
第２１９回文化審議会文化財分科会議事要旨 

 

開催日  令和２年１１月２０日（金） １４：００～１６：１０ 

 

委 員  委 員 島谷会長，薦田委員，佐藤委員，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・答申等 

①登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申） 

武内主任文化財調査官から，１０月１６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重要文化財の現状変更の許可について（報告・答申） 

武内主任文化財調査官から，１０月１６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） 

山下主任文化財調査官から，１０月１６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２２日から２３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重要文化的景観の選定について（報告・答申） 

山下主任文化財調査官から，１０月１６日に諮問があった重要文化的景観の選定について，

１０月２２日から２３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） 

山下主任文化財調査官から，１０月１６日に諮問があった登録記念物の登録について，１０

月２２日から２３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史跡の現状変更の許可について（報告・答申） 

山下主任文化財調査官から，１０月１６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２２日から２３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史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 



 

 

山下主任文化財調査官から，史跡名勝天然記念物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。 

 

 ⑧史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申） 

 山下主任文化財調査官から，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 

①令和２年度文化審議会文化財分科会企画調査会の中間報告について（報告） 

  



 

 

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 

旧高橋家住宅（風の沢ミュージアム）主屋 
宮城県栗原市 

旧高橋家住宅（風の沢ミュージアム）馬屋 

旧橋平酒造店（醸室）店舗 

宮城県大崎市 旧橋平酒造店（醸室）帳場 

旧橋平酒造店（醸室）主屋 

立川醤油店店舗及び主屋 茨城県常陸太田市 

太田家住宅見世蔵及び主屋 

栃木県佐野市 

太田家住宅中蔵 

太田家住宅西蔵 

太田家住宅南蔵 

太田家住宅八幡社 

太田家住宅稲荷社 

太田家住宅表門及び石塀 

金井義明家住宅主屋 群馬県伊勢崎市 

田島善一家住宅主屋 群馬県伊勢崎市 

田島達行家住宅主屋 群馬県伊勢崎市 

旧玉成舎主屋 
埼玉県比企郡小川町 

旧玉成舎石蔵 

金剛寺大日堂 
埼玉県比企郡川島町 

金剛寺山門 

野田市郷土博物館 千葉県野田市 

海福寺本堂 東京都目黒区 

旧藤澤カントリー倶楽部クラブハウス（グリーンハウ

ス） 
神奈川県藤沢市 

福岡家住宅橐駝庵 神奈川県藤沢市 

龍口寺妙見堂 

神奈川県藤沢市 
龍口寺大書院 

龍口寺鐘楼 

龍口寺手水舎 

嶋﨑家住宅主屋 
神奈川県海老名市 

嶋﨑家住宅離れ 

長谷川家住宅双子蔵 新潟県新発田市 

日本基督教団燕教会 新潟県燕市 

環翠楼臨泉閣 
新潟県阿賀野市 

環翠楼中広間 

淡島神社拝殿 新潟県胎内市 



 

 

