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第１４６回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２６年３月１８日（火）１４：００～１５：３０

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 文化庁長官、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、その他関係官

１．前回議事要旨確認

２．諮問・答申

国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）①

美術学芸課長から、２月１４日に諮問のあった国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等

、 、について ２月２７日から３月１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重要文化財（美術工芸品）の指定の解除について（報告・答申）

美術学芸課長から、２月１４日に諮問のあった重要文化財（美術工芸品）の指定の解除に

ついて、２月２７日から３月１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。

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、２月１４日に諮問のあった国宝・重要文化財（美術工芸品）の現状変

更の許可について、２月２７日から３月１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（美術工芸品）の認定の取消しについて（報告・答申）

美術学芸課長から、２月１４日に諮問のあった重要美術品（美術工芸品）の認定の取消し

、 、について ２月２７日から３月１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、２月１４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、２月

２８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重要文化財（建造物）の現状変更等の許可について（報告・答申）

参事官から、２月１４日に諮問のあった重要文化財（建造物）の現状変更等の許可につい

て、２月２８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。

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について説明があり、審議の結果、別紙のとお
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り答申がなされた。

３．その他

・歴史的風致維持向上計画の認定について（報告）

文化財保護調整室長から、歴史的風致維持向上計画の認定について報告がなされた。
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別 紙

２－① 国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）

一 重要文化財を国宝に（一件）

考古資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

土偶 一箇 茅野市

附 土器 八点

長野県中ツ原遺跡出土

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

狩野元秀筆
右 金地著色四季花鳥図 一双 大阪市

六曲屏

狩野宗秀筆
左 紙本金地著色四季花鳥図 一双 大阪市

六曲屏風

彫刻の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 木造伎楽面 一面 国（文化庁）

左 木造伎楽面 一面 国（文化庁）

工芸品の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 磁製靑華鯉耳缾 一箇 公益財団法人北村

文華財団

左 景徳鎮窯 公益財団法人北村古染付高砂花生 一口
文華財団

古文書の部（一件）
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項 名称及び員数 所有者

右 嘉元三年十月廿八日 学校法人大阪青山紙本墨書新院廳諷誦文 一幅日野俊光奉 学園

左 嘉元三年十月廿八日 学校法人大阪青山後伏見院庁諷誦文 一幅
学園

三 右項重要美術品に中項未指定文化財を追加し、左項重要文化財に（二件）

彫刻の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 木造薬師如来立像 一軀 宗教法人西方

像内に弘安元年の奉加連名帳がある 寺

中 結縁交名 一括 宗教法人西方

弘安元年六月十七日、同十八日、 寺

一日造立供養薬師仏等の記がある

左 木造薬師如来立像 一軀 宗教法人西方

附 結縁交名 一括 寺

弘安元年六月十七日、同十八日、

一日造立供養薬師仏等の記がある

書跡・典籍の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

曲直瀬道三自筆本 公益財団法人武田科学右 紙本墨書啓迪集 八冊
天正二年策彦自筆ノ序アリ 振興財団

中 天正二年自序 公益財団法人武田科学啓迪集 二冊
振興財団

自筆本 公益財団法人武田科学左 啓迪集 八冊
天正二年策彦周良題辞 振興財団

天正二年自序附 啓迪集 二冊

四 未指定文化財を重要文化財に（四十四件）

絵画の部（六件）

名称及び員数 所有者
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村上華岳筆一 裸婦図 一面 公益財団法人山
絹本著色 種美術財団

