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学読本　尋常六年上巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2516 06 - 2292 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学理科学習帳　尋常科第六学年用上開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2517 06 - 2293 動産 有形要素 文献・資料 皇国中学修身書　巻三 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2518 06 - 2294 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国史絵図　下巻 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2519 06 - 2295 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本　巻四　女子用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2520 06 - 2296 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2521 06 - 2297 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本　巻二 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2522 06 - 2298 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学地理書　巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2523 06 - 2299 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学理科学習帳　尋常科第6学年用下開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2524 06 - 2300 動産 有形要素 文献・資料 高等小学理科書　第一学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2525 06 - 2301 動産 有形要素 文献・資料 高等小学読本　巻一　女子用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2526 06 - 2302 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学国語読本　巻六 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2527 06 - 2303 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学理科学習帳　尋常科第5学年用下開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2528 06 - 2304 動産 有形要素 文献・資料 小学国語読本　尋常科用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2529 06 - 2305 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学図画　第４学年児童用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2530 06 - 2306 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学新定図帳　第三学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2531 06 - 2307 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学地理書附図 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2532 06 - 2308 動産 有形要素 文献・資料 高等小学図画　第一学年女児用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
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2533 06 - 2309 動産 有形要素 文献・資料 高等小学図画　第一学年男児用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2534 06 - 2310 動産 有形要素 文献・資料 北海道小学郷土読本　巻五 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2535 06 - 2311 動産 有形要素 文献・資料 高等小学算術書　第二学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2536 06 - 2312 動産 有形要素 文献・資料 高等小学算術書　第三学年児童用開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2537 06 - 2313 動産 有形要素 文献・資料 ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ ＢＯＯＫ2開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2538 06 - 2314 動産 有形要素 文献・資料 ノート 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2539 06 - 2315 動産 有形要素 文献・資料 高等小学修身書巻一　児童用 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2540 06 - 2316 動産 有形要素 文献・資料 算盤 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2541 06 - 2317 動産 有形要素 文献・資料 尋常小学修身書巻一 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2542 06 - 2318 動産 有形要素 文献・資料 地球儀 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2543 06 - 2319 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2544 06 - 2320 動産 有形要素 文献・資料 教科書　純正女子国語読本 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2545 06 - 2321 動産 有形要素 文献・資料 教科書　新編女子科学 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2546 06 - 2322 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2547 06 - 2323 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2548 06 - 2324 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2549 06 - 2325 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2550 06 - 2326 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2551 06 - 2327 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2552 06 - 2328 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2553 06 - 2329 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2554 06 - 2330 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2555 06 - 2331 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2556 06 - 2332 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2557 06 - 2333 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2558 06 - 2334 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2559 06 - 2335 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2560 06 - 2336 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2561 06 - 2337 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2562 06 - 2338 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2563 06 - 2339 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2564 06 - 2340 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2565 06 - 2341 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2566 06 - 2342 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2567 06 - 2343 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2568 06 - 2344 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2569 06 - 2345 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2570 06 - 2346 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2571 06 - 2347 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2572 06 - 2348 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2573 06 - 2349 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2574 06 - 2350 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2575 06 - 2351 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2576 06 - 2352 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2577 06 - 2353 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2578 