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第１５０回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２６年７月１８日（金）１４：００～１５：０５

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２０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

２７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２０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２

７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、７月１

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。

④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２０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１１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。

⑥史跡等の現状変更の許可等について（報告）

会長から、７月２日に決定した史跡等の現状変更の許可等について別紙のとおり報告があり、

記念物課長から内容について説明があった。

３．その他

・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 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）

能囃子方太鼓 三島 元太郎 昭和11年 2月11日 大阪府吹田市

（工芸技術の部）

色絵磁器 今泉 今右衛門 十四代 昭和37年12月30日 佐賀県西松浦郡有田町今泉 今右衛門

刀剣研磨 本阿彌 道弘 本阿彌 光洲 昭和14年 4月26日 東京都大田区

(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）

能シテ方 梅若 善政 梅若 玄祥 昭和23年 2月16日 東京都中野区

古典落語 郡山 剛藏 柳家 小三治 昭和14年12月17日 東京都新宿区

（工芸技術の部）

彫金 山本 晃 昭和19年 5月27日 山口県光市

木工芸 須田 賢司 昭和29年 6月27日 群馬県甘楽郡甘楽町
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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 指定要件 保 持 者 代表者等の氏名 団体名及び所在地

清元節 清元節保存会の会 清元節保存会 岡村 清太郎 東京都港区芝4-16-2-E3401清元協

員が立語り、立三 会員 （芸名 清元 延 会内

味線を演奏するも （内訳別記） 寿太夫） 清元節保存会

のであること。

（別記）

清元節（清元節保存会会員）21名

氏 名 芸 名 生年月日 住 所

太夫（11名）

永岡 雅子 清元 延千宗 大正13年 7月23日 東京都葛飾区

片山 あき子 清元 若葉 昭和 6年10月20日 東京都港区

平林 弘 清元 寿美太夫 昭和 7年 8月 5日 東京都新宿区

中村 和子 清元 延月司 昭和 9年 8月21日 大阪府大阪市

佐川 好忠 清元 清寿太夫 昭和10年10月10日 東京都中野区

柿澤 實津也 清元 志佐雄太夫 昭和11年 8月13日 東京都大田区

菱田 昌義 清元 初栄太夫 昭和14年 3月22日 東京都北区

小柳 吉弘 清元 美寿太夫 昭和18年 1月29日 東京都中央区

松尾 道子 清元 梅光 昭和20年 5月23日 石川県金沢市

長谷川 茂 清元 梅寿太夫 昭和23年 4月21日 東京都港区

岡村 清太郎 清元 延寿太夫 昭和33年 8月12日 東京都港区

三味線（10名）
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松原 清之介 清元 梅吉 昭和 7年 8月 7日 東京都江東区

小栁 泰一 清元 榮三 昭和11年 2月23日 東京都豊島区

太田 法代 清元 延秀佳 昭和12年 8月 5日 東京都目黒区

金子 圭助 清元 三之輔 昭和15年 4月27日 神奈川県足柄下郡箱根町

柿澤 清喬 清元 志寿朗 昭和16年 2月 1日 東京都中央区

茂木 雅晴 清元 吉寿朗 昭和17年 4月13日 東京都板橋区

露木 正子 清元 梅丸 昭和17年 6月29日 神奈川県横浜市

花岡 雅彌 清元 美治郎 昭和20年 3月20日 東京都目黒区

新野 祐三 清元 菊輔 昭和32年 8月 4日 東京都中央区

長谷川 千春 清元 紫葉 昭和33年 1月28日 東京都港区

（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

雅楽 都祭 瑞貴 平成 4年 3月19日 埼玉県上尾市

人形浄瑠璃文 人形（4名）

楽

土井 大志 吉田 文哉 昭和43年 5月 9日 滋賀県大津市

河上 誠 桐竹 紋秀 昭和43年11月12日 奈良県香芝市

前田 和彦 吉田 玉勢 昭和48年 3月18日 大阪府大阪市

大槻 道弘 吉田 簑紫郎 昭和50年 5月 2日 京都府八幡市

能楽 シテ方（観世流）（23名）

大松 洋一 昭和33年 1月10日 東京都新宿区
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加藤 眞悟 昭和33年 8月20日 神奈川県横浜市

