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第１７１回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２８年６月１７日（金）１４：００～１６：０５

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 長官，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，５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，５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。

②登録記念物の登録について（報告・答申）

記念物課長から，５月２０日に諮問のあった登録記念物の登録について，５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。

③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，５月２０日に諮問のあった重要文化的景観の選定について，５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。

史跡等の現状変更の許可等について（報告・答申）④

記念物課長から，５月２０日に諮問のあった史跡等の現状変更の許可等について，５月２

６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。

史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）⑤

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重要無形文化財の指定・認定について（諮問）

伝統文化課長から，重要無形文化財の指定・認定について説明があり，審議の結果，第四

専門調査会において調査することとした。

⑦記録作成等の措置を講ずべき無形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文化財の選択について説明があり，

審議の結果，第四専門調査会において調査することとした。
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⑧選定保存技術の選定・認定について（諮問）

伝統文化課長から，選定保存技術の選定・認定について説明があり，審議の結果，第四専

門調査会において調査することとした。

登録有形文化財（建造物）の登録について（諮問）⑨

参事官から，登録有形文化財（建造物）の登録について説明があり，審議の結果，第二専

門調査会において調査することとした。

⑩登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（諮問・答申）

参事官から，登録有形文化財（建造物）の登録抹消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。

⑪国宝・重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（諮問）

参事官から，国宝・重要文化財の現状変更の許可について説明があり，審議の結果，第

二専門調査会において調査することとした。
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別 紙

２－①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

白川城跡 福島県白河市

山元遺跡 新潟県村上市

飯田古墳群 長野県飯田市

成相寺旧境内 京都府宮津市

大山寺旧境内 鳥取県西伯郡大山町

備後国府跡 広島県府中市

鳴門板野古墳群 徳島県鳴門市

伊予遍路道 愛媛県宇和島市・西条市

仏木寺道

横峰寺道

土佐遍路道 高知県土佐市

青龍寺道

船原古墳 福岡県古賀市

東名遺跡 佐賀県佐賀市

長崎原爆遺跡 長崎県長崎市

（２）名勝の新指定

名 称 所 在 地

米子瀑布群 長野県須坂市

旧沼津御用邸苑地 静岡県沼津市

（３）天然記念物の新指定

名 称 所 在 地

宮古島保良の石灰華段丘 沖縄県宮古島市

（４）特別史跡の追加指定

名 称 所 在 地

藤原宮跡 奈良県橿原市

岩橋千塚古墳群 和歌山県和歌山市

（５）史跡の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

東大寺領横江荘遺跡 石川県白山市・金沢市

（旧名称） （石川県白山市の地点を追加するとともに名称

東大寺領横江荘遺跡 を変更する）

荘家跡

上荒屋遺跡

久津川古墳群 京都府城陽市

久津川車塚古墳

丸塚古墳
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芭蕉塚古墳

久世小学校古墳

（旧名称）

久津川車塚・丸塚古墳

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 （大阪府藤井寺市の地点を追加指定するととも

大鳥塚古墳 に名称を変更する）

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

浄元寺山古墳

（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

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
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唐櫃山古墳

