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第１６１回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２７年７月１７日（金）１４：００～１５：００

場 所 文化庁特別会議室（旧文部省庁舎５階）

出席者 委 員 亀井会長，大塚委員，薦田委員，佐藤委員

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，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１９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

１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選定保存技術の選定・認定について（報告・答申）

伝統文化課長から，６月１９日に諮問のあった選定保存技術の選定・認定について，７月１

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。

③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１９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４

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１９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４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国宝・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１９日に諮問のあった国宝・重要文化財（建造物）の現状変更の許可につい

て，７月４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）

記念物課課長補佐から，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。
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４．その他

①史跡の指定について（報告）

記念物課課長補佐から，旧造幣寮の史跡の指定について報告がなされた。
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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）

（１）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・雅号 生年月日 住 所

（芸能の部）

京舞 觀世 三千子 井上 八千代 昭和31年11月28日 京都府京都市

(２）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

重要無形文化財 保 持 者

名 称 氏 名 芸名・雅号 生年月日 住 所

（芸能の部）

人形浄瑠璃文 村上 五郎 豊竹 嶋大夫 昭和7年3月7日 東京都新宿区

楽太夫

歌舞伎立役 岡 孝夫 片岡 仁左衛門 昭和19年3月14日 東京都品川区

（工芸技術の部）

鍛金 大角 幸枝 昭和20年12月4日 東京都国分寺市



- 4 -

（３）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 氏 名 芸 名 生年月日 住 所

歌舞伎 長唄（唄）（2名）

片山 悟 鳥羽屋 長秀 昭和35年11月16日 神奈川県横浜市

國保 剛史 鳥羽屋 長孝 昭和39年10月27日 東京都江東区

長唄（三味線）（2名）

新井 真澄 稀音家 新之助 昭和34年1月1日 東京都江東区

大﨑 修 杵屋 勝国修 昭和46年7月13日 神奈川県川崎市

囃子（3名）

大塚 美樹 望月 太左成 昭和40年2月26日 東京都杉並区

小板橋 英人 田中 佐英 昭和41年10月1日 千葉県柏市

猪村 和彦 田中 源太郎 昭和42年8月11日 東京都板橋区

竹本（2名）

佐藤 慎一 鶴澤 慎治 昭和41年10月17日 埼玉県北足立郡伊奈町

奥寺 雅也 豊澤 淳一郎 昭和42年9月20日 東京都世田谷区

組踊 立方（1名）

大田 守邦 玉城 盛義 昭和41年8月1日 沖縄県中頭郡嘉手納町

歌三線（7名）

勝連 繁男 勝連 繁雄 昭和15年9月18日 沖縄県中頭郡北谷町

砂辺 孝真 昭和22年2月20日 沖縄県浦添市



- 5 -

糸数 昌治 昭和25年1月28日 沖縄県沖縄市

銘苅 盛隆 昭和25年3月4日 沖縄県浦添市

新地 孝一 昭和26年6月18日 沖縄県中頭郡読谷村

照喜名 進 昭和29年1月11日 沖縄県那覇市

仲嶺 伸吾 昭和37年9月12日 沖縄県那覇市

箏（4名）

仲嶺 貞夫 昭和14年7月12日 沖縄県那覇市

名嘉 ヨシ子 昭和22年6月12日 神奈川県横浜市

島袋 八重子 昭和26年5月27日 沖縄県那覇市

上地 七重 昭和28年10月16日 沖縄県那覇市

胡弓（1名）

崎原 盛勇 昭和22年10月1日 沖縄県沖縄市

太鼓（1名）

比嘉 聰 昭和27年4月8日 沖縄県那覇市

義太夫節 太夫（2名）

村岡 泰子 竹本 佳之助 昭和30年8月23日 東京都世田谷区

木下 有美 竹本 友香 昭和38年2月10日 京都府京都市

三味線（2名）

泉 裕子 鶴澤 友勇 昭和42年2月4日 兵庫県洲本市

正嶋 奈津子 豊澤 雛文 昭和43年7月26日 奈良県生駒郡斑鳩町

宮薗節 三味線（1名）

山中 喜久江 宮薗 千幸寿 昭和22年9月15日 滋賀県大津市
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３－② 選定保存技術の選定・認定について（報告・答申）

