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第１９７回文化審議会文化財分科会議事要旨

開催日 平成３０年１１月１６日（金）１４：００～１６：１５

場 所 文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階）

出席者 委 員 佐藤会長，薦田委員，島谷委員，藤井委員，宮崎委員

文化庁 次長，審議官，文化財鑑査官，

文化財第一課長，文化財第二課長，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）

文化財第二課長から，１０月１９日に諮問があった登録有形文化財（建造物）の登録につ

いて，１０月３０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）

文化財第二課長から，１０月１９日に諮問があった重要文化財（建造物）の現状変更の許

可について，１０月３０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史跡名勝天然記念物の指定等について（報告・答申）

文化財第二課長から，１０月１９日に諮問があった史跡名勝天然記念物の指定等について，

１０月２５日から２６日まで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。

④登録記念物の登録について（報告・答申）

文化財第二課長から，１０月１９日に諮問があった登録記念物の登録について，１０月２

５日から２６日まで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重要文化的景観の選定について（報告・答申）

文化財第二課長から，１０月１９日に諮問があった重要文化的景観の選定について，１０

月２５日から２６日まで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特別史跡等の現状変更の許可について（報告・答申）

文化財第二課長から，１０月１９日に諮問があった特別史跡等の現状変更の許可について

１０月２５日から２６日まで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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⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

文化財第二課長から，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。

⑧改正文化財保護法に基づく政令の整備について（諮問）

改正文化財保護法に基づく省令の整備及び指針の作成について（報告）

文化財総合調整室長から，改正文化財保護法に基づく政令の整備の説明及び，改正文化財

保護法に基づく省令の整備及び指針の作成について報告があった。
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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

旧肥田製陶工場（ＥＢＲＩ） 北海道江別市東野幌町3-3他

旧東屋酒造店店舗兼主屋 岩手県宮古市本町15他

旧東屋酒造店酒蔵 岩手県宮古市本町15他

旧東屋酒造店質蔵 岩手県宮古市本町15他

青葉神社本殿 宮城県仙台市青葉区青葉町173他

青葉神社中門及び祝詞舎 宮城県仙台市青葉区青葉町173他

青葉神社透塀 宮城県仙台市青葉区青葉町173他

青葉神社拝殿 宮城県仙台市青葉区青葉町173他

青葉神社神饌所及び伝供廊 宮城県仙台市青葉区青葉町173他

青葉神社旧愛姫社鞘堂 宮城県仙台市青葉区青葉町173他

遠藤家住宅主屋 宮城県石巻市北村字小崎一 21

遠藤家住宅土蔵 宮城県石巻市北村字小崎一 21

旧平野本店店舗兼主屋 宮城県気仙沼市新町70

四同舎（旧湯沢酒造会館） 秋田県湯沢市前森一丁目11-1他

顧空庵 秋田県湯沢市湯ノ原一丁目275-1他

野口英世生家主屋 福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田1

39

大泉家住宅洋館 埼玉県川口市領家五丁目3900

大泉家住宅和館 埼玉県川口市領家五丁目3900

永瀬昌文家住宅主屋 埼玉県川口市本町一丁目100

永瀬孝男家住宅洋館 埼玉県川口市本町一丁目21-1

永瀬孝男家住宅和館 埼玉県川口市本町一丁目21-1

永瀬孝男家住宅土蔵 埼玉県川口市本町一丁目21-1

永瀬孝男家住宅納屋 埼玉県川口市本町一丁目21-1

永瀬孝男家住宅旧発電所 埼玉県川口市本町一丁目21-1

永瀬孝男家住宅煉瓦蔵 埼玉県川口市本町一丁目21-1

永瀬孝男家住宅表門及び煉瓦塀 埼玉県川口市本町一丁目21-1

旧森龍織物主屋 埼玉県川口市大字安行領根岸字台2219

旧森龍織物工場 埼玉県川口市大字安行領根岸字台2219

旧大野家住宅主屋 埼玉県越谷市越ヶ谷本町4552-1

旧大野家住宅土蔵 埼玉県越谷市越ヶ谷本町4552-1

旧森田家住宅主屋 千葉県館山市北条2321

染谷家住宅主屋 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

染谷家住宅風呂場 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

染谷家住宅前蔵 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

染谷家住宅文庫蔵 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

染谷家住宅肥料小屋 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

染谷家住宅井戸屋形 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24
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染谷家住宅稲荷社 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

