
令和３年度第１回札幌市文化財保護審議会

日時 令和３年７月 26 日（月）15：00～ 

会場 Zoomによるオンライン開催  

次    第

１ 開  会 

２ 議  事 

 （１） 報告・質疑 

   Ⅰ 国等による文化財施設の動向 

   Ⅱ 経常事業（文化財係関係） 

    １ 令和２年度事業報告 

    ２ 令和３年度実施予定事業 

   Ⅲ 経常事業（埋蔵文化財係関係） 

    １ 令和２年度事業報告 

    ２ 令和３年度実施予定事業 

   Ⅳ 政策事業 

    １ 札幌市文化財保存活用地域計画について 

    ２ 歴史文化のまちづくり推進事業 

    ３ 文化財施設等保全事業 

   Ⅴ 札幌市指定文化財の指定に係る今後の方向性について 

３ 閉  会 
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１ 開  会

○事務局（北野） 定刻となりました。ただいまから令和３年度の第１回札幌市文化財保

護審議会を開会させていただきます。 

 現在、１０名の委員のうち神先生の映像が確認できないのですが、神先生にはこちらの

映像と音声は見えているということで、この形で参加させていただきたいという御連絡を

いただいております。 

 改めまして、私、札幌市文化財課文化財係長の北野と申します。 

 この審議会は、札幌市教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存や活用に関する重要事

項について調査、審議をする、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議をすることを

権能としておりますが、審議事項が特段ない場合であっても、年に２回程度、こうして審

議会を開催させていただきまして、札幌市の文化財行政について様々な御報告をさせてい

ただくとともに、委員の皆様方から御意見をいただく機会とさせていただいております。 

 令和３年３月に任期満了を迎えまして、今回新たに委員の皆様を選任させていただいた

ところでございます。今日はオンラインという形になりましたが、このメンバーでお集ま

りいただく最初の機会となりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは開会に先立ちまして、市民文化局長の本間より一言御挨拶を申し上げたいと思

います。 

○事務局（本間） 皆様お疲れさまでございます。４月に着任いたしました市民文化局長

の本間でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 令和３年度第１回目の文化財保護審議会の開会に当たりまして、一言御挨拶をさせてい

ただきます。 

 今、司会からもありましたけれども、本日は新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏ま

えまして、オンラインでの開催ということにさせていただきましたが、皆様御多用のとこ

ろ、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。また、皆様には日頃から、札幌

市の文化財行政の推進に特段の御支援、御協力を賜っておりますこと、この場をお借りい

たしましてお礼を申し上げたいと思います。 

 さて、昨年から引き続きます新型コロナウイルス感染症の拡大によって、まさに市民の

日常生活から文化芸術活動に至る幅広い分野で非常に深刻な影響というものを及ぼしてお

りまして、札幌市といたしましても、市民の命や健康というものを守ることはもちろんな

のですが、心豊かな生活を送る上で不可欠となります文化芸術活動が継続されますよう、

文化芸術活動再開支援事業というようなものも立ち上げまして支援を行ってまいりまし

た。 

 そして文化財の関係では、令和２年２月に、市内の文化財の保存と活用を進める上での

初めての総合的な指針となります「札幌市文化財保存活用地域計画」を策定させていただ

きまして、札幌の文化財を生かし、守るための様々な施策に取り組んでいるところでござ

います。 
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 詳細は後ほど事務局より御報告させていただきますが、令和２年度は、文化財情報の

データベース化や、経済観光団体と設置しました協議会によりますワークショップの開

催、またパンフレットの作成など、今後、札幌市の文化財の保存・活用をさらに推し進め

るための礎となります新規事業にも着手させていただいたところでございます。 

 そうした中、令和２年１２月には、旧札幌控訴院庁舎が札幌市所有の文化財としては約

５０年ぶりに国の重要文化財に指定されまして、札幌市の文化財の価値に改めて市民から

の注目が集まる、市民以外でもそうですが、注目が集まるきっかけとなったのではないか

と考えているところでございます。 

 今後も様々な機会を捉えまして、貴重な財産でございます札幌市の文化財の価値と魅力

が多くの市民の間で共有され、その保存と活用が確かなものとなりますよう鋭意取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 結びとなりますが、本審議会の委員の皆様には、札幌市の文化財行政の推進に今後とも

お力添えをいただきますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。本日

はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（北野） 局長の本間より御挨拶を申し上げました。 

 大変申し訳ありませんが、本間は別件がございまして、ここで退席とさせていただきま

す。 

 それでは、本日の資料を確認させていただきます。 

 まず、今回の審議会の次第と、委員の皆様の名簿。次に、文化財保護条例などの審議会

に関わる規定類、それから、「令和３年度札幌市文化財保護審議会（第１回）」とタイト

ルが付されたものがございまして、こちらが今日のメインの資料になります。不足ござい

ませんでしょうか。 

 続きまして、委員の皆様の御紹介をさせていただきます。 

 今年４月１日付で皆様に委員の委嘱をさせていただきました。今期より新たに御就任を

いただいた４名の委員を含めまして、全部で１０名の委員に御就任をいただいておりま

す。何とぞよろしくお願いいたします。 

 なお、略儀で大変申し訳ございませんが、委嘱状につきましては、今回オンラインとい

うこともありまして、皆様のお手元に、開催に先立ち郵送させていただいております。 

 本日は１０名の委員全員に御出席をいただいております。参考までに、文化財保護条例

の施行規則の第４条第２項におきまして、この審議会の成立要件を、委員の半数以上の出

席と定めてございます。 

 本日は改選後初めての審議会になりますので、名簿の順に委員の皆様を御紹介させてい

ただきます。私のほうでお名前を読み上げましたら、一言ずつ御挨拶を頂戴できればと思

います。 

 まず、前一般社団法人札幌観光協会専務理事でございます今井啓二委員でございます。 

○今井委員 今井です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局（北野） 次に、東海大学教授でいらっしゃいます内山幸子委員でございます。 

○内山委員 内山です。今年度から初めて加えさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○事務局（北野） 次に、北海道大学大学院教授でいらっしゃいます小澤丈夫委員です。 

○小澤委員 北大の小澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。専門は建築で

ございます。 

○事務局（北野） 次に、北海道博物館学芸部学芸主幹でいらっしゃいます甲地利恵委員

です。 

○甲地委員 甲地です。よろしくお願いします。４月からの人事異動で、学芸主幹ではな

くて、また研究主幹というものになりましたので、そこだけ訂正させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（北野） 次に、特定非営利活動法人北海道遺産協議会副会長でいらっしゃいま

す神姿子委員でございます。 

 続きまして、北海道大学大学院教授でいらっしゃいます高瀬克範委員でいらっしゃいま

す。 

○高瀬委員 高瀬と申します。よろしくお願いいたします。専門は考古学になります。大

分札幌市の埋蔵文化財関係については、教育面とか研究面でお世話になっておりますの

で、ユーザーの視点なんかも少し役に立つかなというふうに思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○事務局（北野） 次に、北海道大学大学院教授でいらっしゃいます谷本晃久委員です。 

○谷本委員 谷本でございます。専門は歴史学でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（北野） 続きまして、一般財団法人北海道文化財保護協会副理事長でいらっ

しゃいます田山修三委員です。 

○田山委員 田山です。どうぞよろしくお願いいたします。４月から新しく参加させてい

ただくことになります。主に活用のほうのことが中心になって、教育にも関わるかと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（北野） 続きまして、株式会社照井康穂建築設計事務所代表取締役でいらっ

しゃいます照井康穂委員です。 

○照井委員 照井です。よろしくお願いします。もう一つ、ＮＰＯれきけんという団体の

ほうの理事もしておりまして、専門は建築及び建築史のほうを担当しております。どうぞ

よろしくお願いします。 

○事務局（北野） 最後に、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授・植物園

園長でいらっしゃいます冨士田裕子委員です。 

○冨士田委員 冨士田です。よろしくお願いいたします。私も初めての委員会なので、よ

ろしくお願いします。それから、うちの植物園の中には、国指定の重要文化財や登録文化
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財があり、維持管理が一番の問題になっております。よろしくお願いいたします。 

２ 議  事

○事務局（北野） それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 初めに、会長、副会長の選出をさせていただきたいと思います。 

 札幌市文化財保護条例施行規則の第３条において、会長は、審議会を代表し、議事その

他の会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理

するということになってございます。選出は、委員の皆様の互選によることとされており

ますが、会長、副会長の選出につきまして御提案等ございますでしょうか。 

 もし御提案等ないようでありましたら、事務局の案をこちらで御提案させていただいて

もよろしいでしょうか。 

（「いいです」の声あり） 

○事務局（北野） ありがとうございます。 

 それでは、事務局から案といたしまして、前回任期におきまして会長をお務めいただい

ておりました谷本委員に引き続き会長を、副会長には小澤委員に御就任いただく案を御提

示させていただきますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

（「異議ありません」の声あり」） 

○事務局（北野） ありがとうございます。 

 それでは、会長は谷本委員、副会長は小澤委員ということで決定させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これより後の議事進行につきまして、谷本会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○谷本会長 分かりました。谷本でございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、早速議事のほうに入らせていただきたいと思います。スムーズな進行につい

て皆様方の御協力をどうかよろしくお願いいたします。 

 それから、神先生におかれましては、何か御意見、御発言がある場合には、チャットで

書き込んでいただければ、私が代わって読み上げさせていただきたいというふうに思いま

すので、御遠慮なくチャットのほうに、神先生、御意見があればお書き込みいただければ

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、議事に従いまして進行していきたいと思います。 

 次第の２が議事になっておりまして、（１）が報告・質疑でございまして、Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴまでが報告・質疑の議題ということになってございます。 

 まず最初に、この２の（１）の報告・質疑のうち、Ⅰ、国等による文化財施策の動向、

それから、Ⅱ、経常事業（文化財係関係）、この二つにつきまして事務局のほうから御説

明よろしくお願いをいたします。 
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○事務局（北野） では、御説明をさせていただきます。 

