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第１４２回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２５年１１月１５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．前回議事要旨確認

２．諮問・答申

①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、１０月１８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、１

０月２５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。

②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、１０月１８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、１０月２５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史跡等の指定等について（報告・答申）

記念物課長から、１０月１８日に諮問のあった史跡等の指定等について、１０月２４日か

ら２５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登録記念物の登録について（報告・答申）

記念物課長から、１０月１８日に諮問のあった登録記念物の登録について、１０月２４日

から２５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重要文化的景観の選定について（報告・答申）

記念物課長から、１０月１８日に諮問のあった重要文化的景観の選定について、１０月２

４日から２５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。

⑥史跡等の現状変更の許可等について（報告・答申）

記念物課長から、１０月１８日に諮問のあった史跡等の現状変更の許可等について、１０

月２４日から２５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。
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⑦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。

⑧史跡等の現状変更の許可について（報告）

会長から、１１月１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。

３．その他

・国指定重要文化財の所在不明について（報告）

美術学芸課長から、国指定重要文化財の所在不明について報告がなされた。
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別 紙

２－①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

阿部家住宅主屋 青森県五所川原市大字羽野木沢字実吉16

阿部家住宅文庫蔵 青森県五所川原市大字羽野木沢字実吉16

丹六園店舗兼主屋 宮城県塩竈市宮町101

千田家住宅主屋 宮城県気仙沼市南町2-122-1

千田家住宅土蔵 宮城県気仙沼市南町2-122-1

千田家住宅石蔵 宮城県気仙沼市南町2-122-1

那波紙店店舗兼主屋 秋田県秋田市大町4-219他

那波紙店文庫蔵 秋田県秋田市大町4-219他

那波紙店商品蔵 秋田県秋田市大町4-219他

那波紙店向かい蔵 秋田県秋田市大町5-201-2

那波紙店五号倉庫 秋田県秋田市大町5-249-11

新政酒造吟醸蔵 秋田県秋田市大町6-71

新政酒造明醸蔵 秋田県秋田市大町6-71

新政酒造愛醸蔵 秋田県秋田市大町6-71

新政酒造旧感恩講東籾蔵及び米蔵 秋田県秋田市大町6-23

新政酒造旧感恩講西籾蔵 秋田県秋田市大町6-134

旧農林省積雪地方農村経済調査所庁舎 山形県新庄市石川町4-13他

熊野神社本殿 山形県村山市大字湯野沢字院内2680-1

熊野神社拝殿 山形県村山市大字湯野沢字院内2680-1

旧安部家住宅主屋 山形県西村山郡河北町谷地字沢畑へ889

旧安部家住宅新座敷 山形県西村山郡河北町谷地字沢畑へ889

旧安部家住宅座敷蔵 山形県西村山郡河北町谷地字沢畑へ889

旧安部家住宅火番小屋 山形県西村山郡河北町谷地字沢畑へ889

旧安部家住宅表門 山形県西村山郡河北町谷地字沢畑へ889

旧安部家住宅塀 山形県西村山郡河北町谷地字沢畑へ889

桜丘会館 福島県いわき市平字桜町5-1

朝日座 福島県南相馬市原町区大町1-120

金谷侍屋敷主屋（旧金谷カッテージイン主屋）栃木県日光市本町2249他

金谷侍屋敷土蔵（旧金谷カッテージイン土蔵）栃木県日光市本町2249他

足尾キリスト教会 栃木県日光市足尾町赤沢2525

井田家住宅主屋 群馬県佐波郡玉村町大字上新田字4北側16

26

旧新井家住宅主屋 埼玉県日高市大字高麗本郷字上ノ原245

旧新井家住宅客殿 埼玉県日高市大字高麗本郷字上ノ原245

旧新井家住宅納屋 埼玉県日高市大字高麗本郷字上ノ原245

旧新井家住宅南土蔵 埼玉県日高市大字高麗本郷字上ノ原245

旧新井家住宅北土蔵 埼玉県日高市大字高麗本郷字上ノ原245

旧新井家住宅石垣 埼玉県日高市大字高麗本郷字上ノ原245他

金子家住宅主屋 埼玉県入間郡越生町大字越生字町769

磯角商店主屋 千葉県銚子市飯沼町186

江戸屋店舗兼住宅 東京都中央区日本橋大伝馬町1-5
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大野屋總本店店舗 東京都中央区新富2-6-13

