
- 1 -

第１３２回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２４年１２月１４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、河東委員、神崎委員、森西委員

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、記念物課長、参事官、文化財保護

調整室長、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、１１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、１１月２１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重要有形民俗文化財の指定について（諮問）

伝統文化課長から、重要有形民俗文化財の指定について説明があり、審議の結果、

第五専門調査会において調査することとした。

③重要無形民俗文化財の指定について（諮問）

伝統文化課長から、重要無形民俗文化財の指定について説明があり、審議の結果、

第五専門調査会において調査することとした。

④登録有形民俗文化財の登録について（諮問）

伝統文化課長から、登録有形民俗文化財の登録について説明があり、審議の結果、

第五専門調査会において調査することとした。

⑤記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択について（諮問）

伝統文化課長から、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択につい

て説明があり、審議の結果、第五専門調査会において調査することとした。

⑥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．報告

①「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産推薦書（正式版）の提出について（報告）

記念物課長から、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産推薦書（正式版）の提

出について報告があった。
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②無形文化遺産保護条約第７回政府間委員会（結果概要）について（報告）

文化財国際協力室長から、無形文化遺産保護条約第７回政府間委員会（結果概要）

について報告があった。

４．その他

・国宝高松塚古墳壁画修理作業室の一般公開（第９回）について（報告）

美術学芸課長から、国宝高松塚古墳壁画修理作業室の一般公開（第９回）につ

いて報告があった。
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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

旧岡田家住宅主屋 北海道旭川市

旧岡田家住宅蔵 北海道旭川市

山崎家住宅主屋 北海道旭川市

旧瀬戸家住宅主屋 北海道稚内市

旧釜石鉱山事務所 岩手県釜石市

武蔵屋店舗 茨城県古河市

松本家住宅主屋 栃木県下都賀郡壬生町

松本家住宅文庫蔵 栃木県下都賀郡壬生町

松本家住宅穀蔵 栃木県下都賀郡壬生町

松本家住宅居住蔵 栃木県下都賀郡壬生町

松本家住宅表門 栃木県下都賀郡壬生町

松本家住宅裏門・瓦小屋及び塀 栃木県下都賀郡壬生町

旧和田家住宅（クロスケの家）主屋 埼玉県所沢市

旧和田家住宅（クロスケの家）製茶工場 埼玉県所沢市

旧和田家住宅（クロスケの家）土蔵 埼玉県所沢市

藤城家住宅店舗 埼玉県草加市

藤城家住宅内蔵 埼玉県草加市

藤城家住宅外蔵 埼玉県草加市

桝田家住宅不動尊祠 千葉県野田市

桝田家住宅土蔵 千葉県野田市

桝田家住宅脇門 千葉県野田市

桝田家住宅煉瓦塀 千葉県野田市

東京タワー 東京都港区

旗岡八幡神社絵馬殿 東京都品川区

平田家住宅主屋 東京都足立区

燕市旧浄水場配水塔 新潟県燕市

藤野厳九郎記念館(旧藤野家住宅主屋) 福井県あわら市

信州大学繊維学部資料館（旧上田蚕糸専門 長野県上田市

学校貯繭庫）

信州大学繊維学部守衛所（旧上田蚕糸専門 長野県上田市

学校門衛詰所）

旧伏見屋店舗兼主屋 長野県諏訪郡下諏訪町

旧伏見屋南土蔵 長野県諏訪郡下諏訪町

旧伏見屋北土蔵 長野県諏訪郡下諏訪町

空穂屋店舗兼主屋 岐阜県岐阜市

空穂屋土蔵 岐阜県岐阜市

旧山岸写真館店舗兼主屋 岐阜県高山市

旧山岸写真館土蔵 岐阜県高山市

酒波神社本殿 岐阜県瑞浪市

酒波神社鐘楼 岐阜県瑞浪市

寺田家住宅主屋（旧丸四織物合名会社事務 静岡県磐田市
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所兼主屋）