（１）表１の左欄の文化財の保存技術を選定保存技術に選定し，右欄の者を当該選定保存技術の保持

者として認定することについて

〔表１〕

左 欄 右 欄

文化財の保存技術 保 持 者

名 称 氏 名 雅 号 生 年 月 日 住 所

（有形文化財等関係）

表具用手漉和紙（宇陀 福西 正行 昭和36年8月22日 奈良県吉野郡吉野町

紙）製作

（無形文化財等関係）

邦楽器糸製作 小篠 敏之 昭和27年5月11日 京都府京都市

３－③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

旭川市市民活動交流センター市民活動支援棟 北海道旭川市

（旧国鉄旭川車両センター木機乾燥場）

旭川市市民活動交流センターホール棟 北海道旭川市

（旧国鉄旭川車両センター第二木機職場）

北海道護国神社平成館 北海道旭川市

（旧陸軍第七師団北鎮兵事記念館）

飯田家住宅主屋 北海道沙流郡日高町

森民酒造店店舗兼主屋 宮城県大崎市

森民酒造店居宅 宮城県大崎市

森民酒造店奥座敷 宮城県大崎市

森民酒造店離れ座敷 宮城県大崎市

森民酒造店釜屋 宮城県大崎市

森民酒造店北土蔵 宮城県大崎市

森民酒造店煙突 宮城県大崎市

松ヶ崎八幡神社本殿 秋田県由利本荘市

松ヶ崎八幡神社拝殿・幣殿及び本殿覆屋 秋田県由利本荘市

旧山寺ホテル 山形県山形市

旧長谷川製糸所繭蔵・糸蔵及び荷造場 山形県上山市

善寳寺龍王殿 山形県鶴岡市
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善寳寺五百羅漢堂 山形県鶴岡市