高村家住宅主屋 東京都文京区千駄木5-155

旧弘田家住宅主屋 東京都文京区弥生2-3-103他

旧弘田家住宅門柱及び塀 東京都文京区弥生2-3-103他

秋山家住宅主屋 東京都世田谷区粕谷2-206他

秋山家住宅土蔵 東京都世田谷区粕谷2-206他

淵川家住宅主屋 東京都杉並区松庵3-101-34

国立天文台レプソルド子午儀室 東京都三鷹市大沢2-1007-1

国立天文台ゴーチェ子午環室 東京都三鷹市大沢2-1007-1

国立天文台第一子午線標室 東京都三鷹市大沢2-1007-1

国立天文台第二子午線標室 東京都三鷹市大沢2-1007-1

国立天文台旧図庫及び倉庫 東京都三鷹市大沢2-1007-1

国立天文台門衛所 東京都三鷹市大沢2-1007-1

国立天文台表門 東京都三鷹市大沢2-1007-1

白百合女子大学めぐみ荘（旧菊池家住宅主屋）東京都調布市緑ヶ丘1-25-1

新井家住宅主屋 東京都調布市入間町1-4

新井家住宅内蔵 東京都調布市入間町1-4

新井家住宅外蔵 東京都調布市入間町1-4

新井家住宅旧蚕室 東京都調布市入間町1-4

新井家住宅中門及び塀 東京都調布市入間町1-4-3

伊藤屋旅館本館 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上字橋下484

-1他

伊藤屋旅館奥棟 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上字橋下484

-1他

伊藤屋旅館門柱及び石垣 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上字橋下484

-1他

宮川神社本殿 新潟県柏崎市大字宮川字向山4027

宮川神社拝殿及び幣殿 新潟県柏崎市大字宮川字向山4027

白田家住宅主屋 新潟県上越市頸城区森本703

旧飯田家住宅主屋 新潟県上越市大島区菖蒲字東沖318-1

旧野村家住宅主屋 石川県金沢市香林坊2-141

旧野村家住宅土塀 石川県金沢市香林坊2-141

旧敦賀倉庫株式会社新港第一号・第二号・第 福井県敦賀市蓬萊町1-4

三号倉庫

笠嶋家住宅主屋 福井県鯖江市舟枝町8字繁長14

笠嶋家住宅土蔵 福井県鯖江市舟枝町8字繁長14

早川町郷土資料館（旧三里村役場） 山梨県南巨摩郡早川町大原野146

旧山寺常山家住宅書院 長野県長野市松代町松代字竹山町1493-1

旧山寺常山家住宅表門 長野県長野市松代町松代字竹山町1493-1

旧山寺常山家住宅頌徳門 長野県長野市松代町松代字竹山町1493-1

旧恩田重信家住宅主屋 長野県長野市松代町松代字竹山町1506

旧恩田重信家住宅土蔵 長野県長野市松代町松代字竹山町1506

梅翁院本堂 長野県長野市松代町松代字田町984-2他

梅翁院山門 長野県長野市松代町松代字田町984-2他

長明寺本堂 長野県長野市松代町東寺尾字屋敷3881-2

他
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長明寺経蔵 長野県長野市松代町東寺尾字屋敷3881-2