染谷家住宅長屋門 千葉県柏市鷲野谷字稲荷内24

和朗フラット四号館 東京県港区麻布台三丁目6-39

旧中村研一邸主屋 東京県小金井市中町一丁目416

旧中村研一邸茶室（花侵庵） 東京県小金井市中町一丁目416-1

下田家住宅主屋 東京県西東京市田無町二丁目627

下田家住宅文庫蔵 東京県西東京市田無町二丁目627

原家住宅主屋 神奈川県平塚市土屋字秦ノ前2842

原家住宅茶室 神奈川県平塚市土屋字秦ノ前2842-1

原家住宅土蔵 神奈川県平塚市土屋字秦ノ前2842

原家住宅旧長屋門 神奈川県平塚市土屋字秦ノ前2871

有田家住宅主屋 神奈川県藤沢市大鋸三丁目139-2他

有田家住宅土蔵 神奈川県藤沢市大鋸三丁目139-2他

旧吉田茂邸サンルーム 神奈川県中郡大磯町国府本郷字切通504-3

旧吉田茂邸七賢堂 神奈川県中郡大磯町国府本郷字小磯境503

-2

旧吉田茂邸兜門 神奈川県中郡大磯町国府本郷字切通551-1

島道鉱泉主屋 新潟県糸魚川市大字島道3541-47

島道鉱泉離れ 新潟県糸魚川市大字島道3541-47

芳里家住宅主屋 富山県砺波市堀内50-1

芳里家住宅土蔵 富山県砺波市堀内50-1

芳里家住宅長屋門 富山県砺波市堀内50-1

北谷道具博物館（旧北谷郵便局） 福井県勝山市北谷町谷87字中手外地7-1

谷集会場 福井県勝山市北谷町谷87字中手外地6

小沢家住宅主屋 山梨県甲州市勝沼町等々力1372他

小沢家住宅文庫蔵 山梨県甲州市勝沼町等々力1372他

日本聖公会中部教区岡谷聖バルナバ教会 長野県岡谷市本町四丁目4840-2他

小豆沢第一号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町小豆沢字うづ尾303

小豆沢第二号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町小豆沢字うづ尾292-1

小豆沢第三号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町小豆沢字中島284

桑谷第一号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町桑野字洞287

桑谷第二号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町桑野字洞309-3

桑谷第五号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町桑野字洞285

桑谷第六号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町桑野字中尾392-2

桑谷第十号砂防堰堤 岐阜県飛騨市宮川町桑野字中畑320-2

六郎谷第一号砂防堰堤 岐阜県飛騨市神岡町東町字六郎864

六郎谷第二号砂防堰堤 岐阜県飛騨市神岡町東町字六郎867-2

陽明館 静岡県熱海市桃山町7-3他

服部家住宅主屋 三重県四日市市小杉町字井塚604他

服部家住宅納屋 三重県四日市市小杉町字井塚604他

服部家住宅土蔵 三重県四日市市小杉町字井塚604他

服部家住宅表門 三重県四日市市小杉町字井塚604

迫間家住宅主屋 滋賀県彦根市大橋町17他

迫間家住宅土蔵 滋賀県彦根市大橋町17他
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岩井家住宅主屋 京都府京都市北区雲ケ畑中津川町247

