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第１２５回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２４年４月２０日（金）１４：００～１６：００

場 所 文化庁特別会議室（旧文部省庁舎５階）

出席者 委 員 鈴木会長、石上委員、河東委員、森西委員

文化庁 次長、文化財部長、文化財鑑査官

伝統文化課長、美術学芸課長、記念物課長、参事官、文化財保護調整室長、

その他関係官

１．文化庁異動者紹介

２．前回議事要旨確認

３．諮問・答申

①国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）

美術学芸課長から、３月１６日に諮問が行われた国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定

について、３月２１から２３日に開催された第一専門調査会における調査の報告があり、審

議の結果、別紙のとおり答申がなされた。

②登録有形文化財（美術工芸品）の登録について（報告・答申）

美術学芸課長から、３月１６日に諮問が行われた登録有形文化財（美術工芸品）の登録に

ついて、３月２１から２３日まに開催された第一専門調査会における調査の報告があり、審

議の結果、別紙のとおり答申がなされた。

③国宝・重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可について（報告・答申）

美術学芸課長から、３月１６日に諮問が行われた国宝・重要文化財（美術工芸品）の現状変

更の許可について、３月２１から２３日に開催された第一専門調査会における調査の報告が

あり、審議の結果、別紙のとおり答申がなされた。

④重要美術品の認定の取消しについて（報告・答申）

美術学芸課長から、３月１６日に諮問が行われた重要美術品の認定の取消しについて、

３月２１から２３日に開催された第一専門調査会における調査の報告があり、審議の結果、

別紙のとおり答申がなされた。

⑤登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申）

参事官から、３月１６日に諮問が行われた登録有形文化財（建造物）の登録について、３

月２７日に開催された第二専門調査会における調査の報告があり、審議の結果、別紙のとお

り答申がなされた。

⑥国宝・重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申）

参事官から、国宝・重要文化財（建造物）の現状変更の許可について、３月２７日に開催

された第二専門調査会における調査の報告があり、審議の結果、別紙のとおり答申がなされ
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た。

⑦国宝・重要文化財（建造物）の指定等について（諮問）

参事官から、国宝・重要文化財（建造物）の指定等について説明があり、審議の結果、

第二専門調査会において調査することとした。

⑧重要伝統的建造物群保存地区の選定について（諮問）

参事官から、重要伝統的建造物群保存地区の選定について説明があり、審議の結果，第二

専門調査会において調査することとした。

⑨史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

記念物課長から、史跡等の現状変更の許可について説明があり、審議の結果、別紙のとお

り答申がなされた。

⑩史跡等の現状変更の許可について（報告）

会長から、４月６日に決定した史跡等の現状変更の許可について別紙のとおり報告があり、

記念物課長から、内容について説明があった。
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別 紙

３－① 国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について

一 重要文化財を国宝に（二件）

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

普悦筆
絹本著色阿弥陀三尊像 三幅 宗教法人清浄華院

考古資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

土偶 一箇 山形県

附 土偶残欠 四十七点

山形県西ノ前遺跡出土

二 右項重要美術品を左項重要文化財に（四件）

絵画の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 絹本著色石田正繼像 一幅 宗教法人壽聖院
文祿三年伯蒲ノ贊アリ

左 絹本著色石田正継像 一幅 宗教法人壽聖院

文禄三年九月伯蒲慧稜の賛がある

工芸品の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

本阿彌光悅作 公益財団法人出光美術館
右 樂燒兎文様香盒 一合

光悦作 公益財団法人出光美術館
左 赤楽兎文香合 一合

書跡・典籍の部（一件）

項 名称及び員数 所有者
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右 紙本墨書長秋詠藻上下 一帖 学校法人日本大学

左 長秋詠藻 一帖 学校法人日本大学

古文書の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 臨川寺領大井郷絵図 一鋪 宗教法人天龍寺

（貞和三年仲冬夢窓疎石裏書）

左 臨川寺領大井郷界畔絵図 一鋪 宗教法人天龍寺

貞和三年仲冬夢窓疎石裏書

三 未指定文化財を重要文化財に（四十二件）

絵画の部（二件）

名称及び員数 所有者

亜欧堂田善筆
一 銅版画東都名所図 一帖 須賀川市

（二十五図）

附 東都名所図原版 四枚

亜欧堂田善筆
銅版画見本帖 一帖

（十二図）

附 多賀城碑図・ネーデルラントの独立図原版

一枚

二 絹本著色三十三所観音像 一幅 宗教法人華厳寺

彫刻の部（十四件）

名称及び員数 所有者

一 木造天王立像 一軀 国

二 木造不動明王坐像 一軀 宗教法人明王院

三 木造蘭溪道隆坐像（西来庵開山堂安置） 一軀 宗教法人建長寺
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四 木造十二神将立像 十二軀 宗教法人曹源寺

