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第１８３回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２９年７月２１日（金）１４：００～１５：０５

場 所 文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階）

出席者 委 員 亀井会長，薦田委員，佐藤委員，藤井委員

文化庁 文化財部長，文化戦略官

伝統文化課長，記念物課長，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

重要無形文化財の指定・認定について（報告・答申）①

６月１６日に諮問のあった重要無形文化財の指定・認定について，６月伝統文化課長から，

３０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。

・認定について（報告・答申）②選定保存技術の選定

６月１６日に諮問のあった選定保存技術の選定・認定について，６月３伝統文化課長から，

０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。

登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申）③

６月１６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１参事官から，

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。

登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（報告・答申）④

参事官から，６月１６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

１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。

重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申）⑤

参事官から，重要文化財（建造物）の現状変更の許可について７月１日に開催された第二専門

調査会における調査報告があり，審議の結果，別紙のとおり答申がなされた。

史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）⑥

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，別紙のとお記念物課長

り答申がなされた。
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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）

能囃子方小鼓 大倉 源次郎 昭和32年9月7日 東京都世田谷区

組踊音楽太鼓 比嘉 聰 昭和27年4月8日 沖縄県那覇市

（工芸技術の部）

小石原焼 福嶋 善三 福島 善三 昭和34年10月29日 福岡県朝倉郡東峰村

(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）

文楽人形
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(３）表３の左欄の無形文化財を重要無形文化財に指定し，右欄の団体の構成員（会員）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３〕

左 欄 右 欄

無形文化財 保 持 者

名 称 保 持 者 代表者等の氏名 団体名及び所在地

長 唄 伝統長唄保存 川原 壽夫 東京都中央区

（芸名 鳥羽屋会会員

（内訳別記） 伝統長唄保存会里長）

（別記）

長唄（伝統長唄保存会会員）68 名

氏 名 芸 名 生年月日 住 所

唄（26名）

杵家 安廣 杵屋 喜三郎 大正12年11月21日 東京都港区

犬飼 基之 稀音家 義丸 昭和 5年 4月12日 東京都目黒区

宮田 哲男 昭和 9年 3月25日 東京都新宿区

藤田 喜三太郎 岡安 喜代八 昭和 9年 8月15日 東京都荒川区

大久保 隆子 芳村 伊十衛 昭和10年5月16日 東京都文京区

馬場 實 吉住 小良次 昭和10年11月26日 東京都文京区

村上 あや子 杵屋 佐臣 昭和11年 1月23日 東京都豊島区

川原 壽夫 鳥羽屋 里長 昭和11年 2月 4日 東京都新宿区

橋本 いさ子 吉住 小代君 昭和11年 5月21日 東京都武蔵野市

青栁 晴 杵屋 彌十郎 昭和12年 2月15日 東京都大田区彥

中嶋 敏之 今藤 尚之 昭和12年 8月 2日 東京都世田谷区
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新井 冨美子 杵屋 勝良 昭和12年12月29日 東京都新宿区

芦澤 瑞代 杵屋 巳丞 昭和13年11月11日 東京都武蔵野市

橋本 知子 今藤 美知 昭和16年 5月 7日 東京都世田谷区

小田 隆弘 芳村 伊十郎 昭和19年 2月 5日 東京都文京区

小鷲 慶子 松永 圭江 昭和20年 2月11日 東京都目黒区

宮川 尚久 杵屋 佐陽 昭和20年 4月12日 東京都北区

太田 孝彦 芳村 伊四郎 昭和20年 9月 9日 東京都世田谷区

大友 雄子 杵屋 佐姫 昭和21年 1月22日 東京都杉並区

木村 仁 杵屋 佐之隆 昭和21年 8月19日 東京都大田区

石村 和人 日吉 小三八 昭和24年 2月27日 東京都目黒区

石川 公一 杵屋 東成 昭和24年 4月24日 大阪府大阪市

木村 陽子 杵屋 喜三以満 昭和30年 2月22日 石川県金沢市

中村 郁子 今藤 郁子 昭和32年 3月29日 東京都品川区

杉田 勉 杵屋 三左衛門 昭和35年 7月 5日 東京都江東区

三味線（27名）

木村 さち子 杵屋 響泉 大正 3年11月15日 神奈川県小田原市

遠藤 康子 貴音 康 大正 9年 9月28日 東京都目黒区

杵家 安八郎 杵屋 寒玉 大正14年10月19日 東京都港区

山崎 好一 杵屋 六翁 昭和 7年 8月20日 東京都江東区

味見 亨 東音 味見 亨 昭和 7年 9月 5日 神奈川県横浜市

鈴木 静子 杵屋 静子 昭和10年 6月 7日 東京都台東区
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中川 昇一 今藤 政太郎 昭和10年10月10日 東京都世田谷区