七条大橋 京都府京都市東山区下堀詰町～下京区稲

荷町

松井家住宅主屋（旧中井産院） 京都府京都市伏見区深草稲荷榎木橋町9

旧上田家住宅主屋 京都府向日市鶏冠井町東井戸64-2

旧上田家住宅離れ 京都府向日市鶏冠井町東井戸64-2

旧上田家住宅内蔵 京都府向日市鶏冠井町東井戸64-2

旧上田家住宅外蔵 京都府向日市鶏冠井町東井戸64-2

旧上田家住宅中門及び塀 京都府向日市鶏冠井町東井戸64-2

旧松原家住宅主屋 京都府木津川市山城町上狛学校７

鴉宮稲荷社（旧本殿） 大阪府大阪市此花区伝法二丁目1-1

髙島屋東別館 大阪府大阪市浪速区日本橋三丁目40-1

甲南女子大学管理棟 兵庫県神戸市東灘区森北町六丁目2-3

甲南女子大学３号館 兵庫県神戸市東灘区森北町六丁目2-3

甲南女子大学渡廊下 兵庫県神戸市東灘区森北町六丁目2-3

湊川隧道 兵庫県神戸市兵庫区会下山町三丁目～湊

川町八丁目

日下家住宅主屋 兵庫県宝塚市切畑字長尾山2-136

日下家住宅表門 兵庫県宝塚市雲雀丘一丁目64

日下家住宅中門 兵庫県宝塚市雲雀丘一丁目65

日下家住宅東門 兵庫県宝塚市雲雀丘一丁目64

栗原家住宅主屋 兵庫県宝塚市雲雀丘一丁目67

多田神社宝物殿 兵庫県川西市多田院多田所町1

東多田夢勝庵主屋 兵庫県川西市東多田二丁目647-1

東多田夢勝庵土蔵 兵庫県川西市東多田二丁目647-1

東多田夢勝庵露地門及び庭塀 兵庫県川西市東多田二丁目647-1

東多田夢勝庵長屋門 兵庫県川西市東多田二丁目647-1

東多田夢勝庵裏門及び北塀 兵庫県川西市東多田二丁目647-1

東多田夢勝庵西塀 兵庫県川西市東多田二丁目647-1

旧平賀家住宅東屋 兵庫県川西市下財町41-16

藤間家住宅主屋 奈良県奈良市高畑町1325-1

藤間家住宅表門及び土塀 奈良県奈良市高畑町1325-1

野村医院旧診療所 奈良県山辺郡山添村大字大西294

畑田家住宅主屋 和歌山県海南市船尾字中濱215-67

畑田家住宅門及び塀 和歌山県海南市船尾字中濱215-67

上南家住宅主屋 和歌山県海草郡紀美野町谷667

上南家住宅ヒヤ 和歌山県海草郡紀美野町谷667

上南家住宅コナシヤ 和歌山県海草郡紀美野町谷667

上南家住宅長屋門 和歌山県海草郡紀美野町谷667

旧野田家住宅主屋 和歌山県日高郡美浜町大字三尾字後出482

旧野田家住宅門及び塀 和歌山県日高郡美浜町大字三尾字後出482

遊心庵（旧田中家住宅）主屋 和歌山県日高郡美浜町大字三尾837

遊心庵（旧田中家住宅）門及び塀 和歌山県日高郡美浜町大字三尾837

石尾家住宅主屋 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野字大工町南側168
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7他

石尾家住宅土蔵 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野字大工町南側168

7他

石尾家住宅門及び塀 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野字大工町南側168

7他

常松家住宅主屋 島根県出雲市斐川町求院字堀川333

常松家住宅離れ 島根県出雲市斐川町求院字堀川333

常松家住宅本蔵 島根県出雲市斐川町求院字堀川333

常松家住宅中門 島根県出雲市斐川町求院字堀川333

常松家住宅表門 島根県出雲市斐川町求院字堀川333

酒持田本店向座敷 島根県出雲市平田町字片原町810

酒持田本店土蔵 島根県出雲市平田町字片原町810

上野家住宅主屋 島根県出雲市大社町菱根字山路1130

上野家住宅奥座敷 島根県出雲市大社町菱根字山路1130

上野家住宅土蔵 島根県出雲市大社町菱根字山路1130

佐藤家住宅主屋 岡山県倉敷市福田町古新田字四之割294

佐藤家住宅東土蔵 岡山県倉敷市福田町古新田字四之割294

佐藤家住宅西土蔵 岡山県倉敷市福田町古新田字四之割294

佐藤家住宅長屋門 岡山県倉敷市福田町古新田字四之割294

長島愛生園旧事務本館 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

長島愛生園旧収容所 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

長島愛生園旧日出浴場 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

長島愛生園旧洗濯場 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

長島愛生園園長官舎 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

邑久光明園恩賜会館 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

邑久光明園旧裳掛小・中学校第三分校 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

邑久光明園奉安殿 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

邑久光明園物資運搬斜路 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

邑久光明園瀬溝桟橋 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

多門亭 広島県尾道市東土堂町156-2

椿八幡神社本殿 徳島県阿南市椿町浜1-1

中山家住宅主屋 徳島県三好市東祖谷久保311

栗尾家住宅主屋 徳島県三好市東祖谷釣井105

岩瀬家住宅主屋 香川県坂出市新浜町3328

岩瀬家住宅新座敷 香川県坂出市新浜町3328

岩瀬家住宅道具蔵 香川県坂出市新浜町3328

岩瀬家住宅表門 香川県坂出市新浜町3328-2

岩瀬家住宅板塀 香川県坂出市新浜町3328

岩瀬家住宅土塀 香川県坂出市新浜町3328-2

岩瀬家住宅植込枠石組 香川県坂出市新浜町3331-1

正蓮寺本堂 香川県坂出市加茂町字井出東1048他

正蓮寺大玄関及び小玄関 香川県坂出市加茂町字井出東1048他

正蓮寺鐘楼 香川県坂出市加茂町字井出東1048他

正蓮寺経蔵 香川県坂出市加茂町字井出東1048他
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正蓮寺山門 香川県坂出市加茂町字井出東1048他

