
報告第３１号

■ 答申が行われた登録有形文化財（建造物）の概要

○時　代　別

全国

東広島分

　（建造物）の新登録として答申されました。

登録有形文化財（建造物）の新登録について登録有形文化財（建造物）の新登録について登録有形文化財（建造物）の新登録について登録有形文化財（建造物）の新登録について

　　文化審議会（会長 馬渕明子）は、平成２９年７月２１日（金）に開催された同審議会の

　文化財分科会の審議・議決を経て、登録有形文化財（建造物）2４５件について、文部科学

　大臣に答申しました。

　　このうち、東広島市では、次のとおり、西条酒蔵地区の建造物１件が、登録有形文化財

登　録　数

２４５件（うち東広島市分１件）（うち東広島市分１件）（うち東広島市分１件）（うち東広島市分１件） １１,５０８件（うち東広島市分８１件）（うち東広島市分８１件）（うち東広島市分８１件）（うち東広島市分８１件）

３８都府県８０市区町村 ４７都道府県９０４市区町村

　　この後、事務手続きを経て、官報告示され、正式に登録となります。

　　これにより、市内の登録有形文化財（建造物）は81件、酒蔵地区では72件となります。

新規登録 累　　　計

新規登録

45 65 60 75

江戸以前 明治 大正 昭和 計

245

1 0 0 0 1東広島分

全国

東広島分

○種　　　別

1次 2次 3次

新規登録 0 29 28 11 7 10 2 5 114 39 0 0 245

うち東広島分 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

累　　計 117 1,175 1,476 483 216 357 329 326 5,204 1,549 197 79 11,508

うち東広島分 2 64 0 0 5 0 3 0 6 1 0 0 81

○新規登録文化財（東広島市分）

名　　称
建設年代等

基準

小島屋土蔵

天保7年

(1836)／H28

改修

建築物 産業2次 1

81

1 0 0 0 1

34 21

文化

福祉

住宅 宗教

治山

治水

累　　計

1,996 3,690 2,403 3,419 11,508

他 計

産　　　業

交通

官公

庁舎

学校

生活

関連

4 22

建築物 土木構造物 その他の工作物 計

うち東広島分 53 3 25 81

累　　計 9,063 614 1,831 11,508

新規登録 210 5 30 245

うち東広島分 1 0 0 1

所在地 特徴等 種別

広島県東広島市

酒造蔵が建ち並ぶ西条中心地に現存する土蔵の中で最古のもの。置

屋根形式で外壁は基礎石上に竪（たて）板を高く張り，西条の景観

を特徴づける。
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西条酒蔵地区の登録有形文化財（建造物）

登録記念物（名勝地）登録記念物（名勝地）登録記念物（名勝地）登録記念物（名勝地） 登録有形文化財（建造物）登録有形文化財（建造物）登録有形文化財（建造物）登録有形文化財（建造物）

