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第１７２回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成２８年７月１５日（金）１４：００～１５：１５

京都芸術センター場 所 文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階 ，）

出席者 委 員 亀井会長，大塚委員，薦田委員，佐藤委員

文化庁 文化財部長，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

委 員 高橋委員（京都）

文化庁 次長、伝統文化課課長補佐（京都）

１．文化庁人事異動者紹介

２．前回議事要旨確認

３．諮問・答申

重要無形文化財の指定・認定について（報告・答申）①

６月１７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月伝統文化課長から，

２３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（報告・答申）

６月１７日に諮問のあった記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選伝統文化課長から，

択について，６月２３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。

・認定について（報告・答申）③選定保存技術の選定

６月１７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伝統文化課長から，

３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。

登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申）④

６月１７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２参事官から，

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。

重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申）⑤国宝・

参事官から,６月１７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２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。

史跡等の現状変更の許可等について（諮問・答申）⑥

審議の結果，別紙のとお記念物課長から，史跡等の現状変更の許可等について説明があり，

り答申がなされた。
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４．その他

①史跡の指定について（報告）

から，大徳寺境内 報告がなされた。記念物課長 の史跡の指定について
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別 紙

３－① 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 生年月日 住 所

（芸能の部）

琵琶 奥村 和美 奥村 旭翠 昭和26年3月18日 大阪府藤井寺市

(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 野村 四郎 昭和11年11月27日 東京都杉並区

能シテ方 大槻 文藏 昭和17年9月25日 大阪府大阪市

歌舞伎脇役 河野 均 中村 東蔵 昭和13年1月21日 東京都千代田区

（工芸技術の部）

紬織 村上 良子 昭和24年8月6日 京都府京都市
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（３）表３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３〕

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

（芸能の部）

三味線（1名）

常磐津節

石川 耕治 常磐津 菊寿郎 昭和37年2月6日 東京都世田谷区

３－② 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（報告・答申）

表１の無形の文化財を記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択することについて

〔表１〕

名 称 関係技芸者の団体 設立年月日 所 在 地

琉球古典箏曲 琉球箏曲興陽会 昭和15年3月15日 沖縄県中頭郡北谷町

琉球箏曲保存会 昭和32年1月20日 沖縄県宜野湾市

琉球伝統箏曲琉絃会 昭和55年4月1日 沖縄県那覇市

３－③ 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

（有形文化財等関係及び無形文化財等関係）

手切鑢製作 澤田 英之助 大正15年12月1日 京都府京都市
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（２）表２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２〕

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）

建造物漆塗 公益財団法人日光社寺文化財保存会 理事長 稲葉 久雄 栃木県日光市

３－④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

旧藤澤家住宅主屋 北海道函館市

函館ＹＷＣＡ会館 北海道函館市

アレン記念館 岩手県久慈市

佐々木利三郎家住宅主屋 秋田県由利本荘市

佐々木利三郎家住宅米蔵 秋田県由利本荘市

佐々木利三郎家住宅人形蔵 秋田県由利本荘市

本郷家住宅主屋 秋田県大仙市

本郷家住宅洋館 秋田県大仙市

本郷家住宅文庫蔵 秋田県大仙市

本郷家住宅味噌蔵 秋田県大仙市

ニュー村尾浪漫館離れ 山形県上山市

蔵楽（旧宮内繭市場繭蔵）一号館 山形県南陽市

蔵楽（旧宮内繭市場繭蔵）二号館 山形県南陽市

蔵楽（旧宮内繭市場繭蔵）三号館 山形県南陽市

多勢丸中家住宅座敷棟 山形県南陽市

多勢丸中家住宅洋館 山形県南陽市

夕鶴の里資料館（旧多勢丸多製糸場繭蔵） 山形県南陽市

瓶子家住宅主屋 福島県福島市

瓶子家住宅離れ 福島県福島市

瓶子家住宅文庫蔵 福島県福島市

瓶子家住宅穀蔵 福島県福島市

瓶子家住宅長屋門 福島県福島市

瓶子家住宅氏神社 福島県福島市

旧尾見家住宅主屋 茨城県筑西市

旧尾見家住宅神輿蔵 茨城県筑西市

旧尾見家住宅薬医門 茨城県筑西市

島田家住宅主屋 栃木県佐野市
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第一酒造酒蔵 栃木県佐野市