06 - 2354 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2579 06 - 2355 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2580 06 - 2356 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2581 06 - 2357 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2582 06 - 2358 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2583 06 - 2359 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2584 06 - 2360 動産 有形要素 文献・資料 参考書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2585 06 - 2361 動産 有形要素 文献・資料 参考書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2586 06 - 2362 動産 有形要素 文献・資料 字典 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2587 06 - 2363 動産 有形要素 文献・資料 参考書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2588 06 - 2364 動産 有形要素 文献・資料 参考書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2589 06 - 2365 動産 有形要素 文献・資料 参考書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2590 06 - 2366 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2591 06 - 2367 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2592 06 - 2368 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2593 06 - 2369 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2594 06 - 2370 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2595 06 - 2371 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2596 06 - 2372 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2597 06 - 2373 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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2598 06 - 2374 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2599 06 - 2375 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2600 06 - 2376 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2601 06 - 2377 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2602 06 - 2378 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2603 06 - 2379 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2604 06 - 2380 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2605 06 - 2381 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2606 06 - 2382 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2607 06 - 2383 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2608 06 - 2384 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2609 06 - 2385 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2610 06 - 2386 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2611 06 - 2387 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2612 06 - 2388 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2613 06 - 2389 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2614 06 - 2390 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2615 06 - 2391 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2616 06 - 2392 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2617 06 - 2393 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2618 06 - 2394 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2619 06 - 2395 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2620 06 - 2396 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2621 06 - 2397 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2622 06 - 2398 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2623 06 - 2399 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2624 06 - 2400 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2625 06 - 2401 動産 有形要素 文献・資料 教科書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2626 06 - 2402 動産 有形要素 生活用品 裁縫セット 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2627 06 - 2403 動産 有形要素 文献・資料 国語学習帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 （説明なし）
2628 06 - 2404 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2629 06 - 2405 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2630 06 - 2406 動産 有形要素 生活用品 盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2631 06 - 2407 動産 有形要素 生活用品 神棚の鏡 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2632 06 - 2408 動産 有形要素 生活用品 榊立て　（さかきたて）（御堂（おどう））開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2633 06 - 2409 動産 有形要素 生活用品 湯たんぽ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2634 06 - 2410 動産 有形要素 生活用品 湯たんぽケース 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2635 06 - 2411 動産 有形要素 生活用品 ミシン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2636 06 - 2412 動産 有形要素 生活用品 ミシン 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2637 06 - 2413 動産 有形要素 生活用品 雪かき（コスギ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2638 06 - 2414 動産 有形要素 生活用品 火消しの手かぎ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2639 06 - 2415 動産 有形要素 生活用品 薬研 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2640 06 - 2416 動産 有形要素 生活用品 扇子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2641 06 - 2417 動産 有形要素 生活用品 スキー 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2642 06 - 2418 動産 有形要素 生活用品 鉞（まさかり） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2643 06 - 2419 動産 有形要素 生活用品 湯たんぽ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2644 06 - 2420 動産 有形要素 生活用品 雪かき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2645 06 - 2421 動産 有形要素 生活用品 雪かき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2646 06 - 2422 動産 有形要素 生活用品 雪かき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2647 06 - 2423 動産 有形要素 生活用品 編み機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2648 06 - 2424 動産 有形要素 生活用品 つるはし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2649 06 - 2425 動産 有形要素 生活用品 ソリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2650 06 - 2426 動産 有形要素 生活用品 ソリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2651 