他

長明寺三門 長野県長野市松代町東寺尾字屋敷3881-2

他

諏訪市文化センター（旧北澤会館） 長野県諏訪市湖岸通り5-1018-1他

南内田公民館 長野県塩尻市大字片丘字若宮4156他

旧加藤家別荘 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢下陣

場895-13

美濃窯業株式会社瑞浪工場角型煙突 岐阜県瑞浪市寺河戸町字上門田921-4他

浅井銃砲火薬店店舗兼主屋 岐阜県飛騨市神岡町船津字西町1196

浅井銃砲火薬店土蔵 岐阜県飛騨市神岡町船津字西町1196

浅井銃砲火薬店塀 岐阜県飛騨市神岡町船津字西町1196-1

玉泉堂酒造店舗兼主屋 岐阜県養老郡養老町高田字町126

玉泉堂酒造小売り場 岐阜県養老郡養老町高田字町126他

玉泉堂酒造土蔵 岐阜県養老郡養老町高田字町126

玉泉堂酒造南酒蔵 岐阜県養老郡養老町高田字町126他

玉泉堂酒造北酒蔵 岐阜県養老郡養老町高田字町126他

玉泉堂酒造検査室及び税務事務室 岐阜県養老郡養老町高田字町126他

玉泉堂酒造洗米所 岐阜県養老郡養老町高田字町126他

旧片岡醸造所酒蔵 静岡県島田市横岡新田字新宿193

菊川赤れんが倉庫 静岡県菊川市堀之内字古井戸1425

木綿蔵ちた（旧竹内虎王商店木綿蔵） 愛知県知多市岡田字中谷9

知立神社本殿 愛知県知立市西町神田12

知立神社幣殿 愛知県知立市西町神田12

知立神社拝殿 愛知県知立市西町神田12

知立神社祭文殿及び廻廊 愛知県知立市西町神田12

知立神社摂社親母神社 愛知県知立市西町神田12

知立神社茶室 愛知県知立市西町神田12

設楽町立田峯小学校普通教室棟 愛知県北設楽郡設楽町田峯字下畑14他

設楽町立田峯小学校特別教室棟 愛知県北設楽郡設楽町田峯字下畑14他

下津家住宅珂雪園 三重県津市一身田町字寺町749

下津家住宅外待合 三重県津市一身田町字寺町749

下津家住宅長屋門 三重県津市一身田町字寺町749

中山寺本堂 三重県伊勢市勢田町410

中山寺経蔵 三重県伊勢市勢田町410

中山寺山門 三重県伊勢市勢田町410

山口家住宅主屋 三重県名張市上八町1495-6

栄楽館南棟 三重県伊賀市上野相生町2842

栄楽館東棟 三重県伊賀市上野相生町2842

栄楽館土蔵 三重県伊賀市上野相生町2842

栄楽館門及び塀 三重県伊賀市上野相生町2842

青木家住宅（旧本尊美家住宅）主屋 京都府京都市北区上賀茂南大路町59

青木家住宅（旧本尊美家住宅）表門 京都府京都市北区上賀茂南大路町59

西川家住宅主屋 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町91-24他

西川家住宅土蔵 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町91-24他

吉田家住宅主屋 京都府京都市中京区新町通六角下る六角
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町363他