松川塚古墳

飛鳥宮跡 奈良県高市郡明日香村

（旧名称）

伝飛鳥板蓋宮跡

阿波遍路道 徳島県名西郡神山町・小松島市・勝浦郡勝浦町

焼山寺道 ・阿南市

一宮道

恩山寺道 （徳島県名西郡神山町・小松島市の地点を追加

立江寺道 指定するとともに名称を変更する）

鶴林寺道

太龍寺道

かも道

いわや道

平等寺道

（旧名称）

阿波遍路道

鶴林寺道

太龍寺道

かも道

いわや道

平等寺道

三井三池炭鉱跡 福岡県大牟田市，熊本県荒尾市

宮原坑跡

万田坑跡 （福岡県大牟田市の地点を追加指定するととも

専用鉄道敷跡 に名称を変更する）

旧長崎税関三池税関支署

（旧名称）

三井三池炭鉱跡

宮原坑跡

万田坑跡

専用鉄道敷跡

（６）史跡の追加指定

名 称 所 在 地

是川石器時代遺跡 青森県八戸市

鳥海山 山形県飽海郡遊佐町，秋田県由利本荘市・にか

ほ市

（山形県飽海郡遊佐町，秋田県由利本荘市の地

点を追加指定する）

女堀 群馬県伊勢崎市・前橋市

真福寺貝塚 埼玉県さいたま市

小田原城跡 神奈川県小田原市
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後瀬山城跡 福井県小浜市

恒川官衙遺跡 長野県飯田市

中山道 長野県小県郡長和町･木曽郡南木曽町，岐阜県中

津川市・可児郡御嵩町

（岐阜県可児郡御嵩町の地点を追加指定する）

近江国府跡 滋賀県大津市

国庁跡

惣山遺跡

青江遺跡

中路遺跡

下之郷遺跡 滋賀県守山市

宇治川太閤堤跡 京都府宇治市

長岡宮跡 京都府向日市

河内寺廃寺跡 大阪府東大阪市

桜井茶臼山古墳 奈良県桜井市

津屋崎古墳群 福岡県福津市

城山横穴群 福岡県田川郡福智町

（７）名勝の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

おくのほそ道の風景地 埼玉県草加市，栃木県日光市・大田原市・那須

草加松原 郡那須町，福島県二本松市，宮城県岩沼市・仙

ガンマンガ淵（慈雲寺境内） 台市・多賀城市・塩竈市，岩手県西磐井郡平泉

八幡宮（那須神社境内） 町，山形県新庄市・飽海郡遊佐町，秋田県にか

殺生石 ほ市，新潟県糸魚川市，富山県高岡市，石川県

遊行柳（清水流るゝの柳） 小松市・加賀市，福井県敦賀市

黒塚の岩屋 ，岐阜県大垣市

武隈の松

つゝじが岡及び天神の御社 （福井県敦賀市の地点を追加指定するとともに

木の下及び薬師堂 名称を変更する）

壺碑（つぼの石ぶみ）

興井

末の松山

籬が島

金鶏山

高館

さくら山

本合海

三崎（大師崎）

象潟及び汐越

親しらず

有磯海

那谷寺境内（奇石）

道明が淵（山中の温泉）

けいの明神（氣比神宮境内）
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大垣船町川湊

（旧名称）

おくのほそ道の風景地

草加松原

ガンマンガ淵（慈雲寺境内）

八幡宮（那須神社境内）

殺生石

遊行柳（清水流るゝの柳）

黒塚の岩屋

武隈の松

つゝじが岡及び天神の御社

木の下及び薬師堂

壺碑（つぼの石ぶみ）

興井

末の松山

籬が島

金鶏山

高館

さくら山

本合海

三崎（大師崎）

象潟及び汐越

親しらず

有磯海

那谷寺境内（奇石）

道明が淵（山中の温泉）

けいの明神（氣比神宮境内）

大垣船町川湊

平戸領地方八竒勝（平戸八景） 長崎県佐世保市

髙巌

潜龍水

石橋

大悲観

巌屋宮

福石山

潮之目

（旧名称）

平戸領地方八竒勝（平戸八景）

潜龍水

大悲観

福石山
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（８）名勝の追加指定

名 称 所 在 地

川平湾及び於茂登岳 沖縄県石垣市

２－②登録記念物の登録について（報告・答申）

名勝地関係

名 称 所 在 地

曽根氏庭園（磁叟庵庭園） 岐阜県瑞浪市

摩尼山 鳥取県鳥取市

旧仲宗根氏庭園 沖縄県宮古島市

２－③重要文化的景観の選定について（報告・答申）

名 称 所 在 地

田染荘小崎の農村景観 大分県豊後高田市

２－④史跡等の現状変更の許可等について（報告・答申）

史跡に係るもの ３件

名勝に係るもの ２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 ８３件

名勝に係るもの ２５件

天然記念物に係るもの ３２件

２－⑩登録有形文化財（建造物）の登録抹消について（諮問・答申）

名 称 所 在 地

石山味噌醤油株式会社二号味噌蔵 新潟県新潟市

石山味噌醤油株式会社三号味噌蔵 新潟県新潟市

石山味噌醤油株式会社五号味噌蔵 新潟県新潟市

白銀屋旅館渡り廊下 石川県加賀市

延命家住宅主屋 石川県鹿島郡中能登町

旧加納町役場庁舎 岐阜県岐阜市

西生寺本堂 三重県津市

中小路家住宅外蔵 京都府向日市

四国工芸社漆芸蔵 香川県観音寺市

矢野家住宅離れ 高知県土佐市

矢野家住宅便所 高知県土佐市


