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第１５３回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２６年１１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、神崎委員、薦田委員、髙橋委員

文化庁 次長、文化財部長、文化財鑑査官

伝統文化課長、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１７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

１月９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 １０月１７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

１１月９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１７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、１１月９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史跡名勝天然記念物の指定等について（報告・答申）

記念物課長から、１０月１７日に諮問のあった史跡名勝天然記念物の指定等について、１

、 、０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１７日に諮問のあった登録記念物の登録について、１０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。

⑥重要文化的景観の選定等について（報告・答申）

記念物課長から、１０月１７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

３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。

⑦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、１０
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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。

⑧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。

⑨重要文化財（美術工芸品）の買取りについて（諮問・答申）

美術学芸課長補佐から、重要文化財（美術工芸品）の買取り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。

３．その他

・登録有形文化財10,000件記念イベントについて（報告）

参事官から、登録有形文化財10,000件記念イベント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

旧小坂鉄道小坂駅本屋及びプラットホーム 秋田県鹿角郡小坂町

旧小坂鉄道小坂駅機関車庫 秋田県鹿角郡小坂町

矢吹家住宅主屋 福島県福島市

矢吹家住宅新座敷 福島県福島市

矢吹家住宅文庫蔵 福島県福島市

矢吹家住宅座敷蔵及び仏間 福島県福島市

矢吹家住宅新蔵 福島県福島市

矢吹家住宅味噌蔵 福島県福島市

矢吹家住宅道具蔵及び木小屋 福島県福島市

矢吹家住宅外便所 福島県福島市

矢吹家住宅表門 福島県福島市

矢吹家住宅庭門及び内塀 福島県福島市

矢吹家住宅南門及び外塀 福島県福島市

江連用水旧溝宮裏両樋 茨城県下妻市

浜島家住宅土蔵 埼玉県春日部市

洲埼灯台 千葉県館山市

栗原家住宅主屋 東京都新宿区

栗原家住宅蔵 東京都新宿区

栗原家住宅稲荷社及び石鳥居 東京都新宿区

栗原家住宅門柱及び塀 東京都新宿区

旧園田家住宅スタジオ 東京都目黒区

藤間家住宅主屋 神奈川県茅ヶ崎市

環山 神奈川県足柄下郡箱根町

清廣館本館 新潟県阿賀野市

松榮家住宅主屋 新潟県佐渡市

松榮家住宅新蔵 新潟県佐渡市

松榮家住宅オモ蔵 新潟県佐渡市

旧大谷家住宅主屋 富山県小矢部市

旧大谷家住宅納屋 富山県小矢部市

旧大谷家住宅風呂場 富山県小矢部市

旧大谷家住宅灰小屋 富山県小矢部市

旧大谷家住宅作業納屋 富山県小矢部市

旧大谷家住宅表門 富山県小矢部市

旧大谷家住宅塀 富山県小矢部市

安本酒造店舗兼主屋 福井県福井市

安本酒造米蔵 福井県福井市

安本酒造土蔵 福井県福井市

安本酒造仕込蔵一 福井県福井市

安本酒造仕込蔵二 福井県福井市

安本酒造上槽場 福井県福井市

安本酒造瓶詰め工場 福井県福井市
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安本酒造煙突 福井県福井市

安本酒造表門 福井県福井市

安本酒造南塀 福井県福井市

岩垂家住宅主屋 長野県塩尻市

吉野屋主屋 静岡県浜松市

吉野屋北棟 静岡県浜松市

吉野屋南棟 静岡県浜松市

吉野屋東棟 静岡県浜松市

沼津倶楽部北棟 静岡県沼津市

沼津倶楽部南棟 静岡県沼津市

沼津倶楽部長屋門 静岡県沼津市

吉澤家住宅煉瓦蔵 静岡県富士宮市

伊東市立木下杢太郎記念館 静岡県伊東市

旧加藤酒店店舗兼主屋 静岡県富士市

保田家住宅主屋 三重県名張市

保田家住宅蔵 三重県名張市

長谷園主屋 三重県伊賀市

長谷園別荘 三重県伊賀市

長谷園離れ 三重県伊賀市

長谷園蔵 三重県伊賀市

長谷園奥の蔵 三重県伊賀市

長谷園展示室一 三重県伊賀市

長谷園展示室二 三重県伊賀市

長谷園展示室三 三重県伊賀市

長谷園工房一 三重県伊賀市

長谷園工房二 三重県伊賀市

長谷園体験工房 三重県伊賀市

長谷園門及び塀 三重県伊賀市

北川家住宅土蔵 滋賀県守山市

旧滋賀銀行甲南支店 滋賀県甲賀市

旧今津郵便局 滋賀県高島市

藤田家住宅主屋 京都府京都市

藤田家住宅茶室養心 京都府京都市

藤田家住宅土蔵 京都府京都市

藤田家住宅門及び塀 京都府京都市

速水家住宅主屋 京都府京都市

速水家住宅道具蔵 京都府京都市

速水家住宅乾蔵 京都府京都市

佃家煎茶室主屋 大阪府大阪市

佃家煎茶室土蔵 大阪府大阪市

旧中和家住宅主屋 兵庫県豊岡市

坂部家住宅離座敷 和歌山県和歌山市

坂部家住宅乾蔵 和歌山県和歌山市

坂部家住宅門長屋 和歌山県和歌山市

伊藤家住宅主屋 和歌山県御坊市

伊藤家住宅離れ 和歌山県御坊市
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佐竹家住宅主屋 和歌山県御坊市

