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第１６８回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２８年３月１１日（金）１４：００～１５：２０

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 文化庁次長，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国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）

美術学芸課長から，２月１２日に諮問のあった国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等

について，２月２９日から３月２日に開催された第一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（美術工芸品）の現状変更の許可について（報告・答申）

美術学芸課長から，２月１２日に諮問のあった重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許

可について，２月２９日から３月２日に開催された第一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重要美術品（美術工芸品）の認定の取消しについて（報告・答申）

美術学芸課長から，２月１２日に諮問のあった重要美術品（美術工芸品）の認定の取消し

について，２月２９日から３月２日に開催された第一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登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申）

参事官から，２月１２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，２月

２３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，２月１２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，

２月２３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。

⑥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。
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別 紙

２－①国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）

一 右項重要文化財を左項国宝に（二件）

絵画の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 紙本金地著色洛中風俗図 一双 独立行政法人国立文
六曲屏風

化財機構

岩佐勝以筆 独立行政法人国立文
左 紙本金地著色洛中洛外図 一双

六曲屏風 化財機構

工芸品の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 黒韋威胴丸
兜、大袖付

一領 宗教法人春日大社

兜、大袖付左 一領 宗教法人春日大社
黒韋威胴丸

二 右項重要文化財に中項有形文化財を追加し、左項国宝に（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 独立行政法人国立文

