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第１３８回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２５年６月２１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、神崎委員、森西委員

文化庁 次長、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、その他関係官

１．前回議事要旨確認

２．諮問・答申

①史跡等の指定等について（報告・答申）

記念物課課長補佐から、５月１７日に諮問のあった史跡等の指定等について、５月２３日

から２４日に開催された第三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登録記念物の登録について（報告・答申）

記念物課課長補佐から、５月１７日に諮問のあった登録記念物の登録について、５月２３

日から２４日に開催された第三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重要文化的景観の選定等について（報告・答申）

記念物課課長補佐から、５月１７日に諮問のあった重要文化的景観の選定等について、５

月２３日から２４日に開催された第三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史跡等の現状変更の許可等について（報告・答申）

記念物課課長補佐から、５月１７日に諮問のあった史跡等の現状変更の許可等について、

５月２３日から２４日に開催された第三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史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）

記念物課課長補佐から、史跡等の現状変更の許可等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。

⑥史跡等の現状変更の許可について（報告）

会長から、５月３１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。

⑦重要無形文化財の指定・認定について（諮問）

伝統文化課長から、重要無形文化財の指定・認定について説明があり、審議の結果、第四

専門調査会において調査することとした。
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⑧登録有形文化財（建造物）の登録について（諮問）

参事官から、登録有形文化財（建造物）の登録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登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（諮問・答申）

参事官から、登録有形文化財（建造物）の登録抹消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登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（諮問）

参事官から、登録有形文化財（建造物）の登録抹消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。

⑪重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（諮問）

参事官から、重要文化財（建造物）の現状変更の許可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。

３．文化審議会文化財分科会企画調査会の設置について（案）

伝統文化課長から、文化審議会文化財分科会企画調査会の設置について説明があり、了承

された。
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別 紙

２－①史跡等の指定等について（報告・答申）

（１）史跡の新指定

名称 所在地

鳥海柵跡 岩手県金ケ崎町

美濃金山城跡 岐阜県可児市

纒向遺跡 奈良県桜井市

恵美須ヶ鼻造船所跡 山口県萩市

讃岐遍路道 香川県高松市・坂出市

根香寺道

津田古墳群 香川県さぬき市

宝満山 福岡県太宰府市・筑紫野市

大野窟古墳 熊本県氷川町

富貴寺境内 大分県豊後高田市

大隅正八幡宮境内及び社家跡 鹿児島県霧島市

佐敷城跡 沖縄県南城市

（２）名勝の新指定

名称 所在地

披雲閣庭園 香川県高松市

棲霞園及び梅ヶ谷津偕楽園 長崎県平戸市

（３）天然記念物の新指定

名称 所在地

新湯の玉滴石産地 富山県富山市

大鹿村の中央構造線（北川露頭・安康露頭） 長野県大鹿村

平久保安良のハスノハギリ群落 沖縄県石垣市

（４）史跡の統合，追加指定及び名称変更

名称 所 地

能美古墳群 石川県能美市

寺井山古墳群

和田山古墳群

末寺山古墳群

秋常山古墳群

西山古墳群

（旧名称：和田山・末寺山古墳群，秋常山古墳群）

（５）史跡の追加指定及び名称変更

名称 所在地

鹿児島紡績所跡（旧名称：鹿児島紡績所技師館（異人館）） 鹿児島県鹿児島市
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（６）史跡の追加指定