佐竹家住宅離れ 和歌山県御坊市

旧南方家住宅主屋 和歌山県田辺市

旧南方家住宅書斎 和歌山県田辺市

旧南方家住宅土蔵 和歌山県田辺市

旧南方家住宅井戸屋形 和歌山県田辺市

植田家住宅主屋 鳥取県境港市

植田家住宅離れ 鳥取県境港市

中国電力株式会社豊川発電所本館 島根県益田市

中国電力株式会社澄川発電所本館 島根県益田市

中国電力株式会社匹見発電所本館 島根県益田市

梅荘本館 岡山県倉敷市

梅荘別館 岡山県倉敷市

梅荘離れ 岡山県倉敷市

梅荘女中部屋及び台所 岡山県倉敷市

梅荘蔵 岡山県倉敷市

姫井家住宅主屋 岡山県浅口市

姫井家住宅長屋門 岡山県浅口市

西山本館 広島県尾道市

清水家住宅主屋 山口県防府市

森本家住宅主屋 徳島県勝浦郡勝浦町

森本家住宅離れ 徳島県勝浦郡勝浦町

森本家住宅納屋 徳島県勝浦郡勝浦町

森本家住宅古蔵 徳島県勝浦郡勝浦町

森本家住宅新蔵 徳島県勝浦郡勝浦町

森本家住宅表門 徳島県勝浦郡勝浦町

渓鬼荘 高知県香美市

濵川商店酒蔵 高知県安芸郡田野町

旧浜口家住宅主屋 高知県高岡郡佐川町

松村家住宅主屋 福岡県福岡市

松村家住宅洋館 福岡県福岡市

松村家住宅土蔵 福岡県福岡市

松村家住宅門及び塀 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油表座敷 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油裏座敷 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油納戸蔵 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油米蔵 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油仕込蔵 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油若宮神社 福岡県福岡市

ジョーキュウ醤油煙突 福岡県福岡市

料亭春海 長崎県長崎市

吉田家住宅主屋 長崎県長崎市

吉田家住宅長屋門 長崎県長崎市

荒木家住宅主屋 大分県玖珠郡玖珠町

荒木家住宅酒蔵 大分県玖珠郡玖珠町

荒木家住宅勝手蔵 大分県玖珠郡玖珠町
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２－②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