木造興正菩薩坐像
善春作

一軀 化財機構

像内に弘安三年八月廿六日、大仏師法橋善春の造

の銘及び七仏略戒等の記がある

像内納入品

一、金銅八角五輪塔 一基

一、紙本墨書舎利安置状 一通

文永七年三月六日西仏奥書

一、紙本墨書両界種子曼荼羅
一巻

一、紙本墨書梵網経 一帖

建治二年十月十九日及び弘安元年十二月二

十二日澄慧奥書

版本大仏頂陀羅尼啓請法

弘安二年二月八日惣持刊記、同五月廿二
一、

日惣持奥書 一巻

紙本墨書五種陀羅尼真言等
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弘安三年九月六日惣持奥書

紙本朱書法華経（開結共） 十巻

弘安二年十一、十二月元尒等奥書

紙本朱書般若心経 一巻

一、 弘安二年十一月観海奥書

紙本墨書観海願文 一通

弘安三年九月十二日奥書

木箱、包紙等 一括

一、紙本墨書般若理趣経 一巻

弘安二年九月奥書

一、紙本墨書般若心経 一巻

弘安三年四月五日性忍奥書

一、紙本墨書悲華経
巻第六、七

二巻

弘安三年九月生恵等奥書

一、版本金光明最勝王経 十巻

弘安三年九月十日鏡慧奥書

一、版本四分戒本 一巻

一、版本梵字経 六冊

一、紙本墨書供養法日数 一巻

一、紙本墨書自誓受戒記等 一巻

一、紙本墨書西大寺有恩過去帳 一巻

弘安三年九月十日鏡恵奥書

一、紙本墨書授菩薩戒弟子交名 三巻

弘安三年九月十日鏡恵奥書

一、
父母遺骨 一包

紙本墨書願文 三通

（文永三年九月、弘安三年八月及び尼尊□）

一、紙本墨書願文 十五通

宝治元年六月、建治二年五月、弘安三年八

月、九月等

一、紙本墨書寛誓祈願文 一巻

文永十二年暮春十二日発願

一、紙本墨書同心祈誓文 一通

一、紙本墨書願文等残片 一括

附 仏舎利 一包

宝暦十二年高随奉納

真鍮製舎利容器 一合

紙本墨書宝暦十二年晁尭、尭慧願文 一通

紙本墨書金光明最勝王経（御点本） 十帖

延元元年順乗所持奥書

版本仁王般若経 二帖

永徳元年刊記

紙本墨書仁王般若経下 一帖

至徳四年奥書

版本法華経 八巻
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永正十六年刊記

紙本墨書盂蘭盆経 一巻

天正十九年奥書

紙本墨書宝楼閣経 一巻

元和二年奥書

版本盂蘭盆経 一帖

明暦二年刊記

版本盂蘭盆経 一巻

明暦二年刊記

版本地蔵菩薩本願経 二帖

万治三年刊記

版本遺教修多羅 一帖

貞享四年刊記

版本四分戒本 一帖

元禄二年刊記

紙本墨書金光明最勝王経
寿量品

十二紙

宝暦十二年奥書

紙本墨書七仏略戒 一帖

宝暦十二年奥書

紙本墨書律苑僧宝興正伝 一冊

宝暦十二年奥書

紙本墨書宝篋印陀羅尼、七仏略戒等 一括

各宝暦十二年奥書

版本大仏頂、大随求陀羅尼 一帖

紙本墨書宝篋印陀羅尼 一紙

宝暦十二年奥書

版本大随求陀羅尼 一帖

宝暦十二年奥書

紙本墨書般若心経及阿弥陀経 一巻

版本般若理趣経 一巻

版本仁王般若経 二帖

版本阿弥陀経 一帖

版本阿弥陀経（両点清濁） 一帖

版本及墨書釈門帰敬儀 二帖

版本法華経 一帖

金襴八角五輪塔仕服 一枚

銅製円筒形容器 一箇 独立行政法人国立文

中 錦枕 一箇 化財機構

紙本墨書瑜祇経梵字諸真言 一巻

墨書紙片 三通

木札 一枚

右 木造興正菩薩坐像善春作 一軀 独立行政法人国立文

像内に弘安三年八月二十六日、大仏師法橋善春等の 化財機構
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造立銘及経論要文の記がある

像内納入品

一、銅製八角五輪塔 一基

一、銅製円筒形容器 一箇

一、錦枕 一箇

一、紙本墨書舎利安置状 一通

文永七年三月六日西仏奥書

一、紙本墨書種子両界曼荼羅 一巻

一、紙本墨書梵網経等 一帖

建治二年十月十九日、弘安元年十二月二十二

日及弘安三年九月一日澄慧奥書

紙本墨摺大仏頂陀羅尼啓請法

弘安二年二月八日惣持刊記、同五月廿
一、

二日惣持奥書 一巻

紙本墨書五種陀羅尼真言等

弘安三年九月六日惣持奥書

紙本朱書法華経（開結共） 十巻

弘安二年十一・十二月元尒等奥書

紙本朱書般若心経 一巻

一、 弘安二年十一月観海奥書

紙本墨書観海願文 一通

弘安三年九月十二日奥書

木箱、包紙等 一括

一、紙本墨書般若理趣経 一巻

弘安二年九月奥書

一、紙本墨書般若心経 一巻

弘安三年九月五日性忍奥書

一、紙本墨書悲華経巻第六・七 二巻

弘安三年九月生恵等奥書

一、紙本墨摺金光明最勝王経 十巻

弘安三年九月十日鏡慧奥書

一、紙本墨摺本四分戒本 一巻

一、紙本墨摺梵字経 六冊

一、紙本墨書瑜祇経梵字諸真言 一巻

一、墨書紙片 三通

一、紙本墨書供養法日数 一巻

一、紙本墨書自誓受戒記等 一巻

一、紙本墨書西大寺有恩過去帳 一巻

弘安三年九月十日鏡恵奥書

一、紙本墨書授菩薩戒弟子交名 三巻

弘安三年九月十日鏡恵奥書

父母遺骨 一包

一、
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紙本墨書願文 三通

（文永三年九月、弘安三年八月及尼尊□）

一、紙本墨書願文 十五通

宝治元年六月、建治二年五月、弘安三年

八・九月等

一、紙本墨書寛誓 一巻

文永十二年暮春十二日発願

一、紙本墨書同心祈誓文 一通

一、紙本墨書願文等残片 一括

一、木札 一枚

附 像内納入品（追納分）

一、仏舎利 一包

宝暦十二年高随奉納

一、真鍮製舎利容器 一合

一、紙本墨書宝暦十二年晁尭、尭慧願文

一通

一、紙本墨書金光明最勝王経（御点本）

延元元年順乗所持奥書

十帖

一、紙本墨摺仁王般若経 二帖

永徳元年刊記

一、紙本墨書仁王般若経 一帖

至徳四年奥書

一、紙本墨摺法華経 八巻

永正十六年刊記

一、紙本墨書盂蘭盆経 一巻

天正十九年奥書

一、紙本墨書宝楼閣経 一巻

元和二年奥書

一、紙本墨摺盂蘭盆経 一帖

明暦二年刊記

一、紙本墨摺盂蘭盆経 一巻

明暦二年刊記

一、紙本墨摺地蔵菩薩本願経 二帖

万治三年刊記

一、紙本墨摺遺教修多羅 一帖

貞享四年刊記

一、紙本墨摺四分戒本 一帖

元禄二年刊記

一、紙本墨書金光明最勝王経
寿量品

宝暦十二年奥書

十二紙

紙本墨書七仏略戒 一帖

一、 宝暦十二年奥書

紙本墨書律苑僧宝興正伝 一冊

宝暦十二年奥書
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一、紙本墨書宝篋印陀羅尼、七仏略戒等

各宝暦十二年奥書

一括

紙本墨摺大仏頂、大随求陀羅尼

一帖

一、

紙本墨書宝篋印陀羅尼

宝暦十二年奥書

一紙

一、紙本墨摺大随求陀羅尼

宝暦十二年奥書

一帖

一、紙本墨書般若心経及阿弥陀経

一巻

一、紙本墨摺般若理趣経 一巻

一、紙本墨摺仁王般若経 二帖

一、紙本墨摺阿弥陀経 一帖

一、紙本墨摺阿弥陀経（両点清濁） 一帖

一、紙本墨摺及墨書釈門帰敬儀 二帖

一、紙本墨摺法華経 一帖

一、金襴八角五輪塔仕服 一枚

三 右項重要文化財を統合し、中項有形文化財を追加して、左項国宝に（一件）

書跡・典籍の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 称名寺聖教 一万三千二十七点 宗教法人称名寺

