
令和３年度第２回札幌市文化財保護審議会

日時 令和３年 12 月 23 日（木）15：00～ 

会場 札幌市役所本庁舎 12 階４号会議室 

次    第

１ 開  会 

２ 議  事 

 （１） 報告・質疑 

   Ⅰ 清華亭の耐震改修工事について 

   Ⅱ 市指定文化財制度の在り方について 

３ 閉  会 
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１ 開  会

○事務局（森） 定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回札幌市文化財保

護審議会を開会いたします。 

 議事に入るまでの間、私、文化財課長の森が進行を務めさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは最初に、本日の配付資料につきまして確認させていただきます。お手元の配付

資料を御覧ください。 

 まず、一枚物の資料が２種類、本日の次第と、それから委員名簿となっております。次

に、委員の皆様には事前に郵送いたしましたホチキスどめの資料で、左上に「札幌市文化

財保護条例」と記載のあるものと、それから、表紙に「令和３年度札幌市文化財保護審議

会（第２回）」と記載のあるものが１部ずつ。また、本日追加でお配りいたしましたホチ

キスどめの資料、「市指定文化財制度の在り方について」と記載のあるものが１部と、そ

れから、清華亭の関連の差しかえページが１枚、裏表になっているものです。それから、

清華亭のパンフレットが１部。それから、最後に、「森のちゃれんが５０周年フォトコン

テスト」というチラシが１枚です。 

 以上、不足等ございませんでしょうか。 

 次に、審議会の成立についてでございます。 

 本日は、甲地委員から、また、先ほど冨士田委員からも急遽御欠席の連絡をいただいて

おります。 

 委員１０名中８名に御出席いただいております。文化財保護条例施行規則第４条第２項

の規定により、委員の半数以上が出席されていることから、この会議が成立していること

を御報告いたします。 

 なお、お配りしたフォトコンテストのチラシにつきましては、本日御欠席の甲地委員か

ら、北海道博物館でのイベントにつきましての周知の御依頼があったものです。北海道博

物館の前身である北海道開拓記念館がオープンしまして５０周年の記念事業で、御興味が

ある方に周知していただければとのことでしたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

２ 議  事

○事務局（森） それでは、ここから谷本会長に議事の進行をお願いいたします。 

○谷本会長 谷本でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。前回はリモートで

会議がありましたが、対面で今日は実施できるということで、皆さんの顔を見ながらお話

ししながら進めていけること、嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それから、傍聴の方がいらっしゃると伺っていますが、傍聴の方々は、お配りしており

ます傍聴要領を遵守していただきますよう、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 では、次第の議事に従って進行してまいります。 
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 今日は議事が二つございますが、議事の１、清華亭の耐震改修工事についてお諮りさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、事務局から説明のほう、よろしくお願いをいたします。 