二 絹本著色光明本尊 三幅 宗教法人妙源寺

山本芳翠筆三 裸婦 一面 岐阜県油絵 麻布

四 絹本著色夢窓疎石像 一幅 宗教法人慈済院

観応二年八月の自賛がある

絹本著色無極志玄像 一幅

延文四年二月十六日の自賛（空谷明応筆）がある

狩野山雪筆五 紙本墨画淡彩寒山拾得図 一幅 宗教法人真正極

楽寺

六 紙本墨画淡彩四季山水図 一双 宗教法人太山寺六曲屏風

彫刻の部（八件）

名称及び員数 所有者

西念、良覚作一 鉄造阿弥陀如来立像 一軀 中染区

背面に弘長四年四月、大大工権守入道西念、大仏師

日向房良覚等の陽鋳銘がある

二 院吉、院広、院遵作木造釈迦如来及両脇侍坐像 三軀 宗教法人方廣寺

中尊像底に観応三年、院吉・院広・院遵、左脇侍

像底に院広、右脇侍像底に院遵の刻銘がある

三 木造観音菩薩立像 一軀 宗教法人九品寺

四 銅造観音菩薩立像 一軀 宗教法人眞光寺

五 木造徳川家康坐像 一軀 宗教法人知恩院康猶作

木造徳川秀忠坐像 一軀

（所在御影堂）

六 木造十一面観音立像 一軀 宗教法人當麻寺

七 康成作木造金剛力士立像 二軀 宗教法人金峯山（所在二王門）
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各像内に大仏師法橋康成、阿形像内に延元三年 寺

十二月、吽形像内に同四年十一月の銘がある

附 像内納入品

一、木造五輪塔 一基

一、大般若経 四巻

包紙添

一、地蔵菩薩印仏 百五十二通

地蔵菩薩印仏 三十通

一、

地蔵菩薩及多宝塔印仏 三十四通

一、印仏残欠 一括

一、杮経（残欠共） 二束、五百八十二枚

一、墨書紙片 一枚

八 羅漢寺石仏 宗教法人羅漢寺

石造釈迦如来及両脇侍坐像 三軀

石造梵天帝釈天倚像 二軀

石造四天王立像 四軀

石造日天月天立像 二軀

石造龍王立像 二軀

石造十大弟子立像 十軀

石造五百羅漢像 四百五十一軀

石造供養具 八点

（以上無漏窟安置）

石造五百羅漢像 六十二軀

石造竜頭 一箇

工芸品の部（五件）

名称及び員数 所有者

珠洲
一 巴文大壺 一口 国（文化庁）

道入作 公益財団法人二 赤楽茶碗（鵺） 一口 三井文庫

田相薄茶地四葉花文顕紋紗三 九条袈裟 一領 宗教法人妙興寺
条葉紺地四葉花折枝文顕紋紗

附 環 二枚

坐具 二枚

内一枚に文安二年の墨書銘がある

田相黄地桐竹鳳凰麒麟文綾 宗教法人妙興寺四 九条袈裟 一領
条葉薄茶地二重蔓牡丹唐草文綾

附 坐具 一枚
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五 蒔絵調度類 宗教法人本妙寺

一、桐桔梗折墨紋蒔絵四重椀 一具

一、桐桔梗折墨紋蒔絵三重椀 一具

一、桐桔梗折墨紋蒔絵平椀 一口

一、桐桔梗折墨紋蒔絵壺椀 二口

一、桐桔梗折墨紋蒔絵腰高 二口

一、桐桔梗折墨紋蒔絵飯器 一合

一、桐桔梗折墨紋蒔絵膳 三基

一、桐桔梗唐草蒔絵椀 一口

一、桔梗唐草蒔絵椀 一口

一、菊桐紋蒔絵盃台 一口

一、菊桐紋蒔絵懸盤 二基

一、菊桐紋蒔絵香箱 一合

書跡・典籍の部（六件）

名称及び員数 所有者

一 弘安礼節 一巻 国（国立国会図

紙背弘安四年具注暦 書館）

二 六百番歌合 四帖 学校法人日本大

学

三 巻第二十三、第三十八 公益財団法人三
白氏文集 二巻（金沢文庫本） 井文庫

四 大字法華経授記品 一巻 株式会社オーツ

カ

五 慈鎮和尚伝 一巻 学校法人真宗大

正応二年七月三日書写奥書 谷学園

六 遊仙窟残巻 一帖 宗教法人天野山

元亨元年加点奥書 金剛寺

古文書の部（四件）

名称及び員数 所有者

一 慈鎮和尚夢想記 一帖 国立大学法人東

京大学
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二 北野西京神人文書（九十九通） 九巻、三十三幅、二通 宗教法人北野天