金沢文庫文書 四千百四十九通

附 金沢文庫文書関係聖教残簡 九十二帖

宗教法人称名寺
中 称名寺聖教 三千五百七十三点

左 称名寺聖教 一万六千六百九十二点 宗教法人称名寺

金沢文庫文書 四千百四十九通

四 右項重要美術品を左項重要文化財に（一件）

工芸品の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

銘靑山 公益財団法人樂美術
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右 樂燒黑茶碗 (加賀ノンカウ七種ノ内) 一箇
道入作 館

道入作 公益財団法人樂美術
左 黒楽茶碗(青山) 一口

館

五 右項重要美術品に中項有形文化財を追加し、左項重要文化財に（二件）

彫刻の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 木造不動明王坐像及四脇侍立像 五軀 宗教法人宝山寺

不動光背裏に宝山湛海の銘がある

宗教法人宝山寺
中 銅造倶利迦羅竜剣 一基

左 木造不動明王及脇侍像 五軀 宗教法人宝山寺

不動明王光背裏に本尊火光湛海自作の刻銘がある

銅造倶利迦羅竜剣 一基

（本堂安置）

古文書の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 寄三途河御阿姑 宗教法人真珠庵
一休宗純墨蹟 一幅

（文明二年仲春九日）

真珠庵文書 八十一巻、四十三冊、十帖、 宗教法人真珠庵

中 四十四幅、九百二十七通、三十八枚

左 真珠庵文書 （千三百三十九通） 八十一巻、四十三冊、十帖、 宗教法人真珠庵

四十五幅、九百二十七通、三十八枚

六 次に掲げる有形文化財を重要文化財に（四十三件）

絵画の部（八件）

名称及び員数 所有者

一 命尊筆
絹本著色仏涅槃図 一幅 独立行政法人国立文

二 絹本著色仏涅槃図 一幅 宗教法人汾陽寺
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絹本著色弘法大師像 一幅 宗教法人津観音大宝

三 画中に泉涌寺等の墨書がある 院

竹内栖鳳筆 大正二年 京都市
四 絵になる最初 一幅

絹本著色

附 画稿 一幅

五 絹本著色仏涅槃図 一幅 宗教法人西念寺

六 絹本著色無準師範像 一幅 宗教法人東福寺

宝祐二年師古の賛がある

七 福田平八郎筆 昭和七年 大阪市
漣 一面
絹本白金地著色

八 能阿弥筆 公益財団法人正木美
紙本墨画蓮図 一幅

自詠和歌及七十五歳の款記がある 術館

彫刻の部（九件）

名称及び員数 所有者

一 木造十大弟子立像 八軀 独立行政法人国立文

附 木造十大弟子立像 二軀 化財機構

二 上牛甘作 独立行政法人国立文木造伎楽面 一面

化財機構

三 木造地蔵菩薩立像 一軀 宗教法人浄山寺

四 木造獅子頭 二面 宗教法人宝城坊

五 木造不動明王坐像（天野社護摩所旧本尊） 一軀 宗教法人法住寺

六 木造十一面観音立像 一軀 宗教法人世界救世教

七 木造十一面観音立像 一軀 公益財団法人岡田文

右足枘に巧匠定阿弥陀仏長快の銘がある 化財団

八 木造菩薩坐像 二軀 宗教法人清泰寺

九
木造降三世軍荼利明王立像 二軀 宗教法人尊延寺
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工芸品の部（四件）

名称及び員数 所有者

一 黒綸子地桐唐草入大葉文様小袖 一領 大学共同利用機関法

人人間文化研究機構

尾形乾山作 独立行政法人国立文二 銹絵寒山拾得図角皿 二枚尾形光琳画 化財機構

三 花鳥蒔絵螺鈿聖龕 一基 独立行政法人国立文

化財機構

四 粉引茶碗(三好) 一口 公益財団法人三井文

庫

書跡・典籍の部（三件）

名称及び員数 所有者

一 新撰和歌髄脳 国（文化庁）

一、藤原俊成筆本 一帖

一、藤原為相筆本 一帖

弘安七年書写奥書

二 簸河上 一帖 公益財団法人静嘉堂

三 拾遺抄 一帖 公益財団法人三井文

庫

古文書の部（四件）

名称及び員数 所有者

一 紀伊国井上本庄絵図 一鋪 宗教法人隨心院

二 三月六日 公益財団法人香雪美
藤原俊成自筆書状 一幅

左少弁殿宛 術館

三 大東家文書（三百二十四通） 二十七巻、二百四十通 宗教法人春日大社

四 皇年代記 一巻 宗教法人春日大社

考古資料の部（八件）

名称及び員数 所有者
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一 北海道豊原４遺跡土坑出土品 函館市