山藤家住宅主屋 島根県江津市江津町

２－③重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申） ８件

２－④史跡名勝天然記念物の指定等について（報告・答申）

（１）史跡の新指定

名 称 所 在 地

下野谷遺跡 東京都西東京市

橘樹官衙遺跡群 神奈川県川崎市

下寺尾官衙遺跡群 神奈川県茅ヶ崎市

東京湾要塞跡 神奈川県横須賀市

猿島砲台跡

千代ヶ崎砲台跡

加茂遺跡 石川県河北郡津幡町

高岡城跡 富山県高岡市

星ヶ塔黒曜石原産地遺跡 長野県諏訪郡下諏訪町

本證寺境内 愛知県安城市

寺戸大塚古墳 京都府京都市・向日市

神雄寺跡 京都府木津川市

狭山池 大阪府大阪狭山市

高安千塚古墳群 大阪府八尾市

中城ハンタ道 沖縄県中頭郡中城村

（２）名勝の新指定

名 称 所 在 地

袋田の滝及び生瀬滝 茨城県久慈郡大子町

旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園 ） 千葉県松戸市）

旧堀田正倫庭園 千葉県佐倉市

懐徳館庭園（旧加賀藩主前田氏本郷本邸庭園） 東京都文京区

旧齋藤氏別邸庭園 新潟県新潟市

三田村氏庭園 福井県越前市

水郷柳河 福岡県柳川市

旧藏内氏庭園 福岡県築上郡築上町

平戸領地方八竒勝（平戸八景） 長崎県佐世保市

潜龍水

大悲観

福石山

肥後領内名勝地 熊本県上益城郡山都町・八代市・

五郎ガ瀧 八代郡氷川町・球磨郡球磨村

聖リ瀧
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走リ水ノ瀧

建神ノ岩

神ノ瀬ノ岩屋

（３）天然記念物の新指定

名 称 所 在 地

甑島長目の浜及び潟湖群の植物群落 鹿児島県薩摩川内市

（４）特別史跡の追加指定

名 称 所 在 地

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・春日市

（太宰府市の地点を追加指定）

（５）特別史跡及び特別天然記念物の追加指定

名 称 所 在 地

日光杉並木街道附並木寄進碑 栃木県日光市・鹿沼市

（６）史跡の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

古市古墳群 大阪府藤井寺市・羽曳野市

古室山古墳

赤面山古墳 （藤井寺市の地点を追加指定すると

大鳥塚古墳 ともに名称を変更する）

助太山古墳

鍋塚古墳

城山古墳

峯ヶ塚古墳

墓山古墳

野中古墳

応神天皇陵古墳外濠外堤

鉢塚古墳

はざみ山古墳

青山古墳

蕃所山古墳

稲荷塚古墳

東山古墳

割塚古墳

唐櫃山古墳

（旧名称）

古市古墳群

古室山古墳

赤面山古墳

大鳥塚古墳
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助太山古墳

鍋塚古墳

城山古墳

峯ヶ塚古墳

墓山古墳

野中古墳

応神天皇陵古墳外濠外堤

鉢塚古墳

はざみ山古墳

青山古墳

蕃所山古墳

稲荷塚古墳

東山古墳

割塚古墳

（７）史跡の追加指定

名 称 所 在 地

松前氏城跡 北海道松前郡松前町・

福山城跡 檜山郡厚沢部町

館城跡 （松前町の地点を追加指定）

二ツ森貝塚 青森県上北郡七戸町

胆沢城跡 岩手県奥州市

根岸官衙遺跡群 福島県いわき市

下野国分寺跡 栃木県下野市

里見氏城跡 千葉県南房総市・館山市

稲村城跡 （南房総市の地点を追加指定）

岡本城跡

深大寺城跡 東京都調布市

高ヶ坂石器時代遺跡 東京都町田市

佐渡金銀山遺跡 新潟県佐渡市

松本城 長野県松本市

恭仁宮跡（山城国分寺跡） 京都府木津川市

加茂遺跡 兵庫県川西市

与楽古墳群 奈良県高市郡高取町

与楽鑵子塚古墳

与楽カンジョ古墳

寺崎白壁塚古墳

法華寺旧境内 奈良県奈良市

法華寺境内

阿弥陀浄土院跡

藤原京跡 奈良県橿原市

朱雀大路跡

左京七条一・二坊跡

右京七条一坊跡

小郡官衙遺跡群 福岡県小郡市

小郡官衙遺跡
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上岩田遺跡

鹿児島紡績所跡 鹿児島県鹿児島市

（８）名勝の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

おくのほそ道の風景地 埼玉県草加市，栃木県日光市・大田

草加松原 原市・那須郡那須町，福島県二本松

ガンマンガ淵（慈雲寺境内） 市，宮城県岩沼市・仙台市・多賀城

八幡宮（那須神社境内） 市・塩竈市・岩手県西磐井郡平泉

殺生石 町，山形県新庄市・飽海郡遊佐町，

遊行柳（清水流るゝの柳） 秋田県にかほ市，新潟県糸魚川市，

黒塚の岩屋 富山県高岡市，石川県小松市・加賀

武隈の松 市，岐阜県大垣市

つゝじが岡及び天神の御社

木の下及び薬師堂

壺碑（つぼの石ぶみ）

興井

末の松山

籬が島

金鶏山

高館

さくら山

本合海

三崎（大師崎）

象潟及び汐越

親しらず

有磯海（女岩）

那谷寺境内（奇石）

道明が淵（山中の温泉）

大垣船町川湊

（旧名称）

おくのほそ道の風景地

草加松原

ガンマンガ淵（慈雲寺境内）

八幡宮（那須神社境内）

殺生石

黒塚の岩屋

武隈の松

壺碑（つぼの石ぶみ）

興井

末の松山

籬が島

金鶏山

高館

本合海
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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

（９）天然記念物の追加指定

名 称 所 在 地

姉帯小鳥谷根反の珪化木地帯 岩手県二戸郡一戸町

２－⑤登録記念物の新登録について（報告・答申）

（１）遺跡関係

名 称 所 在 地

平敷屋製糖工場跡 沖縄県うるま市

（２）名勝地関係

名 称 所 在 地

南昌荘庭園 岩手県盛岡市

旧成清博愛別邸庭園（的山荘庭園） 大分県速見郡日出町

旧報恩寺庭園 宮崎県日南市

旧伊東伝左衛門庭園 宮崎県日南市

２－⑥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

小菅の里及び小菅山の文化的景観 長野県飯山市

大溝の水辺景観 滋賀県高島市

三角浦の文化的景観 熊本県宇城市

（２）重要文化的景観の追加選定及び一部解除

名 称 所 在 地

宮津天橋立の文化的景観 京都府宮津市

（３）重要文化的景観の追加選定

名 称 所 在 地

一関本寺の農村景観 岩手県一関市

２－⑦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 １件



- 11 -

２－⑧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 ９７件

名勝に係るもの ３０件

天然記念物に係るもの ３６件