 では、１ページ、国等による文化財施策の動向というところから御説明させていただき

ます。 

 資料にありますとおり、日本の文化財保護制度は、文化財保護法によって有形文化財、

無形文化財、有形・無形の民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群の６分野

を定め、これらのうち重要なものを国または地方公共団体が指定・選定・登録等を行いま

して、貴重な文化財の保護、継承を図ることとしております。 

 近年では特に、文化財について積極的に公開等を行って、活用機会を増やしていくこと

で次世代に継承を促す取組が重要となってきております。 

 資料８ページの別添資料１－１、こちらが文化財の体系図になっております。直近で法

改正がございまして、登録無形文化財、登録無形民俗文化財が新たに加わっており、それ

を反映した現状の体系図となっております。 

 それでは、近年の文化財保護法の改正について御説明をさせていただきます。 

 文化財保護法は、直近で様々制度改正が行われ、平成３０年度成立の改正法では、それ

までの国や市町村の指定ということを中心とした保護制度に加え、都道府県が文化財保存

活用大綱、市町村がその地域にあった文化財保存活用地域計画をそれぞれ策定するという

ことが法律上規定されるなど、未指定の文化財を含む地域の文化財について、地域社会総

がかりで守っていく体制を構築する方向に強化されているところでございます。 

 この流れを受けて札幌市では、先ほど局長挨拶にもありました札幌市文化財保存活用地

域計画を令和２年２月に策定をしてございます。また、同年８月には、北海道においても

文化財保存活用大綱の策定を終えております。 

 そして、令和３年４月に成立した改正法については、資料９ページに別添資料１－２を

おつけしております。今回の改正では、これまで建造物や美術工芸品などの有形のものを

対象としていた文化財の国登録制度に、に芸能や工芸技術等の無形の文化財を対象とする

新たな制度が設けられることになりました。また、それに加え、これまで一部の地方公共

団体が、国登録制度に準じた文化財の地方の登録制度というものを各地で設けていたので

すが、それらについては法律上に根拠がなかったところ、今回の法改正で、地方登録制度

が文化財保護法に明記されることとなりました。 

 この大きく２点の法改正のうち、無形文化財、無形民俗文化財の登録制度については、

令和３年６月１４日に施行されており、また、残る地方登録制度に関する規定は、令和４

年４月に施行予定です。 

 以上が法改正の内容の御説明でございます。 

 では、資料１ページのほうにお戻りいただけますでしょうか。 

 資料１ページのⅡの経常事業（文化財係関係）という部分について御説明を申し上げま

す。 

 まず、１の令和２年度事業報告のうちの（１）市内文化財の指定等について御説明いた
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します。 

 令和２年度の札幌市内の文化財の指定等の動きにつきましては、１２月２３日に大通西

１３丁目にございます旧札幌控訴院庁舎が国の重要文化財になるという出来事がございま

した。この旧札幌控訴院につきましては、平成３０年３月に札幌市の指定文化財に指定を

していた物件でございましたが、今回、国の重要文化財になったことを受けまして、市の

指定からは外れました。資料の１０ページから１２ページには、今現在の札幌市内の指定

文化財、登録文化財の一覧をつけてございますので、よろしければ参考に御覧いただけれ

ばと思います。 

 それでは、資料１ページに戻りまして、（２）札幌市所有文化財の保存・活用に関して

御説明を申し上げます。 

 札幌市が所有する指定文化財、登録文化財のうち、建造物や史跡については、文化財本

来の価値を損なわないように適切に維持管理を行うとともに、市民のニーズを踏まえた幅

広い活用の在り方を検討し、修繕、復元、耐震化等を実施し、観覧施設などとして公開を

行っているところです。また、指定文化財である歴史資料等につきましても、複製を活用

するなどして適切な保存と公開に努めているところでございます。 

 文化財課では、１３件の指定文化財を所管しているほか、市有施設等において、その地

域地域の団体が資料の保存・展示を行っている郷土資料館について様々な支援を行ってい

るところです。 

 １３ページの別添資料２－３については、文化部所有の文化財施設についての公開、活

用状況、観覧者数の状況についてまとめた資料、１４ページの別添資料２－４は、同様に

市内の郷土資料館についての状況をまとめたものです。 

 文化財施設の観覧者数の動向についてですが、時計台、それから旧札幌控訴院庁舎、旧

永山武四郎邸、それから豊平館といった順に多くなっています。令和２年度は、新型コロ

ナウイルスの感染症の影響で、各館とも休館ですとか利用制限といったことを行いながら

公開をしてございました。また、感染状況が収束した令和２年８月に観光需要の喚起策と

して、時計台や豊平館について、市有施設無料化も行ったところですが、１年間を通して

の観覧者数は、例年に比べると落ち込んでいるといった状況です。 

 資料の２ページ（３）無形文化財保存伝承事業について御説明をいたします。 

 札幌市では、市指定無形文化財であります丘珠獅子舞、それから、アイヌ民族の伝統行

事であるアシリチェプノミの保存伝承事業というものをそれぞれの団体で行っております

が、これらに対する補助事業を継続して行っています。令和２年度については、両保存団

体から申請がありまして、このうち丘珠獅子舞に関しては、昨年の新型コロナウイルスの

影響によりまして、お祭りでの披露の機会がなくなり、それから伝承活動についても、練

習もかなり制限をされたということで、補助対象となる活動実績がなかったという報告を

受けています。アシリチェプノミについては、野外で行われるということもありまして、

９月１３日に感染対策を徹底した上で行っているという状況でございます。 
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 次に、（４）文化財の普及啓発の部分ですが、令和２年度の取組といたしまして、文化

財の価値、魅力を発信するために、各種の情報媒体を整備いたしまして、文化財課ホーム

ページで情報発信、それから、職員によって文化財の普及啓発講座を実施しております。

札幌市の文化財に関する総合的な情報を網羅した冊子「札幌の文化財」というものがあり

まして、こちらを１０年ぶりぐらいにリニューアルをしました。時点修正や写真の入れ替

えを行った更新版を、現在、各文化財施設ですとか区役所等で配布しています。またあわ

せて、同じデザインのマップも製作しました。 

 例年実施している札幌市文化財保護指導員による文化財の普及啓発講座は、新型コロナ

ウイルスの影響で申込みが激減し、実績が１件にとどまったという状況でございます。 

 資料の３ページに移っていただきまして、（５）その他の主な取組について御説明させ

ていただきます。 

 これまで御説明させていただいた以外で令和２年度における主な取組として３点ほど、

紹介させていただきます。 

 まず１点目が、時計台の創建記念日記念行事です。こちらは、時計台を市民に親しんで

もらうための活動を行っている時計台まつり実行委員会による取組で、例年、時計台の創

建日を記念する式典や演奏会を開催しておりますが、市としてもこちらの行事の補助をし

ているところでございます。令和２年度については、新型コロナウイルスの影響で記念行

事の規模が大幅に縮小されたほか、補助の申請もなかったということで、広報等の支援を

継続して行ったというところでございます。 

 次に２点目、子どもの提案・意見募集事業です。こちらは、札幌市の子ども未来局で子

どもの権利推進課が行っている事業で、例年、市の様々な施策について子どもの提案・意

見を募集して、子どもが市の施策事業について気軽に提案できる仕組みを設けるととも

に、まちづくりに子どもの視点を幅広く取り入れられるようにする目的で行われているも

のでございます。 

 令和２年度は、この取組に札幌の文化財の普及啓発をテーマにしまして、「文化財を

もっと知ってもらうにはどうしたらいいだろう？」、「みんなが参加したくなる文化財の

イベントを考えよう！」というテーマで意見募集を行い、寄せられた提案・意見に札幌市

としても回答をしました。令和３年３月に発行の「子ども通信」で寄せられた意見の内容

や市の対応を掲載しています。 

 最後に、北海道遺産デザインコンテストについて御説明をいたします。こちらは、札幌

市と特定非営利活動法人北海道遺産協議会様が共催をしたものでございまして、市内の文

化財をモチーフにした創造性豊かなイラストやグラフィックなどのデザイン表現を募集す

るコンテストでございました。募集要項で、入選作を文化財の普及啓発イベントなどで配

布するグッズに使うということにさせていただいたところ、たくさん応募をいただきまし

て、実際に昨年度のシンポジウム等のイベントで、制作したグッズの配布を行ってござい

ます。 
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 次に、３ページの２、令和３年度実施予定事業につきまして触れさせていただきます。 

 資料に記載のとおり、（１）札幌市所有文化財の保存・活用、（２）無形文化財保存伝

承事業、（３）文化財の普及・啓発について、それぞれの令和２年度の取組を継続して

行っていくということでございます。その他の事業につきましても、時計台創建記念日の

事業等への支援を継続してまいります。 

 いずれの事業につきましても、今年度も新型コロナウイルスが非常に大きな影響を与え

ておりますので、そういった感染状況の注視をしながら、事業の実施の是非を含めた対策

を講じていきたいと考えております。 

 長くなりましたが、以上で、国等による文化財施策の動向及び経常事業（文化財係関

係）につきまして説明を終えさせていただきます。 

○谷本会長 どうもありがとうございました。資料に基づいて、Ⅰ、国等による文化財施

策の動向、それからⅡ、文化財係関係の経常事業、令和２年度の事業報告とそれから令和

３年度の実施予定事業に関して御説明をいただいたところです。新型コロナウイルスの感

染状況に対する配慮というものが一つ大きくあるということ。それから国による文化財施

策の動向に関しては、文化財保護法の改正があって、その御報告というのもいただいたと

ころであります。 

 委員の先生方のほうから、今の御説明について何か御意見もしくは御質問等あればどう

ぞ、いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 小澤先生、よろしくお願いします。 

○小澤委員 小澤です。一つ確認させていただきたいのですけれども、旧札幌控訴院庁

舎、資料館だと思うのですけれども、重要文化財になったということなのですが、使われ

方とかは今までとほぼ同じで考えていらっしゃいますでしょうか。あるいは、重要文化財

になった契機で何か使い方を変えていったりとか、考え方もあるかと思うのですけれど

も、その辺の考えをお聞かせ願えるでしょうか。 

○谷本会長 どうぞ。お返事いただければと思います。 

○事務局（北野） 旧札幌控訴院庁舎の使われ方が、変化があるかという御質問でござい

ます。こちらにつきましては、直ちに重要文化財になったタイミングで変えるということ

はございませんが、今後、施設の使い方について検討していく中では、重要文化財という

価値が加わったということで、その部分は考慮されていくことになるかと思います。基本

的には今までの施設の在り方、条例等で定めたものがございますので、それを今は継続し

ているという状況でございます。 

○小澤委員 やはり重要文化財になったということで、内部の改変とかも非常にある意

味、難しくなってくると思いますので、そのあたり、やはり使われ方ですね、使ってい

らっしゃる方の使われ方。それから、文化財としての価値を損ねないということで、これ

からかなり慎重な協議が必要かというふうに思いますので、そのあたり、ちょっとよろし

くお願いします。 
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○谷本会長 小澤先生ありがとうございました。事務局には、今の御意見を踏まえていろ