一、足形・手形付土製品 五点

一、深鉢形土器 一点

一、石器 六十四点

二 東京都野毛大塚古墳出土品 世田谷区

一、鉄製品 四十一点

一、青銅製品 二点

一、石製模造品 十九点

一、玉 三十二点

一、竪櫛 二十点

（以上第一主体部出土）

一、玉 二点

（以上第二主体部出土）

一、鉄製品 百五十九点

一、石製模造品 十四点

（以上第三主体部出土）

一、鉄製品 二点

一、水晶丸玉 二点

（以上第四主体部出土）

附 一、埴輪残欠 十一点

一、須恵器残欠 三点

一、土師器高坏 四点

（以上墳丘出土）

三 静岡県登呂遺跡出土品 静岡市

一、土器・土製品 五十四点

一、木器・木製品 三百二十一点

一、石器・石製品 七十四点

一、金属製品 十六点

一、ガラス小玉 五点

一、骨角製品 六点

一、織物・編物残欠 六点

一、樹皮製品 七点

附 土器片 百二十六点

(以上昭和十八～四十年出土）

一、土器・土製品 十二点

一、木器・木製品 七十七点

一、石器・石製品 六十四点

一、銅環 五点

一、ガラス小玉 一点

一、灼骨残欠 一点

(以上平成十一～十五年出土）

四 人面文壺形土器 一箇 安城市
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附 線刻土器片 二十点

愛知県亀塚遺跡出土

五 大阪府大野寺跡（土塔）出土品 堺市

一、刻書瓦 七百八十点

一、軒丸瓦残欠 二点

神亀四年の型押銘がある

一、刻書須恵器残欠 四点

一、銭貨残欠 二点

附 刻書瓦残欠 二百九十四点

六 和歌山県大日山35号墳出土品 和歌山県

一、埴輪 二十五点

一、須恵器 六点

附 一、埴輪残欠 十点

一、須恵器残欠 二点

銅矛 一口 北九州市

七 附 一、土器残欠 十一点

一、石器 三点

一、ガラス管玉残欠 一点

福岡県重留遺跡第二地点一号竪穴住居跡出土

鹿児島県小湊フワガネク遺跡出土品 奄美市

一、夜光貝匙 八十三点

一、貝製品 千五百六十六点

八 一、土器 十八点

一、石器・石製品 二百点

一、ガラス小玉 十二点

一、骨角製品 二点

一、鉄製品 十七点

歴史資料の部（七件）

名称及び員数 所有者

一 通信全覧 三百二十冊 国（外務省外交史料

続通信全覧 千七百八十四冊 館保管）

二 臨時全国宝物調査関係資料 独立行政法人国立文

一、簿冊類 三百八十一点 化財機構

一、写真ガラス原板 千四百八十四点

一、紙焼付写真 三千四百九十四点

三 日本国対馬島宛
蒋洲咨文 一幅 国立大学法人東京大

嘉靖三十五年十一月三日 学
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四 氷川丸 一艘 日本郵船株式会社
昭和五年、横浜船渠株式会社製

附 一、航海日誌・諸記録類 八点

一、図面類 四百五十五点

五 二三三号機関車 一両 西日本旅客鉄道株式
明治三十六年度、汽車製造合資会社製 会社

六 間重富関係資料 大阪市

一、著述稿本類 三十六点

一、測量記録類 四百二十九点

一、文書・記録類 百六十八点

一、典籍類 八十七点

一、地図・絵図類 十四点

一、器物類 七点

七 琉球国之図 一巻 沖縄県

間切図 七枚

七 右項重要文化財に中項有形文化財を追加し、左項重要文化財に（四件）

彫刻の部（三件）

項 名称及び員数 所有者

一 右 木造不動明王坐像 一軀 宗教法人東門院
（護摩堂安置）

中 木造二童子立像 二軀 宗教法人東門院

左 木造不動明王及二童子像 三軀 宗教法人東門院

二 右 木造地蔵菩薩立像 一軀 公益財団法人秀明文

化財団

中 像内納入品 公益財団法人秀明文

一、舎利容器
錦袋・包紙添

一箇 化財団

一、紙本墨画地蔵菩薩像 二枚

一、地蔵菩薩印仏 一枚

一、地蔵菩薩印仏 一枚

一、地蔵菩薩印仏 一綴

一、万坏供養札 一枚

木造地蔵菩薩立像 一軀 公益財団法人秀明文

左 附 像内納入品 化財団
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一、舎利容器錦袋・包紙添 一箇