06 - 2427 動産 有形要素 生活用品 角木（つのぎ）（ツノバチ橇） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2652 06 - 2428 動産 有形要素 生活用品 だぐら（駄鞍） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2653 06 - 2429 動産 有形要素 生活用品 裁縫板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2654 06 - 2430 動産 有形要素 生活用品 キセル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2655 06 - 2431 動産 有形要素 生活用品 扇子 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2656 06 - 2432 動産 有形要素 生活用品 印ケース 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2657 06 - 2433 動産 有形要素 生活用品 バッチ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2658 06 - 2434 動産 有形要素 生活用品 ピンバッチ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2659 06 - 2435 動産 有形要素 生活用品 タバコ道具 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2660 06 - 2436 動産 有形要素 生活用品 タバコ道具 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2661 06 - 2437 動産 有形要素 生活用品 裁縫箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2662 06 - 2438 動産 有形要素 生活用品 消防用ポンプ（竜吐水） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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2663 06 - 2439 動産 有形要素 生活用品 乳母車 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2664 06 - 2440 動産 有形要素 生活用品 籐かご 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2665 06 - 2441 動産 有形要素 生活用品 まさかり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2666 06 - 2442 動産 有形要素 生活用品 はさみ（握りバサミ） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2667 06 - 2443 動産 有形要素 生活用品 糊はけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2668 06 - 2444 動産 有形要素 生活用品 アイロン台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2669 06 - 2445 動産 有形要素 生活用品 アイロン台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2670 06 - 2446 動産 有形要素 生活用品 箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2671 06 - 2447 動産 有形要素 生活用品 洗濯はさみ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2672 06 - 2448 動産 有形要素 生活用品 かんじき 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2673 06 - 2449 動産 有形要素 生活用品 かんじき 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2674 06 - 2450 動産 有形要素 生活用品 かんじき 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2675 06 - 2451 動産 有形要素 生活用品 風呂敷 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2676 06 - 2452 動産 有形要素 生活用品 ふくさ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2677 06 - 2453 動産 有形要素 生活用品 そろばん 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2678 06 - 2454 動産 有形要素 生活用品 なた 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2679 06 - 2455 動産 有形要素 生活用品 矢立て 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2680 06 - 2456 動産 有形要素 生活用品 朱肉 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2681 06 - 2457 動産 有形要素 生活用品 朱肉 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2682 06 - 2458 動産 有形要素 生活用品 火消しの手かぎ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2683 06 - 2459 動産 有形要素 生活用品 背負子 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2684 06 - 2460 動産 有形要素 生活用品 てんぐさとり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2685 06 - 2461 動産 有形要素 生活用品 ふたば定規（？） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2686 06 - 2462 動産 有形要素 生活用品 燭台の一部分（？） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2687 06 - 2463 動産 有形要素 生活用品 カミソリ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2688 06 - 2464 動産 有形要素 生活用品 薬（家庭薬） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2689 06 - 2465 動産 有形要素 生活用品 信玄袋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2690 06 - 2466 動産 有形要素 生活用品 番がさ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2691 06 - 2467 動産 有形要素 生活用品 ナイフ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2692 06 - 2468 動産 有形要素 生活用品 千枚通し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2693 06 - 2469 動産 有形要素 生活用品 皮なめし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2694 06 - 2470 動産 有形要素 生活用品 ？ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会 提灯の持ち手？石器？ストーブの扉　他
2695 06 - 2471 動産 有形要素 生活用品 財布 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2696 06 - 2472 動産 有形要素 生活用品 ハケ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2697 06 - 2473 動産 有形要素 生活用品 糸巻き（糸繰り枠） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2698 06 - 2474 動産 有形要素 生活用品 トランク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2699 06 - 2475 動産 有形要素 生活用品 トランク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2700 06 - 2476 動産 有形要素 生活用品 ハンモック 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2701 06 - 2477 動産 有形要素 生活用品 根付 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2702 06 - 2478 動産 有形要素 生活用品 キセル 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2703 06 - 2479 動産 有形要素 生活用品 ライト（スポットライト） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2704 06 - 2480 動産 有形要素 生活用品 スキー板 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2705 06 - 2481 動産 有形要素 生活用品 あんか台 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2706 06 - 2482 動産 有形要素 生活用品 桶（二ナイ桶） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2707 06 - 2483 動産 有形要素 生活用品 衣装こうり 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2708 06 - 2484 動産 有形要素 生活用品 行李 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2709 06 - 2485 動産 有形要素 生活用品 財布 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2710 06 - 2486 動産 有形要素 生活用品 ポータブルカイロ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2711 06 - 2487 動産 有形要素 生活用品 物さし（竹定規） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2712 06 - 2488 動産 有形要素 生活用品 薬箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2713 06 - 2489 動産 有形要素 生活用品 薬箱 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2714 06 - 2490 動産 有形要素 生活用品 灰皿の盆 