河野 正純 杵屋 栄敏郎 昭和11年11月18日 東京都杉並区

宮澤 雅之 杵屋 淨貢 昭和12年11月16日 東京都世田谷区

地原 幸惠 杵屋 勝幸恵 昭和13年 6月18日 北海道函館市

竹中 建太郎 杵屋 和吉 昭和15年 1月19日 神奈川県藤沢市

阪下 映子 日吉 小暎 昭和15年 9月10日 東京都世田谷区

岸畑 年治 杵屋 勝寿治 昭和16年 1月 6日 兵庫県川西市

吉田 成一 松永 忠五郎 昭和16年 1月24日 東京都港区

入倉 健治 稀音家 助三朗 昭和16年11月27日 東京都品川区

大橋 定世 松永 定世 昭和17年10月 5日 東京都杉並区

牟田口 照國 杵屋 勝国 昭和20年 3月28日 東京都新宿区

坂田 早苗 今藤 長十郎 昭和22年 6月 4日 東京都港区

赤星 輝幸 杵家 弥七 昭和23年 1月12日 東京都世田谷区

石川 雅英 杵屋 勝禄 昭和24年 4月24日 大阪府大阪市

桂 哲郎 杵屋 六三郎 昭和26年 2月 7日 東京都江東区

増田 豊 杵屋 五三郞 昭和30年11月 1日 東京都台東区

髙野 修 今藤 美治郎 昭和35年 3月30日 東京都中央区

馬橋 敦 松永 鉄九郎 昭和35年 4月 5日 東京都練馬区

坂口 清治郎 杵屋 勝三郎 昭和42年 6月13日 東京都港区
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鳴物（15名）

安倍 康仁 堅田 喜三久 昭和10年 9月 8日 東京都中央区

中川 勳 藤舎 名生 昭和16年 3月28日 京都府京都市

砂押 伐 鳳聲 晴由 昭和18年 4月28日 東京都東久留米市

橘 利明 藤舎 呂船 昭和19年 9月20日 東京都新宿区

猪俣 豊成 福原 鶴祐 昭和20年10月12日 東京都大田区

諏訪 好一 望月 太左治 昭和22年 9月13日 東京都足立区

亀井 令子 田中 佐太郎 昭和23年 5月26日 東京都新宿区

伴 十九二 住田 長三郎 昭和23年 8月19日 東京都中央区

守家 輝信 梅屋 福太郎 昭和24年 5月25日 東京都世田谷区

髙橋 清彦 仙波 清彦 昭和29年12月23日 東京都杉並区

安倍 久恵 望月 太左衛 昭和31年 8月30日 東京都台東区

安倍 久勝 望月 太左衛門 昭和34年 4月13日 東京都中央区

安倍 久雄 望月 朴清 昭和34年 4月13日 東京都台東区

藤堂 賢太郎 福原 百之助 昭和50年12月 1日 東京都杉並区

亀井 孝之 田中 傳左衛門 昭和51年 3月 2日 東京都杉並区

（４）表４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４〕

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

人形浄瑠璃文楽 太夫（1名）
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金木 大介 豊竹 睦太夫 昭和48年11月14日 奈良県奈良市

三味線（4名）

木ノ原 啓 鶴澤 友之助 昭和55年11月12日 大阪府大阪市

坪井 崇通 鶴澤 清馗 昭和55年11月29日 大阪府大阪市

人形（2名）

岡 浩章 桐竹 紋吉 昭和48年 7月23日 大阪府大阪市

藤田 圭 吉田 玉翔 昭和50年12月18日 大阪府交野市

シテ方（観世流 （24名）能楽 ）

梅若 泰志 昭和42年 8月23日 東京都世田谷区

古川 充 永島 充 昭和43年 7月 4日 東京都杉並区

長谷川 晴彦 昭和44年 2月22日 東京都中央区

山口 剛一郎 昭和45年 4月 5日 佐賀県佐賀市

野村 昌司 昭和45年12月 3日 東京都杉並区

佐久間 二郎 昭和47年12月11日 東京都小金井市

深野 貴彦 昭和48年 7月 5日 京都府京都市

今村 一夫 昭和48年 7月31日 福岡県福岡市

清水 義也 昭和48年 9月11日 東京都品川区

橋本 忠樹 昭和49年 5月 2日 京都府向日市
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坂井 音雅 昭和49年 6月14日 東京都渋谷区