木村家住宅主屋 愛媛県松山市三津一丁目63他

木村家住宅離れ 愛媛県松山市三津一丁目63他

木村家住宅土蔵 愛媛県松山市三津一丁目63他

木村家住宅風呂 愛媛県松山市三津一丁目63他

上弓削田坂家住宅主屋 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削313

上弓削田坂家住宅土蔵 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削313

上弓削田坂家住宅門及び塀 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削313

岬観光ホテル本館 高知県室戸市室戸岬町字白濱4037他

岬観光ホテル新館 高知県室戸市室戸岬町字白濱4037他

津田家住宅主屋 高知県安芸市土居字西木戸838他

津田家住宅附属屋 高知県安芸市土居字西木戸838他

津田家住宅門及び塀 高知県安芸市土居字西木戸838他

田所内科医院主屋 高知県土佐市高岡町字明官寺甲2018-2

海のギャラリー 高知県土佐清水市竜串3908-1

堤内家住宅亭 長崎県島原市先魁町1159-3

中村家住宅長屋門 長崎県島原市萩原一丁目5080

旧石井家住宅主屋 熊本県玉名郡南関町大字関外目字木屋塚1

070-1

鞍埼灯台 宮崎県日南市大字中村字鞍崎7105

服部植物研究所 宮崎県日南市飫肥六丁目3888

細島灯台 宮崎県日向市細島町字戎の上36-2

都井岬灯台 宮崎県串間市大字大納字野々杵80-2

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） ３件

２－③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

チャシコツ岬上遺跡 北海道斜里郡斜里町

棚倉城跡 福島県東白川郡棚倉町

下寺尾西方遺跡 神奈川県茅ケ崎市

城の山古墳 新潟県胎内市

甲府城跡 山梨県甲府市

船来山古墳群 岐阜県本巣市

勝山御殿跡 山口県下関市

高松藩主松平家墓所 香川県高松市・さぬき市

安徳台遺跡 福岡県那珂川市
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（２）名勝の新指定

名 称 所 在 地

旧益習館庭園 兵庫県洲本市

（３）天然記念物の新指定

名 称 所 在 地

銅山峰のツガザクラ群落 愛媛県新居浜市

竹田市神原の大野川水系イワメ生息地 大分県竹田市

（４）特別史跡の追加指定

名 称 所 在 地

水城跡 福岡県大野城市・太宰府市

（５）特別史跡及び特別天然記念物の追加指定

名 称 所 在 地

日光杉並木街道附並木寄進碑 栃木県日光市

（６）史跡の追加指定及び名称変更

名 称 所 在 地

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

御廟山古墳内濠

ニサンザイ古墳内濠

※名称にニサンザイ古墳内濠を追加する
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（７）史跡の追加指定

名 称 所 在 地

上人壇廃寺跡 福島県須賀川市

山野貝塚 千葉県袖ケ浦市

下野谷遺跡 東京都西東京市

橘樹官衙遺跡群 神奈川県川崎市

下寺尾官衙遺跡群 神奈川県茅ヶ崎市

七尾城跡 石川県七尾市

小笠原氏城跡 長野県松本市

井川城跡

林城跡

三河国分寺跡 愛知県豊川市

近江大津宮錦織遺跡 滋賀県大津市

恭仁宮跡（山城国分寺跡） 京都府木津川市

長岡宮跡 京都府向日市

丹波国分寺跡附八幡神社跡 京都府亀岡市

乙訓古墳群 京都府向日市・乙訓郡大山崎町

天皇の杜古墳

芝古墳

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

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

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
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割塚古墳

唐櫃山古墳

松川塚古墳

浄元寺山古墳

纒向遺跡 奈良県桜井市

屋形古墳群 福岡県うきは市

珍敷塚古墳

鳥船塚古墳

古畑古墳

原古墳

（８）名勝の追加指定

名 称 所 在 地

上時国氏庭園 石川県輪島市

時国氏庭園 石川県輪島市

（９）名勝及び史跡の追加指定

名 称 所 在 地

三徳山 鳥取県東伯郡三朝町

２－④登録記念物の登録について（報告・答申）

（１）遺跡関係

名 称 所 在 地

会津飯盛山白虎隊士墳墓域 福島県会津若松市

（２）名勝地関係

名 称 所 在 地

丹藤氏庭園（旧三上氏庭園） 青森県弘前市

興禅寺庭園（看雲庭） 長野県木曽郡木曽町

２－⑤重要文化的景観の選定について（報告・答申）

名 称 所 在 地

宇和海狩浜の段畑と農漁村景観 愛媛県西予市

２－⑥特別史跡等の現状変更の許可について（報告・答申）

特別史跡に係るもの １件

特別史跡及び特別名勝に係るもの １件
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２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）

史跡等に係るもの １１０件

名勝に係るもの ４３件

天然記念物に係るもの ５３件