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2715 06 - 2491 動産 有形要素 生活用品 ペン立て 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2716 06 - 2492 動産 有形要素 生活用品 缶の穴あけ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2717 06 - 2493 動産 有形要素 生活用品 旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2718 06 - 2494 動産 有形要素 生活用品 旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2719 06 - 2495 動産 有形要素 生活用品 旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2720 06 - 2496 動産 有形要素 生活用品 旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2721 06 - 2497 動産 有形要素 生活用品 皮なめし 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2722 06 - 2498 動産 有形要素 生活用品 カイロ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2723 06 - 2499 動産 有形要素 生活用品 根付 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2724 06 - 2500 動産 有形要素 生活用品 トランク 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2725 06 - 2501 動産 有形要素 生活用品 キセル（煙管） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2726 06 - 2502 動産 有形要素 生活用品 ひのし（火熨斗） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2727 06 - 2503 動産 有形要素 生活用品 電話機 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
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2728 06 - 2504 動産 有形要素 生活用品 優勝盃 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2729 06 - 2505 動産 有形要素 生活用品 薬箱 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2730 06 - 2506 動産 有形要素 生活用品 薬袋 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2731 06 - 2507 動産 有形要素 生活用品 番傘 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2732 06 - 2508 動産 有形要素 生活用品 ガラス玉（浮玉） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2733 06 - 2509 動産 有形要素 生活用品 おきもの 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2734 06 - 2510 動産 有形要素 生活用品 団旗 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2735 06 - 2511 動産 有形要素 生活用品 木枕（箱枕） 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2736 06 - 2512 動産 有形要素 生活用品 木枕 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2737 06 - 2513 動産 有形要素 生活用品 木枕 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2738 06 - 2514 動産 有形要素 生活用品 湯たんぽ（陶器製） 開進町 ウィズコム収蔵室 寿都町教育委員会
2739 06 - 2515 動産 有形要素 生活用品 物差し 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2740 06 - 2516 動産 有形要素 生活用品 ハケ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2741 06 - 2517 動産 有形要素 文献・資料 金銭出納帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2742 06 - 2518 動産 有形要素 文献・資料 香典帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2743 06 - 2519 動産 有形要素 文献・資料 領収書 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2744 06 - 2520 動産 有形要素 文献・資料 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2745 06 - 2521 動産 有形要素 文献・資料 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2746 06 - 2522 動産 有形要素 文献・資料 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2747 06 - 2523 動産 有形要素 文献・資料 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2748 06 - 2524 動産 有形要素 文献・資料 大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2749 06 - 2525 動産 有形要素 文献・資料 金銭大福帳 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2750 06 - 2526 動産 有形要素 文献・資料 原稿用紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2751 06 - 2527 動産 有形要素 文献・資料 半紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2752 06 - 2528 動産 有形要素 文献・資料 和紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2753 06 - 2529 動産 有形要素 文献・資料 名刺 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2754 06 - 2530 動産 有形要素 文献・資料 のし紙 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2755 06 - 2531 動産 有形要素 文献・資料 名刺 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2756 06 - 2532 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2757 06 - 2533 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2758 06 - 2534 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2759 06 - 2535 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2760 06 - 2536 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2761 06 - 2537 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2762 06 - 2538 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2763 06 - 2539 動産 有形要素 文献・資料 写真ネガ 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2764 06 - 2540 動産 有形要素 文献・資料 名刺 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2765 06 - 2541 動産 有形要素 文献・資料 写真 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2766 06 - 2542 動産 有形要素 文献・資料 写真 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2767 06 - 2543 動産 有形要素 文献・資料 会員券 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2768 06 - 2544 動産 有形要素 文献・資料 清酒ラベル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2769 06 - 2545 動産 有形要素 文献・資料 清酒ラベル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2770 06 - 2546 動産 有形要素 文献・資料 清酒ラベル 開進町 （ウィズコム収蔵室） 寿都町教育委員会
2771 07 - 001 不動産 景観要素 建築物・工作物 風車 六条町 現在は使われていない
2772 07 - 002 不動産 景観要素 自然物 とど岩 六条町
2773 07 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 加藤水産加工場 六条町
2774 07 - 004 動産 無形要素 技術 旧風力発電所 六条町 風力発電の発祥地。平成元年の発電所
2775 08 - 001 不動産 景観要素 建築物・工作物 泉谷宅　蔵 岩崎町
2776 08 - 002 不動産 景観要素 建築物・工作物 酒本宅土蔵 岩崎町
2777 08 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 渋田宅　蔵 岩崎町
2778 08 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 渋谷宅木造倉庫 岩崎町
2779 08 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 畑宅土蔵 岩崎町
2780 08 - 006 不動産 景観要素 建築物・工作物 釣り堀 岩崎町
2787 09 - 007 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 浜中 樽岸町 浜中
2788 09 - 008 不動産 景観要素 自然物 浜ボウフ（浜中） 樽岸町 浜中 海岸性の多年草
2781 09 - 001 不動産 空間要素 遊びの場 池田公園 樽岸町 現在は行きにくい
2782 09 - 002 不動産 景観要素 自然物 小川水源地 樽岸町 小川 現存している。
2783 09 - 003 動産 有形要素 交通・通信関連用具 渡し船 樽岸町 小川 小川～浜中を渡していた。現在は栄橋が出来たことによりなくなっている。