ときや土蔵 新潟県胎内市 

旧藤村家住宅（田村家住宅）主屋 

石川県野々市市 

旧藤村家住宅（田村家住宅）離れ 

旧藤村家住宅（田村家住宅）前の蔵 

旧藤村家住宅（田村家住宅）後ろの蔵 

旧藤村家住宅（田村家住宅）表門 

旧藤村家住宅（田村家住宅）裏門 

旧藤村家住宅（田村家住宅）土塀 

旧藤村家住宅（田村家住宅）板塀 

旧大和田銀行本店社屋 福井県敦賀市 

旧中名田郵便局 福井県小浜市 

岩野平三郎製紙所事務所 

福井県越前市 

岩野平三郎製紙所主屋 

岩野平三郎製紙所土蔵及び繋ぎ屋 

岩野平三郎製紙所煮釜場 

岩野平三郎製紙所ビーター場 

岩野平三郎製紙所漉き場及び圧搾場 

岩野平三郎製紙所張り場及び乾燥場 

岩野平三郎製紙所コグラ 

岩野平三郎製紙所旧大工小屋 

馬場家住宅主屋 

福井県越前市 馬場家住宅土蔵 

馬場家住宅長屋門 

日本聖公会松本聖十字教会 長野県松本市 

脇田和アトリエ山荘 長野県北佐久郡軽井沢町 

旧喜多藤別館 

三重県名張市 

旧喜多藤大広間棟 

旧喜多藤翠明荘 

旧喜多藤皐月寮 

旧喜多藤艶秀亭 

旧喜多藤便所棟 

旧喜多藤表門 

旧木之本宿本陣（竹内家住宅）主屋 滋賀県長浜市 

山路酒造主屋 滋賀県長浜市 

弘誓寺本堂 

滋賀県東近江市 

弘誓寺庫裏 

弘誓寺玄関 

弘誓寺中門 

弘誓寺鐘楼堂 

弘誓寺表門 



 

 

 

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 

屋形遺跡 岩手県釜石市 

赤井官衙遺跡群 

 赤井官衙遺跡 

 矢本横穴 

宮城県東松島市 

山居倉庫 山形県酒田市 

神光院本堂 

京都府京都市 

神光院中興堂 

神光院客殿 

神光院蓮月庵 

神光院山門 

旧土谷家住宅主屋（こむぎ処マルキ） 和歌山県和歌山市 

島影家住宅主屋 和歌山県和歌山市 

浦家住宅主屋 

和歌山県有田郡広川町 
浦家住宅隠居屋 

浦家住宅文庫蔵 

浦家住宅前蔵・中蔵及び櫨蔵 

旧楠本家住宅（和田家住宅）離座敷 和歌山県日高郡日高町 

森家住宅主屋 
和歌山県日高郡印南町 

森家住宅隠居屋 

瑞松庵山門 山口県宇部市 

愛媛県庁本館 愛媛県松山市 

西条栄光教会礼拝堂 

愛媛県西条市 西条栄光教会牧師館 

西条栄光幼稚園園舎 

杣人の家 福岡県八女市 

光栄菊酒造通り蔵及び本蔵 

佐賀県小城市 

光栄菊酒造洗い場及び釜場 

光栄菊酒造モトクラ 

光栄菊酒造ムロマエ 

光栄菊酒造旧麹室 

光栄菊酒造煙突 

遠藤家住宅主屋 鹿児島県西之表市 

岩元家住宅主屋 鹿児島県南さつま市 

當山紀念館 沖縄県国頭郡金武町 



 

 

鈴木遺跡 東京都小平市 

鈴鹿関跡 三重県亀山市 

舟木遺跡 兵庫県淡路市 

湯浅党城館跡 

 湯浅城跡 

 藤並館跡 

和歌山県有田郡湯浅町，有田郡有田川町 

樫野埼灯台及びエルトゥールル号遭難事件遺

跡 
和歌山県東牟婁郡串本町 

下岡田官衙遺跡 広島県府中町 

久留米藩主有馬家墓所 福岡県久留米市 

小部遺跡 大分県宇佐市 

北谷城跡 沖縄県中頭郡北谷町 

 

（２）名勝の新指定 

名    称 所 在 地 

神仙郷 神奈川県足柄下郡箱根町 

知恩院方丈庭園 京都府京都市 

仁和寺御所庭園 京都府京都市 

 

（３）天然記念物の新指定 

名    称 所 在 地 

糸魚川市根知の糸魚川-静岡構造線 新潟県糸魚川市 

溝ノ口洞穴 鹿児島県曽於市 

伊平屋島のウバメガシ群落 沖縄県島尻郡伊平屋村 

 

（４）特別史跡の追加指定 

名    称 所 在 地 

尖石石器時代遺跡 長野県茅野市 

遠江国分寺跡 静岡県磐田市 

藤原宮跡 奈良県橿原市 

水城跡 福岡県春日市，太宰府市 

大宰府跡 福岡県太宰府市 

 

（５）史跡の追加指定及び名称変更 

名    称 所 在 地 

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 

大阪府羽曳野市，藤井寺市 



 

 