遠藤 和久 昭和34年 8月16日 新潟県長岡市

遠藤 喜久 昭和37年 3月21日 東京都練馬区

八田 達弥 昭和37年 7月10日 東京都練馬区

鈴木 啓吾 昭和38年 9月21日 東京都新宿区

淺見 慈一 浅見 慈一 昭和39年 2月 3日 東京都渋谷区

渡邉 聡子 津村 聡子 昭和39年 3月24日 東京都武蔵野市

吉浪 壽晃 昭和40年 4月27日 京都府京都市

藤波 重孝 昭和40年 7月23日 東京都新宿区

浦部 幸裕 昭和42年11月20日 滋賀県彦根市

角当 直隆 昭和43年 9月26日 神奈川県川崎市

寺澤 幸祐 昭和44年 1月 8日 兵庫県西宮市

橋本 光史 昭和44年 4月 5日 京都府京都市

味方 團 昭和44年10月17日 京都府京都市

山中 貴博 山中 迓晶 昭和45年 1月14日 宮城県仙台市

田茂井 廣道 昭和45年 5月24日 京都府京都市

小島 英明 昭和45年 9月12日 東京都中野区

觀世 喜正 観世 喜正 昭和45年 9月25日 東京都新宿区

武富 康之 昭和45年 9月28日 大阪府大阪市

岡庭 祥大 岡庭 祥大 昭和45年12月18日 東京都港区

久保 誠一郎 昭和46年 5月27日 福岡県福岡市

坂 真太郎 昭和47年11月 4日 東京都台東区

シテ方（金春流）（1名）

佐藤 俊之 昭和35年 5月24日 京都府木津川市
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シテ方（宝生流）（8名）

松田 若子 昭和39年 5月 5日 石川県金沢市

野月 聡 昭和45年 3月 8日 東京都墨田区

中居 実都 石黒 実都 昭和45年 6月11日 大阪府高槻市

大友 順 昭和46年 7月12日 東京都中央区

渡邊 茂人 昭和47年 5月17日 石川県金沢市

小倉 健太郎 昭和47年 6月10日 千葉県浦安市

水上 優 昭和47年11月 3日 東京都北区

小倉 伸二郎 昭和49年 2月 2日 東京都板橋区

シテ方（金剛流）（2名）

今井 克典 今井 克紀 昭和46年 4月24日 京都府京都市

豊嶋 晃嗣 昭和48年 3月10日 京都府京都市

シテ方（喜多流）（3名）

井上 真也 友枝 真也 昭和44年 7月15日 東京都豊島区

佐々木 多門 昭和47年10月16日 東京都杉並区

大島 輝久 昭和51年 1月17日 東京都渋谷区

ワキ方（福王流）（2名）

福王 和幸 昭和48年 7月30日 兵庫県西宮市

江崎 敬三 昭和48年11月29日 兵庫県姫路市

笛方（森田流）（2名）

槻宅 聡 昭和36年12月 3日 東京都世田谷区

相原 一彦 昭和39年 3月 3日 京都府京都市

小鼓方（幸流）（4名）
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古田 寛二郎 昭和20年 1月 2日 福岡県大牟田市