一、紙本墨画地蔵菩薩像 二枚

一、地蔵菩薩印仏 一枚

一、地蔵菩薩印仏 一枚

一、地蔵菩薩印仏 八枚

一、万坏供養札 一枚

三 右 木造蔵王権現立像（蔵王堂安置） 三軀 宗教法人金峯山寺

中 願文・結縁交名（中尊像内納入） 七通 宗教法人金峯山寺

左 木造蔵王権現立像（蔵王堂安置） 三軀 宗教法人金峯山寺

中尊像内に天正十八年十一月、作者南都大仏師宗貞、

宗印等の銘がある

附 願文・結縁交名（中尊像内納入） 七通

古文書の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 佐藤家文書（五十七通） 七巻 公益財団法人石水博

物館

中 佐藤家文書 一巻、一通 公益財団法人石水博

物館

左 佐藤家文書（五十九通） 八巻、一通 公益財団法人石水博

物館

八 右項重要文化財を統合し、中項有形文化財を追加して、左項重要文化財に（一件）

彫刻の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 木造天忍穂耳命坐像 一軀

宗教法人泉穴師神社

木造栲幡千々姫命坐像 一軀

木造男神坐像 一軀

木造女神坐像 五軀

中 木造神像 七十二軀 宗教法人泉穴師神社

木造神像 八十軀 宗教法人泉穴師神社

左
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九 右項重要文化財の名称及び員数を左項のように（一件）

考古資料の部（一件）

項 名称及び員数 所有者

右 兵庫県宮山古墳出土品 姫路市

一、素環頭大刀残欠 一口

一、刀剣類

刀身残欠 一口

剣身残欠 二口

一、玉類

碧玉管玉 一箇

硬玉勾玉 一箇

ガラス小玉 三百五十四箇

一、鉄挂甲小札 五枚

一、金銅飾金具残欠 二箇

一、金銅中空円筒製品 一箇

一、鉄鏃 三本

一、工具類

残欠共
鉄鉇 四本

鉄斧 五箇

鉄鍬 六箇

鉄鎌残欠 三箇

鉄工具 四箇

一、鉄鎌形模造品 二箇

（以上第一主体部出土）

一、金銅帯金具 六箇

一、虺龍鏡 一面

一、銀錯貼金環頭大刀 一口

一、十字形環頭大刀 一口

一、素環頭大刀 二口

一、刀剣類

残欠共
刀身 二十七口

残欠共
剣身 九口

残欠共
一、矛身 三口

一、鉄石突 二箇

一、金垂飾付耳飾 一対

一、金耳環 一対

一、玉類

琥珀玉 一箇

碧玉管玉 十箇

碧玉勾玉 一箇
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硬玉勾玉 三箇

瑪瑙勾玉 二箇

ガラス小玉 七千五百六十七箇

一、武具類

残欠共
鉄挂甲小札 一括

鉄頚甲残欠 百十五枚

鉄肩甲残欠 二領分

鉄臑当残欠 一対分

鉄芯地金銅張胡籙 一箇

残欠共
鉄篠状鉄板 五十枚

鉄篠籠手残欠 六十七枚

残欠共
一、鉄鏃 四百六十三本

一、馬具類

鉄鐙残欠 二十二箇

辻金具残欠 二箇

引手金具残欠 一箇

残欠共
鋏金具 十九箇

鉄鋲 七箇

一、工具類

残欠共
鉄斧 九箇

鉄鎌残欠 四箇

残欠共
鉄鎹 五箇

鉄刀子残欠 六口

鉄鋌 一枚

鉄工具残欠 十一箇

残欠共
一、鉄鎌形模造品 六箇

一、砥石 三箇

一、須恵器（蓋一箇共） 一箇

一、土師器 一箇分

（以上第二主体部出土）

一、画文帯神獣鏡 一面

一、玉類

金空玉 三十二箇

碧玉勾玉 一箇

碧玉管玉 二箇

ガラス管玉 二箇

ガラス小玉 七千七百六十九箇

滑石勾玉 二箇

滑石臼玉 千六百八十五箇

一、金垂飾付耳飾 一対

一、銀指輪 一箇

一、金銅筒形製品 一箇



- 17 -

一、鉄甲冑（肩甲・頚甲共） 一領

一、刀剣類

残欠共
刀身 十四口

残欠共
剣身 四口

残欠共
一、矛身 五口

残欠共
一、鉄鏃 百十本

一、鉄轡 一箇

一、工具類

鉄斧 四箇

残欠共
鉄鎌 一箇

鉄刀子残欠 一口

鉄鍬 一箇

残欠共
鉄鎹 六箇

鉄鋌 九枚

一、須恵器 十一箇

一、土師器 二箇

（以上第三主体部出土）

附 一、玉類 一括

一、須恵器残欠 一括

一、土師器残欠 一括

一、埴輪残欠 一括

一、鉄製品残欠 一括

（以上墳丘出土）

左 兵庫県宮山古墳出土品 姫路市

一、金属製品 一括

一、玉 五点

（以上第一主体部出土）

一、銀錯貼金環頭大刀 一点

一、金属製品 一括

一、玉 三十三点

一、砥石 三点

一、土器 二点

（以上第二主体部出土）

一、金属製品 一括

一、玉 四十六点

一、土器 十三点

（以上第三主体部出土）

附 一、鉄製品残欠 一括

一、玉 十点

一、土器・土製品残欠 一括

（以上墳丘出土）
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十 右項重要文化財の員数を左項のように（二件）