第一酒造酒蔵事務所 栃木県佐野市

第一酒造旧桶倉庫 栃木県佐野市

第一酒造旧穀倉 栃木県佐野市

第一酒造旧米穀蔵 栃木県佐野市

旧粟野中学校校舎 栃木県鹿沼市

足尾銅山電話資料館（旧足尾銅山電話交換所） 栃木県日光市

旧足尾銅山鉱業事務所付属書庫 栃木県日光市

旧本山小学校講堂 栃木県日光市

鈴木家住宅主屋 埼玉県比企郡川島町

鈴木家住宅土蔵 埼玉県比企郡川島町

旧大田黒家住宅洋館 東京都杉並区

旧大田黒家住宅蔵 東京都杉並区

渡邊家住宅主屋 東京都杉並区

青梅織物工業協同組合本館 東京都青梅市

青梅織物工業協同組合旧都立繊維試験場 東京都青梅市

青梅織物工業協同組合旧織物加工工場 東京都青梅市

青梅織物工業協同組合旧発券倉庫 東京都青梅市

西川家旧別邸蔵 東京都昭島市

神霊教鎌倉錬成場霊源閣 神奈川県鎌倉市

神霊教鎌倉錬成場待合 神奈川県鎌倉市

神霊教鎌倉錬成場練塀 神奈川県鎌倉市

神霊教鎌倉錬成場門 神奈川県鎌倉市

石川県立美術館広坂別館（旧陸軍第九師団長官舎） 石川県金沢市

天神橋 石川県金沢市

大桑配水場旧計量室 石川県金沢市

末浄水場旧着水井上屋 石川県金沢市

粟津演舞場 石川県小松市

旧北森酒店店舗兼主屋 石川県小松市

法師延命閣 石川県小松市

法師玄関棟 石川県小松市

那谷寺普門閣 石川県小松市

輪島験潮場 石川県輪島市

旧稲邑家住宅主屋 石川県鹿島郡中能登町

齋藤家住宅主屋 福井県鯖江市

齋藤家住宅離れ 福井県鯖江市

齋藤家住宅米蔵 福井県鯖江市

齋藤家住宅中蔵 福井県鯖江市

齋藤家住宅新蔵 福井県鯖江市

齋藤家住宅小屋 福井県鯖江市

齋藤家住宅門柱 福井県鯖江市

齋藤家住宅東門 福井県鯖江市

細田家住宅主屋 山梨県甲府市

御岳公会堂（旧金櫻神社参籠所） 山梨県甲府市

相原家住宅主屋 山梨県甲府市

柳田國男館（旧喜談書屋） 長野県飯田市
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旧山田家住宅奥座敷 長野県中野市

旧山田家住宅新座敷 長野県中野市

旧山田家住宅質蔵及び文庫蔵 長野県中野市

旧山田家住宅裏門・台所味噌蔵及び事務所 長野県中野市

旧山田家住宅隅蔵 長野県中野市

旧山田家住宅六間蔵及び二間蔵 長野県中野市

旧山田家住宅酒売場 長野県中野市

旧伊深村役場庁舎 岐阜県美濃加茂市

花田今井家住宅主屋 岐阜県下呂市

花田今井家住宅蔵 岐阜県下呂市

花田今井家住宅水車小屋・味噌蔵及び納屋 岐阜県下呂市

花田今井家住宅門及び塀 岐阜県下呂市

旧中央線玉野第三隧道 愛知県春日井市

旧中央線玉野第四隧道 愛知県春日井市

旧中央線笠石洞暗渠 愛知県春日井市

旧堀田廣之家住宅主屋 愛知県津島市

旧堀田廣之家住宅蔵 愛知県津島市

旧堀田廣之家住宅門 愛知県津島市

旧堀田廣之家住宅煉瓦塀 愛知県津島市

旧堀田廣之家住宅板塀 愛知県津島市

中定商店大五蔵 愛知県知多郡武豊町

中定商店昭二蔵 愛知県知多郡武豊町

中定商店昭三蔵 愛知県知多郡武豊町

三重郷土資料館（旧三重村役場書庫） 三重県四日市市

木村家住宅主屋 三重県度会郡度会町

木村家住宅蔵 三重県度会郡度会町

木村家住宅石積塀 三重県度会郡度会町

旧佐藤家住宅主屋 滋賀県彦根市

不破家住宅主屋 滋賀県彦根市

不破家住宅土蔵 滋賀県彦根市

不破家住宅門及び塀 滋賀県彦根市

不破家住宅高塀 滋賀県彦根市

若林家住宅主屋 滋賀県彦根市

若林家住宅洋室棟 滋賀県彦根市

若林家住宅台所棟 滋賀県彦根市

若林家住宅座敷棟 滋賀県彦根市

若林家住宅茶室棟 滋賀県彦根市

若林家住宅北土蔵 滋賀県彦根市

若林家住宅南土蔵 滋賀県彦根市

若林家住宅門及び塀 滋賀県彦根市

関西美術院 京都府京都市

藤野家住宅主屋 京都府京都市

藤野家住宅土蔵 京都府京都市

藤野家住宅門及び塀 京都府京都市

熊谷家住宅主屋 京都府京都市

熊谷家住宅門及び塀 京都府京都市
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旧菅澤眼科病院 大阪府大阪市