いろと検討していただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今、チャットで、神先生のほうから御意見がありました。ちょっと読みますが、「手前

みそですが、北海道遺産デザインコンテストは文化財を身近に感じるとってもよい事業

だったと思います。こうした取組に今後とも御協力いただきたいと思います」。このよう

な御意見ございましたが、事務局のほう、いかがでございましょうか。 

○事務局（北野） デザインコンテストについては、今後も、全く同じ取組をするかは決

まっていない状況ですが、今後もいろいろと御相談させていただきながら、文化財の保

存・活用を盛り上げる取組をさせていただきたいと思っております。 

○谷本会長 ご協力いただきたいということですので、よろしくお願いいたします。 

 今井先生、では、続いて御意見よろしくお願いいたします。 

○今井委員 先ほど事務局から、今年度の予定事業については、令和２年の取組を継続と

いう説明ございました。さらっと先ほど説明あったのですけれども、昨年度、文化財課で

制作した文化財を説明する印刷物、１０年ぶりにリニューアルしたという話ございました

けれども、内容を見させていただきましたけれども、私は大変いいものができたなという

ふうに感じております。 

 先ほど配布先にも、区役所等配布していただいたということですが、私が以前担当して

おりました観光案内所などにも配布していただいて、ぜひ、市民や観光客に札幌の文化財

について理解を深めていただく取組を続けていただきたいなと思います。 

 特に近年、市民、観光客とも、中高年層の方々はやっぱり健康管理の意識、大変高い状

況にございますので、作られたパンフレットの中に「文化財めぐりマップ」という印刷物

もございます。歩いて回るのには大変よくできていると思いますので、この利活用も期待

できるのではないかなというふうに感じました。 

 先ほど、文化財課では大体１３の施設を所管しているというお話ありましたけれども、

当然その施設にはいろいろな説明なり書かれているのだと思うのですが、そこの文化財に

至る、導くといいますか、誘導サインなんかの充実にも配慮していただきたいなと、そう

いうふうに感じております。 

 以上です。 

○谷本会長 ありがとうございました。 

 マップ等、これの普及や活用、あるいは配布についての御意見でしたが、照井先生、こ

れに関連しての御意見ということでよろしいですか。 

 では、照井先生よろしくお願いいたします。 

○照井委員 照井です。 

 今ありました文化財のマップ、それから「札幌の文化財」も、私もこれすごくいいと

思っておるのですが、ネットでの配信とか、別の媒体を使った配布の仕方、配信の仕方と
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いうのはどのようなことがされているのか、教えていただければありがたいです。 

○谷本会長 そうですね。先ほどの今井先生のご発言は、どこに配布するかという話でし

たが、照井先生からのご質問は、どんな媒体で配布するかということです。事務局のほう

で今のお二方の先生方からの御意見、御質問に対するお返事があれば、お願いできればと

思いますが。 

○事務局（北野） 御意見いただきましてありがとうございます。ネットでの配信につき

ましても、市内の観光客が来てくれるようなところに配るということにつきましても、よ

り多くの方に届くためにいろいろな工夫が必要ではないかということかと思います。今、

市有施設が休館したりして、例えば時計台にも置いていたのですけれども、閉まってし

まって取りに行けない状況なのですけれども、引き続き配布場所については、いろいろな

方に手に取っていただける工夫をしてまいりたいと思っています。 

 また、ネットに関しては、昨年度も保護審議会の席で御意見をいただいたと記憶してお

りますけれども、なるべくホームページからダウンロードしていただけるようにしたいと

思っておりまして、まだ完全に対応していない部分があるのですけれども、今後こういっ

た印刷物は、ネットを介しても見ていただけることを意識してやっていきたいと思ってい

ます。 

 文化財のマップはネットに上げるとすごく細かくなってしまうので、一旦要検討という

ところでまだできていないところだったのですが、引き続き、どういう形で上げれば見や

すい形で上げられるかについて検討していきたいと思います。 

○谷本会長 ありがとうございました。 

 照井先生お願いします。 

○照井委員 今のこのデザインもとてもすてきにできていると思いますので、ほかの媒体

に上げるときも、ブランディングを意識して、統一的なデザインで配信できると効果的か

と思いますので、御検討いただければ助かります。 

○谷本会長 御検討、よろしくお願いいたします。 

 では、冨士田先生、よろしくお願いいたします。 

○冨士田委員 今いろいろな施設がコロナで閉まっていますね。うちは、幸いと言ったら

おかしいのですけれども、植物園、庭園は野外ですので開けております。そうすると、他

の施設が閉まっているので、それなりにお客様がいらしてくださいます。例えばですが、

植物園の入り口にこれを置くとかということできるのであれば、観光客の方が持って行か

れて、中を見て、ほかの文化財も回ろうかなと思うのではないかと思うのですけれども、

そういうのはありでしょうか。可能ですか。 

○谷本会長 いかがでしょう。 

○事務局（北野） ぜひ、今、もし置かせていただけるのであれば、これから御相談させ

ていただいて、たくさんの方が訪れる場所だと思いますので、ぜひ前向きにお願いしたい

と思います。 
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○冨士田委員 よろしくお願いします。多分、無観客とはいえ、オリンピック関係で人が

来ないわけではないと思いますので、可能なら置いておいたらいいかなと思うので。よろ

しくお願いします。 

○事務局（北野） ありがとうございます。 

○谷本会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 マップを見ると植物園もいろいろと文化財が明記されていますから、植物園に置かせて

頂けると本当に冨士田先生のおっしゃるようにいいですね。いろいろなところに配布の方

法というのは、工夫の余地はあるかなというふうに思いました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 もしまたあれば、後でまた遡って御指摘いただいても構わないと思います。時間のほう

も少し押してしまいましたので、議事に従って進めさせていただきたいというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 では、続いて、Ⅲ番の経常事業のうち、埋蔵文化財関係の経常事業について、これに関

して事務局のほうから御説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（藤井） 埋蔵文化財普及啓発担当係長の藤井と申します。よろしくお願いいた

します。 

 私のほうからは、埋蔵文化財関係の令和２年度事業報告及び令和３年度の事業予定につ

いて御説明させていただきます。 

 まず、資料の４ページのほうを御覧いただきたいのですが、最初に資料の訂正をお願い

いたします。４ページの表の番号がちょっとずれていまして、表の４が表の３へ、それか

ら５ページの表の５が表の４になります。訂正をお願いいたします。 

 それでは、まず、埋蔵文化財保護事業ですが、市内の埋蔵文化財包蔵地は現在５４２か

所となっております。２年度の新規発見はございませんでしたけれども、今年度に入りま

して１カ所新規追加となってございます。 

 それから、令和２年度の協議件数等につきましては、表の１のほうに掲載してございま

す。昨年度と比べますと、相談・協議は、公共事業のほうはやや増加しておりますが、民

間事業のほうが大きく減少しております。全体としても減少傾向というふうになってござ

います。協議書や保護法の届出件数につきましては若干の増加傾向で、試掘調査、それか

ら工事立会につきましても増加となっております。全体的に見ますと、公共事業について

はほぼ横ばい、それから民間事業につきましては、相談・協議が減少する一方で、協議・

届出のほうが増加しておりまして、事業自体としましては回復傾向だったというようなこ

とが言えるかと思います。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大予防で、埋蔵文化財保護のための相談・協議以外

の包蔵地分布図によります包蔵地の確認などにつきましては、ホームページでの確認をお

願いしておりまして、書類の提出につきましても郵送での提出をお願いして、可能な限り

来所を控えていただくように対応しているところでございます。 
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 続きまして、発掘調査事業につきましてですが、令和２年度の発掘調査はございません

でした。 

 整理事業につきまして、平成３０年度、それから令和元年度に発掘調査を実施いたしま

した北区西茨戸のＫ５５６遺跡、それからＫ５５７遺跡について、報告書刊行に向けた整

理作業を実施してございます。 

 続きまして、普及啓発事業について説明させていただきます。 

 まず、埋蔵文化財センターの普及啓発事業につきましては、表の２のほうにまとめてご

ざいますけれども、前年度の数字を括弧内に表示しております。 

 埋蔵文化財展示室の来館者数は大きく減っておりますけれども、その要因といたしまし

ては、新型コロナウイルス等の対応によりまして、令和２年４月１４日から５月３１日ま

での約一月半ぐらい展示室を臨時休館といたしておりますところと、それから、６月１日

から再開した後につきましても、展示室の団体利用につきましては、密を避けられないと

いうことから、対応を中止しているところでございます。それから、不特定多数の方が触

れるものが若干ございまして、レプリカ土器ですとか火起こしの道具などを置いているの

ですが、それらを置いている体験コーナーを閉鎖しているのですけれども、それが影響し

ているのかなというふうに思ってございます。 

 こういった状況の中で実施した事業といたしましては、市内の発掘調査速報展、それか

ら企画展でございます。４月１日から１１月３０日までは、令和元年度に発掘調査を行い

ました西茨戸のＫ５５６遺跡、縄文文化の遺跡になりますけれども、それと近隣の遺跡を

テーマとした、発掘された札幌の遺跡展、それから、１２月１日から令和３年１月１４日

までは、縄文世界遺産登録応援パネル展、それから、１月１５日から３月３１日までは、

縄文から擦文文化の植物利用をテーマといたしました「木の実なんの実？」という企画展

を開催しております。 

 続きまして、丘珠縄文遺跡運営管理事業について説明させていただきます。 

 令和２年度の主な利用者数につきましては、表の３のとおりとなってございます。令和

元年度末まで、さとらんどセンターハウスの大規模改修工事を行っておりまして、令和２

年３月３１日までセンターのほうを閉鎖していた関係で、それらの復旧のため、４月２６

日まで開館準備を行って、４月２７日の夏期オープンを目指しておりましたけれども、４

月１４日から市有施設の閉館措置に伴いまして、体験学習館とともに５月３１日まで臨時

休館となりまして、こちらのほうも６月１日からのオープンとなりました。 

 こちらは、オープン後につきましても、新型コロナウイルスの予防のため、団体利用の

受付、それからボランティア活動、養成講座、土器の３次元パズル、縄文土器づくり等々

は休止となっております。火起こし体験につきましては、１日の利用人数を制限した上

で、土日に限定して実施をしているところでございます。唯一、勾玉づくりに関しまして

は、感染予防対策を講じながら実施が可能というような判断をいたしまして、人数を制限

しつつですが、実施したところです。 
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 丘珠縄文遺跡の発掘調査につきましては、８月２４日から９月３０日まで、ボランティ

