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第１８６回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２９年１１月１７日（金）１４：００～１５：００

場 所 文化庁 旧文化庁第２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 次長，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２０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，

１０月２７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２０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，１０月２７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２０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，

１０月２６日から２７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。

④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２０日に諮問のあった登録記念物の登録について，１０月２６日

から２７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重要文化的景観の選定について（報告・答申）

記念物課長から，１０月２０日に諮問のあった重要文化的景観の選定について，１０月

２６日から２７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天然記念物の現状変更の許可について（報告・答申）

記念物課長から，１０月２０日に諮問のあった史跡等の現状変更の許可について，１０月

２６日から２７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（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

り答申がなされた。
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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

花巻温泉旧松雲閣別館 岩手県花巻市

旧岩手県知事公舎洋館 岩手県胆沢郡金ケ崎町

旧千田正家住宅主屋 岩手県胆沢郡金ケ崎町

旧千田正家住宅板倉 岩手県胆沢郡金ケ崎町

旧上有住小学校校舎 岩手県気仙郡住田町

定義如来西方寺御廟貞能堂 宮城県仙台市

定義如来西方寺御守授所 宮城県仙台市

定義如来西方寺鐘楼堂 宮城県仙台市

定義如来西方寺手水舎 宮城県仙台市

定義如来西方寺山門 宮城県仙台市

旧大倉沢報徳館 秋田県由利本荘市

佐藤繊維旧紡績工場東棟 山形県寒河江市

佐藤繊維旧紡績工場西棟 山形県寒河江市

錦屋店舗兼主屋 山形県東置賜郡川西町

錦屋内蔵 山形県東置賜郡川西町

渡邊六郎兵衛家住宅長屋門 山形県西置賜郡飯豊町

旧西廣家住宅（治郎吉）主屋 千葉県銚子市

旧西廣家住宅（治郎吉）缶詰工場 千葉県銚子市

旧西廣家住宅（治郎吉）倉庫（北倉） 千葉県銚子市

旧西廣家住宅（治郎吉）倉庫（南倉） 千葉県銚子市

旧西廣家住宅（治郎吉）煉瓦塀 千葉県銚子市

石上酒造米蔵 千葉県銚子市

石上酒造麹室 千葉県銚子市

石上酒造仕込蔵（醪蔵） 千葉県銚子市

石上酒造貯蔵蔵 千葉県銚子市

石上酒造文庫蔵 千葉県銚子市

茂木七郎右衛門家住宅主屋 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅書院 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅新座敷 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅本蔵 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅新蔵 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅向蔵 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅奥文庫蔵 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅穀物蔵 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅正門 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅内門 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅煉瓦塀 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅書院北・東側土塀 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅書院南側板塀 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅琴平神社本殿 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅琴平神社神楽殿 千葉県野田市



- 3 -

茂木七郎右衛門家住宅琴平神社額殿（絵馬殿） 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅琴平神社手水舎 千葉県野田市