 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 

 白鳥陵古墳周堤 

 仲姫命陵古墳周堤  

※応神天皇陵古墳外濠外堤，白鳥陵古墳周堤， 

 仲姫命陵古墳周堤を追加する。 

阿波遍路道 

 大日寺境内 

 地蔵寺境内 

 焼山寺道 

 一宮道 

 常楽寺境内 

 恩山寺道 

 立江寺道 

 鶴林寺道 

 鶴林寺境内 

 太龍寺道 

 かも道 

 太龍寺境内 

 いわや道 

 平等寺道 

 雲辺寺道 

※常楽寺境内を追加する。 

徳島県徳島市 

讃岐遍路道 

 曼荼羅寺道 

 善通寺境内 

 根香寺道 

 大窪寺道 

香川県さぬき市 



 

 

※大窪寺道を追加する。 

伊予遍路道 

 観自在寺道 

 稲荷神社境内及び龍光寺境内 

 仏木寺道 

 明石寺境内 

 大寶寺道 

 岩屋寺道 

 横峰寺道 

 横峰寺境内 

 三角寺奥之院道 

※岩屋寺道を追加する。 

愛媛県上浮穴郡久万高原町 

土佐遍路道 

 竹林寺道 

 禅師峰寺道 

 青龍寺道 

※竹林寺道，禅師峰寺道を追加する。 

高知県高知市 

 

（６）史跡の追加指定 

名    称 所 在 地 

小峰城跡 福島県白河市 

浅間山古墳 群馬県高崎市 

荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡 群馬県甘楽郡下仁田町 

午王山遺跡 埼玉県和光市 

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 

下寺尾西方遺跡 神奈川県茅ケ崎市 

増山城跡 富山県砺波市 

玉泉寺 静岡県下田市 

近江大津宮錦織遺跡 滋賀県大津市 

永原御殿跡及び伊庭御殿跡 滋賀県野洲市 

百済寺境内 滋賀県東近江市 

平安宮跡  

内裏跡 

朝堂院跡 

豊楽院跡 

京都府京都市 

西寺跡 京都府京都市 

纒向遺跡 奈良県桜井市 

纒向古墳群 奈良県桜井市 

宇陀松山城跡 奈良県宇陀市 

米子城跡 鳥取県米子市 



 

 

出雲国山陰道跡 島根県出雲市 

安徳大塚古墳 福岡県那珂川市 

安徳台遺跡 福岡県那珂川市 

城久遺跡 鹿児島県大島郡喜界町 

今帰仁城跡 

附シイナ城跡 
沖縄県国頭郡今帰仁村 

中城ハンタ道 沖縄県中頭郡中城村 

 

（７）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重要文化的景観の選定（報告・答申） 

 

（１）重要文化的景観の新選定 

名    称 所 在 地 

加賀海岸地域の海岸砂防林及び集落の文化的

景観 
石川県加賀市 

越前海岸の水仙畑 下岬の文化的景観 福井県福井市 

越前海岸の水仙畑 上岬の文化的景観 福井県越前町 

越前海岸水仙畑  糠の文化的景観 福井県南越前町 

瀬戸内海姫島の海村景観 大分県東国東郡姫島村 

 

（２）重要文化的景観の追加選定 

名    称 所 在 地 

阿蘇の文化的景観 阿蘇北外輪山の草原景観 

※阿蘇の文化的景観 阿蘇北外輪山中央部の

草原景観の名称を変更する。 

熊本県阿蘇市 

 

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（名勝地関係） 

名    称 所 在 地 

和泉市久保惣記念美術館茶室庭園 大阪府和泉市 

嫁ケ島（蚊島） 島根県松江市 

真玉海岸 大分県豊後高田市 

津嘉山酒造所庭園 沖縄県名護市 

ハナンダー（自然橋） 沖縄県島尻郡八重瀬町 

 

（２）登録記念物の新登録（動物、植物及び地質鉱物関係） 

名    称 所 在 地 

震生湖 神奈川県秦野市，足柄上郡中井町 



 

 

 

２－⑥史跡の現状変更の許可について（報告・答申） 

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１件 

 

２－⑦史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申） 

３件 

 

２－⑧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 １８６件 

 