井戸 良祐 昭和49年 9月24日 大阪府大阪市

清水 友志 武田 友志 昭和49年10月 5日 東京都中野区

淺見 香寿子 立花 香寿子 昭和50年 6月22日 兵庫県西宮市

幸二郎 昭和50年 9月 1日 東京都目黒区角

谷本 健吾 昭和50年11月10日 東京都杉並区

大江 信行 昭和51年 1月11日 京都府京都市

坂井 音隆 昭和51年 2月 6日 東京都渋谷区

長山 桂三 昭和51年 5月13日 東京都世田谷区

坂口 貴信 昭和51年 8月11日 東京都目黒区

西田 信輔 齊藤 信輔 大阪府大阪市昭和51年 9月24日

堀部 大志 武田 大志 昭和51年10月 1日 兵庫県尼崎市

シテ方（金春流 （1名））

山井 綱雄 昭和48年 5月25日 神奈川県横浜市

シテ方（宝生流 （5名））

白坂 弘能 久貫 弘能 昭和38年 6月24日 福岡県福岡市

坂口 愛 衣斐 愛 昭和48年11月23日 愛知県名古屋市

小林 晋也 昭和49年11月21日 埼玉県新座市

髙橋 憲正 昭和51年 4月29日 東京都文京区

寳生 和英 宝生 和英 昭和61年 1月 8日 東京都文京区

ワキ方（宝生流 （1名））

平木 豊男 昭和30年11月10日 石川県金沢市
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笛方（森田流 （2名））