名　　　　称 所　　在　　地 登録年月日 名　　　　称 所　　在　　地 登録年月日

登記① 前垣庭（寿延庭） 西条上市町 H28. 3. 1 西① 西條鶴醸造店舗兼主屋 西条本町

西② 西條鶴醸造角屋 西条本町

西③ 西條鶴醸造酒宝蔵醸造蔵 西条本町

登録有形文化財（建造物）登録有形文化財（建造物）登録有形文化財（建造物）登録有形文化財（建造物） 西④ 西條鶴醸造酒宝蔵仕込蔵 西条本町

名　　　　称 所　　在　　地 登録年月日 西⑤ 西條鶴醸造酒宝蔵煙突 西条本町

福① 福美人酒造事務所 西条本町 山① 山陽鶴酒造黒松一号蔵 西条岡町

福② 福美人酒造一号蔵 西条本町 山② 山陽鶴酒造黒松二号蔵 西条岡町

福③ 福美人酒造背戸蔵 西条本町 山③ 山陽鶴酒造黒松三号蔵 西条岡町

福④ 福美人酒造二号蔵 西条本町 賀① 賀茂鶴酒造本社事務所 西条本町

福⑤ 福美人酒造昭和蔵 西条本町 賀② 賀茂鶴酒造研究室棟 西条本町

福⑥ 福美人酒造福神寮 西条本町 賀③ 賀茂鶴酒造二号蔵東西棟 西条本町

福⑦ 福美人酒造従業員寮 西条本町 賀④ 賀茂鶴酒造二号蔵南北棟 西条本町

福⑧ 福美人酒造瓶詰場 西条本町 賀⑤ 賀茂鶴酒造二号蔵東井戸 西条本町

福⑨ 福美人酒造恵比寿蔵煙突 西条本町 賀⑥ 賀茂鶴酒造二号蔵西井戸 西条本町

福⑩ 福美人酒造門柱 西条本町 賀⑦ 賀茂鶴酒造二号蔵煙突 西条本町

福⑪ 福美人酒造三号蔵 西条本町 賀⑧ 賀茂鶴酒造三号蔵 西条本町

福⑫ 福美人酒造四号蔵北棟 西条本町 賀⑨ 賀茂鶴酒造三号蔵煙突 西条本町

福⑬ 福美人酒造四号蔵南棟 西条本町 賀⑩ 賀茂鶴酒造四号蔵 西条本町

福⑭ 福美人酒造三号蔵煙突 西条本町 賀⑪ 賀茂鶴酒造四号蔵井戸 西条本町

H28. 8. 1

福⑬ 福美人酒造四号蔵南棟 西条本町 賀⑩ 賀茂鶴酒造四号蔵 西条本町

福⑭ 福美人酒造三号蔵煙突 西条本町 賀⑪ 賀茂鶴酒造四号蔵井戸 西条本町

亀① 亀齢酒造洋館 西条本町 賀⑫ 賀茂鶴酒造四号蔵煙突 西条本町

亀② 亀齢酒造一号蔵 西条本町 賀⑬ 賀茂鶴酒造八号蔵煙突 西条本町

亀③ 亀酒酒造一号蔵煙突 西条本町 賀⑭ 賀茂鶴酒造蓬莱庵画室棟 西条本町

亀④ 亀齢酒造門柱 西条本町 賀⑮ 賀茂鶴酒造一号蔵西棟 西条本町

亀⑤ 亀齢酒造五号蔵 西条本町 賀⑯ 賀茂鶴酒造一号蔵東棟 西条本町

亀⑥ 亀齢酒造七号蔵煙突 西条本町 賀⑰ 賀茂鶴酒造一号蔵北土蔵 西条本町

泉① 賀茂泉酒造店舗兼主屋 西条上市町 賀⑱ 賀茂鶴酒造一号蔵南土蔵 西条本町

泉② 賀茂泉酒造新座敷 西条上市町 賀⑲ 賀茂鶴酒造一号蔵井戸 西条本町

泉③ 賀茂泉酒造土蔵 西条上市町 白① 旧石井家住宅主屋 西条本町

泉④ 賀茂泉酒造門及び塀 西条上市町 白② 旧石井家住宅土蔵 西条本町

泉⑤ 賀茂泉酒造前蔵 西条上市町 白③ 白牡丹酒造延宝蔵南端棟 西条本町

泉⑥ 賀茂泉酒造通路棟 西条上市町 白④ 白牡丹酒造延宝蔵北端棟 西条本町

泉⑦ 賀茂泉酒造火蔵 西条上市町 白⑤ 白牡丹酒造延宝蔵井戸 西条本町

泉⑧ 賀茂泉酒造中蔵及び東蔵 西条上市町 白⑥ 白牡丹酒造延宝蔵煙突 西条本町

泉⑨ 賀茂泉酒造煙突 西条上市町 白⑦ 白牡丹酒造天保蔵仕込蔵 西条本町

泉⑩ 旧広島県西条清酒醸造支場本館 西条上市町 白⑧ 白牡丹酒造天保蔵精米所 西条本町

泉⑪ 旧広島県西条清酒醸造支場精米所 西条上市町 白⑨ 白牡丹酒造天保蔵井戸 西条本町

泉⑫ 旧広島県西条清酒醸造支場醸造蔵 西条上市町 白⑩ 白牡丹酒造天保蔵煙突 西条本町

泉⑬ 旧広島県西条清酒醸造支場煙突 西条上市町 登録有形文化財（建造物）：今回答申を受けた物件登録有形文化財（建造物）：今回答申を受けた物件登録有形文化財（建造物）：今回答申を受けた物件登録有形文化財（建造物）：今回答申を受けた物件

泉⑭ 旧広島県西条清酒醸造支場門柱 西条上市町 小①小①小①小① 小島屋土蔵小島屋土蔵小島屋土蔵小島屋土蔵 西条本町西条本町西条本町西条本町

H29.7.21H29.7.21H29.7.21H29.7.21

答申答申答申答申

H29. 6.28

H28. 8. 1
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小島屋土蔵外観（南西から）

小島屋土蔵外観（西から）

小島屋土蔵1階内部

小島屋土蔵2階小屋組
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