五 男神坐像 一 宗教法人箱根神社

木造神像 二軀

女神坐像 一

六 木造千手観音坐像 一軀 宗教法人海門寺

像内に保元三年、大仏師僧寂勝、本躰御身

能登国阿□□□霊木等の銘がある

七 木造千手観音立像 一軀 宗教法人高成寺

八 木造愛染明王坐像 一軀 宗教法人甚目寺

像内に合子入木造愛染明王坐像を納める

九 木造獅子 一軀 宗教法人教王護国寺

十 木造弥勒仏坐像 一軀 宗教法人弥勒寺

一 木造天神坐像 一軀 宗教法人與喜天満神社

十 像内に奉造立与喜大明神御正躰、正元元年

五月等の銘がある

像内に十一面観音鏡像を納める

十 木造執金剛神立像 一軀 宗教法人金剛峯寺

二 像内にア(梵字)阿弥陀仏の銘がある

木造深沙大将立像 一軀

附 宝篋印陀羅尼（執金剛神像内納入） 一巻

十 木造足利尊氏坐像 一軀 宗教法人安国寺

三

十 銅造観音菩薩立像 一軀 宗教法人長谷寺

四 台座框に壬寅年の刻銘がある

工芸品の部（三件）

名称及び員数 所有者

一 絵唐津芦文大皿 一枚 国

二 灰被天目茶碗(虹) 一口 国

附 梅鉢文螺鈿稜花天目台 一口

三 伝法衣 宗教法人東福寺
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田相黄地紗
一、九条袈裟 一領

条葉黄地紗

田相薄茶地花葉文綾
一、九条袈裟 一領

条葉紺地菊唐草文綾

田相薄黄地刺納
一、九条袈裟 一領

条葉黄茶地山道文浮織

田相浅葱地雲気文錦、萌黄地花唐草文綾
一、九条袈裟

条葉紫地羅 一領

一、九条袈裟 一領
条葉小石畳文錦

附 一、掛絡 一領

一、帽子 一頭

一、袈裟包 一枚

一、伝衣箱 一基

背面に延宝五年の墨書銘がある

書跡・典籍の部（四件）

名称及び員数 所有者

一 釈氏往来 一巻 国

正安四年十月廿四日書写奥書

二 玉篇巻第九零巻 一巻 独立行政法人国立文化財機構

紙背金剛界私記(治安元年書写)

三 峯相記 一冊 宗教法人斑鳩寺

永正八年二月七日慶紹書写奥書

四 庭訓往来 二巻 宗教法人神門寺

至徳三年霜月三日豊前守朝英書写奥書

古文書の部（五件）

名称及び員数 所有者

自筆本
一 明月記 二巻 学校法人日本大学

嘉禄元年夏、天福元年十一・十二月

二 竹生島文書(三百十二通) 五巻、十三幅、四十九冊 宗教法人宝厳寺

二帖、二百四十三通

三 鵤庄引付 一冊 宗教法人斑鳩寺
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四 大山祇神社三島家文書(二百十通) 十六巻、二幅 宗教法人大山祇神社