光田 英敏 竹村 英敏 昭和43年 4月20日 京都府京都市

幸 英一 幸 正佳 昭和45年12月14日 福岡県小郡市

曽和 尚靖 昭和48年10月24日 京都府京都市

小鼓方（幸清流）（1名）

森澤 勇司 昭和42年 1月 7日 東京都練馬区

小鼓方（大倉流）（1名）

荒木 建作 昭和42年10月19日 奈良県奈良市

大鼓方（葛野流）（2名）

飯島 大輔 飯嶋 六之佐 昭和46年12月 8日 石川県金沢市

亀井 広忠 昭和49年12月 2日 東京都新宿区

大鼓方（高安流）（2名）

髙野 彰 昭和34年 8月 7日 東京都東久留米市

柿原 光博 昭和47年 4月24日 東京都練馬区

大鼓方（石井流）（2名）

増井 保彦 石井 保彦 昭和39年 7月 8日 京都府京都市

井林 久登 昭和44年 8月 2日 京都府京都市

太鼓方（観世流）（1名）

麥谷 暁夫 昭和45年 7月21日 石川県小松市

太鼓方（金春流）（2名）

櫻井 均 昭和34年11月23日 東京都中野区

上田 慎也 昭和47年 1月19日 大阪府泉南郡熊取町

狂言方（大蔵流）（3名）

山本 泰太郎 昭和46年 4月 4日 埼玉県入間市
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山本 則孝 昭和48年 1月10日 埼玉県狭山市

茂山 隆司 善竹 隆司 昭和48年5月23日 兵庫県神戸市

狂言方（和泉流）（3名）

野村 信行 野村 又三郎 昭和46年 6月30日 愛知県名古屋市

井上 靖浩 井上 松次郎 昭和46年11月 1日 愛知県名古屋市

髙澤 祐介 昭和47年 2月13日 埼玉県坂戸市

２－② 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）

檜皮採取 大野 浩二 昭和40年 6月 7日 兵庫県丹波市

錺金具製作 森本 安之助 四代目 昭和37年 4月 6日 京都府京都市

森本 安之助

（無形文化財等関係）

雅楽弦楽器（和琴・ 小川 眞紀夫 昭和28年 3月18日 東京都文京区

箏）製作修理

（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
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（有形文化財等関係）

建造物彩色 馬場 良治 昭和24年 6月13日 山口県宇部市

美術工芸品保存桐箱製作 大坂 重雄 昭和23年10月11日 東京都新宿区

（無形文化財等関係）

漆刷毛製作 田中 信行 昭和25年 5月 8日 東京都江東区

（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）

木炭製造 伝統工芸木炭生産技術保存会 代表 坪内 哲也 岡山県岡山市北区柳町2-1-1

縁付金箔製造 金沢金箔伝統技術保存会 会長 松村 謙一 石川県金沢市福久町ロ172

石川県箔商工業協同組合事務局

２－③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

飯田家住宅座敷棟 北海道沙流郡日高町

津軽鉄道旧芦野公園駅本屋 青森県五所川原市

東北学院大学本館（旧東北学院専門部校舎） 宮城県仙台市

ラーハウザー記念東北学院礼拝堂 宮城県仙台市

東北学院大学大学院棟（旧シュネーダー記念東北 宮城県仙台市

学院図書館）

不忘閣本館 宮城県柴田郡川崎町

不忘閣離れ 宮城県柴田郡川崎町

不忘閣御殿棟 宮城県柴田郡川崎町

不忘閣文庫蔵 宮城県柴田郡川崎町

不忘閣座敷蔵 宮城県柴田郡川崎町

不忘閣穀蔵 宮城県柴田郡川崎町

不忘閣門 宮城県柴田郡川崎町

鈴木新平商店見世蔵 茨城県結城市
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鈴木新平商店文庫蔵 茨城県結城市

