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第１３９回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２５年７月１９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 長官、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、その他関係官

１．文化庁人事異動者紹介

２．前回議事要旨確認

３．諮問・答申

①重要無形文化財の指定・認定について（報告・答申）

伝統文化課長から、６月２１日に諮問のあった重要無形文化財の指定・認定について、７

月２日に開催された第四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（建造物）の登録について（報告・答申）

参事官から、６月２１日に諮問のあった登録有形文化財（建造物）の登録について、７月

１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。

③登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（報告・答申）

参事官から、６月２１日に諮問のあった登録有形文化財（建造物）の登録抹消について、

７月１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。

④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、６月２１日に諮問のあった重要文化財（建造物）の現状変更の許可について、

７月１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。

⑤史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）

記念物課長から、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、７月４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。

４．文化審議会文化財分科会企画調査会の委員の指名について（報告）

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委員の指名について報告がなさ
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れた。
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別 紙

３－①重要無形文化財の指定・認定について（報告・答申）

・表１の左欄の無形文化財を重要無形文化財に指定し，右欄の者を当該重要無形文化財の保持

者として認定することについて

〔表１〕

左 欄 右 欄

無形文化財 保 持 者

名 称 氏 名 芸 名 生年月日 住 所

（芸能の部）

長唄三味線 中川 昇一 今藤 政太郎 昭和10年10月10日 東京都渋谷区
ながうたしゃ み せん なかがわ しょういち いまふじ まさ た ろう

・表２の左欄の重要無形文化財の保持者として、右欄の者を追加認定することについて

〔表２〕

左 欄 右 欄

無形文化財 保 持 者

名 称 氏 名 雅号 生年月日 住 所

（芸能の部）

清元節三味線 松原 清之介 清元 梅吉 昭和 7年 8月 7日 東京都江東区
きよもとぶししゃ み せん まつばら せい の すけ きよもと うめきち

（工芸技術の部）

白磁 前田 昭博 昭和29年 5月 1日 鳥取県鳥取市
はく じ まえ だ あきひろ

蒟醬 山下 義人 昭和26年 9月21日 香川県高松市
きん ま やました よし と
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・表３の左欄の重要無形文化財の保持者の団体の構成員として、右欄の者を追加認定することに

ついて

（表３）

左 欄 右 欄

重要無形文化財 保 持 者

名称 指定要件 氏 名 生 年 月 日 住 所

（芸 名）

雅楽 宮内庁式部職楽部 多 忠純 平成 3年10月28日 埼玉県新座市
が がく おおの ただずみ

部員により演技演

奏されるものであ

ること。

３－②登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申）

名 称 所 在 地

旧南部家別邸主屋 岩手県盛岡市

長谷寺大仏殿 秋田県由利本荘市

瀬上嶋貫本家住宅主屋 福島県福島市

瀬上嶋貫本家住宅離れ 福島県福島市

瀬上嶋貫本家住宅文庫蔵 福島県福島市

瀬上嶋貫本家住宅表門 福島県福島市

瀬上嶋貫本家住宅門及び土塀 福島県福島市

佐藤家住宅主屋 福島県福島市

佐藤家住宅離れ 福島県福島市

佐藤家住宅文庫蔵 福島県福島市

佐藤家住宅味噌蔵 福島県福島市

岡直三郎商店大間々工場店舗兼主屋 群馬県みどり市

岡直三郎商店大間々工場文庫蔵 群馬県みどり市

十一屋北西商店店舗 埼玉県川口市

十一屋北西商店蔵 埼玉県川口市

旧岩崎家末廣別邸主屋 千葉県富里市

旧岩崎家末廣別邸東屋 千葉県富里市

旧岩崎家末廣別邸石蔵 千葉県富里市

祐天寺本堂 東京都目黒区

祐天寺書院 東京都目黒区

祐天寺地蔵堂 東京都目黒区

祐天寺地蔵堂門 東京都目黒区

祐天寺表門 東京都目黒区

祐天寺水屋 東京都目黒区

東京工業大学本館 東京都目黒区
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東京工業大学大岡山西一号館（旧分析化学実験室） 東京都目黒区