百十通

五 小田家文書(四十八通) 一巻 長崎県

考古資料の部（八件）

名称及び員数 所有者

一 青森県二枚橋２遺跡出土品 むつ市

一、土器・土製品 六百六十八点

一、石器・石製品 六百三十六点

一、骨角製品 四点

二 土偶 一箇 野辺地町

附 深鉢形土器 三点

青森県有戸鳥井平４遺跡出土

三 福井県桑野遺跡出土品 あわら市

石器・石製品 八十五点

四 愛知県朝日遺跡出土品 愛知県

一、土器・土製品 七百二十七点

一、木器・木製品 二百五十三点

一、石器・石製品 六百五十点

一、ガラス小玉 百二十一点

一、金属製品 三十七点

一、骨角牙貝製品 二百四十点

五 愛知県馬越長火塚古墳出土品 豊橋市

一、鉄地金銅棘葉形杏葉 七点

一、鉄地金銅馬具 七十六点

一、金属製品 五十七点

一、玉 八十二点

一、須恵器・土師器 八十九点

附 一、金属製品残欠 百三十三点

一、須恵器残欠 十六点

六 兵庫県五色塚古墳出土品 神戸市

一、鰭付円筒埴輪 四十二点

一、鰭付朝顔形埴輪 三点

一、円筒埴輪 三点

附 一、形象埴輪残欠 十七点
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一、土器・土製品 十五点

七 宮崎県島内地下式横穴墓群出土品 えびの市

一、金属製品 八百九十一点

一、骨角貝製品 百三十一点

一、玉 四点

一、朱玉 二点

一、砥石 一点

八 鹿児島県前原遺跡出土品 鹿児島県

一、土器・土製品 三十一点

一、石器 二百三十五点

歴史資料の部（六件）

名称及び員数 所有者

一 メートル条約並度量衡法関係原器 独立行政法人産業技術総合研究所

一、メートル原器 一本

一、メートル副原器 一本

一、尺原器 二本

附 一、トンヌロー温度計 二本

一、メートル原器校正証明書 一通

二 仙台藩天文学器機 仙台市

一、渾天儀 一基

安永五年多植茂蕃の識語あり

一、天球儀 二基

一、象限儀 一基

三 世界及日本図 一双 福井県
八曲屏風

国友一貫斎作
四 反射望遠鏡 一基 上田市

天保五年

附 覚書 一通

五 東寺御影堂牛玉宝印板木 一枚 宗教法人教王護国寺

六 対馬宗家関係資料 一万六千六百六十七点 長崎県

四 右項国宝に中項未指定文化財を追加して左項国宝に（一件）

彫刻の部（一件）
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名称及び員数 所有者

（中尊像を除く） 宗教法人教王護国寺
右 木造五大菩薩坐像 四軀

（講堂安置）

中 木造金剛波羅蜜菩薩坐像 一軀 宗教法人教王護国寺

左 木造五大菩薩坐像(講堂安置) 四軀 宗教法人教王護国寺

附 木造金剛波羅蜜菩薩坐像 一軀

五 右項重要文化財に中項未指定文化財を追加して左項重要文化財に（四件）

絵画の部（二件）

名称及び員数 所有者

(伝僧明兆筆）
一 右 絹本著色五百羅漢図 四十五幅 宗教法人東福寺

狩野孝信筆
中 絹本著色五百羅漢図 二幅 宗教法人東福寺

伝明兆筆
左 絹本著色五百羅漢図 四十五幅 宗教法人東福寺

狩野孝信筆
附 絹本著色五百羅漢図 二幅

箱入
二 右 紙本著色松崎天神縁起 六巻 宗教法人防府天満宮

中 紙本著色松崎天神縁起 六巻 宗教法人防府天満宮

箱入
左 紙本著色松崎天神縁起 六巻 宗教法人防府天満宮

応長元年閏六月の奥書がある

附 紙本著色松崎天神縁起 六巻

彫刻の部（一件）

名称及び員数 所有者

(伝運慶作) 宗教法人天野山金剛寺
右 木造大日如来坐像 一軀

中 木造天蓋 一面 宗教法人天野山金剛寺

左 木造大日如来坐像(金堂安置) 一軀 宗教法人天野山金剛寺
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附 木造天蓋 一面

工芸品の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 那比新宮信仰資料 宗教法人新宮神社

一、金銅虚空蔵菩薩坐像 一軀

附 金銅天蓋 一面

鋳冶銘木札 一枚

丙
貞和二年 正月十三日願主浄覚の記がある

戌

一、金銅地蔵菩薩坐像 一軀
一、懸仏 二百四十七面

内に正嘉元年、弘長三年、弘安二年、

康永二年、延文二年、天文五年等の

銘がある

一、金銅大錫杖頭 一柄

一、銅錫杖頭 一柄

一、鰐口 一口
戊

奉施入金鼓一口高賀山新宮社、文永五年 三月
辰

十三
願主聖人慶西の刻銘がある

日

一、鉄鰐口 一口

一、梵鐘 一口

「観應壬辰孟冬初中浄覚願主朝房大工」の

刻銘がある

中 懸仏 八面 宗教法人新宮神社

正嘉元年の銘がある

附 懸仏残欠 五点

左 那比新宮信仰資料 宗教法人新宮神社

一、金銅虚空蔵菩薩坐像 一軀

附 一、金銅天蓋 一面
一、鋳冶銘木札 一枚

丙
貞和二年 正月十三日願主浄覚の記がある

戌

一、金銅地蔵菩薩坐像 一軀
一、懸仏 二百五十五面

内に正嘉元年、弘長三年、弘安二年、
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康永二年、延文二年、天文五年等の