満宮

三 永暦元年五月五日 学校法人真宗大後白河院庁下文 一巻
谷学園

四 黒草紙 一冊 宗教法人薬師寺

附 黒草紙 一冊

宝暦三年懐慧書写奥書

考古資料の部（九件）

名称及び員数 所有者

一 赤漆塗木鉢 一箇 野辺地町

附 一、黒漆塗木椀 一点

一、赤漆塗木鉢残欠 二点

青森県向田 遺跡出土１
８

二 茨城県武者塚古墳出土品 土浦市

一、銀帯状金具 一枚

一、銀装圭頭大刀 一口

一、銅装三累環頭大刀 一口

一、鉄柄銅杓 一口

一、鉄製品 四十五点

一、石製品 十七点

一、ガラス小玉 七十九点

附 一、経錦残欠 一括

一、美豆良残欠 一点

三 長野県柳沢遺跡出土品 中野市

一、銅戈 八口

一、銅鐸 五口分

一、土器・土製品 三十九点

一、石器・石製品 百六十点

四 石川県中屋サワ遺跡出土品 金沢市

一、木器・木製品 四十一点

一、漆塗木製品 三十三点

一、土器・土製品 三百七十四点

一、石器・石製品 二百五十八点

一、骨角器 四点

五 福井県林・藤島遺跡出土品 福井県

一、土器・土製品 五十二点
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一、木器・木製品 十八点

一、石器・石製品 三百三十三点

一、ガラス玉 二十一点

一、金属製品 五百二十点

六 大阪府狭山池出土木樋 大阪府、大阪狭

一、下層東樋 二基分 山市

一、上層東樋 一基分

一、中樋取水部材 三十四点

一、西樋取水部材 十七点

重源狭山池改修碑 一基

建仁二年の刻銘がある

七 福岡県田熊石畑遺跡出土品 宗像市

一、銅剣 九口

一、銅矛 三口

一、銅戈 三口

一、石製品 二百四十一点

一、ガラス小玉 一点

八 長崎県佐賀貝塚出土品 対馬市

一、骨角牙貝製品 三百五十五点

一、石器・石製品 三百六十八点

附 土器片・土製円板 百五十点

九 大分県免ヶ平古墳出土品 大分県

一、神獣鏡 二面

一、鉄製品 四十七点

一、石製品 十九点

一、ガラス小玉 十四点

（以上石室出土）

一、神獣鏡 一面

一、鉄刀子 一口

一、石製品 五点

（以上石棺出土）

歴史資料の部（六件）

名称及び員数 所有者

一 琉球国中山王書翰並貢物目録 二十三通 独立行政法人国

附 書翰箱 二合 立文化財機構

二 開拓使文書 千八百三十二点 北海道
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三 東京府・東京市行政文書 三万三千八百七点 東京都

四 菅茶山関係資料 広島県

一、著述稿本類 六百四十七点

一、文書・記録類 六百三十一点

一、書画類 三百三十一点

一、書状類 九百三十九点

一、典籍類 二千七百六点

一、絵図・地図類 四十四点

一、器物類 七十一点

五 久米通賢関係資料 公益財団法人鎌

一、文書・記録類 五百九十五点 田共済会

一、書状類 二百九十五点

一、絵図・地図類 百十五点

一、著述稿本類 十一点

一、典籍類 二十点

一、器物類 二十五点

六 武雄鍋島家洋学関係資料 武雄市

一、文書・記録類 千三百四点

一、標本類 四点

一、和書・訳書類 二百八十四点

一、洋書類 百三十三点

一、絵図・地図類 三十六点

一、図面類 百五十九点

一、写真 七点

一、器物類 二百九十七点

五 右項重要文化財の員数を左項に（四件）

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

曽我蕭白筆 三重県右 旧永島家襖絵

紙本墨画山水図 八幅

紙本墨画竹林七賢図 八面

紙本墨画淡彩波濤群禽図 十三面

紙本墨画淡彩松鷹図 五面

紙本墨画禽獣図 四面

紙本墨画淡彩狼狢図 三幅

紙本墨画牧牛図 四幅
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左 曽我蕭白筆 三重県旧永島家襖絵

