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第１５７回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２７年３月１３日（金）１４：００～１４：５５

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 文化庁長官、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国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）

美術学芸課長から、２月１３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、３月２日から３月４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１３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、３月２日から３月４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１３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、３月２日から３月４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１３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

２２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、２月１３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、

２月２２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。

３．その他

①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 右項重要文化財を左項国宝に（二件）

彫刻の部（二件）

項 名称及び員数 所有者

一 右 木造聖観音立像 一軀 宗教法人醍醐寺

左 木造虚空蔵菩薩立像 一軀 宗教法人醍醐寺

二 （伝良弁念持仏）
右 木造弥勒菩薩坐像 一軀 宗教法人東大寺

左 木造弥勒仏坐像 一軀 宗教法人東大寺

二 右項重要美術品を左項重要文化財に（一件）

絵画の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 絹本著色鳥羽天皇宸影 一幅 大伝法院

宗教法人新義真
左 絹本著色鳥羽天皇像 一幅

言宗総本山根来寺

三 未指定文化財を重要文化財に（三十八件）

絵画の部（七件）

名称及び員数 所有者

一 紙本著色病草紙断簡（背骨の曲がった男） 一枚 国

二 紙本著色病草紙断簡 三幅一枚 独立行政法人国立文

化財機構

公益財団法人
三 紙本著色日月四季花鳥図 一双

六曲屏風 出光美術館

公益財団法人
四 紙本金地著色江戸名所風俗図 一双

八曲屏風 出光美術館
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狩野元信筆 公益財団法人サント
五 紙本著色酒伝童子絵巻 三巻 リー芸術財団

六 紙本墨画淡彩竹林閑居図 一幅 松岡地所株式会社

永享七年三月竹庵大縁の賛に周文筆とある

七 絹本著色両界曼荼羅図 二幅 宗教法人眞輪院

彫刻の部（七件）

名称及び員数 所有者

一 乾漆伎楽面 一面 国（文化庁）

二 木造韋駄天立像 一軀 宗教法人長瀧寺

木造善財童子立像 一軀

三 木造獅子狛犬 一対 宗教法人若松神社

四 木造地蔵菩薩坐像 一軀 新町地蔵保存会

五 木造伎楽面 一面 公益財団法人藤田美

東大寺の銘がある 術館

乾漆伎楽面 一面

東大寺、相李魚成作等の朱書銘がある

六 木造如意輪観音坐像 一軀 宗教法人西大寺

七 木造二天王立像 二軀 荒茂毘沙門堂管理組

内一軀の像内に久安三年の銘がある 合

木造毘沙門天立像 一軀

像内に久寿三年、当郷領主藤原家永、仏師僧

経助等の銘がある

工芸品の部（二件）

名称及び員数 所有者

尾形乾山作
一 色絵竜田川文透彫反鉢 一口 個人

景徳鎮窯 公益財団法人二 祥瑞蜜柑水指 一合 湯木美術館
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書跡・典籍の部（三件）

名称及び員数 所有者

一 新古今和歌集竟宴和歌 一巻 公立大学法人横浜市

立大学

二 山家心中集 一帖 宗教法人妙法院

三 古今和歌集巻下（片仮名本） 一冊 個人

古文書の部（五件）

名称及び員数 所有者

一 延長四年二月十三日 独立行政法人国立文民部省符 一幅

化財機構

二 大和国添上郡楢中郷家地手継券文（十六通） 一巻 独立行政法人国立文

自天暦八年至長保四年 化財機構

三 平城宮跡造酒司出土木簡 五百六十八点 独立行政法人国立文
化財機構

四 自筆本 公益財団法人冷泉冷泉為広下向記 五冊
家時雨亭文庫

五 浄水寺碑 四基 宗教法人豊野神社

附 天保二年修理記念碑 一基

考古資料の部（六件）

名称及び員数 所有者

一 北海道松法川北岸遺跡出土品 羅臼町

一、土器・土製品 六十四点

一、石器・石製品 百二十点

一、木製品 三十七点

一、樹皮製品 六点

一、鉄刀子 五点

一、骨角製品 二十八点
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二 新潟県元屋敷遺跡出土品 村上市