茂木七郎右衛門家住宅琴平蔵 千葉県野田市

旧井阪屋本店河合ビル 東京都台東区

旧井阪屋本店河合ビル稲荷社 東京都台東区

難波商店店舗兼主屋 東京都台東区

髙橋家住宅主屋 東京都西東京市

髙橋家住宅土蔵 東京都西東京市

髙橋家住宅衣装蔵 東京都西東京市

髙橋家住宅納屋 東京都西東京市

髙橋家住宅表門 東京都西東京市

峯岸家住宅主屋 東京都西多摩郡檜原村

尾日向家住宅洋館・和館 神奈川県藤沢市

旧鈴木薬店店舗兼主屋 神奈川県藤沢市

旧南湖院第一病舎 神奈川県茅ヶ崎市

越乃雪本舗大和屋店舗兼主屋 新潟県長岡市

潮音寺観音堂 新潟県小千谷市

潮音寺山門 新潟県小千谷市

関山神社本殿・幣殿・拝殿 新潟県妙高市

関山神社宮殿 新潟県妙高市

旧高田桶店店舗兼主屋 石川県金沢市

尾崎家住宅主屋 福井県鯖江市

尾崎家住宅表門 福井県鯖江市

若狭国吉城歴史資料館（旧田辺半太夫家住宅） 福井県三方郡美浜町

本折井家住宅主屋 長野県松本市

筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所大明神寮 長野県上田市

平林家住宅主屋 長野県塩尻市

旧朝吹山荘（睡鳩荘） 長野県北佐久郡軽井沢町

旧ジョルゲンセン邸 長野県北佐久郡軽井沢町

旧西川家住宅 長野県北佐久郡軽井沢町

次郎長生家（旧高木家住宅） 静岡県静岡市

高林家住宅主屋・隠居 静岡県浜松市

高林家住宅田舎家 静岡県浜松市

高林家住宅蔵 静岡県浜松市

高林家住宅長屋門 静岡県浜松市

高林家住宅給水塔 静岡県浜松市

原田家住宅主屋 静岡県焼津市

原田家住宅離れ 静岡県焼津市

原田家住宅文庫蔵 静岡県焼津市

原田家住宅表門 静岡県焼津市

旧猪子家住宅主屋 三重県志摩市

旧猪子家住宅土蔵 三重県志摩市

旧猪子家住宅門柱 三重県志摩市

粋世主屋 滋賀県大津市

志賀谷家住宅主屋 滋賀県彦根市
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南川家住宅主屋 滋賀県近江八幡市

南川家住宅長屋門 滋賀県近江八幡市

猪飼家住宅長屋門・看板所 滋賀県栗東市

猪飼家住宅長屋門塀 滋賀県栗東市

瓦屋寺本堂 滋賀県東近江市

瓦屋寺地蔵堂 滋賀県東近江市

瓦屋寺開山堂 滋賀県東近江市

瓦屋寺経堂（海印蔵） 滋賀県東近江市

瓦屋寺賓頭盧堂 滋賀県東近江市

瓦屋寺鐘楼 滋賀県東近江市

瓦屋寺庫裏 滋賀県東近江市

岡家住宅主屋 滋賀県蒲生郡日野町

川並家住宅主屋 滋賀県犬上郡甲良町

川並家住宅文庫蔵 滋賀県犬上郡甲良町

今宮神社本殿 京都府京都市

今宮神社幣殿・拝所・廻廊 京都府京都市

今宮神社疫神社本殿 京都府京都市

今宮神社疫神社渡廊・門・廻廊 京都府京都市

今宮神社神楽殿 京都府京都市

今宮神社本殿築地塀 京都府京都市

今宮神社拝殿 京都府京都市

今宮神社絵馬舎 京都府京都市

今宮神社若宮社本殿 京都府京都市

今宮神社若宮社拝殿 京都府京都市

今宮神社若宮社門・透塀 京都府京都市

今宮神社地主社本殿 京都府京都市

今宮神社地主社拝所・透塀 京都府京都市

今宮神社月読社本殿 京都府京都市

今宮神社月読社拝所・透塀 京都府京都市

今宮神社八社 京都府京都市

今宮神社八幡社 京都府京都市

今宮神社大将軍社本殿・拝所 京都府京都市

今宮神社日吉社 京都府京都市

今宮神社宗像社 京都府京都市

今宮神社祭器庫 京都府京都市

今宮神社神輿庫 京都府京都市

今宮神社手水舎 京都府京都市

今宮神社楼門 京都府京都市

今宮神社楼門東廻廊 京都府京都市

今宮神社楼門西廻廊 京都府京都市

今宮神社東門 京都府京都市

今宮神社東門南北築地塀 京都府京都市

今宮神社御旅所権殿社 京都府京都市

今宮神社御旅所神輿奉安殿 京都府京都市

今宮神社御旅所能舞台 京都府京都市
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今宮神社御旅所鏡の間 京都府京都市