槌矢 亮 野口 亮 昭和40年 6月20日 兵庫県神戸市

左鴻 泰弘 昭和41年12月11日 京都府京都市

笛方（藤田流 （1名））

竹市 学 昭和47年 2月27日 愛知県稲沢市

小鼓方（幸流 （1名））

古田 知英 昭和49年 2月13日 兵庫県西宮市

小鼓方（大倉流 （2名））

寺澤 陽春子 久田 陽春子 昭和48年 2月11日 兵庫県西宮市

上田 敦史 昭和48年 6月 8日 兵庫県丹波市

大鼓方（葛野流 （1名））

原岡 一之 昭和52年11月13日 東京都中野区

太鼓方（金春流 （1名））

梶谷 英樹 昭和45年 6月22日 東京都杉並区

狂言方（大蔵流 （5名））

茂山 正邦 茂山 千五郎 昭和47年 7月 7日 京都府京都市

大藏 基照 大藏 彌太郎 昭和49年12月 6日 東京都国分寺市

茂山 宗彦 昭和50年 6月 4日 京都府京都市

茂山 茂 昭和50年 9月 9日 京都府京都市

石井 則重 山本 則重 昭和52年 6月 1日 東京都渋谷区



- 10 -

狂言方（和泉流 （1名））

能村 晶人 昭和47年 2月11日 東京都練馬区

太夫（3名）清元節

丸山 實 清元 榮志太夫 昭和15年 4月29日 神奈川県横浜市

根本 諭 清元 美好太夫 昭和28年 4月29日 東京都豊島区

柿澤 秀一 清元 志寿子太夫 昭和28年 7月19日 東京都大田区

舞踊（13名）琉球舞踊

昭和12年10月15日 沖縄県中頭郡西原町渡久地 美代子

宮城 トヨ 宮城 豊子 昭和13年12月20日 沖縄県沖縄市

又吉 敏子 又吉 世子 昭和14年11月21日 沖縄県那覇市

安次富 紀子 昭和19年 5月31日 沖縄県那覇市

海勢頭 明 海勢頭 あける 昭和20年 1月 1日 沖縄県島尻郡八重瀬町

金城 光子 昭和20年10月 4日 沖縄県那覇市

比嘉 美好 昭和22年 4月12日 沖縄県那覇市

新崎 弘子 古謝 弘子 昭和24年 1月27日 沖縄県中頭郡嘉手納町

島袋 君子 昭和24年 4月15日 沖縄県那覇市

宇座 悦子 宮城 能造 昭和24年 9月19日 沖縄県那覇市

石川 靜江 玉城 靜江 昭和25年12月23日 沖縄県那覇市

比嘉 涼子 昭和26年10月 2日 沖縄県那覇市

宮平 則子 我那覇 則子 昭和26年10月20日 沖縄県那覇市

歌三線（8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



- 11 -

中村 一雄 昭和21年 6月24日 沖縄県那覇市

銘苅 盛隆 昭和25年 3月 4日 沖縄県浦添市

城間 盛久 昭和25年 5月 9日 沖縄県宜野湾市

新城 治 昭和26年 4月19日 沖縄県豊見城市

照喜名 進 昭和29年 1月11日 沖縄県那覇市

島袋 功 昭和30年10月11日 沖縄県名護市

仲嶺 伸吾 昭和37年 9月12日 沖縄県那覇市

箏（5名）

山内 照子 昭和18年12月25日 沖縄県沖縄市

名嘉 ヨシ子 昭和22年 6月12日 神奈川県横浜市

赤嶺 和子 昭和22年 9月22日 沖縄県豊見城市

上地 律子 昭和23年 3月 5日 沖縄県宜野湾市

安慶名 久美子 昭和25年 7月13日 沖縄県うるま市

太鼓（1名）

比嘉 聰 昭和27年 4月 8日 沖縄県那覇市

(５）表５の左欄の無形文化財を重要無形文化財に指定し，右欄の団体を当該重要無形文化財の保持

団体として認定することについて

〔表５〕

左 欄 右 欄

無形文化財 保 持 団 体

名 称 団体名称 代表者等の氏名 事務所の所在地

津軽塗技術保存会 会長 岩谷 武治 青森県弘前市津軽塗
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越前生漉鳥の子紙 会長 栁瀨 福井県越前市越前鳥の子紙

保存会 晴夫

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）

金銀糸・平箔製作 鳥原 雄治 昭和25年 8月27日 京都府京都市

（有形文化財等関係及び無形文化財等関係）

（２）表２の左欄の選定保存技術の保持者として，右欄の者を追加認定することについて

〔表２〕

左 欄 右 欄

選定保存技術 保 持 者

名 称 氏 名 雅 号 生 年 月 日 住 所

（有形文化財等関係）

唐紙製作 小泉 幸雄 昭和22年 8月27日 埼玉県八潮市

表装建具製作 黒田 俊介 昭和19年 1月24日 京都府京都市
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（３）表３の左欄の文化財の保存技術を選定保存技術に選定し，右欄の団体を当該選定保存技術の保存

団体として認定することについて

〔表３〕

左 欄 右 欄

文化財の保存技術 保 存 団 体

名 称 団 体 の 名 称 代 表 者 事 務 所 の 所 在 地

（有形文化財等関係及び無形文化財等関係）

竹筬製作 日本竹筬技術保存研究会 会長 下村 輝 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

ヤマニ仙遊館本館 青森県南津軽郡大鰐町

ヤマニ仙遊館土蔵 青森県南津軽郡大鰐町

旧緯度観測所本館（奥州宇宙遊学館） 岩手県奥州市

旧臨時緯度観測所本館（木村榮記念館） 岩手県奥州市

旧臨時緯度観測所眼視天頂儀室 岩手県奥州市

旧臨時緯度観測所眼視天頂儀目標台及び覆屋 岩手県奥州市

旧仙台医学専門学校博物・理化学教室（東北大学 宮城県仙台市

本部棟３）

旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の階 宮城県仙台市

段教室）

旧第二高等学校書庫（東北大学文化財収蔵庫） 宮城県仙台市

旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学史料 宮城県仙台市

館）

旧東北帝国大学理学部化学教室棟（東北大学本部 宮城県仙台市

棟１）

南三陸町民俗資料館 宮城県本吉郡南三陸町

旧小坂鉱山工作課原動室 秋田県鹿角郡小坂町

寒河江市役所庁舎 山形県寒河江市

ぬる湯温泉旅館・二階堂古家棟 福島県福島市

ぬる湯温泉旅館・二階堂中座敷棟 福島県福島市

ぬる湯温泉旅館・二階堂帳場棟 福島県福島市

旧鍋三本店（星野家住宅）客座敷 福島県会津若松市

旧鍋三本店（星野家住宅）土蔵 福島県会津若松市

髙島家住宅コンクリート蔵 福島県南相馬市

髙島家住宅門及び塀 福島県南相馬市

有賀家住宅蔵座敷及び控えの間 福島県石川郡石川町
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安達家住宅見世蔵及び主屋 茨城県桜川市