紙本墨画山水図 八面

紙本墨画竹林七賢図 八面

紙本墨画淡彩波濤群禽図 十三面

紙本墨画淡彩松鷹図 五面

紙本墨画禽獣図 四面

紙本墨画淡彩狼狢図 三面

紙本墨画牧牛図 四面

工芸品の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 古神宝類 宗教法人熱田

萌黄小葵地桐竹鳳凰文二重織 神宮一、表着 二領

白桐竹鳳凰唐草文固綾織一、重袿 十襲二領

萌黄繁菱文固綾
一、単 一領

白三重襷文羅織一、裳 二腰

一、彩絵檜扇 三握

白窠霰文二重織一、表袴 三腰

白繁菱文固綾織一、襪 二双

一、錦包挿鞋 三双

一、黒漆根古志形鏡台 五基

一、黒漆菊亀甲蒔絵冠箱 一合

紫小葵地浮線綾二重織一、入帷 二領

一、朱漆弓 三張

一、黒漆平胡籙 一腰

一、朱塗唐櫃 二合

附 入帷残闕

左 古神宝類 宗教法人熱田

萌黄小葵地桐竹鳳凰文二重織 神宮一、表着 二領

白桐竹鳳凰唐草文固綾織一、重袿 十襲二領

萌黄繁菱文固綾一、単 一領

白三重襷文羅織一、裳 二腰

一、彩絵檜扇 三握

白窠霰文二重織一、表袴 三腰

白繁菱文固綾織
一、襪 二双

一、錦包挿鞋 三双
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一、黒漆根古志形鏡台 五基

一、黒漆菊亀甲蒔絵冠箱 一合

紫小葵地浮線綾二重織一、入帷 二領

一、朱漆弓 三張

一、黒漆平胡籙 一腰

一、朱塗唐櫃 二合

附 入帷残闕 一括

古文書の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 石清水八幡宮文書 八百十巻 三百六十八冊 二十一帖 宗教法人石清、 、 、

八百九十七通、五幅、十鋪、十一顆 水八幡宮

左 石清水八幡宮文書 七百九十六巻、五幅、二十一帖、 宗教法人石清

三百六十八冊、千二十五通、十鋪、十一顆 水八幡宮

歴史資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 蝦夷三官寺国泰寺関係資料 宗教法人国泰

一、文書・記録類 二百九十五点 寺

一、経典類 五百二十五点

一、器物類 十二点

左 蝦夷三官寺国泰寺関係資料 宗教法人国泰

一、文書・記録類 二百九十二点 寺

一、経典類 五百二十五点

一、器物類 十二点

六 右項重要文化財に中項未指定文化財を追加し、左項重要文化財に（三件）

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

（伝法橋慶舜筆） 宗教法人當麻右 浄土曼荼羅絹本著色掛幅 一幅
寺

中 絹本著色当麻曼荼羅図 一幅 宗教法人當麻

寺
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左 伝法橋慶舜筆絹本著色当麻曼荼羅図 一幅 宗教法人當麻
（文亀本） 寺

絹本著色当麻曼荼羅図 一幅（貞享本）

彫刻の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 木造古楽面 二十六面 宗教法人白山

神社

中 鬼神面 一面 宗教法人白山

神社

左 木造古楽面 二十七面 宗教法人白山

神社

工芸品の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 古神宝類 宗教法人熱田

萌黄小葵地桐竹鳳凰文二重織 神宮一、表着 二領

白桐竹鳳凰唐草文固綾織一、重袿 十襲二領

萌黄繁菱文固綾一、単 一領

白三重襷文羅織一、裳 二腰

一、彩絵檜扇 三握

白窠霰文二重織一、表袴 三腰

白繁菱文固綾織一、襪 二双

一、錦包挿鞋 三双

一、黒漆根古志形鏡台 五基

一、黒漆菊亀甲蒔絵冠箱 一合

紫小葵地浮線綾二重織一、入帷 二領

一、朱漆弓 三張

一、黒漆平胡籙 一腰

一、朱塗唐櫃 二合

附 入帷残闕 一括

中 朱漆弓 二張 宗教法人熱田

梓弓 十張 神宮
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左 古神宝類 宗教法人熱田

萌黄小葵地桐竹鳳凰文二重織 神宮一、表着 二領

白桐竹鳳凰唐草文固綾織一、重袿 十襲二領

萌黄繁菱文固綾一、単 一領

白三重襷文羅織一、裳 二腰

一、彩絵檜扇 三握

白窠霰文二重織一、表袴 三腰

白繁菱文固綾織一、襪 二双

一、錦包挿鞋 三双

一、黒漆根古志形鏡台 五基

一、黒漆菊亀甲蒔絵冠箱 一合

紫小葵地浮線綾二重織一、入帷 二領

一、朱漆弓 五張

一、黒漆平胡籙 一腰

一、朱塗唐櫃 二合

附 入帷残闕 一括

梓弓 十張

七 右項重要文化財の名称を左項に（一件）

彫刻の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 木造十一面観音立像 一軀 宗教法人當麻（所在本堂）
寺