アの参加につきましては見合わせまして、参加していただかないということで、職員と補

助スタッフのみで実施をしてございます。この間、９月１９、２０日の土日を使いまし

て、「遺跡公開デー」というイベントを開催してございます。この頃は一番感染拡大が収

まっていた時期でもありまして、感染対策を十分に行いながらイベントを実施してござい

ます。 

 以上が令和２年度の事業報告でございます。 

 続きまして、令和３年度に実施を予定している主な事業計画について御説明させていた

だきます。 

 資料の５ページになりますが、まず、埋蔵文化財保護事業ですが、今年度の発掘調査事

業につきましては、北区の屯田におきまして、Ｋ４９６遺跡の発掘調査を現在実施してい

るところでございます。 

 こちらは、市の道路新設事業に伴うものでございまして、平成３０年度、それから令和

元年度に発掘調査を実施した北区西茨戸のＫ５５６遺跡、それからＫ５５７遺跡と同じ路

線上に当たる遺跡になります。位置関係といたしましては、Ｋ５５７遺跡のほうが北側に

あるのですが、その遺跡の南西方向に約１.５キロほどの距離にございます。今回の調査

地点では、縄文、それから続縄文文化の遺物が見つかっております。現場の作業のほうは

７月１日から開始いたしまして、１０月の中旬までを予定しているところでございます。 

 また、西茨戸のほうのＫ５５６遺跡、それからＫ５５７遺跡のほうにつきましては、今

年度末に発掘調査報告書を刊行する予定でございます。 

 さらに、今年度につきましては、埋蔵文化財包蔵地分布図の第１０改訂版の発行を予定

してございます。この分布図につきましては、市政刊行物コーナーで、有償になりますけ

れども、販売しているほか、埋蔵文化財センターのホームページのほうでもＰＤＦ版を公

開しているところでございます。一応こちらのほうは、９月の頭の発行と、それから更新

の予定をしてございます。 

 次に、今年度の普及啓発事業についてですけれども、今年度の各種事業につきまして

も、新型コロナウイルスの感染状況を見極めながらの実施となっているところでございま

すけれども、緊急事態宣言などもありまして、今年度、５月４日から７月１１日まで埋蔵

文化財展示室が臨時休館となりました。７月１２日から展示室のほうを再開いたしました

けれども、昨年から引き続いて、やはり密を避けられない展示室を活用した校外学習です

とか団体見学、それから体験学習の対応のほうは休止をしているところでございます。 

 展示のほうに関しましては、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録応援パネル展

を現在実施しているところでございます。この縄文遺跡群に関しましては、先頃、５月ぐ

らいですかね、世界文化遺産へ登録が望ましいとのユネスコの勧告を受けまして、ちょう

ど現在開催中となっていると思いますが、世界遺産委員会ですね、まさに明日あさってぐ

らいには登録決定になるのではないかというところでございます。決定となった後につき
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ましては、決定記念というふうにタイトルを変更いたしまして、パネル展を継続していく

予定でございます。 

 続きまして、丘珠縄文遺跡運営管理事業ですけれども、こちらも同様の対応ということ

になりますけれども、昨年度とほぼ同じような状況になっているところでございますけれ

ども、体験学習、それから団体利用、それからボランティア活動につきましては、休止と

しているところでございます。 

 さらに、今年度につきましては、この後、７月の末から８月の初旬にかけて実施する方

向で直前まで準備しておったのですが、勾玉づくりにつきましても中止というふうなこと

になってございます。 

 また、発掘調査に関しましては、昨年度と同様にボランティアの参加を見合わせまし

て、職員と補助スタッフのみで実施する方針でございます。今後の動向にもよりますけれ

ども、今のところ９月の遺跡公開デーにつきましては、何とか実施したいなというふうに

考えているところでございます。 

 以上が令和３年度の実施予定の主な事業でございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○谷本会長 どうもありがとうございました。埋蔵文化財係関係の経常事業に関して、令

和２年度、ですから昨年度の御報告と、それから今年度の、もう今年度入っていますけれ

ども、実施予定の事業の御説明がいただけたというふうに拝聴いたしました。いずれも新

型コロナウイルスに大きな影響を受けて、中止や休止のイベント、企画ということや、あ

るいは発掘事業自体にボランティアの方々が参加できないというようなことが昨年度、今

年度と継続しているというような御報告、御説明だったというふうに受け止めました。昨

年度の御報告、今年度の御説明に関して御意見、御質問等があれば承りたいと思います

が、いかがでございましょうか。 

 高瀬先生、よろしくお願いいたします。 

○高瀬委員 丘珠について、ボランティアさんの動向とかが心配なのですけれども、ただ

でさえ大規模改修で長期間活動がなくて、コロナでさらにということで、何かボランティ

アさんに対するケアとか、この間されているのでしょうか。今度再開できるとなったとき

に離れていってしまうというのがちょっと心配なのですが。 

○事務局（藤井） そうなのですね。それを私どものほうでも心配しておりまして、去年

から今年にかけてずっと、ほとんど何もできない状態が続いていたのですが、それに関し

てケアという点で、ボランティアさんに向けて、年間に４回ほどボランティア通信を作っ

て皆さんにお送りしております。今年も既に通信として送っていますかね。それも、ボラ

ンティア講座なんかもできない状態ですので、それに代えられるような少し学術的な内容

なんかも含めて、現在の動向ですとかをトピック的にまとめたものを発行して送付してい

るところです。 

○高瀬委員 ありがとうございます。また、オンラインとかも、やっぱりこういう形でも
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使えると思いますので、ボランティアさんの研修とかもなるべくやっていただいたほう

が、この後、まだ継続性があるかなというふうに思います。どうもありがとうございま

す。 

○事務局（藤井） そうですね。ありがとうございます。オンラインの活用なんかも、今

現在検討しているところでございまして、何をどの程度まで使えるかというのをちょっと

様子を見ながら、取り入れていけたらなというふうに思ってございます。 

○谷本会長 ありがとうございました。貴重な御意見いただきました。 

 ほかに埋蔵文化財に関する御質問等、御意見等ありますでしょうか。 

 甲地先生、よろしくお願いいたします。 

○甲地委員 質問というのではないのですが、いただいた資料に記載されていないような

企画ですとか事業名なんかも口頭で御説明があったと思いますので、分かっている方には

分かっていると思うのですが、御説明で上げられたものは資料にも書かれていると、より

分かりやすいかなと思いますので、後づけでいいので、補充していただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○事務局（藤井） すみません。申し訳ございませんでした。修正させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○谷本会長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにはいかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、この文化財に関する議事に関してはここまでにさせていただいて、次に議事を進

めていきたいというふうに思います。どうもありがとうございます。 

 では、続いて、次はⅣ番になりますね。政策事業に関することです。その政策事業のう

ちの、三つありますが、そのうちの一つ目、札幌市文化財保存活用地域計画についての御

説明、まずここからお願いできればと思います。事務局のほうからよろしくお願いいたし

ます。 

○事務局（北野） 北野から御説明いたします。 

 資料の５ページになります。札幌市文化財保存活用地域計画について御説明いたしま

す。 

 この計画につきましては、冒頭でも御説明させていただいたのですが、令和２年２月に

策定した札幌市の文化財の保存・活用に関する、本市で初めての総合的な指針となるもの

になります。札幌の文化財の現状や課題について検討を行いまして、令和２年度から６年

度までの５か年の間の計画について取りまとめたものでございます。市内の文化財の保

存・活用に関わる事業について、計画では「文化財の保存・活用に関する措置」という言

い方をしていますけれども、そういったものをまとめた計画になっております。 

 計画の進捗状況について、計画の本文にも記載しているのですが、定期的にこの審議会

にも私どもから御報告をさせていただきまして、委員の皆様方からの御意見ですとか御指

導いただいて、適宜その取組内容に反映をさせていくと。こういった取組を計画期間内に
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やっていきたいと考えてございます。 

 令和２年度が計画の初年度になるのですけれども、この実績等につきましては、令和３

年７月に、景観や観光、教育の分野などの札幌市の関連部局が所管するものを含め、照会

を実施しております。その結果はつい最近取りまとめたものがございまして、紙の資料を

送ったときには間に合わなかった部分なのですけれども、別途メールで送付させていただ

いた別添資料３に取りまとめたとおりでございます。資料３は非常に細かい内容が多いの

で、この場での御説明は割愛させていただきますけれども、今後もこういった形で時点時

点の状況把握をして御報告をさせていただき、場合により御意見をいただきながら取組を

進めてまいりたいと考えております。 

 札幌市文化財保存活用地域計画についての説明は以上です。 

○谷本会長 どうもありがとうございました。事前にメールで送っていただいた表が、そ

れの具体的な説明ということになるわけですね。 

○事務局（北野） はい。そちらをもちまして御報告という形にさせていただきたいと思

います。 

○谷本会長 分かりました。それも含めまして、今回、特にここで何か決めてお返事する

というわけではなくて、御意見があれば伺うということでよろしいですね。 

○事務局（北野） もし資料の内容等について、この場でもあればお答えしたいと思いま

すが。 

○谷本会長 分かりました。委員の先生方のほうからいかがでございましょうか。質問あ

るいは御意見等ございましたらお出しいただければと思いますが。 

 よろしゅうございますか。令和元年度に、この委員会でも議論といいましょうか、意見

は申し上げてできたこの地域計画だったというふうに理解しておりますけれども、いかが

でしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、また何かありましたら議題に出していただいて、そこで意見のほうを事務局のほ

うに申し上げる場を設けるかもしれないと、こういうことですね。 

○事務局（北野） またお気づきのことがあれば、随時御意見をお寄せいただけましたら

検討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○谷本会長 では、委員の先生方、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 では、また議事のほうを進めていきたいというふうに思いますが、政策事業の二つ目で

すね。歴史文化のまちづくり推進事業、これについての御説明をよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（北野） 資料６ページになります。２の歴史文化のまちづくり推進事業につき