銘がある

附 懸仏残欠 五点

一、金銅大錫杖頭 一柄
一、銅錫杖頭 一柄
一、鰐口 一口

戊
奉施入金鼓一口高賀山新宮社、文永五年 三月

辰
十三

願主聖人慶西の刻銘がある
日

一、鉄鰐口 一口

一、梵鐘 一口

「観應壬辰孟冬初中浄覚願主朝房大工」の

刻銘がある

六 右項重要文化財の名称及び員数を左項に（二件）

古文書の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 本願寺御影堂留守職歴代譲状(十八通) 十二巻 宗教法人本願寺

附 本願寺留守職相伝系図(三通) 一巻

光佐以下歴代譲状(六通) 六巻

左 本願寺御影堂留守職歴代譲状(十八通) 十二巻 宗教法人本願寺

附 一、本願寺留守職相伝系図 三通

一、光佐以下歴代譲状(六通) 四巻、二通

考古資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 北海道志海苔中世遺構出土銭 三十七万四千四百三十五枚 函館市

附 甕 三口

敷板 一枚

左 北海道志海苔中世遺構出土銭 三十八万七千五百十四枚 函館市

附 一、甕 三点

一、敷板 一点

七 右項重要文化財の名称を左項に（三件）
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絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

残闕 公益財団法人大原美術館
右 紙本著色絵過去現在因果経 一幅

巻第二上 公益財団法人大原美術館
左 紙本著色絵因果経断簡 一幅

歴史資料の部（二件）

名称及び員数 所有者

六曲屏 宗教法人浄得寺
一 右 紙本著色世界及日本図 一双

左 世界及日本図 一双 宗教法人浄得寺
六曲屏風

二 右 紙本墨書鶴岡八幡宮修営目論見絵図 一鋪 宗教法人鶴岡八幡宮

天正十九年五月十四日トアリ

左 天正十九年五月十四日 宗教法人鶴岡八幡宮
鶴岡八幡宮指図 一鋪

八 右項重要文化財の員数を左項に（一件）

歴史資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 鷹見泉石関係資料 古河市

一、文書・記録類 六百八十七点

一、絵図・地図類 七百七十一点

一、書籍類 四百六十六点

一、書状類 九百十二点

一、絵画・器物類 三百二十一点

左 鷹見泉石関係資料 古河市

一、文書・記録類 六百八十六点

一、絵図・地図類 七百六十八点

一、書籍類 四百六十六点
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一、書状類 九百十二点

一、絵画・器物類 三百二十一点

３－② 登録有形文化財（美術工芸品）の登録について

考古資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

諏訪地域考古資料（藤森栄一蒐集品） 五万九千六百二十八点 諏訪市

３－③ 国宝・重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可について ４件

３－④ 重要美術品の認定を取消しについて

工芸品の部（一件）

名 称 及 び 員 数 所 有 者

愼德堂製ノ銘アリ
磁製粉彩花鳥文紕 一箇 個人

考古資料の部（一件）

名 称 及 び 員 数 所 有 者

銅製鱗文鋪 一箇 公益財団法人佐野美術館

３－⑤ 登録有形文化財（建造物）の登録について

名称 所在の場所

沼田家住宅旧第二りんご倉庫 北海道札幌市

柳田家住宅旧りんご蔵 北海道札幌市

博物館網走監獄庁舎 北海道網走市

博物館網走監獄煉瓦造独居房 北海道網走市

博物館網走監獄鏡橋入口哨舎 北海道網走市
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博物館網走監獄鏡橋出口哨舎 北海道網走市