鈴木新平商店座敷棟 茨城県結城市

旧上岡小学校第一棟 茨城県久慈郡大子町

旧上岡小学校第二棟 茨城県久慈郡大子町

旧上岡小学校第三棟 茨城県久慈郡大子町

旧黒沢中学校本館 茨城県久慈郡大子町

旧黒沢中学校技術教室 茨城県久慈郡大子町

旧黒沢中学校調理室及び図書館 茨城県久慈郡大子町

旧黒沢中学校屋内運動場 茨城県久慈郡大子町

旧黒沢中学校音楽教室 茨城県久慈郡大子町

三重家住宅主屋 埼玉県川越市

三重家住宅門 埼玉県川越市

旧犬吠埼霧信号所霧笛舎 千葉県銚子市

金剛院本堂 東京都豊島区

金剛院庫裏 東京都豊島区

旧ヤマジュウ田村家住宅主屋 大字福生字奈賀一一五八

旧ヤマジュウ田村家住宅西土蔵 大字福生字奈賀一一五八

旧ヤマジュウ田村家住宅東土蔵 大字福生字奈賀一一五八

藤田屋旅館本館 神奈川県足柄下郡湯河原町

小松酒店店舗兼主屋 新潟県三条市

旧新光屋米店店舗兼主屋 新潟県三条市

旧新光屋米店精米所 新潟県三条市

遠人村舎 新潟県三条市

今井家住宅主屋 新潟県燕市

今井家住宅西洋館 新潟県燕市

今井家住宅新座敷 新潟県燕市

旧今井銀行店舗 新潟県燕市

大崎家住宅主屋 石川県輪島市

越志家住宅主屋（旧廣善院客殿） 長野県長野市

越志家住宅土蔵 長野県長野市

玉依比賣命神社本殿 長野県長野市

玉依比賣命神社拝殿 長野県長野市

玉依比賣命神社宗形社本殿 長野県長野市

玉依比賣命神社宗形社拝殿及び本殿覆屋 長野県長野市

塩川家住宅主屋 長野県小諸市

長野銘醸事務所 長野県千曲市

長野銘醸酒蔵 長野県千曲市

長野銘醸貯蔵蔵 長野県千曲市

長野銘醸南蔵 長野県千曲市

長野銘醸米蔵 長野県千曲市

長野銘醸粕蔵 長野県千曲市

長野銘醸東納屋 長野県千曲市

長野銘醸西納屋 長野県千曲市

長野銘醸東土蔵 長野県千曲市

長野銘醸西土蔵 長野県千曲市

長野銘醸文庫蔵 長野県千曲市

長野銘醸長屋門 長野県千曲市
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亜武巣山荘 長野県北佐久郡軽井沢町