まして御説明いたします。 

 こちらの事業につきましては、令和元年度から令和４年度にかけまして、札幌市と市

民、もしくは有識者の皆様方がそれぞれ連携をしまして、札幌市文化財保存活用地域計画

に基づく取組として、文化財の調査、それから活用等の取組を進めるという内容になって
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おります。 

 令和２年３月に、札幌市歴史文化のまちづくり推進協議会という団体を立ち上げており

ます。この計画の推進に関わる様々な事業を行うため、札幌市と一般社団法人札幌観光協

会様、札幌商工会議所様の３者を構成団体として組織した協議会ですけれども、こちらの

協議会で、市内の文化財、歴史文化について観光やまちづくりに活用する取組を推進する

様々な取組を実施すると。あわせて、札幌市単独の取組ですが、市内文化財のデータベー

ス化や、郷土資料館の支援手法の検討という様々な取組を並行して進める事業になってご

ざいます。 

 それぞれの取組内容は、資料６ページの、（１）から（３）にまとめてございます。 

 まず、一つ目の文化財データベースの構築でございますけれども、こちらは、令和２年

度からの新規に取り組んでいる事業でございまして、令和２年度には、市内の指定された

文化財・登録文化財、それからさっぽろ・ふるさと文化百選、これは３０年ぐらい前に札

幌市が１００個の歴史的資産を選定したものですが、こちらの選定物件、それから、札幌

市が直近で行った調査で把握した指定・登録文化財を除く歴史的建造物、最後に、一部を

除いた郷土資料館の収蔵資料、これらの様々な建物から郷土資料までの情報を集約した

データベースを構築しまして、令和３年３月よりインターネットでも公開をさせていただ

いているところです。ホームページ上でデータベースの検索や、個々の文化財の内容の詳

細を見る機能がございます。あわせて、データベースを開発した事業者が提供している

「にっぽん風景なび」というスマートフォン向けのアプリケーションがあり、この「にっ

ぽん風景なび」にも提供することでアプリからも札幌市の文化財情報を市民や観光客の方

に受け取っていただく仕組みをつくりました。このアプリへの情報提供も令和３年６月か

ら開始したところでございます。 

 資料１６ページに、参考まで、別添資料４として、このアプリのサービスを開始したと

きのプレスリリース資料をおつけしています。 

 データベースの情報ですが、これで完成ということではなく、令和３年度以降も残りの

郷土資料館の収蔵資料ですとか、新規にアップできる情報を選定して、随時追加更新して

いきたいと考えております。 

 次に、資料６ページに戻っていただきまして、（２）の協議会による事業について御説

明させていただきます。 

 令和２年度、先ほど申し上げた札幌市歴史文化のまちづくり推進協議会というものが立

ち上がった初年度でございますけれども、こちらの協議会を主体として、文化庁の補助事

業により、札幌の歴史文化、文化財の価値と魅力を伝えるためのいろいろな事業を実施し

ています。中でも、新たなコンテンツ、文化財の魅力、価値を発信する枠組みといたしま

して、関連文化財群とストーリーというものを打ち出しておりまして、これは様々な文化

財をつなげて一つにまとめた文化財群と、それを説明する、ストーリーを併せて設定をし

ていく取組なのですが、こちらを開始いたしました。協議会を主体としまして、市民の皆
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様を集めたワークショップを開催しまして、この関連文化財群、ストーリーのもとになる

ようないろいろな意見をいただいて、それを基に、こちらの資料にもございますけれど

も、「大友堀」、「開拓史」「札幌軟石」という、比較的札幌の文化財好きの方にはなじ

みがある、ある意味、入りやすい三つのテーマで、まず令和２年度、最初の関連文化財群

及びストーリーとして設定をさせていただいたところでございます。 

 また、この設定したコンテンツを基にしまして、文化財や歴史文化を観光資源などに活

用していく取組を促すために、観光客を実際に相手にするボランティアガイドの方々に対

する講習会を実施したり、モニターツアーを実施したり、文化財の普及啓発のためのシン

ポジウムといったものも協議会主催で開催しております。 

 加えまして、先ほど御説明しました関連文化財群、ストーリーといったものを題材にし

た新たなパンフレットを作成しまして、各区役所ですとか観光案内所に配布を行ったとい

うところでございます。 

 資料の１８ページから２３ページに別添資料５として、協議会の令和２年度の取組の事

業報告書を添付しております。非常に細かい情報になりますので、読み上げでの御説明は

省略させていただきますが、取組の詳細を記載してございます。 

 協議会による令和３年度の取組ですが、別添資料の２４ページから２６ページにかけ

て、今年度予定している事業についてもまとめております。内容としては、令和２年度の

一連の事業の流れを再度テーマを変えて実施していくというところでございますけれど

も、新たな取組としては、令和２年度に設定した関連文化財群、ストーリーというもの

を、今度は子ども向けに発信するための情報媒体の製作も予定しているところでございま

す。 

 それでは、資料６ページの一番下の（３）郷土資料館支援手法検討について御説明させ

ていただきます。 

 こちらにつきましては、令和３年度から新たに取組を始める事業になります。内容とし

ましては、札幌市が建物や土地を所有していて、そちらを使って各地域の団体等で郷土資

料館を運営しているものが市内に１３施設あり、これらは地域のいろいろな特色ある郷土

資料の展示等を行う非常に貴重な取組なのですが、入館者数が低迷していたり、展示内容

が少し古くなっていたり、また、運営団体の高齢化などによって担い手が不足してきたり

といった様々な課題を抱えているところでございます。こちらの課題に対してどういった

支援が札幌市としてできるかというところについての手法の検討を行うということを、ま

ずは今年度着手をしたいと考えています。 

 具体的には、過去に札幌市で実施した郷土資料館等へのアンケートですとかヒアリング

の結果を基に抽出した課題について、他都市の先行事例等を調査して、各課題に対する効

果的な取組を取りまとめていくといったことを予定してございます。 

 歴史文化のまちづくり推進事業についての御説明は以上です。 

○谷本会長 どうもありがとうございました。歴史文化のまちづくり推進事業について、



- 19 - 

三つの柱での御説明をいただきましたが、いかがでしょうか。委員の先生方のほうから御

質問、御意見などあれば、ぜひいただきたいと思いますが。 

 田山先生、よろしくお願いいたします。 

○田山委員 田山です。よろしくお願いします。 

 現在取り組んでいる文化財の取組というのは、とても進んでいていいかなと思っており

ます。今のような活動を続けていただければと思うのですが、私、できれば、学校教育に

もう少し関わるようなことにできないかと、重点を置けないかというようにちょっと考え

ております。今出ていました地域にある郷土館があまり利用されないというのは、実は学

校教育からちょっと離れてしまっているということもあるので、学校の授業の中で郷土館

や文化財を利用できるようなことを考えたらいいと思います。 

 実を言いますと、ゆとり教育の関係で、縄文が一時削られたり、それから総合的な学習

の時間が削られたり、時間が少なくなったように思われていますが、新しい文科省の考え

では、授業時数の一部を地域の社会、文化財も含めてですが、歴史に当てる時間にしてよ

いという方向が出ましたので、今ちょっとある意味では風が吹いているような気がしてい

るので、もう少し学校教育にウエートを置けたらいいかなと思います。 

 例えば、できないかもしれませんが、出前授業は、現在は一般の方向けにはあるのです

けれども、学校向けの出前授業も、これは多分ボランティアさんにお願いしなければだめ

だと思うのですけれども、可能かと思います。それから、もっと見学のときに、子どもた

ちが来たときの見学のボランティアさん、これをしたらいいかなというふうに思っており

ます。 

 あともう一つ、観光客が来ることを想定していますけれども、もっと国内の、もっと言

えば修学旅行生を呼び込んだらいいのではないかなと。何か札幌市もそこが弱いような気

がするのですが、外国の方、国内の各地の方でなくて、もっと全国の中高生、中学校、高

校の修学旅行を呼び込めるような、何かそういうことを少し意識して、子ども向けのパン

フレットを今作るという話もありましたけれども、できれば、子ども向けの授業という

か、出前というか、説明というか、そういうものをちょっと意図できればもっといいので

はないかなというふうに思っております。 

 縄文の話が出ましたけれども、縄文も今はとてもいい機会だと思うのですよ。ところ

が、札幌は、縄文遺跡とか擦文のときの遺跡とかあまり、札幌は縄文ってみんなが思って

いる形に見えないので、そう思っていないかもしれないですが、実は札幌、縄文遺跡すご

いのですね。これをうまくつないで、子どもたちの学習にもつなげたらいいかなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○谷本会長 ありがとうございます。修学旅行を含め学校教育との連携というような視点

に関して含んではどうかという御意見でしたが、いかがでしょうか。事務局のほうで何か

リプライがあれば。 
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○事務局（北野） 御意見ありがとうございます。学校教育との連携、それから子どもた

ちにどういうふうに文化財について届けるかということについては、文化財行政の取組と

して非常に重要と認識しておりまして、常に教育委員会との連携も含めてやっていきたい

というふうに思っています。その一つとして、令和２年度の取組でも御紹介しました、子

どもの提案・意見募集事業がありますが、引き続き、こういった機会を増やしていければ

思います。 

 先ほど田山委員から御指摘のあった出前授業を学校でという話については、今年度コロ

ナの状況もあるので、実際実施にこぎ着けられるかというところはありますが、学校への

文化財保護指導員の講師派遣を予定しております。実績についてはまた、この場で御報告

させていただきたいと思います。あわせまして、こちらも新たな取り組みである子ども向

けパンフレットも、子どもたちに、分かりやすく伝えるという部分では、子どもでも楽し

んでいただける観光を意識した内容の媒体になりますが、教育現場、例えば小学校、中学

校の子どもでも学びに役立てていただける資料になるかもしれないと思っています。引き

続き、総合的にいろいろな部分で学校教育、子どもにどう届けるかというところは重視し

てやっていきたいと思っております。 

○田山委員 よろしくお願いします。 

○谷本会長 今の田山先生からの御意見に連関して、神先生からチャットでこのような御

意見をいただいています。「厚別に長年住んでいるけれども、区役所に置いてあった、あ

つべつ歴史散歩マップ、これは地域の歴史を知ることができるとても興味深い内容であ

る。市内各地域に広めて、田山先生がおっしゃる学校教育などにも生かしては」と、こう

いうような御意見ですが、この「あつべつ歴史散歩マップ」というのは、これは市役所で

作っているものでしょうか。 

○事務局（北野） 厚別区の地域振興課等によるものと思いますが、参考にさせていただ

きたいと思います。 

○谷本会長 神先生からチャットで捕捉がありました。「このマップは、札幌市文化財保

存活用地域計画の参考資料として上げられたもの」だということですので、恐らくちゃん

と情報は共有されているものだと思います。よりよいものを作るための参考にということ

だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局（北野） 承知しました。ありがとうございます。 

○谷本会長 ほかにいかがでございましょうか。 

○内山委員 内山です。よろしいでしょうか。 

○谷本会長 内山先生よろしくお願いします。 

○内山委員 今の田山先生の話に関連してなのですけれども、学校教育と連携ってすごく

大事ですよね。なかなか興味がない、ある人は文化財に自分からアクセスしてくれますけ

れども、やはりなかなかそうじゃない人というのもたくさんいる中で、学校教育である程

度、強制ではないですが、促していくというのはすごく大事だと思いました。 
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 その点、小学校、中学校とかというのももちろんあれですが、大学とかでもあってもい