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 曽我蕭白筆 三重県
旧永島家襖絵

紙本墨画山水図 八面

紙本墨画竹林七賢図 八面

紙本墨画淡彩波濤群禽図 十三面

紙本墨画淡彩松鷹図 五面

紙本墨画禽獣図 四面

紙本墨画淡彩狼狢図 三面

紙本墨画牧牛図 四面

左 曽我蕭白筆 三重県
旧永島家襖絵 四十四面

紙本墨画山水図 八面

紙本墨画竹林七賢図 八面

紙本墨画淡彩波濤群禽図 十二面

紙本墨画淡彩松鷹図 五面

紙本墨画禽獣図 四面

紙本墨画淡彩狼狢図 三面

紙本墨画牧牛図 四面

歴史資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

右 松浦武四郎関係資料 松阪市

一、著述稿本類 五百十一点

一、地図・絵図類 五十九点

一、書籍類 二百八十七点

一、文書・記録類 三百七十二点

一、書画・器物類 二百七十四点

左 松浦武四郎関係資料 松阪市

一、著述稿本類 五百十一点

一、地図・絵図類 五十九点

一、書籍類 二百八十七点

一、文書・記録類 三百七十四点

一、書画・器物類 二百七十四点

十 右項重要文化財の名称を左項のように（一件）

彫刻の部（一件）
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名称及び員数 所有者

右 木造善導大師坐像 一軀 宗教法人来迎寺

像内に心阿弥陀仏、藤原貞近、金阿弥陀仏等の交名と

梵字光明真言等の記がある

附 髹漆須弥壇 一基
後屏付

左 木造善導坐像 一軀 宗教法人来迎寺

像内に尊慶、心阿弥陀仏、藤原貞近、金阿弥陀仏、南無阿

弥陀仏等の銘と梵字光明真言等の記がある

附 髹漆須弥壇 一基
後屏付

２－② 国宝・重要文化財（美術工芸品）の現状変更の許可について（報告・答申） ２件

絵画の部（一件）

名称及び員数 所有者

上村松園筆 国立大学法人東京
序の舞 一幅

絹本著色 藝術大学

歴史資料の部（一件）

名称及び員数 所有者

目黒山形関係資料 宗教法人建徳寺

一、目黒山形並敷絵図 一基、一鋪

一、裁許絵図 一鋪

一、文書・記録類 二百八点

２－③ 重要美術品の認定の取消しについて（報告・答申） １件

工芸品の部（一件）

名称及び員数 所有者

銘長光
太刀 一口 有限会社飯田高遠

堂
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２－④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

