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第１６４回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２７年１１月２０日（金）１４：００～１５：５０

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，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，１

１月６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１６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，１１月６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重要文化財（美術工芸品）の買取りについて（諮問・答申）

美術学芸課長から，重要文化財（美術工芸品）の買取り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。

④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１６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，１

０月２２日から２３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１６日に諮問のあった登録記念物の登録について，１０月２２日

から２３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重要文化的景観の選定等について（報告・答申）

記念物課長から，１０月１６日に諮問のあった重要文化的景観の選定について，１０月２

２日から２３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について（報告・答申）

記念物課長から，１０月１６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

２２日から２３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
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紙のとおり答申がなされた。

⑧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。

⑨天然記念物の現状変更の同意について（諮問・答申）

記念物課長から，天然記念物の現状変更の同意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。

⑩文化財保護法施行令の改正について（報告・答申）

記念物課長から，１０月１６日に諮問のあった文化財保護法施行令の改正について，１０

月２２日から２３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。
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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

延命寺山門 宮城県白石市

旧外池呉服店店舗 茨城県久慈郡大子町

旧樋口病院入院棟 茨城県久慈郡大子町

大子カフェ店舗兼主屋 茨城県久慈郡大子町

大子カフェ土蔵 茨城県久慈郡大子町

篠原家住宅主屋 栃木県日光市

篠原家住宅石蔵 栃木県日光市

加登屋旅館本館 栃木県那須塩原市

加登屋旅館別館 栃木県那須塩原市

加登屋旅館悠仙閣 栃木県那須塩原市

旧本間酒造店舗兼主屋 群馬県前橋市

旧本間酒造酒蔵及び釜屋 群馬県前橋市

旧館林二業見番組合事務所 群馬県館林市

秋田家住宅店舗兼主屋 埼玉県所沢市

秋田家住宅土蔵 埼玉県所沢市

秋田家住宅離れ 埼玉県所沢市

秋田家住宅門及び塀 埼玉県所沢市

小高記念館 千葉県館山市

御嶽神社末社一山神社祖霊社 東京都大田区

御嶽神社水行堂 東京都大田区

御嶽神社社務所 東京都大田区

伊藤家住宅主屋 東京都大田区

日高家住宅主屋 神奈川県鎌倉市

日高家住宅門及び塀 神奈川県鎌倉市

月山堂滴水庵主屋 神奈川県藤沢市

月山堂滴水庵待合 神奈川県藤沢市

月山堂滴水庵大門 神奈川県藤沢市

清浄光寺本堂 神奈川県藤沢市

清浄光寺御番方 神奈川県藤沢市

清浄光寺小書院 神奈川県藤沢市

清浄光寺百間廊下 神奈川県藤沢市

清浄光寺回向堂 神奈川県藤沢市

清浄光寺宇賀神社 神奈川県藤沢市

清浄光寺鐘楼 神奈川県藤沢市

清浄光寺手水舎 神奈川県藤沢市

清浄光寺惣門 神奈川県藤沢市

清浄光寺石垣及び築地塀 神奈川県藤沢市

関次商店穀物蔵 神奈川県藤沢市

関次商店肥料蔵 神奈川県藤沢市

高部屋神社本殿 神奈川県伊勢原市

高部屋神社拝殿及び幣殿 神奈川県伊勢原市
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日本基督教団大磯教会礼拝堂 神奈川県中郡大磯町

日本基督教団大磯教会門柱及び塀 神奈川県中郡大磯町

環翠楼大正の間 新潟県阿賀野市

旧北陸線樫曲トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線葉原トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線鮒ヶ谷トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線曽路地谷トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線罠山谷暗渠 福井県敦賀市

旧北陸線第一観音寺トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線第二観音寺トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線曲谷トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線芦谷トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線伊良谷トンネル 福井県敦賀市