一、土器・土製品 二百八十七点

一、石器・石製品 千四百二十三点

一、漆塗木製品残欠 二点

一、骨角製品残欠 六点

三 土偶 一箇 富士見町

長野県坂上遺跡出土

四 大阪府野中古墳出土品 国立大学法人大阪大

一、鉄製品 百八十二点 学

一、陶質土器 七点

一、石器・石製品 四点

附 鉄製品残欠 二十二点

（以上埋納施設出土）

一、土器・土製品 十二点

一、石製品 八十六点

附 土器・土製品残欠 九点

（以上墳丘出土）

五 徳島県観音寺・敷地遺跡出土品 徳島県

一、木簡 二百十三点

一、木器・木製品 二百九十二点

一、土器・土製品 三百五十三点

一、石器・石製品 十七点

一、金属製品 四十三点

一、骨角製品 四点

九 福岡県稲童古墳群出土品 行橋市

一、短甲 一領

一、鉄製品 二点

一、硬玉勾玉 一点

（以上十五号墳出土）

一、金銅立飾付眉庇付冑 一頭

一、鉄甲冑 六点

一、金属製品 九十五点

一、石製品 三十点

附 須恵器残欠 三点

（以上二十一号墳出土）

一、鉄甲冑 三点

一、金属製品 二十一点

附 一、鉄製品残欠 十七点

一、土器・土製品残欠 十七点

（以上八号墳出土）
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歴史資料の部（八件）

名称及び員数 所有者

一 小野蘭山関係資料 国（国立国会図書館）

一、著述稿本類 五冊

一、文書・記録類 一幅、一通、六冊

一、書跡類 四幅

一、典籍類 七冊

附 小野蘭山像 一幅

二 天正九年四月廿八日 毛利祥元過所船旗 一旒

能島村上家文書 百九十九通

三 法隆寺金堂壁画写真原板 八十三枚 株式会社便利堂

四 法隆寺金堂壁画写真ガラス原板 三百六十三枚 宗教法人法隆寺

五 染田天神講連歌関係資料 染田区

一、連歌類 七十六通

一、文書・記録類 四十二通、一冊

一、天神名号 一幅

一、机 一脚

一、唐櫃 一合

六 天正九年三月廿八日 個人過所船旗 一幅

七 ヱーセルテレカラフ 個人

一、送信機 一台

一、受信機 一台

八 朝鮮国書 一通 都城市

四 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（八件）

彫刻の部（四件）

項 名称及び員数 所有者

一 右 木造十一面観音立像 一軀 宗教法人称名寺

中 木造不動明王毘沙門天立像 二軀 宗教法人称名寺
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左 木造十一面観音立像 一軀 宗教法人称名寺

木造不動明王毘沙門天立像 二軀

二 右 木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人岩水寺

中 像内納入品 宗教法人岩水寺

運覚作
左 木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人岩水寺

像内に五輪塔形木柱、蓮台付月輪を納める

附 像内納入品

一、建保五年慈含造像願文・建保三年慈含造

像願文・地蔵宝号結縁名帳 一巻

一、法華経要品等 六巻

一、包紙 一枚

諸尊種子・実西願文がある

一、茶地平絹香袋 一口

包紙添
一、念珠 一連

柄・鞘付
一、刀子 一口

一、白綾地裂 一枚

包紙添
一、宋銭 十枚

一、木実 一箇

一、獣皮 一箇

一、真綿 一枚

一、浅葱糸 一束

一、漆塗箱 二合

一、横笛 一管

一、蝙蝠扇 一握

一、運覚造像記 一通

一、結縁交名 三通

三 右 木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人東大寺

中 黒漆塗厨子 一基 宗教法人東大寺

左 厨子入木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人東大寺

一 右 木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人成蓮院

中 像内納入品 宗教法人成蓮院

左 木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人成蓮院
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附 像内納入品

一、願文、結縁交名等 十六点

内五点に建治元年十一月の記がある

一、天聖元宝 一枚

工芸品の部（二件）

項 名称及び員数 所有者

一 右 金銅装唐鞍 一具 宗教法人熱田神宮

附 黒漆鞍 二背

飾鞍図 一巻

中 面繋 一懸 宗教法人熱田神宮

胸繋 一懸

尻繋 一懸

韉 一双

障泥 一双

鞍褥 二枚

毛氈 一枚

差縄 二条

附 黒漆鞍 一背

面繋 三懸

胸繋 三懸

尻繋 三懸

鼻革 一枚

韉 三双

障泥 三双

鞍褥 三枚

馬氈 四枚

力革残欠 二条

左 金銅装唐鞍 宗教法人熱田神宮

鞍 一背

銀面 一面

轡 一口

輪鐙 一双

面繋 二懸

胸繋 二懸

尻繋 二懸

韉 一双

障泥 一双

鞍褥 二枚

毛氈 一枚

力革 二条



- 9 -

差縄 二条

附 黒漆鞍 三背

面繋 三懸

胸繋 三懸

尻繋 三懸

鼻革 一枚

韉 三双

障泥 三双

鞍褥 三枚

馬氈 四枚

力革残欠 二条

飾鞍図 一巻

二 右 鈸子 一対 宗教法人教王護国寺

文保二年七月の針銘がある

中 銅鑼 一口 宗教法人教王護国寺

文保戊午年七月廿一日施入の刻銘がある

左 鈸子 一対 宗教法人教王護国寺

銅鑼 一口

各に文保戊午年七月廿一日施入の刻銘がある

書跡・典籍の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 三千院円融蔵典籍文書類 三千二十一点 宗教法人三千院

