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第１９０回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成３０年３月９日（金）１４：００～１５：０５

場 所 国立教育政策研究所第１特別会議室（文部科学省庁舎６階）

出席者 委 員 亀井会長，佐藤委員，藤井委員

文化庁 文化庁次長，文化財部長，文化戦略官

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

国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等について（報告・答申）①

美術学芸課長から，２月９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２８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９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２８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９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２８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９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２

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。

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９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２１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。

３．その他

文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について

伝統文化課長から，文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律案について報告がなされた。
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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）

別添のとおり

一 重要文化財を国宝に指定（４件）

二 重要文化財に有形を追加して国宝に指定（１件）

三 重要文化財を分割し，重要文化財に指定（１件）

四 重要美術品を重要文化財に指定（３件）

五 有形文化財を重要文化財に指定（４６件）

六 重要文化財に有形文化財を追加して重要文化財に指定（９件）

七 重要文化財を統合して重要文化財に指定（１件）

八 国宝の名称変更（１件）

九 重要文化財の名称変更（１件）

十 重要文化財の員数変更（２件）

２－②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） ２件

別添のとおり

２－③重要美術品の認定の取消しについて（報告・答申） １件

別添のとおり

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

男山本店客座敷 宮城県気仙沼市

海老喜旧店舗 宮城県登米市登米町

海老喜表蔵 宮城県登米市登米町

海老喜主屋 宮城県登米市登米町

海老喜味噌醤油仕込蔵 宮城県登米市登米町

海老喜作業場 宮城県登米市登米町

海老喜文庫蔵 宮城県登米市登米町

海老喜旧酒蔵（蔵の資料館） 宮城県登米市登米町

海老喜旧醤油仕込蔵（海老喜ホール） 宮城県登米市登米町

旧福島県立相馬中学校講堂 福島県相馬市

旧諸岡家住宅煉瓦門及び塀 茨城県龍ケ崎市

旧岡田小学校女化分校校舎 茨城県牛久市

旧初原小学校一号棟 茨城県久慈郡大子町

旧初原小学校二号棟 茨城県久慈郡大子町

旧初原小学校講堂 茨城県久慈郡大子町

旧西金小学校校舎 茨城県久慈郡大子町

旧西金小学校理科室及び音楽室 茨城県久慈郡大子町

旧西金小学校調理室 茨城県久慈郡大子町

旧浅川小学校一号棟 茨城県久慈郡大子町

旧浅川小学校二号棟 茨城県久慈郡大子町
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旧槙野地小学校校舎 茨城県久慈郡大子町