○事務局（澁谷） 議題について私のほうから説明させていただきます。 

 一つ目の清華亭の耐震改修工事ですが、御覧いただくのが、事前に郵送していた、こち

ら、「札幌市文化財保護審議会（第２回）」と書いてあるホチキスどめのこちらの資料、

それと、本日お配りしている差しかえ用の、裏表のカラーの、横置きの１ページ。それ

と、清華亭のパンフレット、１枚めくっていただくと、平面図が出ておりますので、それ

を見ながらお聞きいただければと思います。 

 それでは、まず、「議事 I 清華亭の耐震改修工事について」の資料の１ページ目を御覧

ください。 

 前回の審議会では、昨年度に実施した耐震診断の結果を御報告させていただいていたの

で、今回はそれに引き続き、耐震診断結果を踏まえて今年度実施している基本検討業務

の、現時点での成果をお伝えするような説明になります。主に黒丸で書いている耐震補強

工法検討の結果と、黒丸もう一つ、保全改修実施箇所の計画、この二つについて検討業務

の中で整理いたしましたので、最終的にはこの２点について皆様から御意見、御助言をい

ただければなと思っております。 

 その下にございます１から９番までの目次、業務の目的から、９番の前回審議会質疑項

目に関する検討状況まで、この目次に沿って一つずつ説明させていただきます。 

 ２ページを御覧ください。 

 １番、業務の目的ですが、清華亭は、皆さん御存じのとおり、明治１３年、１８８０年

に創建しまして、現在、築１４１年となっております。昭和３６年に札幌市指定文化財と

なりまして、昭和５３年に、主に基礎ですとか床組みを中心とした大規模な改修工事が行

われております。このとき、上部の構造体についてはほとんど手が加えられておりません

でした。そのため、現行の耐震基準においては耐震不足が懸念される状況でした。昨年度

の耐震診断では、懸念したとおり耐震不足が確認できましたので、また、昭和５３年の大

規模改修から４３年経過していることもございまして、各部分に木材の腐朽が目立ち始め

ておりましたので、建築、設備両方の老朽化が進んでいるということから、本業務では耐

震改修の基本計画を立案するとともに、保全に係る諸条件を整理しております。 

 次に、２ページの右側、耐震性能の目標設定です。貴重な歴史的資産として、また観光

スポットとして活用していくためには、通年で見学者を受け入れている建物として、地震

時に見学者の安全が確保されていることが必須と考えております。ただ、地震後に機能停

止が許容されないレベルではないと考えておりまして、要するに、上下水道のようなイン

フラ施設ではないので、壊れた後に、すぐ、その機能として使えるという性能までは要求

しないという考え方です。文化庁の定める重要文化財の耐震基礎診断実施要領というもの

があり、要領に定められている、安全確保水準を目標として設定しました。資料中央の表
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（１）が機能維持水準、先ほど申し上げたような、上下水道等のインフラ確保というよう

なときには（１）まで要求しますが、（２）は安全確保水準、（３）の復旧可能水準とあ

り、（２）を目標として設定しました。さらに下の表、「２０１２年改訂版木造住宅の耐

震診断と補強による上部構造の評点に示す目標値、１.０以上を目指すことになります。

これによりまして、余震に対しても余力がある状態となりまして、部分的に変形は生じま

すが、補修可能な範囲にとどめるというところになります。ちなみに、平成２９年度に耐

震化を終えております三菱鉱業寮も同様の設定、１.０以上ということで対応しておりま

す。 

 次に３ページ、現状の耐震性とその他の問題点をまとめてあります。先ほど申し上げた

目標値の１.０に対し、現状がどうだったのかというところのお話です。昨年度の耐震診

断の結果ですが、Ｘ方向では０.２９、Ｙ方向では０.３９という判定が出ております。判

定の目安としては倒壊する可能性が高いという位置づけになります。edQu/Qr は必要耐力

分の保有する耐力という計算式であり、１必要なところ０.２とか０.３しかないという、

とても弱いのだなというイメージは持っていただけると思います。そういう状況にござい

ます。 

 そのほかに、表の下の部分ですが、以下の項目で問題があることが分かったという状況

なのですけれども、一つ目が土台の腐朽です。下に写真も付しております。建物の平面形

状が正形な四角ではないので、入り隅の部分で屋根が谷間になっている部分の直下に落雪

がたまって、壁にぴったりくっついた状態になることで腐朽がかなり進んだものと思われ

ます。 

 この写真の右側、一部欠けていたり、ドライバーが刺さるぐらいに腐りが進行している

部分もありました。ただ、建物の内側からこの土台を見たところ、ここまでの腐朽は進ん

でいるわけではなくて、断面の全体が腐朽しているわけではないということも分かってお

ります。 

 二つ目の問題点は、水平面の剛性不足です。天井よりも上の部分となる小屋組みの部

分、洋室の上は洋小屋、和室の上は和小屋の構成となっているのですが、火打ちが入って

いないですとか、特段補強する金物が入っていないということで、横方向の、水平面の強

さが足りないということが分かっております。 

 三つ目の問題点が、煙突の耐震性不足です。写真に写っているとおり、札幌軟石を積み

上げた、無補強の礎石造りになっていまして、地震時に倒壊の可能性があるということで

した。特に屋根から突出した部分に揺れが加わったときに、折れて落下する可能性もある

という指摘がなされております。 

 耐震性とその他の問題点としては、以上でございます。 

 次に４ページを御覧ください。 

 ４番の現地調査の結果でございます。こちら、外から見た壁内部の状況です。耐力要素

が、下見板ですとか、薄ベニヤで、壁の強度が非常に小さいことが分かりました。その中
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は土壁ですとか竹小舞、これらは創建当時の部材と思われます。 