いのかなという気はしました。大学とかだと札幌出身者以外も多く来ますし、そういった

人たちに札幌市の文化財というのを知る機会、なかなか授業でどう取り入れるかとかとい

う、ちょっと難しいのですけれども、そういうふうにうまく大学教育とも連動するような

何かが企画されればなというふうには、ちょっと感想です。すみません。お願いします。 

○谷本会長 ありがとうございました。大学、高等教育といいましょうか、大学教育との

連携ということも、ウイングが広がるのではないかと、こういうような御意見だったと思

います。これも大学との連携ということでしょうから、そういうものも含んで計画がなさ

れるといいのではないかなと私も思ったりします。 

 これ何か、事務局のほうで何かそういうような動きというのはございますか。 

○事務局（北野） 歴史文化のまちづくり推進事業で、協議会によるいろいろな取組をし

ていく中で、大学の学生にも積極的に情報発信し、活動にも参加していただこうというよ

うな、検討段階ですけれども、意見は内部でもございます。学生の中には市外から来た

方、道外から来た方もいらっしゃるので、そういう方に札幌の文化財の価値や魅力をどう

いうふうに伝えるのかという視点も非常に重要と思いますので、参考にさせていただきた

いと思います。ありがとうございます。 

○谷本会長 ありがとうございました。ほかに何か御意見、御質問等ございますでしょう

か。 

 今井先生、よろしくお願いいたします。今井先生どうぞ。 

○今井委員 先ほど田山先生から、札幌市内は縄文遺跡、結構あるのだという話ございま

したけれども、環境的には、縄文文化遺跡、大変関心高まるそういうタイミングなので、

今年難しければ来年度に向けて、縄文文化の理解を深めるような事業を札幌市として何か

検討しているものがあれば教えていただきたいなと思います。 

○谷本会長 世界文化遺産登録との連携の問題も絡んでの御質問だというふうに思います

が、いかがでしょうか。お返事あれば、事務局のほうで。 

○事務局（北野） 歴史文化のまちづくり推進事業の協議会による取組の中で、先ほど関

連文化財群とストーリーを毎年つくっていくということを御説明しております。去年は開

拓史、大友堀等三つのテーマ設定をしましたが、令和３年度に取り扱うテーマのひとつと

して、縄文文化を予定しています。 

○今井委員 はい。分かりました。ありがとうございます。 

○谷本会長 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしゅうござ

いますでしょうか。 

 小澤先生、よろしくお願いいたします。 

○小澤委員 非常に精力的にいろいろまとめていらっしゃる様子、拝聴していたのですけ

れども、これは何年か計画あるということですので、様々なまとめ方されていますけれど

も、それをレイヤーにして、サイネージのようなもので様々なところで複合的に見れると
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いったことはこれからしていけないですかね。そういうことができるといいなというふう

に思っていたのですけれども、そこまではまだお考えではないでしょうか。 

○谷本会長 いかがでしょうか。 

○事務局（北野） 計画に従った取組の状況の見せ方ということでしょうか。 

○小澤委員 といいますのは、いろいろな形でまとめると、自分から例えばダウンロード

しなくてはいけないとか、冊子を取りに行かなくてはいけないというと、なかなか皆さん

そこまで行動を起こしていただけない部分もありますので、何か例えばどこか決まった場

所に行って、サイネージのようなものが、割と人が集まる場所ですね、そういうところ

で、例えばこういった情報が幾つか、例えばマップ名とレイヤーで重なるような、そんな

方向にいくとすごく分かりやすく、いろいろな情報が重なって見られるのではないのかな

というようなことを思っていたのですけれども。何かそういうような目標といいますか、

先ほど情報提供の仕方というお話をされましたけれども、具体的に、サイネージというの

は例えばなのですけれども、そういった考えというのは何かございませんでしょうか。 

○事務局（北野） ありがとうございます。 

 今、こういった形でということが御用意できているものは、現時点ではお示しできない

のですけれども、計画は市の方針として公表するものですので、計画に従った取り組みの

現状を理解していただくこともまた重要なことだと思います。今の御意見参考に、どうい

う形で共有をしていけるかを考えてまいりたいと思います。 

○谷本会長 よろしくお願いいたします。 

 もう少し議論をしたいところではあるのですが、だんだん時間が５時に近づいてまいり

まして、あと二つ議題が残っております。また何かありましたら、事務局に個別に意見の

ほう、メール等でお送りいただいてもよいかと思いますので、議事のほう、大変恐縮なの

ですが、進めさせていただきたいというふうに思います。 

 次の議事は、政策事業の３番目の、文化財施設等の保全事業に関してですね。これにつ

いての御説明をいただくことになっております。事務局から、よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（澁谷） よろしくお願いいたします。文化財課施設担当係長の渋谷と申しま

す。文化財施設等保全事業については私から御説明させていただきます。 

 このまま７ページを見ていただきまして、３番の文化財施設等保全事業ですが、当該事

業は、文化財施設の適切な保存のために、事後修繕に頼るのではなくて、予防的修繕を計

画的に実施することを目的として、平成２９年度に事業化しまして、現在も継続しており

ます。令和２年度からは、施設の耐震化も事業として位置づけております。また、令和３

年度からは、対象を文化財課所管の郷土資料館のほうにも広げております。詳細について

は、別添資料の７、２８ページで御説明したいと思います。２８ページ、御覧ください。 

 １番に概要、２番、経緯となっておりますが、こちらは先ほどお話しした内容と若干か

ぶりますので、割愛させていただきます。 
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 ３番、これまでの実績ですが、２９年度から昨年度まで、御覧のとおりの事業を行って

おります。主に、平成２９年度で申し上げますと保全計画の策定。これは、対象は八窓庵

と新琴似屯田兵中隊本部。平成３０年度につきましては、過去に策定済みである保全計画

の時点修正。対象としては時計台、豊平館、琴似屯田兵村兵屋跡、旧永山邸、清華亭、旧

黒岩家住宅。令和元年度につきましては、保全計画の策定及び全体計画の策定となってお

ります。令和２年度は、保全計画の策定、また計画に基づく修繕の実施、耐震診断。それ

ぞれ対象は括弧書きの中の施設となっております。 

 この中でも、令和２年度の耐震診断（清華亭）とございますが、この内容、前回の審議

会で報告予定だったのですが、昨年度の第２回目がコロナで中止となってしまいましたの

で、この場で概略説明させていただきます。別添資料の８番、ページで言うと３０ペー

ジ、御覧ください。 

 こちらが耐震診断結果の概要版となっておりまして、４ページ物となっています。 

 資料の建物概要としましては、明治１３年竣工の今年で１４１年になる木造の平屋、延

べ面積１２３平米の建物です。 

 改修履歴、左側の２番目、改修履歴とございますが、昭和５３年と平成２６年に大規模

な改修を行っておりますが、地震対策を目的とした改修としては今回が初めてになりま

す。 

 別添資料８の３０ページ。恐らく皆様のところ、Ａ４サイズ横置きで配られていると思

うのですけれども、その右半分ですね、必要耐震性能の設定という見出しがございます

が、安全確保水準というところ、ちょっと太く、真ん中、囲っております。これ、何を目

指しているかと申しますと、万が一、見学者等が建物内にいるときに大地震が起こったと

しても、倒壊、崩壊しない、生命に重大な危険、危害を及ぼさないというところを目標に

設定しております。 

 続いて、３１ページに進んでいただきまして、こちら耐震診断結果です。駆け足で申し

訳ないのですが、左上の結果・判定のところ、ざっくり申し上げてしまいますと、ＸとＹ

方向ともに倒壊する可能性が高いというふうに太枠で囲っていると思います。Ｘが０.２

９、Ｙが０.３８ですね。これが倒壊する可能性が高いという結果の根拠となっていまし

て、この要因として三つ、主に指摘されております。 

 それがその直下の（２）番、ＮＧ判定の要因というところに書かせていただいています

が、①、②、③というふうに続いておりまして、①が水平耐力を受け持つ壁の強度が小さ

い。②壁量がアンバランスで、偏心率が規定値を超過している。③梁構面の水平剛性が小

さい。これらの三つの弱点を補強していく必要があるわけなのですけれども、具体的に想

定される補強方法、こちらが３３ページ、写真で載せておりますので、それが伝わりやす

いかと思います。３３ページ、御覧ください。 

 左上、こちらは旧三菱鉱業寮の実例なのですけれども、壁の仕上げを がした内側にこ

ういった構造用合板を張りつけまして、壁の強度を上げるという方法です。その右隣の写
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真、ちょっと分かりづらくて申し訳ないのですが、柱と梁の接合部に金物を補強している