東京工業大学七〇周年記念講堂 東京都目黒区

中村家住宅洋館 東京都中野区

田村酒造酒造蔵 東京都福生市

田村酒造前蔵 東京都福生市

田村酒造雑蔵 東京都福生市

田村酒造旧水車小屋及び脇蔵 東京都福生市

田村酒造石垣 東京都福生市

森田家住宅主屋 東京都あきる野市

森田家住宅見世蔵 東京都あきる野市

森田家住宅前の蔵 東京都あきる野市

森田家住宅味噌蔵 東京都あきる野市

森田家住宅西蔵 東京都あきる野市

森田家住宅旧米蔵 東京都あきる野市

森田家住宅御看経堂 東京都あきる野市

森田家住宅門 東京都あきる野市

森田家住宅板塀 東京都あきる野市

檑亭本館 神奈川県鎌倉市

檑亭山門 神奈川県鎌倉市

桔梗屋店蔵 神奈川県藤沢市

桔梗屋主屋 神奈川県藤沢市

桔梗屋文庫蔵 神奈川県藤沢市

旧三觜八郎右衛門家住宅主屋 神奈川県藤沢市

旧三觜八郎右衛門家住宅門 神奈川県藤沢市

旧三觜八郎右衛門家住宅石塀 神奈川県藤沢市

旧中島浄水場ポンプ室棟 新潟県長岡市

旧中島浄水場監視室棟 新潟県長岡市

旧中島浄水場予備発電機室棟 新潟県長岡市

旧今井家住宅新館 新潟県三条市

吉田家住宅主屋 新潟県柏崎市

北陸銀行本店 富山県富山市

旧大井百貨店（大井洋装店） 福井県越前市

福井鉄道北府駅本屋 福井県越前市

寿屋対碧亭 福井県越前市

丸山漆器店大谷石蔵 長野県塩尻市

旧ライシャワー家別荘 長野県北佐久郡軽井沢町

旧軽井沢ハウス(旧松方家別荘) 長野県北佐久郡軽井沢町

長良川鉄道美濃市駅本屋 岐阜県美濃市

長良川鉄道美濃市駅プラットホーム及び待合所 岐阜県美濃市

小林家住宅主屋 岐阜県不破郡垂井町

筧家住宅主屋 愛知県名古屋市

日本福音ルーテル岡崎教会教会堂 愛知県岡崎市

旧愛知県岡崎師範学校武道場 愛知県岡崎市

喜楽亭 愛知県豊田市

龍泉寺本堂 愛知県新城市

龍泉寺開山堂及び位牌堂 愛知県新城市
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龍泉寺観音堂及び御茶堂 愛知県新城市