旧北陸線山中トンネル 福井県敦賀市～南条郡南越前町

旧北陸線山中ロックシェッド 福井県南条郡南越前町

旧北陸線湯尾トンネル 福井県南条郡南越前町

岩下温泉旅館旧館 山梨県山梨市

いさご屋旅館 山梨県南巨摩郡身延町

中野家住宅下店 長野県須坂市

中野家住宅蔵座敷 長野県須坂市

中野家住宅北土蔵 長野県須坂市

中野家住宅南土蔵 長野県須坂市

三水第一小学校茶室 長野県上水内郡飯綱町

小長井家住宅店蔵 静岡県静岡市

小長井家住宅奥蔵 静岡県静岡市

旧静岡英和女学院院長住宅主屋 静岡県静岡市

旧気多村立勝坂小学校校舎 静岡県浜松市

川奈ホテル本館 静岡県伊東市

川奈ホテル田舎家 静岡県伊東市

豊橋市民俗資料収蔵室本棟（旧多米小学校本校舎） 愛知県豊橋市

豊橋市民俗資料収蔵室西棟（旧多米小学校西校舎） 愛知県豊橋市

料理旅館梅家 三重県伊賀市

木村家住宅主屋 京都府京都市

木村家住宅土蔵 京都府京都市

木村家住宅門及び塀 京都府京都市

室田家住宅主屋 京都府京都市

聖母女学院法人本館 京都府京都市

旧鍵野家住宅主屋 兵庫県神戸市

柏陵記念館 兵庫県丹波市

藤岡家住宅主屋 奈良県奈良市

紀寺の家縁側の町家 奈良県奈良市

玉や主屋 奈良県葛城市

玉や離れ座敷 奈良県葛城市

カラコロ工房（旧日本銀行松江支店） 島根県松江市

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所）第一工場 広島県庄原市

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所）第二工場 広島県庄原市
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ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所） 広島県庄原市

仕上げ工場

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所）青年学校 広島県庄原市

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所）便所棟 広島県庄原市

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所） 広島県庄原市

自治寮家族棟

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所） 広島県庄原市

自治寮独身棟

ヤマモトロックマシン（旧山本鉄工所） 広島県庄原市

自治寮食堂・娯楽室棟

料亭得月楼高陽の間 高知県高知市

料亭得月楼喜久の間 高知県高知市

料亭得月楼渡り廊下 高知県高知市

料亭得月楼正門 高知県高知市

旧三浦家住宅店舗 高知県須崎市

旧三浦家住宅主屋 高知県須崎市

旧三浦家住宅蔵 高知県須崎市

旧三浦家住宅離れ 高知県須崎市

旧三浦家住宅表門及び塀 高知県須崎市

旧三浦家住宅ブロック塀 高知県須崎市

旧弘瀬家住宅主屋 高知県安芸郡奈半利町

ＪＲ唐津線小城駅本屋 佐賀県小城市

旧角屋主屋 長崎県平戸市

新麹屋柏原家住宅主屋 熊本県宇城市

新麹屋柏原家住宅離れ 熊本県宇城市

新麹屋柏原家住宅門及び塀 熊本県宇城市

本願寺四日市別院本堂 大分県宇佐市

本願寺四日市別院対面所 大分県宇佐市

本願寺四日市別院御成御殿 大分県宇佐市

本願寺四日市別院庫裏及び長御殿 大分県宇佐市

本願寺四日市別院経蔵 大分県宇佐市

本願寺四日市別院総会所 大分県宇佐市

本願寺四日市別院茶所 大分県宇佐市

本願寺四日市別院太鼓楼 大分県宇佐市

本願寺四日市別院鐘楼 大分県宇佐市

本願寺四日市別院山門 大分県宇佐市

本願寺四日市別院二之門 大分県宇佐市

松浦家住宅石蔵 宮崎県宮崎市

松浦家住宅門柱及び石塀 宮崎県宮崎市

土器屋家住宅石蔵 宮崎県宮崎市

土器屋家住宅石塀 宮崎県宮崎市

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） １０件

２－③重要文化財（美術工芸品）の買取りについて（諮問・答申） ２件
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２－④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

旧歌棄佐藤家漁場 北海道寿都郡寿都町

舘山城跡 山形県米沢市

荻外荘（近衞文麿旧宅） 東京都杉並区

江戸城石垣石丁場跡 神奈川県小田原市，静岡県熱海市・

伊東市

馬越長火塚古墳群 愛知県豊橋市

鰐淵寺境内 島根県出雲市

甲立古墳 広島県安芸高田市

土佐藩主山内家墓所 高知県高知市

（２）史跡及び名勝の新指定

名 称 所 在 地

西山御殿跡（西山荘） 茨城県常陸太田市

（３）名勝及び天然記念物の新指定

名 称 所 在 地

屏風ケ浦 千葉県銚子市

（４）天然記念物の新指定

名 称 所 在 地

古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群 埼玉県秩父市・秩父郡横瀬町・

皆野町・長瀞町・小鹿野町

オオヨドカワゴロモ自生地 宮崎県小林市

ンタナーラのサキシマスオウノキ群落 沖縄県石垣市

伊平屋島の念頭平松 沖縄県島尻郡伊平屋村

（５）特別史跡の追加指定

名 称 所 在 地

彦根城跡 滋賀県彦根市

藤原宮跡 奈良県橿原市

水城跡 福岡県太宰府市・大野城市・春日市

（６）史跡の統合，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・向日市・長岡京市・

天皇の杜古墳 乙訓郡大山崎町

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
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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）