旧村西家住宅主屋 京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉

正寺町333

旧村西家住宅土蔵 京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉

正寺町333

旧武田家住宅主屋 京都府京都市下京区高辻通油小路東入永

養寺町242-1

落柿舎 京都府京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町2

0

大本みろく殿 京都府綾部市本宮町本宮下1

雙栗神社拝殿 京都府久世郡久御山町佐山双栗55

雙栗神社本殿門 京都府久世郡久御山町佐山双栗55

雙栗神社玉垣 京都府久世郡久御山町佐山双栗55

雙栗神社石鳥居 京都府久世郡久御山町佐山双栗55

宇良神社本殿 京都府与謝郡伊根町字本庄浜191

宇良神社拝殿及び中殿 京都府与謝郡伊根町字本庄浜191

大槻能楽堂能舞台 大阪府大阪市中央区上町2-1他

川本家住宅店舗兼主屋 大阪府茨木市上泉町1167

川本家住宅離れ 大阪府茨木市上泉町1167

川本家住宅倉庫 大阪府茨木市上泉町1167

正木記念邸主屋 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中2-774-2他

正木記念邸腰掛待合 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中2-774-2他

正木記念邸中門 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中2-774-2他

魚橋家住宅主屋 兵庫県姫路市威徳寺町24

魚橋家住宅離れ座敷 兵庫県姫路市威徳寺町24

魚橋家住宅内蔵 兵庫県姫路市伊伝居字馬場崎88

魚橋家住宅外蔵 兵庫県姫路市伊伝居字馬場崎81-2

魚橋呉服店店舗兼主屋 兵庫県姫路市威徳寺町51-1

魚橋呉服店南主屋 兵庫県姫路市威徳寺町50

魚橋呉服店北土蔵 兵庫県姫路市威徳寺町51-1

魚橋呉服店南土蔵 兵庫県姫路市威徳寺町50

芥田家住宅主屋 兵庫県姫路市野里寺町24

芥田家住宅土蔵 兵庫県姫路市野里寺町24

芥田家住宅離れ座敷兼土蔵 兵庫県姫路市野里寺町24

旧波門崎燈籠堂 兵庫県明石市港町2-9地先

三寿ゞ刃物製作所店舗兼主屋 兵庫県三木市本町2-1217

三寿ゞ刃物製作所離れ 兵庫県三木市本町2-1217

北条鉄道法華口駅本屋及びプラットホーム 兵庫県加西市東笠原町字沖245-2

北条鉄道法華口駅便所 兵庫県加西市東笠原町字沖245-2

北条鉄道播磨下里駅本屋及びプラットホーム 兵庫県加西市王子町字野中152-1

北条鉄道長駅本屋及びプラットホーム 兵庫県加西市西長町字天田321-2

岡田家住宅主屋 奈良県奈良市鵲町13

岡田家住宅離れ及び渡廊下 奈良県奈良市鵲町13

岡田家住宅蔵 奈良県奈良市鵲町13

近田家住宅主屋 奈良県奈良市鵲町19-1

近田家住宅蔵 奈良県奈良市鵲町19-1
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和歌山電鐵貴志川線伊太祈曽駅プラットホー 和歌山県和歌山市伊太祈曽字宮ノ前76-3