善寳寺龍華庵 山形県鶴岡市

善寳寺五重塔 山形県鶴岡市

善寳寺山門 山形県鶴岡市

善寳寺総門 山形県鶴岡市

龍頭寺本堂 山形県飽海郡遊佐町

龍頭寺開山堂 山形県飽海郡遊佐町

龍頭寺観音堂 山形県飽海郡遊佐町

祐月本店雛蔵 茨城県水戸市

和田家住宅延年楼 茨城県水戸市

旧田村呉服店ミセ蔵兼主屋 茨城県つくば市

旧田村呉服店蔵 茨城県つくば市

旧田村呉服店穀蔵及び浴室 茨城県つくば市

旧田村呉服店炊事場 茨城県つくば市

旧常陸北条郵便局 茨城県つくば市

旧根本家住宅主屋 茨城県つくば市

旧根本家住宅長屋門 茨城県つくば市

旧影澤医院 栃木県佐野市

木下半助商店店舗及び土蔵 埼玉県越谷市

木下半助商店石蔵 埼玉県越谷市

木下半助商店主屋 埼玉県越谷市

木下半助商店稲荷社 埼玉県越谷市

旧笹野家住宅主屋 神奈川県相模原市

旧笹野家住宅長屋門 神奈川県相模原市

小島家住宅主屋 神奈川県厚木市

小島家住宅蔵 神奈川県厚木市

小島家住宅門 神奈川県厚木市

山口家住宅主屋 神奈川県足柄下郡箱根町

巴ヶ丘もみじ公園巴ヶ丘山荘 新潟県長岡市

旧外山虎松商店店舗兼主屋 新潟県三条市

割烹東忠本館 新潟県小千谷市

割烹東忠別館 新潟県小千谷市

割烹東忠上の蔵 新潟県小千谷市

慈眼寺山門 新潟県小千谷市

じょうはな庵（旧中谷家住宅）主屋 富山県南砺市

じょうはな庵（旧中谷家住宅）土蔵 富山県南砺市

旧大鋸屋小学校体育館 富山県南砺市

長沖金剛 石川県小松市

長沖弁慶 石川県小松市

長沖蔵 石川県小松市

福井鉄道北府駅車両工場 福井県越前市

福井鉄道バス旧車庫 福井県越前市

料亭天狗楼料亭棟 福井県鯖江市

料亭天狗楼調理棟 福井県鯖江市

料亭天狗楼土蔵 福井県鯖江市

料亭天狗楼表門 福井県鯖江市
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證蓮寺本堂 長野県長野市

證蓮寺聖徳太子堂 長野県長野市

證蓮寺鐘楼 長野県長野市

證蓮寺山門 長野県長野市

布袋屋小林家住宅主屋 長野県長野市

布袋屋小林家住宅土蔵 長野県長野市

須高農業協同組合井上支所 長野県須坂市

旧ハミルトンアンドハード軽井沢コテージ 長野県北佐久郡軽井沢町

旧田代家住宅主屋 静岡県浜松市

旧田代家住宅土蔵 静岡県浜松市

崇覚寺本堂 愛知県名古屋市

鈴木家住宅主屋 愛知県名古屋市

善立寺本堂 愛知県岡崎市

善立寺七面堂 愛知県岡崎市

善立寺玄関 愛知県岡崎市

善立寺山門 愛知県岡崎市

旧山繁商店離れ 愛知県瀬戸市

旧山繁商店事務所 愛知県瀬戸市

旧山繁商店旧事務所 愛知県瀬戸市

旧山繁商店土蔵 愛知県瀬戸市

旧山繁商店新小屋 愛知県瀬戸市

旧山繁商店前倉庫 愛知県瀬戸市

旧山繁商店中倉庫 愛知県瀬戸市

旧山繁商店奥倉庫 愛知県瀬戸市

旧山繁商店塀 愛知県瀬戸市

旧岡田医院主屋 愛知県知多市

旧岡田医院診療所棟 愛知県知多市

旧岡田医院蔵 愛知県知多市

旧岡田医院道具蔵 愛知県知多市

旧岡田医院給水塔 愛知県知多市

旧岡田医院塀 愛知県知多市

萬福寺本堂 愛知県知立市

萬福寺鐘楼 愛知県知立市

萬福寺山門 愛知県知立市

野間郵便局旧局舎 愛知県知多郡美浜町

三井家住宅主屋 愛知県知多郡武豊町

三井家住宅奥座敷 愛知県知多郡武豊町

三井家住宅南土蔵 愛知県知多郡武豊町

三井家住宅北土蔵 愛知県知多郡武豊町

三井家住宅表門 愛知県知多郡武豊町

旧杉本家住宅主屋 三重県津市

旧杉本家住宅離れ座敷 三重県津市

旧杉本家住宅長屋 三重県津市

旧杉本家住宅長屋門 三重県津市

旧平田家住宅主屋 三重県四日市市

旧平田家住宅書院 三重県四日市市
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旧平田家住宅米蔵 三重県四日市市

