
第２３１回文化審議会文化財分科会議事要旨 

 

開催日  令和３年１１月１９日（金）１４：００～１６：０１ 

 

場 所    文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階） 

 

出席者    委 員  島谷会長，藤井委員,西岡委員,宮崎委員 

文化庁    次長，文化財鑑査官，文化資源活用課長，文化財第二課長,その他関係者 

 

１．前回議事要旨案確認 

 

２．諮問・答申等 

①国宝・重要文化財（建造物）の指定について（報告・答申） 

山下文化財第二課長から，１０月１５日に諮問があった国宝・重要文化財（建造物）の指定

について,１１月１日及び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，別添のとおり答申がなされた。 

 

②登録有形文化財（建造物）の登録について（報告・答申） 

山下文化財第二課長から，１０月１５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日及び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。 

 

③重要文化財（建造物）の現状変更の許可について（報告・答申） 

山下文化財第二課長から，１０月１５日に諮問があった重要文化財（建造物）の現状変更に

ついて,１１月１日及び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。 

 

④史跡名勝天然記念物の指定等について（諮問） 

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物の指定等について説明があり, 審議の結果，

第三専門調査会において調査することとした。  

 

⑤登録記念物の登録について（諮問）  

山下文化財第二課長から，登録記念物の登録について説明があり, 審議の結果，第三専門調

査会において調査することとした。  

 

⑥重要文化的景観の追加選定及び名称変更について（諮問） 

山下文化財第二課長から，重要文化的景観の追加選定及び名称変更について説明があり, 審

議の結果，第三専門調査会において調査することとした。  

 

⑦史跡名勝天然記念物の現状変更の許可について（諮問） 

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物の現状変更について説明があり,審議の結果，

第三専門調査会において調査することとした。 

 



 

 

⑧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） 

山下文化財第二課長から，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。 

 

⑨史跡名勝天然記念物の現状変更の許可について（諮問・答申） 

山下文化財第二課長から，史跡名勝天然記念物の現状変更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．その他 

①令和３年文化審議会文化財分科会企画調査会の開催状況について（報告） 

篠田文化資源活用課長から，令和３年文化審議会文化財分科会企画調査の開催状況について

報告があった。 

 

②「文化庁日本の技フェア～文化財を守り続けてきた匠の技～」の開催について（報告） 

事務局から，日本の技フェアの開催について報告があった。 

 

 

 



 

 

別 紙 

 

３－①国宝・重要文化財（建造物）の指定について（報告・答申） 

名称及び員数 所在地 

霧島神宮 

 本殿・幣殿・拝殿 

 登廊下 

 勅使殿 １棟 

鹿児島県霧島市 

 

【重要文化財 新指定の部】 

名称及び員数 所在地 

旧三井銀行小樽支店 ２棟 

本館 

附属家  

北海道小樽市 

ニッカウヰスキー １０棟 

余市蒸溜所施設 

事務所棟 

蒸溜棟 

貯蔵棟 

リキュール工場 

第一乾燥塔 

第二乾燥塔 

研究室・居宅 

旧事務所 

第一貯蔵庫 

第二貯蔵庫  

北海道余市郡余市町 

上野家住宅（山梨県山梨市東） ５棟 

主屋 

文庫蔵 

質蔵 

穀蔵 

表門  

山梨県山梨市 

京都ハリストス正教会 １棟 

生神女福音聖堂  

京都府京都市 

江埼灯台 １基 兵庫県淡路市 

美保関灯台 

灯台 １基 

旧吏員退息所 １棟 

旧第一物置 １棟 

出雲日御碕灯台 １基 

島根県松江市 

 

 

 

島根県出雲市 

香川県庁舎旧本館及び東館 １基 香川県高松市 

若戸大橋 １基 福岡県北九州市 



 

 

鹿児島神宮 ３棟 

本殿及び拝殿 

勅使殿 

摂社四所神社本殿 

鹿児島県霧島市 

 

 