玉田神社本殿 京都府久世郡久御山町

玉田神社末社市杵社 京都府久世郡久御山町

玉田神社一の鳥居 京都府久世郡久御山町

玉田神社二の鳥居 京都府久世郡久御山町

播谷商店主屋 大阪府大阪市

播谷商店店舗 大阪府大阪市

播谷商店土蔵 大阪府大阪市

播谷商店門及び塀 大阪府大阪市

若山神社本殿 大阪府三島郡島本町

芦屋仏教会館 兵庫県芦屋市

旧西垣家住宅主屋 兵庫県丹波市

旧西垣家住宅旧納屋 兵庫県丹波市

旧西垣家住宅塀 兵庫県丹波市

佐埜家住宅主屋 奈良県奈良市

佐埜家住宅渡廊下 奈良県奈良市

佐埜家住宅旧能舞台 奈良県奈良市

豊﨑家住宅主屋 奈良県奈良市

伊勢屋北蔵 和歌山県御坊市

伊勢屋南蔵 和歌山県御坊市

旧美濃地家住宅主屋 島根県益田市

旧美濃地家住宅米蔵 島根県益田市

弘泉寺本堂 岡山県倉敷市

弘泉寺山門 岡山県倉敷市

瀧口家住宅主屋 広島県庄原市

瀧口家住宅客殿及び渡廊下 広島県庄原市

瀧口家住宅納戸 広島県庄原市

瀧口家住宅土蔵 広島県庄原市

瀧口家住宅納屋 広島県庄原市

瀧口家住宅木小屋 広島県庄原市

瀧口家住宅中門及び袖塀 広島県庄原市

瀧口家住宅裏門及び土塀 広島県庄原市

瀧口家住宅長屋門及び診療所 広島県庄原市

讃留霊王神社幣殿 香川県丸亀市

讃留霊王神社玉垣 香川県丸亀市

讃留霊王神社鳥居 香川県丸亀市

寳月堂南館 香川県丸亀市

竹村家土蔵 高知県高岡郡佐川町

旧竹村呉服店主屋 高知県高岡郡佐川町

旧竹村呉服店店舗及び表蔵 高知県高岡郡佐川町

旧竹村呉服店土蔵 高知県高岡郡佐川町

江頭家住宅主屋 福岡県大川市

江頭家住宅門及び塀 福岡県大川市

齊藤商店店舗兼主屋 佐賀県小城市

大森家住宅主屋 熊本県山鹿市
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大森家住宅蔵 熊本県山鹿市

大森家住宅観音堂 熊本県山鹿市

大森家住宅北塀 熊本県山鹿市

大森家住宅西塀 熊本県山鹿市

妙壽寺本堂 大分県豊後高田市

妙壽寺経蔵 大分県豊後高田市

妙壽寺鐘楼 大分県豊後高田市

妙壽寺中門 大分県豊後高田市

妙壽寺山門 大分県豊後高田市

細島験潮場 宮崎県日向市

綾陽校記念館 宮崎県東諸県郡綾町

市来大迫家住宅 鹿児島県いちき串木野市

２－②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

２－③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

様似山道 北海道様似郡様似町

猿留山道 北海道幌泉郡えりも町

幡羅官衙遺跡群 埼玉県深谷市・熊谷市

幡羅官衙遺跡

西別府祭祀遺跡

興道寺廃寺跡 福井県三方郡美浜町

二俣城跡及び鳥羽山城跡 静岡県浜松市

犬山城跡 愛知県犬山市

由義寺跡 大阪府八尾市

津和野藩主亀井家墓所附亀井茲矩墓 島根県鹿足郡津和野町，

鳥取県鳥取市

石見銀山街道 島根県邑智郡美郷町

出雲国山陰道跡 島根県出雲市

（２）名勝の新指定

名 称 所 在 地

煙雲館庭園 宮城県気仙沼市

旧広瀬氏庭園 愛媛県新居浜市

（３）天然記念物の新指定

名 称 所 在 地

布田川断層帯 熊本県上益城郡益城町

日向岬の柱状節理 宮崎県日向市
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（４）特別史跡の追加指定