旧東照宮宝物館 栃木県日光市

新島学園短期大学研究棟（旧高崎市立女子 群馬県高崎市

高等学校円形校舎）

旧赤城山鋼索鉄道赤城山頂駅駅舎及びプラ 群馬県桐生市

ットホーム

旧狩宿茶屋本陣 群馬県吾妻郡長野原町

秋元家住宅土蔵 千葉県流山市

旧山口萬吉邸主屋 東京都千代田区

旧山口萬吉邸門及び塀 東京都千代田区

喜代川店舗 東京都中央区

繭山龍泉堂店舗 東京都中央区

新富町躍金楼店舗 東京都中央区

山脇家住宅主屋 東京都文京区

山脇家住宅表門及び塀 東京都文京区

旧砂堀医院 東京都目黒区

祐天寺鐘楼 東京都目黒区

ミュージアム１９９９（旧千葉常五郎邸） 東京都渋谷区

並木ハウス 東京都豊島区

砂金家長屋 東京都豊島区

旧長濱検疫所一号停留所（厚生労働省横浜 神奈川県横浜市

検疫所検疫資料館）

旧白根配水塔 新潟県新潟市

中原家住宅主屋 新潟県新潟市

中原家住宅離れ 新潟県新潟市

中原家住宅表門及び塀 新潟県新潟市

中原家住宅裏門及び塀 新潟県新潟市

中原家住宅煉瓦塀 新潟県新潟市

武田家住宅主屋 新潟県柏崎市

武田家住宅土蔵 新潟県柏崎市

温泉御宿龍言本館（旧松崎家住宅主屋） 新潟県南魚沼市

歓盛寺本堂 富山県高岡市

歓盛寺離座敷 富山県高岡市

歓盛寺山門 富山県高岡市

白山宮鞘堂 富山県南砺市

鴨ヶ浦塩水プール 石川県輪島市

旧内山家住宅主屋 福井県大野市

旧内山家住宅離れ 福井県大野市

旧内山家住宅味噌蔵 福井県大野市

旧内山家住宅衣装蔵 福井県大野市

旧内山家住宅米蔵 福井県大野市

旧内山家住宅門 福井県大野市

越前古窯博物館旧水野九右衛門家住宅（旧 福井県丹生郡越前町

水野家住宅主屋）
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旧加茂内科医院診療所兼主屋 山梨県南アルプス市

旧加茂内科医院土蔵 山梨県南アルプス市

旧加茂内科医院表門及び塀 山梨県南アルプス市

萩原家住宅東店舗兼主屋 山梨県甲州市勝沼町

萩原家住宅東蔵 山梨県甲州市勝沼町

萩原家住宅西店舗 山梨県甲州市勝沼町

萩原家住宅西座敷 山梨県甲州市勝沼町

萩原家住宅西蔵 山梨県甲州市勝沼町

原茂ワイン店舗兼主屋 山梨県甲州市勝沼町

原茂ワイン東蔵・西蔵 山梨県甲州市勝沼町

原茂ワイン奥蔵 山梨県甲州市勝沼町

身延山久遠寺祖師堂及び御供所 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺御真骨堂拝殿 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺仏殿納牌堂 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺大客殿 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺法喜堂 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺旧書院 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺新書院 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺大鐘楼 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺時鐘楼 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺甘露門及び門番所 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺太子堂 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺三門 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺本地堂 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺祖廟塔 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺常唱殿 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺三昧堂 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺水行堂 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺瑞門 山梨県南巨摩郡身延町

身延山久遠寺思親閣仁王門 山梨県南巨摩郡身延町

大市館 山梨県南巨摩郡身延町

平林家住宅主屋 長野県松本市

旧小野村役場庁舎 長野県上伊那郡辰野町

旧小野村役場土蔵 長野県上伊那郡辰野町

土佐屋原家住宅主屋 長野県下伊那郡阿智村

伊佐治家住宅主屋 岐阜県可児郡御嵩町

伊佐治家住宅上座敷 岐阜県可児郡御嵩町

伊佐治家住宅土蔵 岐阜県可児郡御嵩町

伊佐治家住宅茶室 岐阜県可児郡御嵩町

伊佐治家住宅長屋門 岐阜県可児郡御嵩町

善行寺本堂 愛知県名古屋市

善行寺玄関座敷 愛知県名古屋市

善行寺鐘楼 愛知県名古屋市

善行寺太鼓楼 愛知県名古屋市
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善行寺手水舎 愛知県名古屋市

善行寺山門 愛知県名古屋市

愛知製鋼刈谷工場旧試作工場東棟（旧豊田 愛知県刈谷市

自動織機製作所自動車部試作工場）

愛知製鋼刈谷工場旧試作工場西棟（旧豊田 愛知県刈谷市

自動織機製作所自動車部試作工場）

オーデン大門ビル（旧四日市銀行津支店） 三重県津市

旧料理旅館九重本館 三重県伊賀市

旧料理旅館九重別館 三重県伊賀市

旧料理旅館九重門及び塀 三重県伊賀市

岐美家住宅主屋 京都府京都市

岐美家住宅離れ 京都府京都市

岐美家住宅土蔵 京都府京都市

岐美家住宅門 京都府京都市

智慧夢工房二九研究所主屋 京都府京都市

智慧夢工房二九研究所土蔵 京都府京都市

旧森啓次郎邸主屋 京都府京都市

若の湯 京都府舞鶴市

旧舞鶴鎮守府乙号官舎 京都府舞鶴市

ＪＲ小浜線松尾寺駅旧本屋 京都府舞鶴市

住吉大社摂社志賀神社本殿 大阪府大阪市

住吉大社摂社若宮八幡宮本殿 大阪府大阪市

住吉大社摂社船玉神社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社侍者社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社侍者社拝所・神饌所 大阪府大阪市