2784 09 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 法龍寺 樽岸町 樽岸
2785 09 - 005 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 樽岸漁港 樽岸町
2786 09 - 006 不動産 景観要素 自然物 樽岸の磯 樽岸町
2789 09 - 009 不動産 景観要素 建築物・工作物 石の観音像（旧所在地） 樽岸町
2790 09 - 010 不動産 景観要素 自然物 法人の森（入り口） 樽岸町
2791 09 - 011 不動産 景観要素 景観 樽岸海岸からの歌棄山並みの眺め樽岸町
2792 09 - 012 不動産 景観要素 自然物 朱太川 樽岸町 樽岸町～湯別町
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2793 09 - 013 不動産 景観要素 遺跡 朱太川遺跡 樽岸町
2794 09 - 014 動産 無形要素 気象 だし風 樽岸町
2795 09 - 015 動産 無形要素 民俗・伝承 だし風伝説 樽岸町
2796 09 - 016 動産 無形要素 民俗・伝承 風を切る 樽岸町 風がおさまるおまじない
2797 09 - 017 不動産 景観要素 建築物・工作物 風の神様（かざなぎさま）を祀った祠樽岸町 浜中
2798 09 - 018 不動産 景観要素 建築物・工作物 レンガ倉庫 樽岸町 最後まで残っていたものは樽岸のレンガ工場。
2799 09 - 019 不動産 景観要素 建築物・工作物 煉瓦工場 樽岸町 小川
2800 10 - 001 不動産 空間要素 伝承にまつわる場 旧湯別温泉 湯別町 上湯別 アイヌの人が入った
2801 10 - 002 不動産 景観要素 建築物・工作物 馬頭観音 湯別町 上湯別 鉱山で死んだ馬を祀っている。湯出神社参道脇
2802 10 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 薬師寺 湯別町 上湯別 法龍寺（樽岸）へ移動。教立寺の住職夫人（湯別町出身者）が詳しい。