写真になっております。 

 それと、その下の絵が、こちらは清華亭の平面図なのですけれども、バッテン印がたく

さん書かれていると思うのですが、これは水平力に対応するために鋼材を入れていく。そ

れと真ん中辺り、屋根裏部屋の床、構造用合板張りというふうにちっちゃい字が書かれて

いると思うのですけれども、こちらは洋間の屋根裏部分なのですが、ここには構造用合板

張りが考えられます。 

 右下の写真、水平ブレースの設置例というのがあるのですけれども、こちら富岡倉庫の

実例、引っ張ってきたものですが、天井の仕上げがなくて現しになっている場合、こう

いった水平ブレース、鋼材が丸見えとなります。今回の清華亭の場合も、部分的に現しに

なってしまう箇所がありますので、そういったところは鋼材にカモフラージュになるよう

な目立たない色をペイントするですとか、そういった配慮が必要になってくるかなと考え

ております。 

 それと写真の右半分の上に戻ってしまいますが、土台の腐朽部分、こちらは新しい材料

に入れ替えるですとか、その土台の写真の右隣については、束基礎となっている部分をＲ

Ｃの布基礎に変えるというような補強も検討しております。 

 耐震診断の結果としては、概略、雑駁ではございますが、以上となります。 

 一旦、恐れ入ります。別添資料の７番、２８ページに戻っていただけますでしょうか。

ちょっと時間も押していますので、若干、早口で申し訳ございませんが説明いたします。 

 ４番の令和３年度の計画に移ります。 

 令和３年度、御覧の施設、時計台、豊平館、旧永山邸、新琴似屯田兵中隊本部、手稲記

念館、具体的にこういった修繕工事を予定しております。その中でも下の３行分は、既に

現時点で契約が済んでおりまして、工事に着手しております。 

 次のページ、２９ページ、進んでいただきまして、今年度の事業として耐震、清華亭関

係ですね。これは先ほど申し上げたとおりです。 

 ５番、今後の予定ですが、こちら代表して令和４年と５年を文字で書いていますが、詳

細は別添資料９ということで、３４ページ御覧いただけますでしょうか。ちょっと慌ただ

しくて申し訳ございません。 

 ３４ページ、こちらもＡ４の横置きの別添資料９というものになっております。上か

ら、①清華亭から始まりまして⑧時計台まで、それとその下に郷土資料館を記載しており

ますが、令和１２年、２０３０年までのスケジュールを整理したものです。あくまでも現

時点の想定なので、予算の兼ね合いもございますので、実施時期の前後はあり得ます。そ

このところを御承知おきください。 

 一番具体化している①の清華亭については、昨年度、耐震診断、先ほど御報告した内容

を実施しまして、今年度は基本設計、来年度、令和４年は実施設計と展示の計画・設計を

想定しておりまして、令和５年度以降、約２２か月の工事期間を想定して進めていく予定
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です。これについても、今年度、基本設計、来年度、実施設計が具体的に詰まっていく中

で、工事期間についてはまだ流動的、動いてくるかなとは思います。 

 そのほかの施設については、御覧のとおり、右肩下がりにずるっとずらすように描かれ

ているかと思いますけれども、なるべく実施時期をずらして、予算の平準化ですとか周年

行事を避ける、複数の同時休館を極力しないようにするといった意図でこのようにずらし

て行っていく計画にしております。 

 時計台については、平成３０年度に外壁改修を行ったこと、御記憶にある方も多いかと

思うのですけれども、やったばかりですので、次回、内部改修ですとか展示のリニューア

ルがまだ残ってしまっているのですけれども、短期間のうちに二度休館するというのはな

るべく避けたいので、次回の工事まで１０年間程度期間が空くように想定しております。 

 最後にすみません、ページ、２９ページに戻っていただきまして、最後の６番、課題と

いう部分ですが、今後、順次行っていく耐震改修工事なのですけれども、数か月から１年

程度の休館が必要となる見込みでして、事前調整ですとか周知、休館中の代わりの展示で

すとかが検討が必要になってくるなというところを課題として捉えております。また、補

強工事は壁を一旦解体して、内部の合板を張るなど大がかりとなりますので、文化財とし

ての価値を損ねることなく、可能な限り既存の材料を使用することなどが求められますの

で、慎重に対応しなければいけないなと認識しております。 

 資料に明記はしなかったのですが、もう１点、事務局側で課題として感じている部分が

ございまして、修繕を進める中で、いずれの施設もやっぱり築年数が経過した文化財とい

う性格上、どの施設も何かしらの補修を必要としているような状態です。予防的修繕を理

想としてこの事業を掲げているのですが、現実的にはどうしても必要に迫られた事後修繕

の対応が優先されてしまうという状況となっております。このため、予防的修繕について

も優先順位づけを行った上で、限られた予算の範囲内で事後修繕とのバランスを取りなが

ら、柔軟に進めていく必要があると考えております。 

 すみません。長くなってしまいました。文化財施設等保全事業については、説明以上と

なります。 

○谷本会長 どうもありがとうございました。修繕に関する保全事業についての御説明を

いただきましたが、これについて何か御質問、御意見等ございましたら。 

 照井先生、よろしくお願いします。 

○照井委員 私から２点あります。１点は、最後におっしゃった修繕の財源関係のことな

のですが、文化財、時間がたったものですので、これは札幌のものに限らず、世界中のも

のというのは常にその修繕を繰り返して残していく。実際に残っているものというのはそ

ういう形で残ってきているということなので、その財源を継続的に確保できるような仕組

みというのを今後、なかなかこれは難しいことだと思うのですけれども、検討してトライ

をしていくというようなことをそろそろ始めていくという時期なのではないかというふう

に思います。それが１点目。 
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 ２点目は、具体的に清華亭の件、少し技術的なことでお願いがあります。 

 １点目は、これは清華亭に限らず、これからの予防的な措置に含め、原則は文化的価値

を損なわないことというのがまず大原則になりますので、その中で意匠を損なわないこ

と、部材を傷めないこと、可逆的であること、区別可能であること、必要最小限であるこ

とというのが５原則ですので、まずこれをやっぱり原則として、引き続き検討をお願いし

たいと。 

 清華亭に関しては、今年度、基本設計、さらに検討を進めるというふうに今回の報告も

なっていますので、そこにいま一度ちょっと立ち返っていただいて、なかなか鋼材のブ

レースに色を塗って対処しようというようなことは少し、いろいろな検討の方法はまだあ

ろうかと思いますので、よろしくお願いしたと思います。 

 それから、基本的に当初部材及び既存材を残す方法を検討いただきたいと。壁内部の土

壁などについては、構造用合板張以外の補強方法、例えば薄板鋼板よる補強なども考えら

れますので、ここもさらに検討を進めていただければというふうに思います。 

 それから、束石の基礎の、布基礎にするというお話でしたので、これは、合板のための

床下の十分な通気が確保できていないと腐朽が逆に進みますので、ここを留意してくださ

い。 

 それから、洋室の現況の天井仕上げが、漆喰ではなくてプラスターかもしれないのです

ね。だから、今回の補修または調査の段階でそれが確認できるといいのかなというふうに

思っています。 

 それから、本診断、それから補強工事によって耐震補強事項のみではなく、全般にわた

り新たに明らかになった事項というのが出てくるかと思います。これは報告書に記載し、

残しておいていただければ、今後重要な資料になってきますので、よろしくお願いしま

す。 

 それから、最後に、まだ先ですけれども、補強工事の施工者選定についてなのですが、

やはり誰でもできる技量ではないので、十分な技量を持つ職方に施工いただける何らかの

方法を検討していただければありがたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○谷本会長 ありがとうございました。かなりテクニカルな、個別具体的な御指摘もあり

ましたが、今の時点で何か事務局のほうからリプライできることがございますか。 

○事務局（澁谷） 今年度まだ基本設計で、来年度実施設計ということで、工事につなが

る図面の作成は、来年度具体的になっていきます。ですので、今年度の基本設計の段階で

今ありがたい御意見頂戴いたしましたので、今回の基本設計の受注者にこの内容を伝えま

して、今から反映できる内容を取り入れていきたいと思います。ありがとうございます。 

○谷本会長 照井先生、いかがでございましょう。 

○照井委員 よろしくお願いします。 

○谷本会長 事務局には、よろしくお願いいたします。 
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 ほかにはいかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、また何かそういった御意見などありましたら、文化財課のほうにお寄せいただく

ということも可能でしょうか。 

○事務局（澁谷） 受入れ側としてでしょうか。 

○谷本会長 ええ。 

○事務局（澁谷） はい。当然。むしろありがたいです。 

○谷本会長 分かりました。ということですので、もしそういうようなことがありました

ら、ぜひお寄せいただければ参考になるのかなというふうに思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○事務局（澁谷） よろしくお願いします。 

○谷本会長 では、続いて議事のほう、進行させていただきたいというふうに思います。 

 最後の議題になりますが、Ⅴですね。札幌市指定文化財の指定に係る今後の方向性につ

いて。これについての御説明を、事務局からよろしくお願いいたします。 

○事務局（北野） お時間１７時まででいただいているところ申し訳ございません。御説

明を続けさせていただいてよろしいでしょうか。 

○谷本会長 神先生からチャットで、あとの御予定があるということで、これで御退室と

いうことでございます。神先生、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございま

す。 

○事務局（北野） ありがとうございました。 

○谷本会長 では、御説明のほう、よろしくお願いいたします。 

○事務局（北野） それでは、札幌市文化財の指定に係る今後の方向性について御説明さ

せていただきます。３６ページに別添資料１０－１をつけてございます。この別添資料１

０－１、別添資料１０－２のとおり、昨年度、指定都市を対象とした市指定文化財制度の

運用状況等に関する調査を実施しており、その調査結果を受けて、本市の市指定制度のあ

り方を今後検討していくにあたっての方向性等をまとめたものです。経緯としましては昨

年度の第１回文化財保護審議会に、札幌市の文化財の指定件数が政令市の中では非常に少

ない、平成に入ってからの約３０年間の指定件数というのも４件にとどまっている現状を

御報告した上で、現状、指定すべきものが指定されないでいる可能性も念頭に、今後新規

指定について改めてしっかり検討していきたいということを御報告させていただいたとこ

ろでした。そうしたところ、審議会の委員の皆様から、文化財については地域地域で状況

が異なるものであり、指定件数が多ければそれでよいという単純なものではない一方で、

こうした問題について札幌市の今後の方向性を考えていくことは重要で、より制度につい

て検討が進んでいると思われる他都市の状況を調査した上で、主に他都市の指定の基準、

それから指定に至るプロセス、どういったものを候補に選んでいて、どういう順番で指定

しているかということなどについて、または、民間の所有者の方の物件を指定することも

多くございますので、指定を受けたときにどういうメリット、補助であるとか、ほかにも
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いろいろな行政の支援というのが考えられますが、そういうのが他都市でどうなっている