中 三千院円融蔵典籍文書類 五千三百五十点 宗教法人三千院

左 三千院円融蔵典籍文書類 八千三百七十一点 宗教法人三千院

歴史資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 対馬宗家関係資料 一万六千六百六十七点 長崎県

中 対馬宗家関係資料 長崎県

一、文書・記録類 二万九千八百六十点

一、絵図・地図類 一千四百六十九点

一、典籍類 三千三百三十八点
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一、印章類 二百十八点

一、書画・器物類 三百九十四点

左 対馬宗家関係資料 長崎県

一、文書・記録類 四万六千五百二十七点

一、絵図・地図類 一千四百六十九点

一、典籍類 三千三百三十八点

一、印章類 二百十八点

一、書画・器物類 三百九十四点

五 右項国宝の名称及び員数を左項に（一件）

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 紙本金地著色桧図
八曲屏風 独立行政法人国立

文化財機構

左 紙本金地著色檜図
四曲屏風 独立行政法人国立

文化財機構

六 右項重要文化財の員数を左項に（二件）

歴史資料の部（二件）

項 名称及び員数 所有者

一 右 石黒信由関係資料 一般財団法人高樹会

一、著述稿本類 二百五十七点

一、文書、記録類 二千四百五点

一、地図類 千九十七点

一、測量器具類 四点

附 石黒信由像(絹本著色) 一幅

表褙天保十四年河野通義識語

左 石黒信由関係資料 一般財団法人高樹会

一、著述稿本類 二百五十七点

一、文書、記録類 二千四百四点

一、地図類 千九十六点

一、測量器具類 四点

附 石黒信由像(絹本著色) 一幅

表褙天保十四年河野通義識語
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二 鷹見泉石関係資料

右 一、文書・記録類 六百八十六点 古河市

一、絵図・地図類 七百六十八点

一、書籍類 四百六十六点

一、書状類 九百十二点

一、絵画・器物類 三百二十一点

鷹見泉石関係資料

左 一、文書・記録類 六百八十六点 古河市

一、絵図・地図類 七百六十八点

一、書籍類 四百六十四点

一、書状類 九百十二点

一、絵画・器物類 三百二十一点

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 銅造男神立像 一軀 富山県

像正面に立山神体、寛喜二年三月十一日の刻銘がある

左 銅造帝釈天立像 一軀 富山県

像正面及台座に立山禅頂、寛喜二年三月十一日、御身之中

奉納一日書写如法経六部等の刻銘がある

２－② 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） ５件

２－③ 重要美術品の認定の取消しについて（報告・答申） ５件

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

一 伝白思恭筆 個人絹本著色釈迦文殊普賢図 三幅

工芸品の部（四件）

名称及び員数 所有者
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一 陶製油滴天目茶碗 一箇 個人

二 磁製玳皮釉花瓶 一箇 個人

三 陶製緑釉黒花 一箇 個人

四 銘 相州住秋廣短刀 一口 有限会社盛光堂

２－④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

弘前市庁舎本館 青森県弘前市

カトリック十和田教会 青森県十和田市

松谷家住宅主屋 宮城県大崎市

松谷家住宅文庫蔵 宮城県大崎市

松谷家住宅砂糖蔵 宮城県大崎市

松谷家住宅大豆蔵 宮城県大崎市

松谷家住宅岩蔵 宮城県大崎市

松谷家住宅明神社 宮城県大崎市

松谷家住宅表門 宮城県大崎市