住吉大社末社楠珺社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社楠珺社拝殿 大阪府大阪市

住吉大社末社龍社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社立聞社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社貴船社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社后土社本殿 大阪府大阪市

住吉大社末社五社本殿 大阪府大阪市

住吉大社南絵馬殿 大阪府大阪市

住吉大社北絵馬殿 大阪府大阪市

住吉大社五月殿 大阪府大阪市

住吉大社神馬舎 大阪府大阪市

住吉大社南手水舎 大阪府大阪市

住吉大社斎館 大阪府大阪市

住吉大社御文庫 大阪府大阪市

住吉大社幸寿門 大阪府大阪市

住吉大社幸福門 大阪府大阪市

住吉大社南瑞籬門 大阪府大阪市

住吉大社北瑞籬門 大阪府大阪市

住吉大社神館西門 大阪府大阪市
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住吉大社南中門 大阪府大阪市

住吉大社摂社大海神社南小門 大阪府大阪市

住吉大社摂社大海神社北小門 大阪府大阪市

住吉大社西大鳥居 大阪府大阪市

住吉大社南大鳥居 大阪府大阪市

住吉大社北大鳥居 大阪府大阪市

住吉大社角鳥居 大阪府大阪市

住吉大社南脇参道角鳥居 大阪府大阪市

住吉大社北脇参道角鳥居 大阪府大阪市

住吉大社摂社若宮八幡宮鳥居 大阪府大阪市

武藤家住宅主屋 兵庫県神戸市

武藤家住宅蔵 兵庫県神戸市

武藤家住宅女中部屋 兵庫県神戸市

武藤家住宅門 兵庫県神戸市

御影公会堂 兵庫県神戸市

土井家住宅主屋 兵庫県姫路市

土井家住宅東土蔵 兵庫県姫路市

土井家住宅西土蔵 兵庫県姫路市

旅亭文市楼旧館 兵庫県三木市

旅亭文市楼新館 兵庫県三木市

旧難波酒造店舗兼主屋 兵庫県神崎郡神河町

旧難波酒造土蔵 兵庫県神崎郡神河町

旧難波酒造茶室 兵庫県神崎郡神河町

旧難波酒造醸造蔵 兵庫県神崎郡神河町

伊藤家住宅主屋 和歌山県有田市糸我町

伊藤家住宅土蔵 和歌山県有田市糸我町

伊藤家住宅納屋 和歌山県有田市糸我町

笹野家住宅主屋 和歌山県御坊市

笹野家住宅離座敷 和歌山県御坊市

笹野家住宅土蔵 和歌山県御坊市

笹野家住宅表門及び塀 和歌山県御坊市

林田家住宅主屋 鳥取県鳥取市

林田家住宅米蔵 鳥取県鳥取市

保性館幽泉亭 島根県松江市

仙田家住宅主屋 岡山県倉敷市

宮内家住宅主屋 愛媛県伊予市

宮内家住宅隠居所 愛媛県伊予市

宮内家住宅古隠居 愛媛県伊予市

宮内家住宅潮見堀 愛媛県伊予市

門司港涼山亭（旧丸山山荘）主屋棟 福岡県北九州市

門司港涼山亭（旧丸山山荘）客間棟 福岡県北九州市

門司港涼山亭（旧丸山山荘）離れノ間棟 福岡県北九州市

折尾愛真学園記念館（旧折尾警察署庁舎） 福岡県北九州市

名島橋 福岡県福岡市
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国道三四号一之橋 長崎県長崎市

国道三四号中之橋 長崎県長崎市

国道三四号鎮西橋 長崎県長崎市

旧持永家住宅隠居棟 宮崎県都城市

旧持永家住宅門及び石塀 宮崎県都城市

旧吉田家住宅主屋 宮崎県児湯郡高鍋町

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） ５件

２－⑥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 ４８件

名勝に係るもの ２９件

天然記念物に係るもの ３４件


