
第２０８回文化審議会文化財分科会議事要旨 

 

開催日  令和元年１１月１５日（金）１４：００～１５：５３ 

 

場 所    文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階） 

 

出席者    委 員  佐藤会長代理，薦田委員，藤井委員，宮崎委員 

文化庁    次長，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・答申等 

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１８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，１１月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。 

 

 ②重要文化財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１８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，１１月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。 

 

③重要文化財保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

文化財第二課長から，文化財である建造物に関し，重要文化財保存活用計画の認定について

説明があり，審議の結果，別紙のとおり答申がなされた。 

 

 ④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１８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２４日から２５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。 

 

 ⑤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１８日に諮問があった登録記念物の登録について，１０月２４

日から２５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。 

 

 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１８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２４日から２５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。 

 

 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国指定史跡首里城跡における火災について（報告） 

 文化資源活用課課長補佐から，国指定史跡首里城跡における火災について報告があった。 



 

 

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 

鈴木酒造店事務所兼主屋 秋田県大仙市 

鈴木酒造店上座敷 

鈴木酒造店文庫蔵 

鈴木酒造店前蔵 

鈴木酒造店中蔵及び袖蔵 

鈴木酒造店北蔵 

鈴木酒造店仕込蔵 

旧遠万織物(創匠庵)主屋 山形県米沢市 

旧遠万織物(創匠庵)前蔵 

旧遠万織物（創匠庵）新蔵 

旧堀切家住宅主屋 福島県福島市 

旧堀切家住宅新蔵 

旧堀切家住宅中蔵 

旧堀切家住宅道具蔵 

旧堀切家住宅書庫 

旧堀切家住宅表門 

十綱橋 福島県福島市 

旧南間ホテル別館(ましこ悠和館) 栃木県芳賀郡益子町 

旧埼玉県立松山中学校校舎（埼玉県立松山高等

学校記念館） 

埼玉県東松山市 

島村老茶舗店舗兼主屋 埼玉県桶川市 

星野家住宅主屋及び袖蔵 埼玉県入間郡越生町 

世界無名戦士之墓 埼玉県入間郡越生町 

百間小学校すべり台 埼玉県南埼玉郡宮代町 

川豊本店店舗 千葉県成田市 

長濱家住宅主屋 東京都品川区 

長濱家住宅門 

旧三井文庫第二書庫 東京都品川区 

旧東京市麻布区役所庁舎(日本獣医生命科学大

学一号棟) 

東京都武蔵野市 

川井家住宅主屋 東京都多摩市 

旧川井家住宅土蔵 東京都多摩市 

田中・大野邸主屋 神奈川県鎌倉市 

玉屋本店店舗兼主屋 神奈川県藤沢市 

旧芦川家住宅主屋（緑水庵） 神奈川県秦野市 

富士屋旅館旧三号館 神奈川県足柄下郡湯河原町 



 

 

東山円筒分水槽 富山県魚津市 

赤祖父円筒分水槽 富山県南砺市 

青木蘭麝堂新座敷 福井県福井市 

青木蘭麝堂離れ 

青木蘭麝堂酒蔵 

大村家住宅主屋 山梨県韮崎市 

大村家住宅土蔵 

旧小諸脇本陣主屋 長野県小諸市 

旧小諸脇本陣離座敷 

旧小諸脇本陣土蔵 

小栗家住宅主屋 静岡県沼津市 

川原田家住宅主屋 愛知県名古屋市 

川原田家住宅表門及び塀 

川原田家住宅裏門及び塀 

川原田家住宅石垣 

冨田家住宅木南舎 愛知県岡崎市 

冨田家住宅土蔵 

西方寺木枯亭 三重県鈴鹿市 

伊達家住宅主屋 三重県鈴鹿市 

横山家住宅主屋 三重県三重郡菰野町 

横山家住宅書院及び渡廊下 

横山家住宅尽日庵 

横山家住宅旧診療所 

横山家住宅土蔵 

横山家住宅正門 

橋和田家住宅主屋 滋賀県大津市 

橋和田家住宅土蔵 

藤原家住宅 滋賀県大津市 

川上家住宅 滋賀県大津市 

丸亀家住宅 滋賀県大津市 

柴山家住宅 滋賀県大津市 

清水家住宅主屋 滋賀県大津市 

岩崎家住宅主屋 滋賀県大津市 

旧御所水道ポンプ室 京都府京都市 

北村美術館四君子苑主屋 京都府京都市 

小川家北白川別邸主屋 京都府京都市 

小川家北白川別邸表門 

筒井家住宅主屋 大阪府堺市 



 