リバーサイドビルディング 大阪府大阪市

真宗大谷派茨木別院本堂 大阪府茨木市

真宗大谷派茨木別院太鼓楼 大阪府茨木市

真宗大谷派茨木別院鐘楼 大阪府茨木市

中井家住宅主屋 大阪府箕面市

中井家住宅表門長屋 大阪府箕面市

中井家住宅西蔵 大阪府箕面市

中井家住宅庭門及び塀 大阪府箕面市

中井家住宅高塀 大阪府箕面市

藤井家住宅主屋 大阪府東大阪市

藤井家住宅離れ 大阪府東大阪市

藤井家住宅乾蔵 大阪府東大阪市

藤井家住宅米蔵 大阪府東大阪市

藤井家住宅納屋 大阪府東大阪市

藤井家住宅表門 大阪府東大阪市

藤井家住宅東門及び土塀 大阪府東大阪市

髙添家住宅洋館 兵庫県宝塚市

髙添家住宅和館 兵庫県宝塚市

髙添家住宅土蔵 兵庫県宝塚市

髙添家住宅木戸門 兵庫県宝塚市

正木家住宅主屋 奈良県奈良市

正木家住宅蔵 奈良県奈良市

吉岡家住宅主屋 奈良県奈良市

吉岡家住宅渡廊下 奈良県奈良市

岡本家住宅店舗兼主屋 奈良県橿原市

岡本家住宅渡廊下 奈良県橿原市

岡本家住宅離れ 奈良県橿原市

岡本家住宅内蔵 奈良県橿原市

岡本家住宅大離れ 奈良県橿原市

岡本家住宅物置 奈良県橿原市

冨田家住宅主屋 奈良県生駒市

冨田家住宅長屋門 奈良県生駒市

冨田家住宅米蔵及び焙炉納屋 奈良県生駒市

冨田家住宅奥座敷 奈良県生駒市

冨田家住宅南道具蔵及び南寝間 奈良県生駒市

冨田家住宅北道具蔵及び北寝間 奈良県生駒市

冨田家住宅離れ 奈良県生駒市

冨田家住宅味噌部屋 奈良県生駒市

冨田家住宅井戸屋形 奈良県生駒市

旧戸田家住宅主屋 和歌山県有田郡広川町

旧戸田家住宅大座敷棟 和歌山県有田郡広川町

旧戸田家住宅隠居棟 和歌山県有田郡広川町

旧戸田家住宅網工場 和歌山県有田郡広川町

旧戸田家住宅西蔵 和歌山県有田郡広川町

旧戸田家住宅東蔵 和歌山県有田郡広川町
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熊谷家住宅主屋 鳥取県鳥取市

原田家住宅主屋 鳥取県鳥取市

安楽寺本堂 鳥取県東伯郡湯梨浜町

安楽寺経蔵 鳥取県東伯郡湯梨浜町

安楽寺鐘楼 鳥取県東伯郡湯梨浜町

安楽寺山門及び塀 鳥取県東伯郡湯梨浜町

ＪＲ山陰本線御来屋駅本屋及び旅客上屋 鳥取県西伯郡大山町

旧勝田郡役所庁舎 岡山県勝田郡勝央町

旧木村家住宅土蔵 岡山県勝田郡勝央町

地蔵寺寳珠院主屋 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院釜屋 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院離れ 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院蔵 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院便所 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院表門及び塀 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院中門及び塀 徳島県小松島市

地蔵寺寳珠院西塀 徳島県小松島市

内田家住宅主屋 徳島県三好市

内田家住宅蔵 徳島県三好市

住吉家住宅主屋 徳島県三好市

亀長家住宅主屋 徳島県三好市

亀長家住宅蔵 徳島県三好市

宮本家住宅主屋 徳島県三好市

佐藤家住宅主屋 徳島県三好市

藤田家住宅主屋 徳島県板野郡北島町

藤田家住宅裏納屋兼離れ 徳島県板野郡北島町

藤田家住宅納屋 徳島県板野郡北島町

藤田家住宅蔵 徳島県板野郡北島町

藤田家住宅長屋門及び塀 徳島県板野郡北島町

水口酒造店舗兼主屋 愛媛県松山市

今治ラヂウム温泉本館 愛媛県今治市

吉岡家住宅主屋 熊本県山鹿市

吉岡家住宅江戸蔵 熊本県山鹿市

吉岡家住宅明治蔵 熊本県山鹿市

吉岡家住宅阿弥陀堂 熊本県山鹿市

吉岡家住宅薬医門 熊本県山鹿市

吉岡家住宅塀 熊本県山鹿市

旧名城家住宅主屋 沖縄県島尻郡伊是名村

旧名城家住宅石垣 沖縄県島尻郡伊是名村

３－⑤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） ９件
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３－⑥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 １１６件

名勝に係るもの ２９件

天然記念物に係るもの ５１件