かというところについてしっかり調査した上で、それらを参考にしながら検討を進めてい

くべきではないかということで御意見をいただいたところでした。 

 別添資料１０－２の４２ページ以降は、本市からの照会に対する各都市からの回答につ

いて傾向等をまとめた資料になってございます。今日は、こちら一つ一つ御説明している

時間はなかなか取れないかと思いますが、最初に申し上げた別添資料１０－１により私ど

もの考える今後の検討の方向性について共有させていただければと思います。 

 ３６ページの内容、１、２、３と記載してございますけれども、これらが前回の審議会

の中で主に検討すべき事項として御指摘をいただいた内容についての調査結果のまとめ

と、アンダーライン部分が、その調査結果を受けた札幌市の現在の考え方というところで

ございます。 

 まず一つ目の指定候補の掘り起こしと指定に至るプロセスについてという部分でござい

ますが、こちらについては、他都市を調査した結果、各市の指定候補の把握の方法に関し

まして、本市の指定候補の把握の方法としても多くを占める所有者からの申請や、文化財

保護審議会からの建議などのほか、市が過去に実施している調査の結果に基づいて指定候

補を選定しているという都市が多く見られました。この調査に関しては、札幌市でも平成

２７年度から２９年度にかけ、専門機関である歴史的地域資産研究機構に調査を委託し

て、文献に記載された様々な歴史的建造物や土木構造物を抽出した上で、一部現地調査及

び評価を行った調査結果報告がございます。こちらは、指定候補の選定のために行った調

査ではございませんでしたが、今後候補の選定においても活用できる資料になると考えて

ございます。 

 その他、札幌市の調査として近年行ったものでは、アンケート調査等々ございますけれ

ども、なかなかその内容にばらつきがありまして、直ちに指定候補を選定するためのデー

タということでは活用は難しいと考えております。 

 これを受けて今後についてですけれども、札幌市としましては、所有者からの申請もし

くは関係者の方から指定文化財の候補の情報が寄せられたときは、これまでどおり適切に

対応していくことはもちろんのこと、既往調査の結果を使って、市のほうからより主体的

に候補物件の抽出等を行うことも検討していきたいと考えております。候補物件というも

のがある程度絞られてきたときには、この審議会においてもいろいろと協議をさせていた

だきまして、指定に向けて諮問・答申という形で動いていければというふうに考えていま

す。こちらが１点目の指定候補の掘り起こしについてでございます。 

 続きまして２点目として、指定に当たっての評価基準がどうなっているかということで

ございますが、こちらにつきましては、調査した結果、全体２０市のうちの６割に当たる

１２の市で何らかの基準を設けておりました。ただし、残る基準を設けていない８市が全

て指定に消極的かというとそうではなくて、例えば堺市、神戸市、岡山市などについて

は、基準を持っていないものの、５か年の指定件数が１２件から１９件と、毎年コンスタ
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ントに何らかの指定を進めているというような実態も見られました。ですから、基準がな

いということが、すなわち指定が進まないということにはなっていないということが言え

ると思います。 

 近いところでいきますと、北海道については指定基準を持っておりまして、国の文化財

の指定基準を踏襲する形でつくったと思われる内容となっています。ほかの政令市につき

ましても、おおむね、基準といいましても、細かい内容を決めているということではな

く、資料６０ページに、国が公表している国宝と重要文化財の指定基準がございますけれ

ども、例えば、絵画、彫刻の部であれば、一つ目としては「各時代の遺品のうち製作優秀

で我が国の文化史上貴重なもの」といった程度の例示をしているということになります。

ほかの１２市の基準についても、市で独自につくっているものも一部ありますが、おおむ

ね国の基準をなぞる形でつくっているというのが多い印象でございました。 

 こうした状況を受けまして、アンダーラインの部分ですけれども、今後、札幌市としま

しては、当審議会において、今日報告させていただいた結果や、他都市では既に策定して

いる基準についても参考にしながら、市指定文化財の基準がどうあるべきかということに

ついて、そもそも基準をつくるべきかどうかということも含めていろいろな御意見をいた

だきながら、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。 

 最後に、指定による所有者のメリットの提示についての部分でございます。こちらにつ

きましては、調査の結果、全ての市において、何らかの文化財の保護を目的とした補助事

業というものを持っておりまして、札幌市につきましても、市指定文化財の丘珠獅子舞に

関する補助事業というのがありますので、そういうところからすると、補助を一切やって

いないというところはなくて、いろいろな予算の都合によって所有者等のニーズに十分応

えられないというような課題を多くの市で抱えながらも、いずれの市も予算の範囲内で補

助を行っているという現状がございました。 

 札幌市としましては、文化財保護条例に、文化財を指定した場合には、その指定文化財

に対して補助ができるという規定がございますけれども、実績としては、今申し上げた丘

珠獅子舞の事例しかございません。その理由としまして、私どもが考えますに、札幌市の

特徴として、市が指定している文化財に占める、いわゆる民間が所有している物件が非常

に少ないということが上げられるかと考えました。パーセンテージでいきますと、市指定

に占める個人または法人等の所有する文化財というのが、宗教法人が持っている仏像、そ

れからキリスト教会文書、あとは、丘珠獅子舞は無形文化財ですので、保持団体が所有者

という形になりますが、これら以外には、建物は全て札幌市が持っているものが指定され

ているという状況にございます。こういった状況から、指定された文化財に対して補助が

必要かどうかという検討が、なかなか進んでこなかったと分析をしているところでござい

ます。 

 今後、市が所有するもの以外の指定文化財の候補が増えていったときに、当然のことな

がら、補助について検討していかなければいけないことになるかと思いますけれども、直
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ちに予算が確保できるかは、他都市と同様、札幌市も財政状況が厳しい中で、なかなか困

難ではないかなというふうに思っているところです。 

 補助以外のメリットとしても、他都市においても、指定されることでのＰＲ効果とか知

名度の向上、それから、保存・継承に対する助言が文化財所管部局から受けられるという

ような例も回答に上げられておりました。 

 最後に、このメリットの部分の今後の考え方ですが、従来、札幌市においては、やはり

市が所有する物件を指定してきたことが非常に大きいと思いますが、このためか、指定文

化財に対して、細かいところでいうと規制をどうかけていくのかとか、一方で、メリッ

ト、どういう支援ができるのかということについて十分に議論されてきたとは言えないの

ではないかなと考えておりますので、こういったところをしっかり整理をして、市指定文

化財制度について市民の方々にもしっかり分かっていただいて、この制度が利用されてい

くことで、適切な文化財の保存・活用につながっていくように、必要な検討をしっかり

行っていかなければいけないと思っています。 

 また、現状で、市に対して民間の歴史的建造物等の保存について相談が寄せられている

場合がございますけれども、経費の補助等がすぐに必要だと思われるものにつきまして

は、現状でその補助ということはなかなか難しいですので、既存の北海道の交付金制度で

すとか、国の登録有形文化財の制度、景観制度による札幌市の補助等につなげていくとい

うことも並行して行っていきたいというふうに思っております。 

 ご説明は以上です。今後、委員の皆様方の御意見いただきながら検討していきたい課題

ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

○谷本会長 ありがとうございました。この問題は、昨年度あるいは一昨年度以来、この

審議会でも何度か議論したこと、これを受けて、他都市の事例調査などを踏まえながら、

今後の市の文化財の指定方針ということをどういうふうに考え、進めていくのか。指定の

数をやみくもに増やすということではなくて、市としてこのような方向性でもって指定を

進めていくようなことを考えておられると、こういうような御報告だったというふうに思

います。 

 今回はある意味頭出しということで、大枠で、骨太の形で市として指定をこのようなベ

クトルで進めていってよいのかというお話、問いかけだったのではないかと思いますが、

何か委員の先生方のほうで、大枠に関する御意見をもし現時点であればいただければと思

いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。先ほどのご説明では、指定に当たっての評価基準に

ついてというところで、今後、当審議会における報告結果等も参考にしながら検討してい

くという部分がありましたが、この報告結果というのが今日の報告ということですので、

何かあれば、今の段階で御指摘いただければと思うのですが。よろしゅうございますか。 

 小澤副会長、いかがでございましょうか。 

○小澤委員 今まで継続してやってきた延長線上といいますか、その上に今日の内容をお
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示しいただいていますので、私としては、特にこれでよろしいかと思います。 

○谷本会長 ありがとうございます。 

 では、細かな点、あるいは個別具体的に、これをどうするかというようなことは、これ

から詰めていくことになるでしょうし、また走りながら考えていくという部分も多分にあ

るのではないかなと思いますが、札幌ならではの文化財の指定に係る、今後の方向性につ

いて、大枠はこのような形で検討を進めていっていただいて、そして課題が出てきた段階

で、またこの審議会でも議論しながら、よい方向に進めていっていただければと思いま

す。委員の先生方、そういうような方向で御了承いただけますでしょうか。 

 ありがとうございました。では、そのような形で、事務局には受け止めていただいて、

進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（北野） ありがとうございます。 

○谷本会長 本日の議題はこれで、Ⅴまで終わりましたので、以上です。 

 このほか何か、事務局からございますでしょうか。 

○事務局（北野） 次回の審議会の予定について触れさせていただきます。 

 本日、方向性について大枠で御了承いただきました指定制度の関係の部分を含めまし

て、もう少し事務局でいろいろと調査ですとか検討を進めまして、この議題につきまして

はまた継続として、今後も御報告、御相談させていただきながら進めさせていただきたい

と思います。ある程度取りまとめた段階で、改めて次回審議会を招集させていただきたい

と思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 次回の日程についてはまだ固まってはございませんが、例年、年度後半に会議開催等を

兼ねて施設見学等もやっていることがございます。今年コロナの状況もありますので全く

未定ではありますが、指定の件の進捗状況によっては、複数回会議のほうを呼びかけさせ

ていただくこともあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、札幌市文化財保護審議会の公開に関する取扱要領によって、審議会終了後、会議

要旨というものを作成し、出席された委員の皆様に内容を御確認いただいた上で、これを

公開すると定めてございます。会議要旨には、会長が指名する委員２名の方から御署名を

いただくということに定めてございますので、指名があった委員におかれましては、御協

力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○谷本会長 ありがとうございました。 

 ただいま会議の要旨ですね、公開する会議要旨の作成と、それから委員による署名につ

いて事務局から説明がありました。会議要旨に署名していただく委員に関しては、会長が

指名するということでございますので、本日の会議要旨の署名については、甲地委員、そ

れから高瀬委員にお願いできればというふうに思います。よろしゅうございますでしょう

か。 

 ありがとうございます。 