上和野馬頭観世音本堂 岩手県岩手郡雫石町

上和野馬頭観世音旧堂 岩手県岩手郡雫石町

萬代舘 岩手県二戸郡一戸町

當信寺本堂 宮城県白石市

當信寺山門 宮城県白石市

一條旅舘木造本館 宮城県白石市

一條旅舘湯向棟 宮城県白石市

一條旅舘土蔵 宮城県白石市

旧高畠鉄道高畠駅本屋及びプラットホーム 山形県東置賜郡高畠町

旧高畠鉄道高畠駅倉庫 山形県東置賜郡高畠町

旧高畠鉄道高畠駅自動車修繕庫 山形県東置賜郡高畠町

旧高畠鉄道高畠駅変電所 山形県東置賜郡高畠町

松本屋店舗蔵 福島県喜多方市

松本屋文庫蔵 福島県喜多方市

松本屋家財蔵 福島県喜多方市

大谷家住宅東蔵 福島県南相馬市

大谷家住宅中蔵 福島県南相馬市

大谷家住宅門 福島県南相馬市

旧小坂村産業組合石蔵 福島県伊達郡国見町

旧大徳呉服店店蔵北棟 茨城県土浦市

旧大徳呉服店店蔵南棟 茨城県土浦市

旧大徳呉服店袖蔵 茨城県土浦市

旧大徳呉服店元蔵 茨城県土浦市

旧大徳呉服店向蔵 茨城県土浦市

旧野村さとう店店舗兼主屋 茨城県土浦市

旧野村さとう店袖蔵 茨城県土浦市

旧野村さとう店文庫蔵 茨城県土浦市

旧野村さとう店煉瓦蔵 茨城県土浦市

旧大竹酒造煉瓦蔵 群馬県前橋市

横手館本館東棟 群馬県渋川市

横手館本館西棟 群馬県渋川市

今井酒造店店舗兼主屋 群馬県太田市

今井酒造店本蔵 群馬県太田市

今井酒造店新蔵 群馬県太田市

今井酒造店釜場及び瓶詰場 群馬県太田市

今井酒造店文庫蔵 群馬県太田市

今井酒造店煙突 群馬県太田市

岩槻郷土資料館（旧岩槻警察署本庁舎・附属庁舎及び演武 埼玉県さいたま市

場）

旧岩槻警察署附属掲示場 埼玉県さいたま市

長谷川家住宅旧店蔵及び主屋 埼玉県さいたま市

長谷川家住宅文庫蔵 埼玉県さいたま市
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睡足軒 埼玉県新座市

旧武居家住宅主屋 千葉県佐倉市

旧平井家住宅店舗兼主屋 千葉県佐倉市

旧平井家住宅座敷棟 千葉県佐倉市

旧平井家住宅脇蔵 千葉県佐倉市

旧藤谷家住宅主屋 千葉県袖ケ浦市

旧藤谷家住宅離れ 千葉県袖ケ浦市

菊池家住宅茶室 東京都港区

菊池家住宅茶室待合 東京都港区

菊池家住宅茶室門及び塀 東京都港区

森博士の家 東京都文京区

原家住宅主屋 新潟県新潟市

原家住宅仏間棟 新潟県新潟市

原家住宅茶室 新潟県新潟市

原家住宅離れ 新潟県新潟市

原家住宅土蔵 新潟県新潟市

原家住宅奥土蔵 新潟県新潟市

原家住宅道具蔵 新潟県新潟市

原家住宅味噌蔵 新潟県新潟市

原家住宅米蔵 新潟県新潟市

原家住宅門 新潟県新潟市

敬覚寺本堂 新潟県新潟市

小松屋旅館本館 新潟県新潟市

小松屋旅館広間棟 新潟県新潟市

小松屋旅館表座敷棟 新潟県新潟市

小松屋旅館奥座敷棟 新潟県新潟市

秋山孝ポスター美術館長岡本館（旧長岡商業銀行宮内支店） 新潟県長岡市

つるがや店舗兼主屋 新潟県三条市

おっこの木主屋 新潟県小千谷市

旧野澤豊五郎醸造醤油蔵 新潟県村上市

旧野澤豊五郎醸造前蔵 新潟県村上市

旧野澤豊五郎醸造下蔵 新潟県村上市

野澤食品工業株式会社店舗兼主屋 新潟県村上市

野澤家住宅主屋 新潟県村上市

瀬賀惣一郎商店店舗兼主屋 新潟県村上市

瀬賀惣一郎商店倉庫 新潟県村上市

旧鈴木家住宅主屋 新潟県西蒲原郡弥彦村

旧鈴木家住宅土蔵 新潟県西蒲原郡弥彦村

良寛記念館展示棟 新潟県三島郡出雲崎町

良寛記念館管理棟 新潟県三島郡出雲崎町

良寛記念館回廊 新潟県三島郡出雲崎町

旧馬場家住宅主屋 富山県富山市

旧馬場家住宅前蔵 富山県富山市

旧馬場家住宅壱番蔵及び弐番蔵 富山県富山市

旧馬場家住宅米蔵 富山県富山市

旧馬場家住宅西門及び西塀 富山県富山市
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金作家住宅主屋 富山県高岡市