名 称 所 在 地

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

（福岡県太宰府市・大野城市の地点

を追加指定する）

（５）史跡の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

乙訓古墳群 京都府京都市・長岡京市・向日市・

天皇の杜古墳 乙訓郡大山崎町

芝古墳

寺戸大塚古墳 （京都府京都市・長岡京市・乙訓郡

五塚原古墳 大山崎町の地点を追加指定するとと

元稲荷古墳 もに名称を変更する）

南条古墳

物集女車塚古墳

長法寺南原古墳

恵解山古墳

井ノ内車塚古墳

井ノ内稲荷塚古墳

今里大塚古墳

鳥居前古墳

（旧名称）

乙訓古墳群

天皇の杜古墳

寺戸大塚古墳

五塚原古墳

元稲荷古墳

南条古墳

物集女車塚古墳

恵解山古墳

井ノ内車塚古墳

井ノ内稲荷塚古墳

今里大塚古墳

鳥居前古墳

大坂城石垣石丁場跡 香川県小豆郡小豆島町，

小豆島石丁場跡 兵庫県西宮市

東六甲石丁場跡

（兵庫県西宮市の地点を追加指定す

（旧名称） るとともに名称を変更する）

大坂城石垣石切丁場跡

杣之内古墳群 奈良県天理市
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西山古墳

西乗鞍古墳

（旧名称）

西山古墳

備前陶器窯跡 岡山県備前市

伊部南大窯跡

伊部西大窯跡

伊部北大窯跡

医王山窯跡

（旧名称）

備前陶器窯跡

伊部南大窯跡

伊部西大窯跡

伊部北大窯跡

（６）史跡の追加指定

名 称 所 在 地

泉官衙遺跡 福島県南相馬郡

上野国佐位郡正倉跡 群馬県伊勢崎市

下野谷遺跡 東京都西東京市

下寺尾官衙遺跡群 神奈川県茅ヶ崎市

耳取遺跡 新潟県見附市

甲斐国分尼寺跡 山梨県笛吹市

丹波国分寺跡附八幡神社跡 京都府亀岡市

恭仁宮跡（山城国分寺跡） 京都府木津川市

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

大鳥塚古墳

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
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松川塚古墳

浄元寺山古墳

熊野参詣道 和歌山県新宮市・田辺市・海南市・

紀伊路 有田市・御坊市・東牟婁郡那智勝浦

中辺路 町・串本町・西牟婁郡白浜町・すさ

大辺路 み町・上富田町・有田郡広川町・伊

小辺路 都郡高野町，

伊勢路 奈良県吉野郡野迫川村・十津川村，

熊野川 三重県熊野市・尾鷲市・度会郡大紀

七里御浜 町・北牟婁郡紀北町・南牟婁郡御浜

花の窟 町・紀宝町

（和歌山県田辺市・御坊市の地点を

追加指定する）

広村堤防 和歌山県有田郡広川町

阿波遍路道 徳島県阿南市・勝浦郡勝浦町・名西

焼山寺道 郡神山町・小松島市・三好市

一宮道

恩山寺道 （徳島県名西郡神山町の地点を追加

立江寺道 指定する）

鶴林寺道

鶴林寺境内

太龍寺道

太龍寺境内

かも道

いわや道

平等寺道

雲辺寺道

筑前国分寺跡 福岡県太宰府市

出島和蘭商館跡 長崎県長崎市

大友氏遺跡 大分県大分市

岡城跡 大分県竹田市

（７）名勝の追加指定

名 称 所 在 地

名古屋城二之丸庭園 愛知県名古屋市

（８）名勝及び史跡の追加指定

名 称 所 在 地

三徳山 鳥取県東伯郡三朝町
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（９）天然記念物及び名勝の追加指定，一部解除及び名称変更

名 称 所 在 地

大歩危小歩危 徳島県三好市

（旧名称）

大歩危

２－④登録記念物の登録について（報告・答申）

（１）遺跡関係

名 称 所 在 地

穂積橋 愛媛県宇和島市

（２）名勝地関係

名 称 所 在 地

平田氏庭園 福岡県小郡市

２－⑤重要文化的景観の選定について（報告・答申）

名 称 所 在 地

最上川上流域における長井の町場景観 山形県長井市

葛飾柴又の文化的景観 東京都葛飾区

智頭の林業景観 鳥取県八頭郡智頭町

（２）重要文化的景観の追加選定

名 称 所 在 地

長崎市外海の石積集落景観 長崎県長崎市

２－⑥天然記念物の現状変更の許可について（報告・答申）

天然記念物に係るもの １件

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

史跡に係るもの ７１件

名勝に係るもの ４０件

天然記念物に係るもの ３１件