ム及び上屋

和歌山電鐵貴志川線伊太祈曽駅検査場 和歌山県和歌山市伊太祈曽字宮ノ前65-2

他

和歌山電鐵貴志川線大池第一橋梁 和歌山県和歌山市永山～紀の川市貴志川

町長山1304-3

和歌山電鐵貴志川線大池第二橋梁 和歌山県和歌山市永山

和歌山電鐵貴志川線西第二橋梁 和歌山県和歌山市西字淀

豊島家住宅主屋 和歌山県橋本市清水字中栄226

東光寺本堂 和歌山県東牟婁郡北山村大字竹原296

東光寺山門 和歌山県東牟婁郡北山村大字竹原字下モ

地296

岩田家住宅主屋 鳥取県鳥取市立川町1-94

岩田家住宅茶室 鳥取県鳥取市立川町1-94

岩田家住宅離れ 鳥取県鳥取市立川町1-94

面谷家住宅店舗兼主屋 鳥取県境港市花町8

面谷家住宅新座敷（旧精米所） 鳥取県境港市花町8

面谷家住宅道具蔵 鳥取県境港市花町8

面谷家住宅旧砂糖蔵 鳥取県境港市花町8

竹本家住宅主屋 岡山県新見市千屋実字オホマヘ619

竹本家住宅長屋及び米蔵 岡山県新見市千屋実字オホマヘ619

旧岡野屋旅館客室棟 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷113

旧岡野屋旅館門及び塀 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷114-1

辻本店店舗兼主屋 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷116

辻本店事務所 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷116

辻本店衣装蔵 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷116

辻本店奥座敷 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷116

辻本店社舎 岡山県真庭市勝山字城外107

辻本店表門及び塀 岡山県真庭市勝山字城外107他

辻本店庭塀 岡山県真庭市勝山字城外107他

辻本店西蔵 岡山県真庭市勝山字山本町屋敷112

辻本店倉庫 岡山県真庭市勝山字城外108-1

福山市旧山野村役場 広島県福山市山野町大字山野字殿川内378

2

山水園本館 山口県山口市緑町1061他

山内家住宅主屋 山口県防府市栄町2-1222-1他

山内家住宅蔵 山口県防府市栄町2-1222-1

山内家住宅男衆部屋 山口県防府市栄町2-1223-1

山内家住宅女衆部屋 山口県防府市栄町2-1223-1

山内家住宅納屋 山口県防府市栄町2-1223-1

山内家住宅門及び塀 山口県防府市栄町2-1222-1他

佐藤家住宅隠居屋 徳島県徳島市入田町笠木200-6

佐藤家住宅門柱 徳島県徳島市入田町笠木200-1

木屋旅館本館 愛媛県宇和島市本町追手2-86-12

旧村上歯科医院（中町カーサ） 佐賀県唐津市中町1868

町家カフェぜん 佐賀県唐津市坊主町552-5
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旅館綿屋本館 佐賀県唐津市大名小路150他