日下部味噌醤油醸造煉瓦館 岐阜県高山市

吉田家住宅主屋 岐阜県美濃加茂市

穂積家住宅長屋門 静岡県磐田市

玄妙寺経蔵 静岡県磐田市

玄妙寺門柱及び塀 静岡県磐田市

可睡斎瑞龍閣 静岡県袋井市

可睡斎東司 静岡県袋井市

中森家住宅主屋 三重県伊賀市

中森家住宅離れ 三重県伊賀市

中森家住宅前蔵 三重県伊賀市

中森家住宅蔵 三重県伊賀市

中森家住宅井戸屋形及び板塀 三重県伊賀市

中森家住宅門及び土塀 三重県伊賀市

滋賀県庁舎本館 滋賀県大津市

宮本家住宅主屋 滋賀県大津市

旧多田家住宅主屋 滋賀県大津市

栗原家住宅主屋 京都府京都市

栗原家住宅門及び塀 京都府京都市

鈴木薄荷株式会社社屋 兵庫県神戸市

松尾ビル（旧小橋屋呉服店神戸支店） 兵庫県神戸市

神戸ポートタワー 兵庫県神戸市

慧日寺方丈 兵庫県丹波市

慧日寺庫裏 兵庫県丹波市

慧日寺経蔵 兵庫県丹波市

慧日寺鐘楼 兵庫県丹波市

慧日寺裏門 兵庫県丹波市

井田家住宅主屋 奈良県奈良市

中川家住宅主屋 奈良県奈良市

中川家住宅渡廊下 奈良県奈良市

中川家住宅離れ 奈良県奈良市

中川家住宅蔵 奈良県奈良市

中川家住宅煉瓦塀 奈良県奈良市

旧伊那佐郵便局 奈良県宇陀市

興山寺本堂 和歌山県紀の川市

立川稲荷神社本殿 鳥取県鳥取市

立川稲荷神社拝殿及び幣殿 鳥取県鳥取市

立川稲荷神社中門 鳥取県鳥取市

摩尼寺本堂 鳥取県鳥取市

摩尼寺鐘楼 鳥取県鳥取市

摩尼寺山門 鳥取県鳥取市

米原家住宅主屋 鳥取県八頭郡智頭町

米原家住宅土蔵 鳥取県八頭郡智頭町

米原家住宅上門及び塀 鳥取県八頭郡智頭町

米原家住宅下門及び塀 鳥取県八頭郡智頭町

山常楼主屋 島根県安来市

山常楼土蔵 島根県安来市
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旧日の丸写真館 広島県竹原市

南禅坊本堂 広島県福山市

南禅坊山門 広島県福山市

福泉坊本堂 広島県安芸高田市

福泉坊庫裏 広島県安芸高田市

福泉坊鐘楼 広島県安芸高田市

福泉坊山門 広島県安芸高田市

大日孁神社本殿 徳島県三好市

大日孁神社拝殿 徳島県三好市

旧鎌田醤油本店 香川県坂出市

旧鎌田醤油大門 香川県坂出市

淡翁荘主屋 香川県坂出市

淡翁荘黒門 香川県坂出市

萩原寺本堂 香川県観音寺市

萩原寺護摩堂 香川県観音寺市

萩原寺客殿 香川県観音寺市

萩原寺鐘楼 香川県観音寺市

萩原寺手水舎 香川県観音寺市

萩原寺大門及び番所 香川県観音寺市

萩原寺南門及び土塀 香川県観音寺市

本山寺大師堂 香川県三豊市

本山寺十王堂 香川県三豊市

本山寺大日堂 香川県三豊市

本山寺宝蔵 香川県三豊市

本山寺鐘楼 香川県三豊市

本山寺大門 香川県三豊市

本山寺冠木門 香川県三豊市

九州鉄道記念館（旧九州鉄道本社） 福岡県北九州市

しまばら湧水館（旧三村家住宅）主屋 長崎県島原市

しまばら湧水館（旧三村家住宅）石柱門及び石塀 長崎県島原市

しまばら湧水館（旧三村家住宅）煉瓦塀 長崎県島原市

松浦家住宅主屋 長崎県平戸市

松浦家住宅御守堂 長崎県平戸市

金剛庫 長崎県平戸市

仙禽庫 長崎県平戸市

ＪＲ三角線網田駅本屋 熊本県宇土市

旅館白磯本館 熊本県天草市

旅館白磯離座敷 熊本県天草市

旅館白磯倉庫 熊本県天草市

くま川鉄道御溝橋梁 熊本県人吉市

くま川鉄道大王川橋梁 熊本県人吉市

くま川鉄道岩清水アーチ橋 熊本県人吉市

くま川鉄道川村駅待合所 熊本県球磨郡相良村

くま川鉄道球磨川第四橋梁 熊本県球磨郡相良村

くま川鉄道第一高柱川橋梁 熊本県球磨郡錦町

くま川鉄道第二高柱川橋梁 熊本県球磨郡錦町

くま川鉄道内門橋梁 熊本県球磨郡錦町
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くま川鉄道第二覚井橋梁 熊本県球磨郡錦町

くま川鉄道木上駅待合所及びプラットホーム 熊本県球磨郡錦町

くま川鉄道崖下橋梁 熊本県球磨郡あさぎり町

くま川鉄道免田川橋梁 熊本県球磨郡あさぎり町

くま川鉄道井口川橋梁 熊本県球磨郡あさぎり町

くま川鉄道宮田橋梁 熊本県球磨郡多良木町

くま川鉄道平原アーチ橋 熊本県球磨郡多良木町

くま川鉄道東多良木駅待合所及びプラットホーム 熊本県球磨郡多良木町

くま川鉄道百太郎橋梁 熊本県球磨郡多良木町

くま川鉄道高橋川橋梁 熊本県球磨郡湯前町

くま川鉄道湯前駅本屋 熊本県球磨郡湯前町

旧田原村役場 宮崎県西臼杵郡高千穂町

２－④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） ３件

２－⑤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 １３６件

名勝に係るもの ３７件

天然記念物に係るもの ５１件

２－⑥史跡等の現状変更の許可等について（報告）

名勝に係るもの ４件

天然記念物に係るもの ３件