左 木造十一面観音立像 一軀 宗教法人當麻

寺

２－② 重要文化財(美術工芸品）の指定解除について（報告・答申） １件

彫刻の部（一件）

名称及び員数 所有者

木造一遍上人立像 一軀 宗教法人宝厳

寺

２－③ 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） ４件

２－④ 重要美術品の認定の取消しについて（報告・答申） ２件
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工芸品の部（二件）

名称及び員数 所有者

一 銘 末貞 株式会社日本大太刀 一口
刀剣

二 靑白磁七角蓮花形香爐 一箇 個人

２－⑤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

遠藤家住宅主屋 北海道札幌市中央区南六条西五-一八他

遠藤家住宅蔵 北海道札幌市中央区南六条西五-一八他

遠藤家住宅南石蔵 北海道札幌市中央区南六条西五-一八他

遠藤家住宅北石蔵 北海道札幌市中央区南六条西五-一八他

遠藤家住宅表門 北海道札幌市中央区南六条西五-一八

遠藤家住宅塀 北海道札幌市中央区南六条西五-一八

駿河屋宮田書店店舗兼主屋 茨城県常陸太田市内堀町字内堀西二三五七

駿河屋宮田書店土蔵 茨城県常陸太田市内堀町字内堀西二三五七

旧稲田家住宅赤煉瓦蔵 茨城県常陸太田市東一町字東一東二二九五-二

鹿沼市文化活動交流館石蔵（旧帝国繊維 栃木県鹿沼市睦町字寺ノ内一九五六-二

石蔵）

田波家住宅主屋 栃木県小山市大字南小林七四-一

田波家住宅離れ 栃木県小山市大字南小林七四-一

金子家住宅蔵 群馬県桐生市東久方町二-七三-一他

金子家住宅倉庫及び旧染場 群馬県桐生市東久方町二-九〇

金子織物株式会社旧鋸屋根工場 群馬県桐生市東久方町二-七三-一

金子織物株式会社旧従業員宿舎 群馬県桐生市東久方町二-九〇

小林家住宅（旧小武織物有限会社）主屋 群馬県桐生市広沢町五字福島一一一一-三他

小林家住宅（旧小武織物有限会社）工場 群馬県桐生市広沢町五字福島一一一一-六他

小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫 群馬県桐生市広沢町五字福島一一一一-九他

一

小林家住宅（旧小武織物有限会社）倉庫 群馬県桐生市広沢町五字福島一一一一-九他

二

小林家住宅（旧小武織物有限会社）石垣 群馬県桐生市広沢町五字福島一一一一-九他

小林家住宅（旧小武織物有限会社）塀 群馬県桐生市広沢町五字福島一一一一-九他

玉村八幡宮末社国魂神社（旧玉村尋常高 群馬県佐波郡玉村町大字下新田字八幡一

等小学校奉安殿）

中村家住宅主屋 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-一他

中村家住宅離れ 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-二

中村家住宅煉瓦蔵 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-一

中村家住宅土蔵 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-二

中村家住宅北蔵及び事務所 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-一
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中村家住宅倉庫 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-二