安達家住宅座敷 茨城県桜川市

安達家住宅薬医門 茨城県桜川市

旧土佐屋薬局店舗兼主屋 栃木県佐野市

旧土佐屋薬局座敷蔵・中蔵・奥蔵 栃木県佐野市

東武鉄道下今市駅旧跨線橋 栃木県日光市

東武鉄道大谷向駅下りプラットホーム 栃木県日光市

東武鉄道大谷向駅上りプラットホーム 栃木県日光市

東武鉄道砥川橋梁 栃木県日光市

東武鉄道大桑駅プラットホーム 栃木県日光市

東武鉄道新高徳駅プラットホーム及び上家 栃木県日光市

東武鉄道小佐越駅プラットホーム 栃木県日光市

野口家住宅主屋 群馬県みどり市

内木酒造店舗兼主屋 埼玉県さいたま市

内木酒造離れ 埼玉県さいたま市

加藤家住宅主屋 埼玉県さいたま市

飯能織物協同組合事務所棟 埼玉県飯能市

千葉県水道局千葉分場１号配水池 千葉県千葉市

千葉県水道局栗山配水塔 千葉県松戸市

飯沼本家主屋 千葉県印旛郡酒々井町

飯沼本家離れ屋 千葉県印旛郡酒々井町

飯沼本家前蔵 千葉県印旛郡酒々井町

飯沼本家明治蔵 千葉県印旛郡酒々井町

飯沼本家甲子蔵 千葉県印旛郡酒々井町

飯沼本家裏門及び塀 千葉県印旛郡酒々井町

私の家（清家清自邸） 東京都大田区

塚﨑家住宅主屋 東京都大田区

塚﨑家住宅門及び塀 東京都大田区

国士舘大講堂 東京都世田谷区

五島美術館本館 東京都世田谷区

五島美術館冨士見亭 東京都世田谷区

五島美術館古経楼 東京都世田谷区

上宮寺本堂 東京都渋谷区

上宮寺本堂応接部 東京都渋谷区

上宮寺鐘楼 東京都渋谷区

井草幼稚園園舎 東京都杉並区

旧石曽根商店店舗兼主屋 神奈川県藤沢市

旧内野醤油店店舗兼主屋 神奈川県小田原市

旧内野醤油店新座敷 神奈川県小田原市

旧内野醤油店店蔵 神奈川県小田原市

旧内野醤油店文庫蔵 神奈川県小田原市

旧内野醤油店穀蔵 神奈川県小田原市

旧内野醤油店工場 神奈川県小田原市

旧内野醤油店稲荷社 神奈川県小田原市

旧内野醤油店表塀 神奈川県小田原市

五十嵐商店店舗兼主屋 神奈川県秦野市
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五十嵐商店第一号倉庫 神奈川県秦野市