旅館綿屋洋館 佐賀県唐津市大名小路153

マルイチ葬祭斎場（旧小林家住宅酒蔵） 長崎県島原市弁天町1-7118-6

旧伊東家住宅（四明荘）主屋 長崎県島原市新町2-125-1他

旧伊東家住宅（四明荘）表門 長崎県島原市新町2-125-1

旧岩瀬橋 宮崎県小林市水流迫字池ノ平～小林市野

尻町三ヶ野山字岩瀬口

ＪＲ吉都線えびの駅本屋 宮崎県えびの市大字栗下字四反田82-2

旧重富島津家別邸主屋 鹿児島県鹿児島市清水町18

旧重富島津家別邸石塀 鹿児島県鹿児島市清水町18

児玉家住宅主屋 鹿児島県鹿児島市常盤1-514-1

児玉家住宅井戸屋 鹿児島県鹿児島市常盤1-514-1

児玉家住宅表門 鹿児島県鹿児島市常盤1-514-1他

鹿児島県民教育文化研究所 鹿児島県鹿児島市春日町4-1

美里村屋 沖縄県沖縄市美里3-22-1

２－②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

２－③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

宮脇廃寺跡 福島県伊達市

流廃寺跡 福島県東白川郡棚倉町

唐沢山城跡 栃木県佐野市

梅之木遺跡 山梨県北杜市

恒川官衙遺跡 長野県飯田市

島原藩主深溝松平家墓所 愛知県額田郡幸田町

雪野山古墳 滋賀県近江八幡市・東近江市・蒲生郡竜王町

中須東原遺跡 島根県益田市

八代城跡群 熊本県八代市

古麓城跡

麦島城跡

八代城跡

（２）名勝の新指定

名称 所在地

おくのほそ道の風景地 埼玉県草加市，

草加松原 栃木県日光市・大田原市・那須郡那須町，

ガンマンガ淵（慈雲寺境内） 福島県二本松市，宮城県岩沼市，

八幡宮（那須神社境内） 岩手県西磐井郡平泉町，秋田県にかほ市，

殺生石 新潟県糸魚川市，富山県高岡市，

黒塚の岩屋 石川県小松市，岐阜県大垣市

武隈の松

金鶏山

高館
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象潟及び汐越

親しらず

有磯海（女岩）

那谷寺境内（奇石）

大垣船町川湊

久部良バリ及び久部良フリシ 沖縄県八重山郡与那国町

（３）天然記念物の新指定

名称 所在地

大歩危 徳島県三好市

猪崎鼻の堆積構造 宮崎県日南市

喜界島の隆起サンゴ礁上植物群落 鹿児島県大島郡喜界町

（４）特別史跡の追加指定

名称 所 地

三内丸山遺跡 青森県青森市

藤原宮跡 奈良県橿原市

大宰府跡 福岡県太宰府市

水城跡 福岡県太宰府市・大野城市・

（太宰府市・大野城市の地点を追加指定する） 春日市

（５）史跡の統合，追加指定及び名称変更

名称 所 地

百舌鳥古墳群 大阪府堺市

いたすけ古墳

長塚古墳

収塚古墳

塚廻古墳

文珠塚古墳

丸保山古墳

乳岡古墳

御廟表塚古墳

ドンチャ山古墳

正楽寺山古墳

鏡塚古墳

善右ヱ門山古墳

銭塚古墳

グワショウ坊古墳

旗塚古墳

寺山南山古墳

七観音古墳

（旧名称）

いたすけ古墳

長塚古墳

収塚古墳
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塚廻古墳

文珠塚古墳

丸保山古墳

乳岡古墳

（６）史跡の追加指定及び名称変更

名称 所在地

足尾銅山跡 栃木県日光市

通洞坑

宇都野火薬庫跡

本山坑

本山動力所跡

本山製錬所跡

本山鉱山神社跡

（旧名称）

足尾銅山跡

通洞坑

宇都野火薬庫跡

牽牛子塚古墳・越塚御門古墳 奈良県高市郡明日香村

（旧名称）牽牛子塚古墳

鴻臚館跡 附女原瓦窯跡 福岡県福岡市

（旧名称）鴻臚館跡

長崎台場跡 長崎県長崎市

魚見岳台場跡

四郎ヶ島台場跡

（旧名称）

長崎台場跡

魚見岳台場跡

（７）史跡の追加指定及び一部解除

名称 所在地

島田宿大井川川越遺跡 静岡県島田市

（８）史跡の追加指定

名称 所在地

御所野遺跡 岩手県二戸郡一戸町

小峰城跡 福島県白河市

下野国分尼寺跡 栃木県下野市

内裏塚古墳 千葉県富津市

松本城 長野県松本市

昼飯大塚古墳 岐阜県大垣市

清水山城館跡 滋賀県高島市



- 11 -

長岡宮跡 京都府向日市

大安寺旧境内 附石橋瓦窯跡 奈良県奈良市，

（井手町の地点を追加指定する） 京都府綴喜郡井手町

出雲国府跡 島根県松江市

津田古墳群 香川県さぬき市

高知城跡 高知県高知市

日野江城跡 長崎県南島原市

鹿児島紡績所跡 鹿児島県鹿児島市

旧集成館 附寺山炭窯跡 関吉の疎水溝 鹿児島県鹿児島市

先島諸島火番盛 沖縄県石垣市，宮古島市，

宮古郡多良間村，八重山郡竹富町，

（宮古市の地点を追加指定する） 八重山郡与那国町

（９）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

オキクルミのチャシ及びムイノカ 平取町

（下線部分を追加するとともに，名称を変更する） 新冠町

（10）天然記念物のの追加指定及び一部解除

名称 所在地

ツバキ自生北限地帯 青森県平内町，秋田県男鹿市

（男鹿市の地点を追加指定及び一部解除した）

（11）天然記念物の追加指定

名称 所在地

御油のマツ並木 愛知県豊川市

２－④登録記念物の登録について（報告・答申）

（１）名勝地関係・遺跡関係の新登録

名称 所在地

岡倉天心旧宅・庭園及び大五浦・小五浦 茨城県北茨城市

（２）名勝地関係の新登録

名称 所在地

旧南部氏別邸庭園 岩手県盛岡市
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小早川氏庭園 長崎県島原市

２－⑤重要文化的景観の選定について（報告・答申）

名称 所在地

長良川中流域における岐阜の文化的景観 岐阜県岐阜市

東草野の山村景観 滋賀県米原市

宮津天橋立の文化的景観 京都府宮津市

生野鉱山及び鉱山町の文化的景観 兵庫県朝来市

奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観 島根県仁多郡奥出雲町

２－⑥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 １件

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

史跡に係るもの ７８件

名勝に係るもの ３２件

天然記念物に係るもの ３８件

２－⑧史跡等の現状変更の許可について（報告）

史跡に係るもの ３件

名勝に係るもの １０件

天然記念物に係るもの ７件