中村家住宅稲荷社 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-三

中村家住宅防空壕 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-三

中村家住宅門及び石塀 千葉県市川市鬼越二-二〇〇-一

笹屋土蔵 千葉県流山市流山一-一五五-一

清水屋本店店舗兼主屋 千葉県流山市流山二-二六

細井家住宅主屋 東京都中野区上高田三-六

功運寺庫裏 東京都中野区上高田四-一四-一九

功運寺鐘楼 東京都中野区上高田四-一四-三

功運寺山門 東京都中野区上高田四-一四-三

三岸家住宅アトリエ 東京都中野区上鷺宮二-四〇七

坂井家住宅和館 神奈川県鎌倉市扇ガ谷四-五〇五他

坂井家住宅洋館 神奈川県鎌倉市扇ガ谷四-五〇六-三他

林家住宅主屋 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡二-六〇九八-四五

齋賀家住宅主屋 富山県南砺市井波字八日町三〇三六他

齋賀家住宅土蔵 富山県南砺市井波字八日町三〇三六他

松風樓東棟 富山県南砺市福光字川原七四七一-八

松風樓西棟 富山県南砺市福光字川原七四七一-一五他

松風樓一の蔵 富山県南砺市福光字川原七四七一-一五

松風樓二の蔵 富山県南砺市福光字川原七四七一-一五

竹内源造記念館（旧小杉町役場庁舎） 富山県射水市戸破二二八九-一

春木屋洋品店（旧春木屋商店洋服部） 石川県七尾市桧物町五

徳運寺本堂 長野県松本市大字入山辺字院地四五二六

徳運寺庫裏 長野県松本市大字入山辺字院地四五二七-一

徳運寺山門及び高塀 長野県松本市大字入山辺字院地四五二六

下伊那教育会館 長野県飯田市仲ノ町三〇三-一

下伊那教育会土蔵 長野県飯田市仲ノ町三〇三-一

下伊那教育会旧黒須家土蔵 長野県飯田市仲ノ町三五八-三

下伊那教育会旧黒須家門 長野県飯田市仲ノ町三五八-三

芦澤第一号石積堰堤 長野県東筑摩郡麻績村麻字芦沢

芦澤第二号石積堰堤 長野県東筑摩郡麻績村麻字芦沢

芦澤第三号石積堰堤 長野県東筑摩郡麻績村麻字芦沢

芦澤第四号石積堰堤 長野県東筑摩郡麻績村麻字芦沢他

上の上田屋上田家住宅主屋 岐阜県中津川市落合字落合町八三一

上の上田屋上田家住宅離れ 岐阜県中津川市落合字落合町八三一

上の上田屋上田家住宅土蔵 岐阜県中津川市落合字落合町八三一

千歳楼本館 岐阜県養老郡養老町養老字松原一〇七九他

千歳楼流芳閣 岐阜県養老郡養老町養老字松原一〇七九他

千歳楼栖鳳閣 岐阜県養老郡養老町養老字松原一〇七九他

徳川園黒門 愛知県名古屋市東区徳川町一〇〇一

徳川園脇長屋 愛知県名古屋市東区徳川町一〇〇一

徳川園塀 愛知県名古屋市東区徳川町一〇〇一

徳川園釣瓶井戸 愛知県名古屋市東区徳川町一〇〇一

蓬左文庫旧書庫 愛知県名古屋市東区徳川町一〇〇一

蘇山荘 愛知県名古屋市東区徳川町一〇〇一

徳川美術館山の茶屋 愛知県名古屋市東区徳川町一〇一七
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徳川美術館心空庵及び餘芳軒 愛知県名古屋市東区徳川町一〇一七

徳川美術館餘芳軒東屋 愛知県名古屋市東区徳川町一〇一七

西駒屋田村家住宅主屋 愛知県豊橋市二川町字中町一四七-一

西駒屋田村家住宅土蔵 愛知県豊橋市二川町字中町一四七-一

旧本多家住宅主屋 愛知県岡崎市欠町字足延四〇-一

財賀寺本堂 愛知県豊川市財賀町観音山三

財賀寺三十三観音堂 愛知県豊川市財賀町観音山三

財賀寺文殊堂 愛知県豊川市財賀町観音山三

八所神社本殿 愛知県豊川市財賀町観音山二

八所神社拝殿 愛知県豊川市財賀町観音山二

明眼院旧多宝塔 愛知県海部郡大治町大字馬島字北割一一四

麻野館玄関棟 三重県伊勢市二見町茶屋五三七-一〇

麻野館広間棟 三重県伊勢市二見町茶屋五三七-一〇

麻野館土蔵 三重県伊勢市二見町茶屋五三七-一〇

桐林館（旧阿下喜小学校校舎） 三重県いなべ市北勢町阿下喜字二俣一九七四他

旧阿下喜小学校門及び石柵 三重県いなべ市北勢町阿下喜字二俣一九八八他

寺村家住宅主屋 滋賀県彦根市鳥居本町字立町六六四

ヴォーリズ記念病院旧本館（ツッカーハ 滋賀県近江八幡市北之庄町四九二

ウス）

旧一圓家住宅主屋 滋賀県犬上郡多賀町大字一円字西角一四九

旧一圓家住宅文庫蔵 滋賀県犬上郡多賀町大字一円字西角一四九

旧一圓家住宅米蔵 滋賀県犬上郡多賀町大字一円字西角一四九

旧一圓家住宅雑蔵及び木蔵 滋賀県犬上郡多賀町大字一円字西角一四九

青木家住宅主屋 京都府京都市中京区富小路通三条上る福長町一一

〇

青木家住宅土蔵 京都府京都市中京区富小路通三条上る福長町一一

〇

日新電機嵯峨野荘本館 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町六二他

日新電機嵯峨野荘土蔵 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町六二他

新居家住宅主屋 京都府京都市伏見区淀新町九九-一他

西教寺本堂 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺式台玄関及び書院 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺上書院 大阪府和泉市幸二-二五二