旧丸四織物合名会社倉庫（ドルチェ倉庫） 静岡県磐田市

名古屋市東山荘主屋 愛知県名古屋市

名古屋市東山荘正門及び塀 愛知県名古屋市

名古屋市東山荘庭門及び塀 愛知県名古屋市

小野田家住宅主屋 愛知県豊橋市

小野田家住宅長屋門 愛知県豊橋市

蓮慶寺本堂 愛知県知多郡阿久比町

蓮慶寺大門 愛知県知多郡阿久比町

蓮慶寺土塀 愛知県知多郡阿久比町

佐野家住宅主屋 三重県松阪市

佐野家住宅小蔵 三重県松阪市

佐野家住宅石垣 三重県松阪市

佐野家住宅土塀 三重県松阪市

寿量寺旧大黒殿 三重県桑名市

寿量寺鐘楼 三重県桑名市

一乃湯本館 三重県伊賀市

一乃湯門 三重県伊賀市

成宮家住宅主屋 滋賀県彦根市

成宮家住宅土蔵 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅東主屋 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅中主屋 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅西主屋 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅東蔵 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅中蔵 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅西蔵 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅南蔵 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅南塀 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅庭塀 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅西塀 滋賀県彦根市

旧石橋家住宅北塀 滋賀県彦根市

森家住宅主屋 滋賀県彦根市

梶田家住宅主屋 京都府京都市

梶田家住宅表蔵 京都府京都市

梶田家住宅雑物蔵 京都府京都市

長谷川家住宅主屋 京都府京都市

長谷川家住宅土蔵 京都府京都市

長谷川家住宅表門 京都府京都市

旧片岡家住宅主屋 京都府京都市

室賀家住宅主屋 京都府京都市

小森家住宅主屋 大阪府大阪市

小森家住宅土蔵 大阪府大阪市

小森家住宅表門 大阪府大阪市

小谷家住宅主屋 大阪府堺市

小谷家住宅正門 大阪府堺市

小谷家住宅南門 大阪府堺市
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小谷家住宅土塀 大阪府堺市

行信教校講堂棟 大阪府高槻市

行信教校専精会館 大阪府高槻市

旧田中家住宅主屋 大阪府富田林市

旧田中家住宅乾蔵 大阪府富田林市

木綿家住宅主屋 和歌山県和歌山市

木綿家住宅離れ 和歌山県和歌山市

木綿家住宅土蔵 和歌山県和歌山市

木綿家住宅門及び塀 和歌山県和歌山市

中野家住宅主屋 和歌山県海南市

出雲日御碕灯台 島根県出雲市

出雲日御碕灯台正門及び石塀 島根県出雲市

櫛代賀姫神社本殿 島根県益田市

太龍寺本堂 徳島県阿南市

太龍寺大師堂 徳島県阿南市

太龍寺御影堂 徳島県阿南市

太龍寺護摩堂 徳島県阿南市

太龍寺多宝塔 徳島県阿南市

太龍寺六角経蔵 徳島県阿南市

太龍寺本坊 徳島県阿南市

太龍寺仁王門 徳島県阿南市

太龍寺鐘楼門 徳島県阿南市

前田家住宅店舗兼主屋 高知県安芸市

前田家住宅土塀 高知県安芸市

定福寺本堂 高知県長岡郡大豊町

定福寺庫裏 高知県長岡郡大豊町

与賀神社本殿・幣殿・拝殿 佐賀県佐賀市

佐世保重工業二五〇トン起重機 長崎県佐世保市

旧佐世保鎮守府武庫預兵器庫 長崎県佐世保市

髙木医院 熊本県菊池市

旧松倉家住宅主屋 熊本県菊池市

宮村家住宅主屋 熊本県菊池市

宮村家住宅石垣 熊本県菊池市

正行寺本堂 大分県中津市

正行寺鐘楼 大分県中津市

正行寺山門 大分県中津市

正行寺袖塀 大分県中津市

旧鯵坂家住宅主屋 鹿児島県南さつま市

旧鯵坂家住宅蔵 鹿児島県南さつま市

旧鯵坂家住宅門 鹿児島県南さつま市

旧鯵坂家住宅石塀 鹿児島県南さつま市

旧西中共同製糖場煙突 沖縄県宮古島市
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２－⑥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 ５５件

名 勝 に 係 る も の ４０件

天然記念物に係るもの ２４件