2803 10 - 004 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 そば畑（湯別） 湯別町
2804 10 - 005 不動産 景観要素 自然物 ホダ木（湯別） 湯別町
2805 10 - 006 不動産 景観要素 その他 湯別の湯 湯別町
2806 10 - 007 不動産 景観要素 建築物・工作物 ゆのはま大橋 湯別町
2807 10 - 008 不動産 景観要素 景観 ゆのはま大橋からの朱太川の景色湯別町
2808 10 - 009 不動産 景観要素 自然物 湯別の山奥のブナの巨木 湯別町
2809 10 - 010 不動産 景観要素 景観 湯別ののどかな風景 湯別町 大きな空、川や海
2810 10 - 011 不動産 景観要素 自然物 湯出神社のカタクリ 湯別町 湯出神社：文久4年（1864）の創立と伝えられる。明治9年に村社に列せられている。

2811 11 - 001 動産 有形要素 生活用品 生活道具 歌棄町 歌棄 関谷美鈴（歌棄町）
2812 11 - 002 動産 有形要素 文献・資料 写真 歌棄町 歌棄 関谷美鈴（歌棄町）
2813 11 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 歌棄厳島神社の彫刻 歌棄町 有戸 佐藤誠（美谷） 歌棄厳島神社境内
2814 11 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 歌棄厳島神社の忠魂碑 歌棄町 有戸 佐藤誠（美谷） 歌棄厳島神社境内
2815 11 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 風泙大社の石碑 歌棄町 歌棄 風が収まる御呪い（鎌を立てる）
2816 11 - 006 不動産 景観要素 建築物・工作物 歌棄厳島神社 歌棄町 有戸
2817 11 - 007 不動産 景観要素 建築物・工作物 美谷小学校 歌棄町 美谷 Ｈ3年閉校
2818 11 - 008 不動産 景観要素 建築物・工作物 「漁場建築佐藤家」主屋 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 北海道指定有形文化財 対象は、主屋・土蔵。国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2819 11 - 009 不動産 景観要素 建築物・工作物 橋本家（旧お宿鰊御殿） 歌棄町 有戸 寿都町・橋本敏子（有戸）
2820 11 - 010 不動産 景観要素 建築物・工作物 教立寺 歌棄町 歌棄
2821 11 - 011 不動産 景観要素 建築物・工作物 歌棄厳島神社 ※重複 歌棄町 有戸
2822 11 - 012 不動産 景観要素 建築物・工作物 新豊寺 歌棄町 美谷
2823 11 - 013 不動産 景観要素 建築物・工作物 西光寺 歌棄町 歌棄
2824 11 - 014 不動産 景観要素 建築物・工作物 美谷稲荷神社 歌棄町 美谷
2825 11 - 015 不動産 景観要素 建築物・工作物 龍昌寺 歌棄町 歌棄
2826 11 - 016 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 有戸漁港 歌棄町 有戸
2827 11 - 017 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 美谷漁港 歌棄町 美谷 本美谷と北美谷二つの漁港がくっついている。美谷漁港は唯一袋澗をコンクリートで固めて使用している例