西教寺手水屋 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺大門及び築地塀 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺門柱及び鉄柵 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺鐘楼 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺経蔵 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺太鼓楼 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺東門 大阪府和泉市幸二-二五〇

西教寺北門 大阪府和泉市幸二-二五〇

カトリック豊中教会聖堂及びヨゼフ館 大阪府豊中市本町六-一九六

カトリック豊中教会司祭館 大阪府豊中市本町六-一九六

榎原家住宅主屋 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一

榎原家住宅離れ 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一

榎原家住宅土蔵一 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一他
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榎原家住宅土蔵二 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一他

榎原家住宅土蔵三 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一他

榎原家住宅露地門及び塀 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一

榎原家住宅庭門及び塀 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一

榎原家住宅外塀 大阪府豊中市小曽根一-二一四-一他

嶋田家住宅玄関書院 大阪府松原市天美東八-六二七

嶋田家住宅奥座敷棟 大阪府松原市天美東八-六二七

嶋田家住宅道具蔵 大阪府松原市天美東八-六二七

嶋田家住宅大門 大阪府松原市天美東八-六二七

五助堰堤 兵庫県神戸市東灘区本山町岡本字六甲山一三一四-

三一他

杣谷堰堤 兵庫県神戸市灘区大石字長峰山四-六七他

神戸ゴルフ倶楽部クラブハウス 兵庫県神戸市灘区六甲山町一ケ谷一-三

神戸ゴルフ倶楽部チェンバー 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲四五六一-一他

三木屋東館 兵庫県豊岡市城崎町湯島字御所四八七

三木屋西館 兵庫県豊岡市城崎町湯島字御所四八七

吉田家住宅主屋 奈良県奈良市芝新屋町一-二他

吉田蚊帳店舗 奈良県奈良市芝新屋町一-一

旧川本家住宅本館 奈良県大和郡山市洞泉寺町一〇

旧川本家住宅座敷棟 奈良県大和郡山市洞泉寺町一〇

旧川本家住宅蔵及び納屋 奈良県大和郡山市洞泉寺町一〇

堀河屋又兵衛家住宅主屋 和歌山県御坊市御坊八五

堀河屋又兵衛家住宅土蔵 和歌山県御坊市御坊八五

堀河屋野村店舗兼主屋 和歌山県御坊市薗字新町七四三他

堀河屋野村土蔵 和歌山県御坊市薗字新町七四三他

堀河屋野村第一仕込蔵 和歌山県御坊市薗字新町七四三他

堀河屋野村第二仕込蔵 和歌山県御坊市薗字新町七四三

堀河屋野村作業蔵 和歌山県御坊市薗字新町七四三

大江家住宅大蔵 和歌山県日高郡みなべ町北道字濱通り三〇九

大江家住宅東蔵 和歌山県日高郡みなべ町北道字濱通り三〇九

木島家住宅主屋 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜字中町二九八

金光学園中学高等学校記念講堂 岡山県浅口市金光町占見新田一三五〇-六

門司ゴルフ倶楽部クラブハウス南棟 福岡県北九州市門司区大字吉志字稗畑一七五-一〇

門司ゴルフ倶楽部クラブハウス北棟 福岡県北九州市門司区大字吉志字稗畑一七五-一〇

門司ゴルフ倶楽部スタートハウス 福岡県北九州市門司区大字吉志字稗畑一七五-一〇

碧雲荘（旧熊本家住宅）主屋 長崎県壱岐市石田町石田西触字白水一四八六-一

碧雲荘（旧熊本家住宅）門 長崎県壱岐市石田町石田西触字白水一四八六-一

碧雲荘（旧熊本家住宅）石垣 長崎県壱岐市石田町印通寺浦字大地三三〇-一

２－⑥重要文化財（建造物）の現状変更等の許可について（報告・答申） ７件

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

史跡に係わるもの ５７件

名勝に係わるもの ３６件

天然記念物に係わるもの ３７件