 

筒井家住宅座敷棟 

筒井家住宅茶室 

筒井家住宅門長屋 

筒井家住宅土蔵 

筒井家住宅土塀 

永井家住宅主屋 大阪府吹田市 

永井家住宅土蔵 

甲南女子中学校・高等学校管理棟 兵庫県神戸市 

甲南女子中学校・高等学校特別棟 

甲南女子中学校・高等学校体育館 

甲南女子中学校・高等学校体育研究室 

甲南女子中学校・高等学校講堂 

甲南女子中学校・高等学校守衛室 

旧駒ヶ林公会堂 兵庫県神戸市 

梅谷家住宅主屋 兵庫県加古郡播磨町 

梅谷家住宅離れ 

梅谷家住宅北塀及び西塀 

内山家貸家 奈良県奈良市 

旧長壽會細菌研究所工場 奈良県奈良市 

旧長壽會細菌研究所製品庫 

登彌神社本殿 奈良県奈良市 

登彌神社拝殿 

登彌神社神饌所 

登彌神社手水舎 

登彌神社社務所 

旧真法院客殿及び庫裏（西宮家住宅主屋） 奈良県桜井市 

旧真法院表門（西宮家住宅表門） 

旧真法院塀重門（西宮家住宅塀重門） 

旧慈門院客殿及び庫裏（陶原家住宅主屋） 奈良県桜井市 

旧慈門院持仏堂（陶原家住宅持仏堂） 

旧慈門院小座敷及び土蔵（陶原家住宅小座敷及

び土蔵） 

旧慈門院表門（陶原家住宅表門） 

旧慈門院塀重門（陶原家住宅塀重門） 

荘司家住宅主屋 奈良県生駒郡安堵町 

荘司家住宅別座敷 

荘司家住宅新座敷及び稲納屋 

荘司家住宅内蔵 

荘司家住宅土蔵 

荘司家住宅米蔵 



 

 

橋本太次兵衛家住宅新座敷 和歌山県御坊市 

橋本太次兵衛家住宅旧米穀集荷事務所 

橋本太次兵衛家住宅土塀 

向酒店店舗兼主屋 広島県尾道市 

金光酒造離れ 広島県東広島市 

金光酒造瓶詰所 

金光酒造包装所 

金光酒造仕込蔵 

金光酒造貯蔵蔵 

金光酒造井戸小屋 

金光酒造門及び塀 

金光酒造煙突 

榊山八幡神社本殿 広島県東広島市 

榊山八幡神社拝殿及び幣殿 

榊山八幡神社神門及び塀 

榊山八幡神社松尾神社本殿 

榊山八幡神社護国神社本殿 

榊山八幡神社随身門 

旧江田島海軍下士卒集会所（海友舎）二階建棟 広島県江田島市 

旧江田島海軍下士卒集会所（海友舎）平屋建棟 

榊󠄀森神社本殿 広島県安芸郡熊野町 

榊󠄀森神社拝殿 

 

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重要文化財保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

 ２件 

 

２－④史跡名勝天然記念物の指定等について（報告・答申） 

（１）特別史跡の新指定 

名    称 所 在 地 

埼玉古墳群 埼玉県行田市 

 

（２）史跡の新指定 

名    称 所 在 地 

小山崎遺跡 山形県飽海郡遊佐町 

磯浜古墳群 茨城県東茨城郡大洗町 

上野国多胡郡正倉跡 群馬県高崎市 

神明貝塚 埼玉県春日部市 

午王山遺跡 埼玉県和光市 



 

 