五十嵐商店第二号倉庫 神奈川県秦野市

五十嵐商店第三号倉庫 神奈川県秦野市

五十嵐商店第四号倉庫及び第五号倉庫 神奈川県秦野市

蓑毛大日堂 神奈川県秦野市

蓑毛不動堂 神奈川県秦野市

蓑毛地蔵堂 神奈川県秦野市

蓑毛大日堂仁王門 神奈川県秦野市

旧加地邸 神奈川県三浦郡葉山町

梅嶋家住宅主屋 新潟県新潟市

吉原写真館 新潟県新発田市

平久呉服店店舗兼主屋 新潟県新発田市

長徳寺本堂 新潟県新発田市

長徳寺庫裏 新潟県新発田市

長徳寺行在所 新潟県新発田市

長徳寺鐘楼 新潟県新発田市

長徳寺山門及び塀 新潟県新発田市

三光寺本堂 新潟県新発田市

顕法寺本堂 新潟県新発田市

石井家住宅主屋 新潟県阿賀野市

石井家住宅御小休所御門 新潟県阿賀野市

荒惣店舗兼主屋 新潟県胎内市

荒惣見世蔵 新潟県胎内市

荒惣内蔵 新潟県胎内市

料亭南都屋 新潟県胎内市

旧田中家住宅主屋 富山県射水市

旧田中家住宅離れ 富山県射水市

旧田中家住宅北の土蔵及び南の土蔵 富山県射水市

旧田中家住宅庭門 富山県射水市

飯田家住宅主屋 石川県金沢市

飯田家住宅塀 石川県金沢市

青林寺客殿（和倉御便殿本殿） 石川県七尾市

信行寺書院（和倉御便殿供奉殿） 石川県七尾市

小山屋醤油店店舗兼主屋 石川県七尾市

小山屋醤油店表土蔵 石川県七尾市

小山屋醤油店ムロ 石川県七尾市

小山屋醤油店醤油蔵 石川県七尾市

旧丹後家住宅主屋 石川県鹿島郡中能登町

旧丹後家住宅土蔵 石川県鹿島郡中能登町

旧丹後家住宅表塀 石川県鹿島郡中能登町

旧丹後家住宅庭門及び塀 石川県鹿島郡中能登町

福井市自然史博物館旧館 旧福井市立郷土博物館 福井県福井市（ ）

原家住宅主屋 山梨県富士吉田市

上文司家住宅主屋 山梨県富士吉田市

高尾家住宅主屋（絹屋町織物市場） 山梨県富士吉田市

富士急行線谷村町駅本屋及びプラットホーム上屋 山梨県都留市
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村松新聞店（旧都留市役所分庁舎） 山梨県都留市

黒田医院（旧猿橋警察署庁舎） 山梨県大月市

山口家住宅主屋 山梨県大月市

大嶋家住宅主屋 長野県松本市

平林家住宅主屋 長野県大町市

平林家住宅文庫蔵・塩蔵・漬物蔵 長野県大町市

日本聖公会中部教区飯山復活教会 長野県飯山市

抱石庵（久松真一記念館） 岐阜県岐阜市

旧東泉院宝蔵 静岡県富士市

旧六所家門及び塀 静岡県富士市

大谷家住宅主屋 愛知県豊川市

大谷家住宅土蔵 愛知県豊川市

大谷家住宅米蔵 愛知県豊川市

大谷家住宅渡廊下 愛知県豊川市

安長寺山門 愛知県豊田市

宝珠院本堂 愛知県西尾市

宝珠院書院 愛知県西尾市

宝珠院忠魂堂 愛知県西尾市

小川家住宅主屋 三重県名張市

小川家住宅東蔵 三重県名張市

小川家住宅西蔵 三重県名張市

福徳公民館（旧明村立明小学校福徳分教場） 三重県亀山市

奥村家住宅主屋 滋賀県大津市

川村家住宅主屋 滋賀県大津市

旧近江療養院希望館（五葉館） 滋賀県近江八幡市

角田家住宅主屋 滋賀県米原市

角田家住宅米蔵 滋賀県米原市

角田家住宅文庫蔵 滋賀県米原市

上善寺本堂 京都府京都市

上善寺書院 京都府京都市

上善寺観音堂 京都府京都市

上善寺山門 京都府京都市

西井家住宅主屋 大阪府堺市

西井家住宅内土蔵 大阪府堺市

西井家住宅門長屋 大阪府堺市

男神社拝殿及び幣殿 大阪府泉南市

男神社旧拝殿及び幣殿（社務所） 大阪府泉南市

男神社透塀 大阪府泉南市

旧大和屋旅館 兵庫県豊岡市

蓮成寺本堂 兵庫県豊岡市

本住寺本堂 兵庫県豊岡市

うめのや遊技場 兵庫県豊岡市

城崎温泉ロープウェイ山麓駅 兵庫県豊岡市

城崎温泉ロープウェイ温泉寺駅 兵庫県豊岡市

城崎温泉ロープウェイ山頂駅 兵庫県豊岡市

松本家住宅主屋 奈良県北葛城郡広陵町
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松本家住宅内蔵 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅辰巳蔵 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅道具蔵 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅南屋敷南東納屋 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅南屋敷北東納屋 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅下男部屋及び柴小屋 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅表門 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅南屋敷南及び西面塀 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅北屋敷乾蔵 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅北屋敷米蔵及び納屋 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅北屋敷西納屋 奈良県北葛城郡広陵町