旧平田家住宅東蔵 三重県四日市市

旧平田家住宅西蔵 三重県四日市市

旧平田家住宅門柱 三重県四日市市

旧平田家住宅中門及び塀 三重県名張市

中井家住宅主屋 三重県多気郡多気町

旧多気郡役所六角堂 三重県多気郡多気町

片山寺本堂 三重県度会郡南伊勢町

片山寺土蔵 三重県度会郡南伊勢町

日吉神社本殿 滋賀県長浜市

日吉神社門及び玉垣 滋賀県長浜市

東家住宅主屋 滋賀県近江八幡市

東家住宅土蔵 滋賀県近江八幡市

東家住宅石垣 滋賀県近江八幡市

紫明会館 京都府京都市

松村家住宅主屋 京都府京都市

松村家住宅土蔵 京都府京都市

壽ビルディング 京都府京都市

岩根家住宅南蔵 大阪府富田林市

岩根家住宅西蔵 大阪府富田林市

岩根家住宅茶室 大阪府富田林市

岩根家住宅門屋 大阪府富田林市

岩根家住宅籠塀 大阪府富田林市

王橋 兵庫県豊岡市

愛宕橋 兵庫県豊岡市

柳湯橋 兵庫県豊岡市

桃島橋 兵庫県豊岡市

辨天橋 兵庫県豊岡市

旧城崎郵便局 兵庫県豊岡市

小林屋旅館 兵庫県豊岡市

西村屋本館大広間棟 兵庫県豊岡市

西村屋本館平田館 兵庫県豊岡市

西村屋本館門及び塀 兵庫県豊岡市

新かめや本館 兵庫県豊岡市

温泉寺薬師堂 兵庫県豊岡市

極楽寺本堂 兵庫県豊岡市

コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）洋館 兵庫県西脇市

コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）浴室及び 兵庫県豊岡市

便所棟

コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）離れ 兵庫県豊岡市

コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）米蔵 兵庫県豊岡市

コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）衣装蔵 兵庫県豊岡市

コヤノ美術館西脇館(旧藤井家住宅)表門及び塀 兵庫県豊岡市

コヤノ美術館西脇館(旧藤井家住宅)庭門及び塀 兵庫県豊岡市

コヤノ美術館西脇館(旧藤井家住宅)主屋南脇門 兵庫県豊岡市

及び塀
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春日神社本殿 兵庫県篠山市

旧木村酒造場店舗兼主屋 兵庫県朝来市

旧木村酒造場米蔵 兵庫県朝来市

旧木村酒造場舟蔵 兵庫県朝来市

旧木村酒造場貯蔵所 兵庫県朝来市

旧木村酒造場裏門 兵庫県朝来市

旧木村酒造場門及び塀 兵庫県朝来市

松山家住宅主屋南棟 奈良県奈良市

松山家住宅主屋北棟 奈良県奈良市

松山家住宅渡廊下 奈良県奈良市

松山家住宅麦蔵 奈良県奈良市

松山家住宅米蔵 奈良県奈良市

友ヶ島灯台 和歌山県和歌山市

なかがわ（旧中川家住宅）主屋 和歌山県御坊市

なかがわ（旧中川家住宅）東蔵 和歌山県御坊市

なかがわ（旧中川家住宅）西蔵 和歌山県御坊市

矢城家住宅主屋 鳥取県倉吉市

塩谷定好写真記念館主屋 鳥取県東伯郡琴浦町

塩谷定好写真記念館ギャラリー棟 鳥取県東伯郡琴浦町

塩谷定好写真記念館米蔵 鳥取県東伯郡琴浦町

塩谷定好写真記念館質蔵 鳥取県東伯郡琴浦町

塩谷定好写真記念館新蔵 鳥取県東伯郡琴浦町

出雲大社彰古館 島根県出雲市

出雲大社宇迦橋大鳥居 島根県出雲市

日の出館玄関棟 島根県出雲市

日の出館明治棟 島根県出雲市

日野家住宅主屋 広島県安芸高田市

日野家住宅洋館 広島県安芸高田市

日野家住宅米倉 広島県安芸高田市

日野家住宅納戸倉及び離れ 広島県安芸高田市

日野家住宅酒造倉 広島県安芸高田市

日野家住宅納屋 広島県安芸高田市

日野家住宅表門及び伴部屋 広島県安芸高田市

日野家住宅御成門 広島県安芸高田市

伊佐家住宅主屋 福岡県福岡市

伊佐家住宅土蔵 福岡県福岡市

菊の城本舗店舗兼主屋 熊本県菊池市

菊の城本舗麹蔵 熊本県菊池市

菊の城本舗貯蔵蔵 熊本県菊池市

菊の城本舗煙突 熊本県菊池市

石垣やいま村旧大浜家住宅主屋 沖縄県石垣市

石垣やいま村旧喜舎場家住宅主屋 沖縄県石垣市
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３－④登録有形文化財（建造物）の抹消について（報告・答申）

名 称 所在地

川崎重工業神戸工場第一号ドック 兵庫県神戸市中央区

３－⑤国宝・重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申） ４件

３－⑥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 １４２件

名勝に係るもの ４３件

天然記念物に係るもの ６７件