光明山古墳 静岡県浜松市 

永原御殿跡及び伊庭御殿跡 滋賀県野洲市・東近江市 

安宅氏城館跡 和歌山県西牟婁郡白浜町 

大元古墳 島根県益田市 

讃岐国府跡 香川県坂出市 

引田城跡 香川県東かがわ市 

阿恵官衙遺跡 福岡県糟屋郡粕屋町 

杵築城跡 大分県杵築市 

鹿児島島津家墓所 鹿児島県鹿児島市・指宿市・垂水市・姶良市・

薩摩郡さつま町 

白保竿根田原洞穴遺跡 沖縄県石垣市 

 

（３）名勝の新指定 

名    称 所 在 地 

成田氏庭園 青森県弘前市 

對馬氏庭園 青森県弘前市 

須藤氏庭園（青松園） 青森県弘前市 

哲学堂公園 東京都中野区 

 

（４）特別史跡の追加指定 

名    称 所 在 地 

無量光院跡 岩手県西磐井郡平泉町 

遠江国分寺跡 静岡県磐田市 

水城跡 福岡県太宰府市・大野城市 

 

（５）特別天然記念物の追加指定 

名    称 所 在 地 

白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石 長野県松本市 

 

（６）史跡の追加指定及び名称変更 

名    称 所 在 地 

大野原古墳群 

 椀貸塚古墳 

 平塚古墳 

 角塚古墳 

 岩倉塚古墳 

※ 岩倉塚古墳を追加する。 

香川県観音寺市 



 

 

長崎台場跡 

 魚見岳台場跡 

 四郎ヶ島台場跡 

 女神台場跡 

※ 女神台場跡を追加する。 

長崎県長崎市 

 

（７）名勝の追加指定及び名称変更 

名    称 所 在 地 

多賀大社庭園 

※ 多賀神社奥書院庭園の名称を変更する。 

滋賀県犬上郡多賀町 

英彦山庭園 

 旧座主院御本坊庭園 

 旧座主院御下屋庭園 

 旧政所坊庭園 

 旧亀石坊庭園 

 旧泉蔵坊庭園 

 旧顕揚坊庭園 

 英彦山神宮旅殿庭園 

※ 旧座主院御本坊庭園、旧座主院御下屋庭

園、旧政所坊庭園、旧泉蔵坊庭園、旧顕揚坊

庭園、英彦山神宮旅殿庭園を追加し、名称を

変更する。 

福岡県田川郡添田町 

 

（８）史跡の追加指定 

名    称 所 在 地 

亀ヶ岡石器時代遺跡 青森県つがる市 

入の沢遺跡 宮城県栗原市 

阿津賀志山防塁 福島県伊達郡国見町 

八幡山古墳 群馬県前橋市 

北谷遺跡 群馬県高崎市 

幡羅官衙遺跡群 

 幡羅官衙遺跡 

 西別府祭祀遺跡 

埼玉県深谷市 

里見氏城跡 

 稲村城跡 

 岡本城跡 

千葉県南房総市 

下野谷遺跡 東京都西東京市 

川尻石器時代遺跡 神奈川県相模原市 

穴太廃寺跡 滋賀県大津市 

近江大津宮錦織遺跡 滋賀県大津市 

伊勢遺跡 滋賀県守山市 



 

 

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 

 唐櫃山古墳 

 松川塚古墳 

 浄元寺山古墳 

大阪府羽曳野市・藤井寺市 

上塩冶築山古墳 島根県出雲市 

中須東原遺跡 島根県益田市 

元寇防塁 福岡県福岡市 

須玖岡本遺跡 福岡県春日市 

釜塚古墳 福岡県糸島市 

御所山古墳 福岡県京都郡苅田町 

鬼ノ岩屋・実相寺古墳群 大分県別府市 

塚崎古墳群 鹿児島県肝属郡肝付町 

 

２－⑤登録記念物の登録について（報告・答申） 

（１）登録記念物の新登録（遺跡関係） 

名    称 所 在 地 

二ヶ領用水 神奈川県川崎市 

 

（２）登録記念物の新登録（名勝地関係） 

名    称 所 在 地 

染谷氏庭園 千葉県柏市 

魚津浦の蜃気楼（御旅屋跡） 富山県魚津市 

長峯氏庭園（旧河原氏庭園） 長野県長野市 

横山氏庭園 三重県三重郡菰野町 



 

 

 

２－⑥特別史跡等の現状変更の許可について（報告・答申） 

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更 ２件 

 

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申） 

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更 １４８件 