金作家住宅東土蔵 富山県高岡市

金作家住宅西土蔵 富山県高岡市

田中小学校旧本館 富山県滑川市

奥野家住宅主屋 石川県河北郡津幡町

奥野家住宅土蔵 石川県河北郡津幡町

奥野家住宅門 石川県河北郡津幡町

丹巌洞草庵 福井県福井市

旧増尾家住宅主屋 福井県南条郡南越前町

山縣神社本殿 山梨県甲斐市

山縣神社拝殿 山梨県甲斐市

山縣神社手水屋 山梨県甲斐市

山縣神社鳥居 山梨県甲斐市

佐藤家住宅主屋 山梨県甲州市

横山酒造店店舗 山梨県南巨摩郡南部町

西駒山荘石室 長野県伊那市

山崎家及び臼井家別荘（セキスイハウスＡ型） 長野県北佐久郡軽井沢町

天領酒造店舗兼主屋 岐阜県下呂市

前嶋家住宅主屋 静岡県浜松市

松蔭寺開山堂 静岡県沼津市

松蔭寺山門 静岡県沼津市

東山荘本館 静岡県熱海市

東山荘離れ 静岡県熱海市

東山荘別館 静岡県熱海市

東山荘茶室 静岡県熱海市

東山荘蔵 静岡県熱海市

東山荘物置 静岡県熱海市

東山荘正門 静岡県熱海市

八千代玄関棟 三重県松阪市

八千代大広間棟 三重県松阪市

八千代鶴亀棟 三重県松阪市

林家住宅主屋 京都府京都市

林家住宅離れ 京都府京都市

慈済院本堂 京都府京都市

慈済院庫裏 京都府京都市

慈済院玄関廊 京都府京都市

慈済院書院 京都府京都市

慈済院表門 京都府京都市

水無瀬神宮本殿 大阪府三島郡島本町

水無瀬神宮拝殿及び幣殿 大阪府三島郡島本町

水無瀬神宮神庫 大阪府三島郡島本町

水無瀬神宮手水舎 大阪府三島郡島本町

水無瀬神宮神門及び築地塀 大阪府三島郡島本町

大土神社本殿 兵庫県神戸市

大土神社拝殿及び幣殿 兵庫県神戸市

大土神社摂社住吉社本殿 兵庫県神戸市
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大土神社摂社天満社本殿 兵庫県神戸市

大土神社蔵 兵庫県神戸市

大土神社鳥居 兵庫県神戸市

旧豊岡町役場庁舎 兵庫県豊岡市

佐藤家及び西村家住宅 兵庫県豊岡市

旧龍野醤油同業組合事務所 兵庫県たつの市

旧龍野醤油同業組合醸造工場 兵庫県たつの市

福美人酒造事務所 広島県東広島市

福美人酒造一号蔵 広島県東広島市

福美人酒造背戸蔵 広島県東広島市

福美人酒造二号蔵 広島県東広島市

福美人酒造昭和蔵 広島県東広島市

福美人酒造福神寮 広島県東広島市

福美人酒造従業員寮 広島県東広島市

福美人酒造瓶詰場 広島県東広島市

福美人酒造恵比寿蔵煙突 広島県東広島市

福美人酒造門柱 広島県東広島市

福美人酒造三号蔵 広島県東広島市

福美人酒造四号蔵北棟 広島県東広島市

福美人酒造四号蔵南棟 広島県東広島市

福美人酒造三号蔵煙突 広島県東広島市

賀茂泉酒造店舗兼主屋 広島県東広島市

賀茂泉酒造新座敷 広島県東広島市

賀茂泉酒造土蔵 広島県東広島市

賀茂泉酒造門及び塀 広島県東広島市

賀茂泉酒造前蔵 広島県東広島市

賀茂泉酒造通路棟 広島県東広島市

賀茂泉酒造火蔵 広島県東広島市

賀茂泉酒造中蔵及び東蔵 広島県東広島市

賀茂泉酒造煙突 広島県東広島市

旧広島県西条清酒醸造支場本館 広島県東広島市

旧広島県西条清酒醸造支場精米所 広島県東広島市

旧広島県西条清酒醸造支場醸造蔵 広島県東広島市

旧広島県西条清酒醸造支場煙突 広島県東広島市

旧広島県西条清酒醸造支場門柱 広島県東広島市

亀齢酒造洋館 広島県東広島市

亀齢酒造一号蔵 広島県東広島市

亀齢酒造一号蔵煙突 広島県東広島市

亀齢酒造門柱 広島県東広島市

亀齢酒造五号蔵 広島県東広島市

亀齢酒造七号蔵煙突 広島県東広島市

西條鶴醸造店舗兼主屋 広島県東広島市

西條鶴醸造角屋 広島県東広島市

西條鶴醸造酒宝蔵醸造蔵 広島県東広島市

西條鶴醸造酒宝蔵仕込蔵 広島県東広島市

西條鶴醸造酒宝蔵煙突 広島県東広島市
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山陽鶴酒造黒松一号蔵 広島県東広島市

山陽鶴酒造黒松二号蔵 広島県東広島市

山陽鶴酒造黒松三号蔵 広島県東広島市

旧桂ヶ谷貯水池堰堤 山口県山口市

今宮神社本殿 徳島県三好市

今宮神社拝殿 徳島県三好市

今宮神社神門及び瑞垣 徳島県三好市

旧御殿水源地倉庫 香川県高松市

旧御殿水源地集水埋渠東方人孔 香川県高松市

旧御殿水源地北門門柱 香川県高松市

旧御殿水源地擁壁 香川県高松市

島崎家住宅主屋 長崎県島原市

島崎家住宅離れ 長崎県島原市

旧升金商会店舗兼主屋 長崎県島原市

旧升金商会事務所兼倉庫 長崎県島原市

旧御船区裁判所庁舎 熊本県上益城郡御船町

旧御船区裁判所門柱及び塀 熊本県上益城郡御船町

井上酒造店舗兼主屋 大分県日田市

井上酒造木造蔵 大分県日田市

井上酒造煙突 大分県日田市

２－⑤重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申） ４件

２－⑥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 ５８件

名勝に係るもの ２９件

天然記念物に係るもの ３２件