名称 所在地

北黄金貝塚 北海道伊達市

松前氏城跡 北海道松前町・厚沢部町

福山城跡

館城跡

是川石器時代遺跡 青森県八戸市

黒浜貝塚 埼玉県蓮田市

埼玉古墳群 埼玉県行田市

伊勢遺跡 滋賀県守山市

日根荘遺跡 大阪府泉佐野市・熊取町

但馬国分寺跡 兵庫県豊岡市

青谷上寺地遺跡 鳥取県鳥取市

松江城 島根県松江市

須玖岡本遺跡 福岡県春日市

田熊石畑遺跡 福岡県宗像市

宗像神社境内 福岡県宗像市

日野江城跡 長崎県南島原市

旧集成館 鹿児島県鹿児島市

附 寺山炭窯跡 関吉の疎水溝

塚崎古墳群 鹿児島県肝付町

指宿橋牟礼川遺跡 鹿児島県指宿市

大和井 沖縄県宮古島市

（７）名勝の追加指定及び名称変更

名称 所在地

ピリカノカ 北海道石狩市

九度山（クトゥンヌプリ） 名寄市

黄金山（ピンネタイオルシペ） 浜頓別町

神威岬（カムイエトゥ） 枝幸町

襟裳岬（オンネエンルム） えりも町

瞰望岩（インカルシ） 豊浦町

カムイチャシ 遠軽町

絵鞆半島外海岸 室蘭市

十勝幌尻岳（ポロシリ） 帯広市

幌尻岳（ポロシリ） 中札内村

平取町

（下線部分を追加するとともに，名称を変更した） 新冠町

（８）名勝の追加指定

名称 所在地

仙巖園 鹿児島県鹿児島市

附 花倉御仮屋庭園
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（９）天然記念物の追加指定

名称 所在地

エヒメアヤメ自生南限地帯 宮崎県小林市

石垣島東海岸の津波石群 沖縄県石垣市

２－②登録記念物の登録について（報告・答申）

（１）遺跡関係の新登録

長崎原爆遺跡（旧城山国民学校校舎） 長崎県長崎市

長崎原爆遺跡（浦上天主堂旧鐘楼） 長崎県長崎市

長崎原爆遺跡（旧長崎医科大学門柱） 長崎県長崎市

長崎原爆遺跡（山王神社二の鳥居） 長崎県長崎市

（２）名勝地関係の新登録

名称 所在地

恩賜箱根公園 神奈川県箱根町

強羅公園 神奈川県箱根町

神仙郷 神奈川県箱根町

旧中西氏庭園 大阪府吹田市

旧西尾氏庭園 大阪府吹田市

岡﨑氏庭園 島根県津和野町

財間氏庭園 島根県津和野町

田中氏庭園 島根県津和野町

椿氏庭園 島根県津和野町

２－③重要文化的景観の選定等について（報告・答申）

（１）重要文化的景観の新選定

名称 所在地

日根荘大木の農村景観 大阪府泉佐野市

蘭島及び三田・清水の農山村景観 和歌山県有田川町

酒谷の坂元棚田及び農山村景観 宮崎県日南市

（２）重要文化的景観の追加選定及び名称変更

名称 所在地

樫原の棚田及び農村景観（旧名称：樫原の棚田） 徳島県上勝町

２－④史跡等の現状変更の許可等について（報告・答申）

史跡に係るもの ３件

名勝に係るもの ２件

２－⑤史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）

史跡に係るもの ９７件

名勝に係るもの ３１件

天然記念物に係るもの ３３件

２－⑥史跡等の現状変更の許可について（報告）
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史跡に係るもの ４件

名勝に係るもの ４件

天然記念物に係るもの ３件

２－⑨登録有形文化財（建造物）の登録抹消について

名 称 所 在 地

佐藤家住宅呑切り場 岩手県一関市

横屋酒造精米所 岩手県一関市

横屋酒造旧精米所 岩手県一関市

横屋酒造通用門及び石塀 岩手県一関市

上野家住宅土蔵 宮城県遠田郡美里町

竹屋旅館南土蔵 福島県福島市

竹屋旅館西土蔵 福島県福島市

渡辺家住宅主屋 福島県須賀川市

古橋家住宅見世蔵 茨城県桜川市

古橋家住宅主屋 茨城県桜川市

中村家住宅乾蔵 茨城県桜川市

鈴木家住宅土蔵 茨城県桜川市

村上家住宅石蔵 茨城県桜川市

幕末と明治の博物館聖像殿 茨城県東茨城郡大洗町

飯塚家住宅新宅石蔵 栃木県那須郡那珂川町

宏明館 東京都新宿区

旧梅田診療所 東京都立川市

旧小倉家住宅土蔵 石川県金沢市

山崎歯科医院 長野県松本市

井田家住宅主屋 奈良県奈良市

井田家住宅内蔵 奈良県奈良市

旧田野町役場 高知県安芸郡田野町

ギャラリー絃燈舎主屋 長崎県島原市