博物館網走監獄西門哨舎 北海道網走市

博物館網走監獄裏門 北海道網走市

博物館網走監獄裏門哨舎 北海道網走市

旧相川診療所 宮城県石巻市

加藤家住宅主屋 千葉県富津市

嵐渓荘緑風館 新潟県三条市

瀧本家住宅離れ（懐徳亭） 新潟県上越市

田辺家住宅主屋 石川県金沢市

田辺家住宅門及び塀 石川県金沢市

あかつき屋 石川県金沢市

金沢市民芸術村事務所棟 石川県金沢市

宝円寺本堂 石川県金沢市

宝円寺庫裏 石川県金沢市

宝円寺山門及び築地塀 石川県金沢市

吉崎御坊蓮如上人記念館七不思議堂主屋 福井県あわら市

吉崎御坊蓮如上人記念館七不思議堂供待及び塀 福井県あわら市

杉浦家住宅主屋 山梨県中巨摩郡昭和町

杉浦家住宅旧医院 山梨県中巨摩郡昭和町

杉浦家住宅屋敷蔵 山梨県中巨摩郡昭和町

杉浦家住宅土蔵 山梨県中巨摩郡昭和町

杉浦家住宅納屋 山梨県中巨摩郡昭和町

有隣園資料館 山梨県南都留郡富士河口湖町

旧松本歩兵第五十連隊糧秣庫（信州大学医学部資料室） 長野県松本市

旧飯田測候所庁舎 長野県飯田市

新屋公民館 長野県安曇野市

旧河合療院 岐阜県飛騨市

河合家別邸主屋 岐阜県飛騨市

河合家別邸土蔵 岐阜県飛騨市

河合家別邸門及び塀 岐阜県飛騨市

北岡田家住宅主屋 岐阜県揖斐郡大野町

旧掛塚郵便局（長谷川家住宅）局舎 静岡県磐田市

旧掛塚郵便局（長谷川家住宅）蔵 静岡県磐田市

靏谷家住宅主屋 静岡県磐田市

神谷家住宅柏露軒 愛知県名古屋市

神谷家住宅孤葊 愛知県名古屋市

神谷家住宅腰掛待合 愛知県名古屋市

神谷家住宅中潜門 愛知県名古屋市

日本福音ルーテル復活教会 愛知県名古屋市

徳授寺本堂 愛知県犬山市

徳授寺位牌堂 愛知県犬山市

徳授寺玄関 愛知県犬山市

徳授寺鐘楼 愛知県犬山市

徳授寺山門 愛知県犬山市

圓明寺本堂 愛知県犬山市

圓明寺僧寮 愛知県犬山市
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圓明寺庫裏 愛知県犬山市

圓明寺鐘楼 愛知県犬山市

圓明寺山門 愛知県犬山市

祥雲寺本堂 愛知県犬山市

祥雲寺弘法堂 愛知県犬山市

祥雲寺鐘楼 愛知県犬山市

森家住宅主屋 三重県四日市市

森家住宅土蔵 三重県四日市市

梅田家住宅主屋 三重県名張市

梅田家住宅表蔵 三重県名張市

梅田家住宅中蔵 三重県名張市

梅田家住宅渡廊下 三重県名張市

木村家住宅主屋 滋賀県大津市

木村家住宅土蔵 滋賀県大津市

中野家住宅主屋 滋賀県大津市

中野家住宅離れ 滋賀県大津市

中野家住宅土蔵 滋賀県大津市

中野家住宅主屋 滋賀県大津市

川嶋家住宅主屋 滋賀県大津市

川嶋家住宅土蔵 滋賀県大津市

太田家住宅主屋 滋賀県大津市

太田家住宅塀 滋賀県大津市

奥野家住宅主屋 滋賀県彦根市

上野家住宅主屋 滋賀県彦根市

日本基督教団近江金田教会礼拝堂 滋賀県近江八幡市

吉田山荘（旧東伏見家住宅）本館 京都府京都市

吉田山荘（旧東伏見家住宅）表門 京都府京都市

吉田山荘（旧東伏見家住宅）旧門番所 京都府京都市

吉田山荘（旧東伏見家住宅）旧車庫 京都府京都市

吉田山荘（旧東伏見家住宅）北蔵 京都府京都市

吉田山荘（旧東伏見家住宅）南蔵 京都府京都市

鮒鶴本館 京都府京都市

鮒鶴新館 京都府京都市

鮒鶴南門 京都府京都市

角屋松の間 京都府京都市

中村家住宅大歌堂 京都府八幡市

中村家住宅上の蔵 京都府八幡市

中村家住宅表門 京都府八幡市

田村家住宅離れ（旧鈴木医院） 京都府長岡京市

田村家住宅茶室任無亭 京都府長岡京市

田村家住宅井戸屋形 京都府長岡京市

善龍寺山門 大阪府大阪市

上田家住宅主屋 大阪府豊中市

上田家住宅離れ 大阪府豊中市

上田家住宅物置 大阪府豊中市

藤野家住宅主屋 大阪府藤井寺市
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藤野家住宅東門及び長屋 大阪府藤井寺市