天皇の杜古墳

寺戸大塚古墳

恵解山古墳

（７）史跡の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

弥勒寺官衙遺跡群 岐阜県関市・美濃市

弥勒寺官衙遺跡

弥勒寺跡

丸山古窯跡

池尻大塚古墳

（旧名称）

弥勒寺官衙遺跡群

弥勒寺官衙遺跡

弥勒寺跡

丸山古窯跡

山科本願寺跡及び南殿跡 京都府京都市

（旧名称）

山科本願寺南殿跡附山科本願寺土塁跡

奈良山瓦窯跡 奈良県奈良市，京都府木津川市

歌姫瓦窯跡

音如ヶ谷瓦窯跡

市坂瓦窯跡

梅谷瓦窯跡

鹿背山瓦窯跡

中山瓦窯跡

（旧名称）

奈良山瓦窯跡

歌姫瓦窯跡

音如ヶ谷瓦窯跡

市坂瓦窯跡

梅谷瓦窯跡

鹿背山瓦窯跡

鳥取藩台場跡 鳥取県東伯郡琴浦町・北栄町・

由良台場跡 湯梨浜町・岩美郡岩美町・境港市・

境台場跡 米子市

淀江台場跡
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橋津台場跡

浦富台場跡

赤崎台場跡

（旧名称）

鳥取藩台場跡

由良台場跡

境台場跡

淀江台場跡

橋津台場跡

浦富台場跡

（８）史跡の追加指定，名称変更及び一部解除

名 称 所 在 地

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

松川塚古墳

（旧名称）

古市古墳群

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
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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

（９）史跡の追加指定及び一部解除

名 称 所 在 地

丸山古墳 奈良県橿原市

（１０）史跡の追加指定

名 称 所 在 地

嶋遺跡 山形県山形市

阿津賀志山防塁 福島県伊達郡国見町

曽谷貝塚 千葉県市川市

下総小金中野牧跡 千葉県鎌ケ谷市

下野谷遺跡 東京都西東京市

松本城 長野県松本市

百舌鳥古墳群 大阪府堺市

いたすけ古墳

長塚古墳

収塚古墳

塚廻古墳

文珠塚古墳

丸保山古墳

乳岡古墳

御廟表塚古墳

ドンチャ山古墳

正楽寺山古墳

鏡塚古墳

善右ヱ門山古墳

銭塚古墳

グワショウ坊古墳

旗塚古墳

寺山南山古墳

七観音古墳

伝飛鳥板蓋宮跡 奈良県高市郡明日香村

熊野参詣道 和歌山県田辺市・新宮市・海南市・

紀伊路 有田市・東牟婁郡那智勝浦町・

中辺路 串本町・西牟婁郡白浜町・上富田町

大辺路 ・すさみ町・有田郡広川町・

小辺路 伊都郡高野町，三重県尾鷲市・
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伊勢路 熊野市・度会郡大紀町・

熊野川 北牟婁郡紀北町・南牟婁郡御浜町・

七里御浜 紀宝町，奈良県吉野郡野迫川村・

花の窟 十津川村

高野参詣道 和歌山県伊都郡高野町・かつらぎ町

町石道 ・九度山町・橋本市

三谷坂

京大坂道不動坂

黒河道

女人道

中須東原遺跡 島根県益田市

宇和島城 愛媛県宇和島市

小郡官衙遺跡群 福岡県小郡市

小郡官衙遺跡

上岩田遺

筑前国分寺跡 福岡県太宰府市

金石城跡 長崎県対馬市

（１１）天然記念物の追加指定

名 称 所 在 地

御油のマツ並木 愛知県豊川市

２－⑤登録記念物の新登録について（報告・答申）

（１）名勝地関係

名 称 所 在 地

新藤氏庭園 栃木県足利市

十国峠（日金山） 静岡県熱海市・函南町

前垣氏庭園（寿延庭) 広島県東広島市

２－⑥重要文化的景観の追加選定について（報告・答申）

（１）重要文化的景観の追加選定

名 称 所 在 地

アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文 北海道沙流郡平取町

化的景観

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（報告・答申）

史跡に係るもの １件

名勝及び史跡に係るもの １件

天然記念物に係るもの １件
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２－⑧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 ８２件

名勝に係るもの ２６件

天然記念物に係るもの ３８件

２－⑨天然記念物の現状変更の同意について（諮問・答申） １件