2828 11 - 018 不動産 景観要素 自然物 美谷歌棄の磯 歌棄町
2829 11 - 019 不動産 景観要素 建築物・工作物 行成網記念碑 歌棄町 有戸 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2830 11 - 020 不動産 景観要素 建築物・工作物 追分記念碑 歌棄町 有戸
2831 11 - 021 不動産 景観要素 自然物 西光寺ケヤキ 歌棄町 歌棄
2832 11 - 022 不動産 景観要素 景観 美谷稲荷神社から眺めるとば乾燥の景色歌棄町 美谷
2833 11 - 023 不動産 景観要素 景観 風車の景色 歌棄町
2834 11 - 024 不動産 景観要素 建築物・工作物 小西宅土蔵（旧酒井宅土蔵） 歌棄町
2835 11 - 025 不動産 景観要素 建築物・工作物 種前鰊場倉庫 歌棄町 種前
2836 11 - 026 不動産 景観要素 建築物・工作物 種前鰊場倉庫 歌棄町 種前
2837 11 - 027 不動産 景観要素 建築物・工作物 千葉宅土蔵 歌棄町
2838 11 - 028 不動産 景観要素 その他 寿都湾浜中パークゴルフ場 歌棄町 寿都町
2839 11 - 029 動産 有形要素 生活用品 酒樽 歌棄町 調査必要
2840 11 - 030 不動産 景観要素 自然物 天狗の鼻に似た岩 歌棄町 調査必要
2841 11 - 031 不動産 景観要素 景観 歌棄から見える砕石場 歌棄町 現存している。
2842 11 - 032 不動産 景観要素 建築物・工作物 かき小屋 歌棄町 美谷
2843 11 - 033 動産 無形要素 技術 風力発電 歌棄町
2844 11 - 034 不動産 景観要素 建築物・工作物 風力発電機 歌棄町
2845 11 - 035 不動産 景観要素 建築物・工作物 歌棄慈光園 歌棄町
2847 11 - 036 不動産 景観要素 景観 鰊御殿から見える海と風車の景色歌棄町
2848 11 - 037 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」主屋 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2849 11 - 038 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」石垣 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2850 11 - 039 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」石垣 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2851 11 - 040 不動産 空間要素 居住に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」水路跡 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2852 11 - 041 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」石垣 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2853 11 - 042 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」邸内社 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2854 11 - 043 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」石垣 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2855 11 - 044 不動産 景観要素 遺跡 「旧歌棄佐藤家漁場」袋澗 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2856 11 - 045 不動産 空間要素 居住に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」水路跡 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2857 11 - 046 不動産 空間要素 居住に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」水路跡 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2858 11 - 047 不動産 空間要素 居住に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」水路跡 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
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2859 11 - 048 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」石積群 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2860 11 - 049 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」干場跡地 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2861 11 - 050 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」石積群 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2862 11 - 051 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」盛り土 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2863 11 - 052 不動産 景観要素 建築物・工作物 「旧歌棄佐藤家漁場」作業路 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2864 11 - 053 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 「旧歌棄佐藤家漁場」干場跡地 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 国指定史跡 国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2865 11 - 054 不動産 景観要素 建築物・工作物 「漁場建築佐藤家」土蔵 歌棄町 有戸 寿都町・石橋幸夫（有戸） 北海道指定有形文化財 対象は、主屋・土蔵。国指定史跡「旧歌棄佐藤家漁場」内
2866 11 055 不動産 景観要素 建築物・工作物 渓谷橋 歌棄町
2867 12 - 001 不動産 景観要素 建築物・工作物 結城内神社 磯谷町 鮫取澗 狛犬・船絵馬（2枚）
2868 12 - 002 不動産 景観要素 建築物・工作物 志村家別荘 磯谷町 鮫取澗 池のみ
2869 12 - 003 不動産 景観要素 建築物・工作物 土蔵 磯谷町 横澗 川地家
2870 12 - 004 不動産 景観要素 建築物・工作物 横澗小学校の石碑 磯谷町 横澗 Ｈ3年閉校
2871 12 - 005 不動産 景観要素 建築物・工作物 伊都岐島神社 磯谷町 横澗 神社の後ろにも神社があった
2872 12 - 006 不動産 景観要素 建築物・工作物 渡島の鳥居 磯谷町 横澗 経緯を知っている人がいる
2873 12 - 007 不動産 景観要素 自然物 牛魂碑 磯谷町 磯谷牧場
2874 12 - 008 不動産 景観要素 建築物・工作物 土蔵 磯谷町 島古丹 田澤家 外側サイディング
2875 12 - 009 不動産 景観要素 建築物・工作物 円空像 磯谷町 能津登 2体、海神社に納められている
2876 12 - 010 不動産 景観要素 建築物・工作物 伊都岐島神社 磯谷町 横澗
2877 12 - 011 不動産 景観要素 建築物・工作物 島古丹稲荷神社 磯谷町 島古丹
2878 12 - 012 不動産 景観要素 建築物・工作物 海神社 磯谷町 能津登
2879 12 - 013 不動産 景観要素 建築物・工作物 最尊寺 磯谷町 島古丹
2880 12 - 014 不動産 景観要素 建築物・工作物 願翁寺 磯谷町 島古丹
2881 12 - 015 不動産 景観要素 建築物・工作物 登順寺 磯谷町 島古丹
2882 12 - 016 不動産 空間要素 流通・往来の場 磯谷海岸船着き場 磯谷町
2883 12 - 017 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 鮫泊漁港 磯谷町 鮫取澗
2884 12 - 018 不動産 景観要素 遺跡 鮫取澗の古い漁跡 磯谷町 鮫取澗
2885 12 - 019 不動産 空間要素 生産・採取に関わる場 横澗漁港 磯谷町 横澗
2886 12 - 020 不動産 景観要素 自然物 磯谷島古丹海岸 磯谷町
2887 12 - 021 不動産 景観要素 自然物 横澗漁港南の磯 磯谷町
2888 12 - 022 不動産 景観要素 景観 磯谷牧場からの景色 磯谷町
2891 12 - 023 不動産 景観要素 建築物・工作物 黒板壁の家 磯谷町 詳細不明
2892 12 - 024 不動産 景観要素 建築物・工作物 住吉宅土蔵 磯谷町
2893 12 - 025 不動産 景観要素 建築物・工作物 永井宅土蔵 磯谷町
2894 12 - 026 不動産 景観要素 建築物・工作物 能津登トンネル 磯谷町 以前使われていた
2895 12 - 027 動産 無形要素 民俗・伝承 水神さん 磯谷町
2896 12 - 028 不動産 景観要素 自然物 磯谷高原 磯谷町
2897 12 - 029 動産 有形要素 生物 磯谷の青バト 磯谷町 緑色っぽい鳩。道内各地に来る渡り鳥。
2898 12 - 030 不動産 景観要素 景観 磯谷高原からの景色 磯谷町
2899 12 - 031 不動産 景観要素 景観 磯谷牧場 磯谷町
2900 12 - 032 不動産 景観要素 建築物・工作物 大三川地家 磯谷町 横澗 （だいさんかわちけ）ニシン場屋敷。「大三」は屋号。
2901 12 - 033 不動産 景観要素 建築物・工作物 幌別川の水力発電所 磯谷町
2902 12 - 034 不動産 景観要素 自然物 弁天島 磯谷町
2846 - 036 不動産 景観要素 景観 大金鉱山跡地から見える朱太川の蛇行風景黒松内町 ※他町 黒松内町字作開（北作開）
2889 - 023 不動産 景観要素 景観 尻別川から眺める磯谷牧場の景色蘭越町 ※他町
2890 - 024 不動産 景観要素 景観 鷲の沢樋門から眺める磯谷牧場の景色蘭越町 ※他町



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿都町歴史文化基本構想 

平成３０年３月 

 

 

発行：寿都町 

編集：寿都町教育委員会／寿都町歴史文化基本構想策定委員会 

〒０４８－０４０５ 北海道寿都郡寿都町字開進町１８７－１ 

TEL ０１３６－６２－２１００ 

FAX ０１３６－６２－２２８０  



 
 



 

 
 

 