藤野家住宅納屋 大阪府藤井寺市

藤野家住宅米蔵及び道具蔵 大阪府藤井寺市

藤野家住宅物置 大阪府藤井寺市

藤野家住宅鳥小屋 大阪府藤井寺市

藤野家住宅正門 大阪府藤井寺市

藤野家住宅露地門及び塀 大阪府藤井寺市

藤野家住宅塀 大阪府藤井寺市

神戸大学武道場（旧神戸商業大学道場） 兵庫県神戸市

田村青芳園茶舗店舗兼主屋 奈良県奈良市

奈良県立畝傍高等学校本館北館 奈良県橿原市

奈良県立畝傍高等学校本館南館 奈良県橿原市

奈良県立畝傍高等学校本館渡廊下 奈良県橿原市

奈良県立畝傍高等学校倉庫（旧動力室） 奈良県橿原市

旧松井家別邸（がんこ六三園）主屋 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）表門 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）茶室 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）北土蔵 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）南土蔵 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）給水塔 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）浴室棟 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）便所 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）裏門 和歌山県和歌山市

旧松井家別邸（がんこ六三園）土塀 和歌山県和歌山市

鳥取民藝美術館 鳥取県鳥取市

財間酒造場店舗兼主屋 島根県鹿足郡津和野町

財間酒造場新宅 島根県鹿足郡津和野町

財間酒造場舟蔵及び百石蔵 島根県鹿足郡津和野町

財間酒造場東蔵 島根県鹿足郡津和野町

財間酒造場仕込蔵 島根県鹿足郡津和野町

岡山県総合グラウンドクラブ（旧岡山偕行社） 岡山県岡山市

金原家住宅主屋 広島県東広島市

金原家住宅離れ 広島県東広島市

金原家住宅門 広島県東広島市

岩国練武場 山口県岩国市

三田尻塩田旧越中屋釜屋煙突 山口県防府市

春風楼 山口県防府市

ＪＲ琴平駅本屋 香川県仲多度郡琴平町

ＪＲ琴平駅陳列所一号 香川県仲多度郡琴平町

ＪＲ琴平駅旅客上屋一号 香川県仲多度郡琴平町

ＪＲ琴平駅旅客上屋二号 香川県仲多度郡琴平町

ＪＲ琴平駅乗換跨線橋 香川県仲多度郡琴平町

ＪＲ多度津駅構内転車台 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津駅構内給水塔一 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津駅構内給水塔二 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津工場職場一五号 香川県仲多度郡多度津町
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ＪＲ多度津工場職場一七号 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津工場職場三四号 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津工場諸舎一号 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津工場会食所一号 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津工場倉庫四号 香川県仲多度郡多度津町

ＪＲ多度津工場倉庫七号 香川県仲多度郡多度津町

井谷家住宅主屋 愛媛県北宇和郡鬼北町

井谷家住宅蔵 愛媛県北宇和郡鬼北町

井谷家住宅石垣及び土塀 愛媛県北宇和郡鬼北町

井谷家住宅南面石垣 愛媛県北宇和郡鬼北町

井谷家住宅給水用隧道 愛媛県北宇和郡鬼北町

明星草庵 愛媛県北宇和郡鬼北町

旧小倉警察署庁舎（旧岡田医院） 福岡県北九州市

亀岡神社本殿 長崎県平戸市

亀岡神社弊殿及び登廊 長崎県平戸市

亀岡神社拝殿 長崎県平戸市

亀岡神社神楽殿 長崎県平戸市

旧豊後森機関庫 大分県玖珠郡玖珠町

旧豊後森機関庫転車台 大分県玖珠郡玖珠町

鮫島博家住宅主屋 鹿児島県南さつま市

鮫島博家住宅蔵 鹿児島県南さつま市

鮫島博家住宅門 鹿児島県南さつま市

鮫島博家住宅石塀 鹿児島県南さつま市

３－⑨ 史跡等の現状変更の許可について

史 跡 に 係 る も の ７１件

名 勝 に 係 る も の ５２件

天然記念物に係るもの ４１件

３－⑩ 史跡等の現状変更の許可について

史 跡 に 係 る も の ５件

名 勝 に 係 る も の ８件