３－②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 

及川家住宅（古軒）主屋 岩手県遠野市 

旧梅津歯科医院診療棟 山形県上山市 

旧梅津歯科医院住居棟 山形県上山市 

旧梅津歯科医院座敷蔵 山形県上山市 

旧梅津歯科医院穀物蔵 山形県上山市 

旧梅津歯科医院味噌蔵 山形県上山市 

旧梅津歯科医院裏門及び黒板塀 山形県上山市 

青山茶舗店舗兼主屋 埼玉県さいたま市 

青山茶舗旧納屋（楽風） 埼玉県さいたま市 

田島亀夫家住宅蚕室 埼玉県本庄市 

恩田家住宅主屋 埼玉県八潮市 

恩田家住宅蔵 埼玉県八潮市 

八條八幡神社本殿 埼玉県八潮市 

銀座ライオンビル 東京都中央区 

常行院納骨堂 東京都港区 

安与ビル 東京都新宿区 

旧澤田家別荘 神奈川県横須賀市 

髙橋家住宅主屋 神奈川県横須賀市 

西﨑家住宅(船越町洋館付き住宅)主屋 神奈川県横須賀市 

旧正力家別邸主屋 神奈川県逗子市 

旧正力家別邸蔵 神奈川県逗子市 

旧正力家別邸表門 神奈川県逗子市 

須藤家住宅主屋 神奈川県逗子市 

須藤家住宅旧ボイラー室 神奈川県逗子市 

新潟県立加茂農林高等学校第二洋灯室（ラン

プ記念館） 

新潟県加茂市 

新潟県立加茂農林高等学校正門 新潟県加茂市 

釈泉寺円筒分水槽 富山県中新川郡上市町 

明徳寺本堂 長野県長野市松代町 

明徳寺山門 長野県長野市松代町 

丁子屋店舗 静岡県静岡市駿河区 

旧須藤家熱海別邸（須藤水園）主屋 静岡県熱海市 

朝日神社透塀（蕃塀） 愛知県名古屋市 



 

 

中村家住宅主屋 愛知県豊川市 

西心寺本堂 愛知県安城市 

西心寺山門 愛知県安城市 

蒲郡クラシックホテル本館（旧蒲郡ホテル本

館） 

愛知県蒲郡市 

蒲郡クラシックホテル六角堂（旧蒲郡ホテル

聚美堂） 

愛知県蒲郡市 

蒲郡クラシックホテル料亭竹島（旧常常磐梅

別館） 

愛知県蒲郡市 

蒲郡クラシックホテル鶯宿亭（旧常常磐別館

茶室） 

愛知県蒲郡市 

三宅家住宅主屋 愛知県尾張旭市 

三宅家住宅蔵 愛知県尾張旭市 

三宅家住宅庭門及び塀 愛知県尾張旭市 

井筒楼 愛知県田原市 

角上楼本館 愛知県田原市 

岩根醤油醸造店主屋 滋賀県長浜市 

まちや倶楽部（旧西勝酒造）主屋 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒造）中央蔵 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒造）文庫蔵 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒造）洗場 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒造）酛蔵 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒造）麹蔵 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒蔵）南仕込蔵及び通

り蔵 

滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒蔵）北仕込蔵 滋賀県近江八幡市 

まちや倶楽部（旧西勝酒蔵）槽蔵 滋賀県近江八幡市 

旧山口嘉七家住宅主屋 滋賀県蒲生郡日野町 

旧山口嘉七家住宅北蔵 滋賀県蒲生郡日野町 

旧山口嘉七家住宅東蔵 滋賀県蒲生郡日野町 

石﨑家住宅主屋 京都府京都市 

柊家旅館本館及び塀 京都府京都市 

青蓮院青龍殿（旧大日本武徳会京都支部武徳

殿） 

京都府京都市 

鴻池組旧本店洋館 大阪府大阪市 

鴻池組旧本店和館 大阪府大阪市 

旧京都大学高槻農場本館及び付属屋 大阪府高槻市 

旧京都大学高槻農場別館 大阪府高槻市 

旧京都大学高槻農場加工室 大阪府高槻市 

旧京都大学高槻農場農具舎 大阪府高槻市 

安田家住宅主屋 大阪府柏原市 



 

 

中之坊稲荷社 奈良県葛城市 

旧大鳥家住宅主屋 奈良県高市郡明日香村 

旧大鳥家住宅離れ 奈良県高市郡明日香村 

紀伊風土記の丘松下記念資料館 和歌山県和歌山市 

旧上秋津小学校校舎（秋津野ガルテン） 和歌山県田辺市 

旧荘家住宅座敷棟 岡山県真庭市 

大藤家住宅主屋 広島県東広島市 

保手濱家住宅主屋 広島県東広島市 

川崎観音堂本堂 山口県周南市 

川崎観音堂山門 山口県周南市 

川崎観音堂門柱 山口県周南市 

旧福元家住宅主屋 山口県大島郡周防大島町 

旧福元家住宅土蔵 山口県大島郡周防大島町 

旧福元家住宅石塀及び煉瓦塀 山口県大島郡周防大島町 

旧福元家住宅井戸及び給水塔 山口県大島郡周防大島町 

千光院本堂 徳島県阿波市 

森家住宅納屋 香川県高松市 

森家住宅長屋門 香川県高松市 

百年庭園の宿翠水（旧旅館田川離れ）菅生 福岡県北九州市 

百年庭園の宿翠水（旧旅館田川離れ）企救 福岡県北九州市 

百年庭園の宿翠水（旧旅館田川離れ）玄海 福岡県北九州市 

百年庭園の宿翠水（旧旅館田川離れ）渡り廊

下 

福岡県北九州市 

太田黒家住宅主屋 熊本県菊池市 

太田黒家住宅蔵 熊本県菊池市 

 

３－③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 

 

３－⑧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） 

１件 

 

３－⑨史跡名勝天然記念物の現状変更の許可について（諮問・諮問） 

 １７４件 