松谷家住宅御成門 宮城県大崎市

旧丸中横仲商店砂糖蔵 山形県長井市

旧丸中横仲商店土蔵 山形県長井市

旧丸中横仲商店質蔵 山形県長井市

旧丸中横仲商店粉蔵 山形県東置賜郡長井市

旧丸中横仲商店江戸蔵 山形県長井市

山形鉄道フラワー長井線羽前成田駅本屋 山形県長井市

山形鉄道フラワー長井線西大塚駅本屋及びプラットホーム 山形県川西町

善導寺鐘楼 福島県郡山市

旧金谷家住宅主屋 群馬県桐生市

旧金谷家住宅蔵 群馬県桐生市

旧株式会社金芳織物工場染色場 群馬県桐生市

旧堀家住宅主屋 群馬県桐生市

旧堀家住宅蔵 群馬県桐生市

大多喜町役場中庁舎 千葉県夷隅郡大多喜町

塩田家住宅主屋 千葉県夷隅郡大多喜町

旧稲元屋呉服店内蔵 神奈川県藤沢市

旧稲元屋呉服店一番蔵 神奈川県藤沢市

岩﨑家住宅主屋 新潟県糸魚川市

岩﨑家住宅土蔵 新潟県糸魚川市

高田別院本堂 新潟県上越市

高田別院鐘楼 新潟県上越市
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高田別院大門 新潟県上越市

高田別院塀 新潟県上越市

善徳寺経堂 新潟県上越市

鎌倉沢川第二十三号床止 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第一号床止 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第一号堰堤 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第二号堰堤 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第五号堰堤 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第六号堰堤 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第八号堰堤 新潟県南魚沼市

鎌倉沢川第九号堰堤 新潟県南魚沼市

富山県庁舎本館 富山県富山市

石黒商店店舗兼主屋 石川県金沢市

中西家住宅主屋 石川県金沢市

べにや旅館本館 福井県あわら市

べにや旅館中央館 福井県あわら市

べにや旅館東館 福井県あわら市

松本市上下水道局島内第一水源地集水井及び会所 長野県松本市

松本市上下水道局島内第一水源地石垣及び階段 長野県松本市

松本市上下水道局島内第一水源地旧喞筒室 長野県松本市

松本市上下水道局島内第一水源地倉庫 長野県松本市

松本市上下水道局城山配水地接合井 長野県松本市

松本市上下水道局城山配水地旧配水池 長野県松本市

旧彌永家別荘 長野県北佐久郡軽井沢町

美濃窯業株式会社瑞浪工場丸型煙突 岐阜県瑞浪市

長良川鉄道郡上八幡駅本屋及び上りプラットホーム 岐阜県郡上市

長良川鉄道郡上八幡駅物置及び梃子上屋 岐阜県郡上市

長良川鉄道郡上八幡駅下りプラットホーム及び待合所 岐阜県郡上市

長良川鉄道郡上八幡駅跨線橋 岐阜県郡上市

ヤマタケの蔵新蔵 静岡県浜松市

ヤマタケの蔵南の蔵 静岡県浜松市

ヤマタケの蔵北の蔵 静岡県浜松市

日本陶磁器センター旧館 愛知県名古屋市

日本陶磁器センター新館 愛知県名古屋市

名古屋カテドラル聖ペトロ聖パウロ大聖堂 愛知県名古屋市

旧小守家住宅主屋 愛知県犬山市

旧料亭菊水 愛知県新城市

大倉公園休憩棟（旧大倉和親別荘離れ） 愛知県大府市

大倉公園茅葺門（旧大倉和親別荘表門） 愛知県大府市

丸岡家住宅主屋 三重県伊勢市

丸岡家住宅長屋門及び築地塀 三重県伊勢市

小西萬金丹本舗店舗兼主屋 三重県伊勢市

小西萬金丹本舗内蔵 三重県伊勢市

小西萬金丹本舗外蔵 三重県伊勢市

見世土井家住宅主屋 三重県尾鷲市

見世土井家住宅本蔵 三重県尾鷲市
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見世土井家住宅蔵 三重県尾鷲市