龍泉寺庫裏 愛知県新城市

龍泉寺鐘楼 愛知県新城市

八平神社本殿 愛知県新城市

八平神社玉垣 愛知県新城市

瀧神社本殿 愛知県新城市

旧市川家住宅主屋 愛知県日進市

鈴木家住宅主屋 三重県松阪市

鈴木家住宅蔵 三重県松阪市

鈴木家住宅納屋 三重県松阪市

神武参剣道場 三重県志摩市

開化寺観音堂 三重県伊賀市

開化寺三重塔 三重県伊賀市

開化寺門 三重県伊賀市

朝日小学校円形校舎 三重県三重郡朝日町

本能寺本堂 京都府京都市

本能寺信長公御廟所拝殿 京都府京都市

本能寺表門 京都府京都市

久田家半床庵茶室 京都府京都市

久田家半床庵腰掛 京都府京都市

松本酒造大黒蔵 京都府京都市

松本酒造酒蔵ホール 京都府京都市

松本酒造吟醸酒蔵 京都府京都市

松本酒造煉瓦倉庫 京都府京都市

松本酒造事務所 京都府京都市

松本酒造煉瓦煙突 京都府京都市

離宮八幡宮本殿 京都府乙訓郡大山崎町

離宮八幡宮拝殿 京都府乙訓郡大山崎町

離宮八幡宮高天宮神社 京都府乙訓郡大山崎町

離宮八幡宮中門 京都府乙訓郡大山崎町

離宮八幡宮手水所 京都府乙訓郡大山崎町

離宮八幡宮透塀 京都府乙訓郡大山崎町

西川家長屋 大阪府大阪市

横山家住宅主屋 大阪府高槻市

横山家住宅隠居棟 大阪府高槻市

横山家住宅蔵 大阪府高槻市

横山家住宅納屋 大阪府高槻市

横山家住宅門及び塀 大阪府高槻市

坂井家住宅主屋 兵庫県神戸市

坂井家住宅北面東棟門及び塀 兵庫県神戸市

坂井家住宅南面塀 兵庫県神戸市

コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）主屋 兵庫県西脇市

花井家住宅主屋 兵庫県高砂市

松宗蔵 兵庫県高砂市

大崎家住宅主屋 兵庫県高砂市

ヒガシマル醤油元本社工場事務所及び圧搾場 兵庫県たつの市
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ヒガシマル醤油元本社工場原料庫及び仕込蔵 兵庫県たつの市

ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵一 兵庫県たつの市

ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵二 兵庫県たつの市

ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵三 兵庫県たつの市

ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵及び雑品庫 兵庫県たつの市

木奥家住宅主屋 奈良県奈良市

和歌山県庁舎本館 和歌山県和歌山市

寒川家住宅主屋 和歌山県日高郡日高川町

寒川家住宅離れ 和歌山県日高郡日高川町

寒川家住宅土蔵 和歌山県日高郡日高川町

寒川家住宅表門 和歌山県日高郡日高川町

寒川家住宅塀 和歌山県日高郡日高川町

寒川家住宅小門 和歌山県日高郡日高川町

寒川家住宅石垣 和歌山県日高郡日高川町

興禅寺本堂 鳥取県鳥取市

旧和泉家別邸 広島県尾道市

みはらし亭 広島県尾道市

株式会社日新林業加計出張所 広島県山県郡安芸太田町

護國寺清正公堂 山口県下関市

護國寺納骨堂 山口県下関市

護國寺門柱 山口県下関市

旧宮崎商館 山口県下関市

遠石八幡宮本殿 山口県周南市

遠石八幡宮幣殿 山口県周南市

遠石八幡宮拝殿 山口県周南市

遠石八幡宮祭器庫 山口県周南市

遠石八幡宮神饌所 山口県周南市

遠石八幡宮透塀 山口県周南市

遠石八幡宮神門及び袖塀 山口県周南市

遠石八幡宮手水舎 山口県周南市

宮處八幡宮本殿 香川県高松市

宮處八幡宮拝殿及び幣殿 香川県高松市

宮處八幡宮末社護国神社本殿 香川県高松市

宮處八幡宮注連柱 香川県高松市

旭館 愛媛県喜多郡内子町

向野堅一記念館（旧讃井病院） 福岡県直方市

直方谷尾美術館洋館（旧奥野医院） 福岡県直方市

直方谷尾美術館和館（旧奥野家住宅主屋） 福岡県直方市

直方谷尾美術館茶室鉄牛庵 福岡県直方市

前田園本店店舗 福岡県直方市

前田園本店倉庫 福岡県直方市

石原商店店舗 福岡県直方市

アートスペース谷尾（旧十七銀行直方支店） 福岡県直方市

天吹酒造主屋 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造離れ座敷 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造貯蔵庫（旧麹室） 佐賀県三養基郡みやき町
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天吹酒造仕込蔵 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造地下貯蔵庫 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造貯蔵庫（旧白米倉庫） 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造瓶詰工場（旧仕込蔵） 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造旧蔵人用炊事場煙突 佐賀県三養基郡みやき町

天吹酒造旧酒造蔵煙突 佐賀県三養基郡みやき町

永山家住宅主屋 長崎県平戸市

永山家住宅隠居屋 長崎県平戸市

奈良家住宅主屋 宮崎県宮崎市

奈良家住宅別棟 宮崎県宮崎市

３－③登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（報告・答申）

名 称 所 在 地

季節宿國安物置 新潟県三島郡出雲崎町

３－④重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申） ６件

３－⑤史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）

史跡に係わるもの １３３件

名勝に係わるもの ２８件

天然記念物に係わるもの ４８件

３－⑥史跡等の現状変更の許可について（報告）

史跡に係わるもの １６件

名勝に係わるもの １０件

天然記念物に係わるもの ７件