松本家住宅北屋敷門屋 奈良県北葛城郡広陵町

山王日吉神社本殿 鳥取県鳥取市

田中家住宅主屋 鳥取県鳥取市

東光園本館 鳥取県米子市

丸井家住宅主屋 鳥取県倉吉市

丸井家住宅離れ 鳥取県倉吉市

丸井家住宅土蔵 鳥取県倉吉市

丸井家住宅茶室 鳥取県倉吉市

丸井家住宅待合及び塀・袖垣 鳥取県倉吉市

丸井家住宅塀 鳥取県倉吉市

大山寺本堂 鳥取県西伯郡大山町

大山寺鐘楼 鳥取県西伯郡大山町

佐々木家住宅主屋 鳥取県日野郡日野町

佐々木家住宅新座敷 鳥取県日野郡日野町

佐々木家住宅穀蔵 鳥取県日野郡日野町

佐々木家住宅新蔵 鳥取県日野郡日野町

旧吉田彦七家住宅 岡山県倉敷市

旧林家住宅 岡山県倉敷市

旧永瀬家住宅主屋 岡山県赤磐市

旧永瀬家住宅井戸 岡山県赤磐市

木山神社拝殿 岡山県真庭市

木山神社渡廊下 岡山県真庭市

善覚稲荷神社本殿 岡山県真庭市

善覚稲荷神社拝殿 岡山県真庭市

田中酒造場主屋 岡山県美作市

田中酒造場店蔵 岡山県美作市

田中酒造場本蔵 岡山県美作市

田中酒造場仕込蔵 岡山県美作市

田中酒造場貯蔵蔵 岡山県美作市

金光教徒社東棟 岡山県浅口市

金光教徒社中央棟 岡山県浅口市

金光教徒社西棟 岡山県浅口市

小島屋土蔵 広島県東広島市

桑田家住宅主屋 広島県府中市

桑田家住宅離れ 広島県府中市
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桑田家住宅石垣及び塀 広島県府中市

住吉神社楼門 山口県下関市

住吉神社唐門及び透塀 山口県下関市

大正館店舗兼主屋 徳島県小松島市

島尾家住宅店舗兼主屋 徳島県三好市

島尾家住宅離れ 徳島県三好市

曽我部家住宅主屋及び納屋 徳島県三好市

曽我部家住宅蔵 徳島県三好市

曽我部家住宅長屋門 徳島県三好市

立川家住宅主屋 徳島県三好市

立川家住宅離れ 徳島県三好市

立川家住宅内蔵 徳島県三好市

立川家住宅蔵 徳島県三好市

三舩家住宅主屋 徳島県三好市

三舩家住宅蔵 徳島県三好市

向井家住宅主屋 徳島県三好市

山下家住宅主屋 徳島県三好市

山下家住宅味噌蔵 徳島県三好市

山下家住宅米蔵 徳島県三好市

山下家住宅表門 徳島県三好市

山下家住宅北塀 徳島県三好市

山下家住宅別邸 徳島県三好市

正木本店店舗兼主屋 愛媛県北宇和郡松野町

正木本店貯蔵庫 愛媛県北宇和郡松野町

正木本店仕込庫 愛媛県北宇和郡松野町

正木本店生酒庫 愛媛県北宇和郡松野町

正木本店会所場・釜場・煙突 愛媛県北宇和郡松野町

水野旅館観風亭 佐賀県唐津市

水野旅館門 佐賀県唐津市

旧青井家住宅主屋 熊本県人吉市

旧青井家住宅西蔵 熊本県人吉市

旧青井家住宅東蔵 熊本県人吉市

旧青井家住宅門 熊本県人吉市

青井阿蘇神社禊橋 熊本県人吉市

高原町民体育館分館 宮崎県西諸県郡高原町

石井記念友愛社静養館 宮崎県児湯郡木城町

石井記念友愛社方舟館 宮崎県児湯郡木城町

八板家住宅主屋 鹿児島県西之表市

３－④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

敷島館本館 香川県仲多度郡琴平町
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３－⑤重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申） ８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 ９７件

名勝に係るもの ５４件

天然記念物に係るもの ７８件