見世土井家住宅納屋 三重県尾鷲市

見世土井家住宅米蔵 三重県尾鷲市

見世土井家住宅外便所 三重県尾鷲市

見世土井家住宅井戸屋形 三重県尾鷲市

見世土井家住宅正門及び塀 三重県尾鷲市

見世土井家住宅北通用門及び土塀 三重県尾鷲市

龍谷大学瀬田学舎樹心館 滋賀県大津市

小泉家住宅主屋 滋賀県東近江市

小泉家住宅座敷棟 滋賀県東近江市

小泉家住宅新座敷棟 滋賀県東近江市

小泉家住宅小洋館及び丁稚部屋 滋賀県東近江市

小泉家住宅洋館 滋賀県東近江市

小泉家住宅小家蔵 滋賀県東近江市

小泉家住宅辰巳蔵 滋賀県東近江市

小泉家住宅文庫蔵 滋賀県東近江市

小泉家住宅大土蔵 滋賀県東近江市

小泉家住宅米蔵 滋賀県東近江市

小泉家住宅納屋 滋賀県東近江市

小泉家住宅下便所及び中門 滋賀県東近江市

小泉家住宅表門及び表塀 滋賀県東近江市

小泉家住宅裏門及び塀 滋賀県東近江市

金戒光明寺御影堂 京都府京都市

金戒光明寺大方丈 京都府京都市

金戒光明寺玄関 京都府京都市

金戒光明寺唐門 京都府京都市

金戒光明寺築地塀 京都府京都市

向日神社幣拝殿及び本殿覆屋 京都府向日市

向日神社南門・北門及び瑞垣 京都府向日市

向日神社末社祖霊社本殿 京都府向日市

向日神社末社祖霊社渡廊 京都府向日市

向日神社末社五社神社本殿 京都府向日市

向日神社末社春日神社本殿 京都府向日市

向日神社末社御霊神社本殿 京都府向日市

向日神社末社天満宮社本殿 京都府向日市

向日神社末社天満宮社瑞垣 京都府向日市

向日神社末社勝山稲荷神社本殿 京都府向日市

向日神社末社勝山稲荷神社拝殿 京都府向日市

向日神社客殿 京都府向日市

向日神社手水舎 京都府向日市

大阪市立美術館 大阪府大阪市

藤岡家住宅主屋 大阪府大阪市

藤岡家住宅内蔵 大阪府大阪市

藤岡家住宅道具蔵 大阪府大阪市

藤岡家住宅高塀 大阪府大阪市

日本基督教団天満教会 大阪府大阪市
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蟻通神社本殿 大阪府泉佐野市

蟻通神社拝殿及び幣殿 大阪府泉佐野市

蟻通神社透廊 大阪府泉佐野市

蟻通神社後門及び東西透塀 大阪府泉佐野市

蟻通神社舞殿 大阪府泉佐野市

蟻通神社絵馬殿 大阪府泉佐野市

蟻通神社表門 大阪府泉佐野市

蟻通神社裏門 大阪府泉佐野市

蟻通神社南手水舎 大阪府泉佐野市

蟻通神社北手水舎 大阪府泉佐野市

蟻通神社太鼓橋 大阪府泉佐野市

辻本家住宅主屋 大阪府大東市

横内家住宅主屋 大阪府東大阪市

横内家住宅奥座敷棟 大阪府東大阪市

横内家住宅表門 大阪府東大阪市

横内家住宅露地門及び塀 大阪府東大阪市

横内家住宅土塀 大阪府東大阪市

島本町立歴史文化資料館（旧麗天館） 大阪府三島郡島本町

ゆとうや旅館詠帰亭及び扶老亭 兵庫県豊岡市

ゆとうや旅館渡り廊下 兵庫県豊岡市

ゆとうや旅館雲生亭 兵庫県豊岡市

ゆとうや旅館滴水楼 兵庫県豊岡市

ゆとうや旅館土蔵 兵庫県豊岡市

ゆとうや旅館表門及び塀 兵庫県豊岡市

ごうぎんカラコロ美術館（旧山陰合同銀行北支店） 島根県松江市

徳島県立城北高等学校人形会館 徳島県徳島市

炭米穀店店舗兼主屋 徳島県鳴門市

西圓寺本堂 徳島県吉野川市

村田旅館本館 徳島県吉野川市

村田旅館蔵 徳島県吉野川市

八束家住宅主屋 愛媛県松山市

八束家住宅蔵 愛媛県松山市

八束家住宅待合 愛媛県松山市

松岡家住宅主屋 福岡県小郡市

松岡家住宅倉庫 福岡県小郡市

松岡家住宅玄関門 福岡県小郡市

松岡家住宅門柱 福岡県小郡市

松岡家住宅塀 福岡県小郡市

旧出光家住宅主屋 福岡県宗像市

勝屋酒造店舗兼主屋 福岡県宗像市

勝屋酒造煙突 福岡県宗像市

寒北斗酒造店舗兼主屋 福岡県嘉麻市

寒北斗酒造安政の蔵 福岡県嘉麻市

寒北斗酒造仕込蔵 福岡県嘉麻市

蛭川家住宅（旧遠矢家住宅）主屋 鹿児島県曽於市

蛭川家住宅（旧遠矢家住宅）蔵 鹿児島県曽於市
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蛭川家住宅（旧遠矢家住宅）門 鹿児島県曽於市

旧國場家住宅主屋 沖縄県国頭郡恩納村

２－⑤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

２－⑥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 ６２件

名勝に係るもの ４０件

天然記念物に係るもの ３４件