 右側のページに移りまして、４.２、和室の仕上げの状況です。こちらは小幅板の上に

じゅらく塗という仕上げをしているのですが、小幅板は恐らく創建当時の部材で、じゅら

く塗の部分は恐らく昭和の改修のときの塗り物と思われます。 

 次に５ページ、４.３、洋室の仕上げ状況です。洋室のほうは、下地板の上にラスボー

ドモルタル、その上に、さらにプラスター塗りという仕上げになっているのですけれど

も、下地板の奥には土壁が発見されました。土壁と下地板は恐らく創建当時のもの、プラ

スター塗りは昭和５３年の改修時のものと推定されます。 

 そして、次の４.４、土台の腐朽状況ですけれども、こちらは先ほどの説明と一部重複

しますが、玄関の両側の部分で土台が腐朽していました。屋根の谷間の直下の部分で堆雪

量が多かったことが原因と考えられます。ただし、表面に現れているのは、つけ土台です

とか化粧土台と言われる、構造耐力上はここで力を負担していない飾りの土台になってい

まして、そちらのほうが腐朽が進んでいる状態です。奥側の構造土台の部分、写真左側の

７５ミリ、こちらが化粧土台の部分で、奥の部分が構造土台、実際に力を受けて働いてい

る部分の材料です。やはり表面側、化粧土台のほうがすかすかになっているのが分かると

思います。ただ、構造土台のほうには全断面にその腐朽が進んでいるわけではないという

のがわかりました。 

 次に６ページ、耐震補強方法の基本的な考え方について御説明いたします。耐震診断の

結果から、本建物の耐力要素のほとんどが下見板、薄ベニヤ等であって、壁体の強度、壁

自体の強度が小さい、そのせいで耐震性が不足していることが分かりました。必要な耐震

性能を満たすためには、壁の強度を増す方法がまず考えられます。文化財価値に与える影

響を小さくするためには、壁の内部側で補強しまして、耐震性能を向上させる方法が望ま

しいと言えます。改修方法としては、文化財的価値に配慮しまして意匠を損なわないこ

と、部材を極力傷めないこと、創建当時の部材をできる限り残すことを目標としまして、

以下の考え方としました。矢印の下の部分ですね、「・」を三つ書いてあります。影響を

小さくするために壁内で補強、外部からの補強を優先して、内装の解体を伴う補強は最小

限とし、創建当時の部材、土壁、竹小舞、小幅板などは残しながら補強します。 

 ６ページの右側、こちらは水平面の補強の考え方なのですけれども、壁の強度だけ上げ

ても、壁体の上部の水平剛性、横方向の強さが弱いと耐震性の向上があまり見込めないこ

とになります。壁だけを強くしても、頭のところでしっかり固定されていないと、ぱたん

ぱたん倒れてしまうようなイメージですね。ですので、水平面の剛性を上げる必要がある

のですが、こちらに関しては、洋室の天井に構造用合板を増し張りし、ほかの範囲に関し

ては、梁間に丸鋼の水平ブレースを取りつけるという方法を考えております。 

 次に７ページ、こちらは壁の補強工法の具体的なバリエーションを示しております。工

法としては４種類上げているのですけれども、左から、構造用合板工法、構造用パーティ

クルボード工法、ＳＤＵ工法、一番右側のＳＲＦ工法を比較して並べております。こち
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ら、左の二つは、割と昔からある一般的な補強方法になります。壁の倍率２.５倍、４.０

倍という数字が出ていまして、施工の難易度は、割と条件としてはいいほうなのですけれ

ども、また、この二つの方法は法律的な根拠もしっかりしておりまして、金額的にも安価

な方法ではございます。右側二つに関しては割と新しい工法になっておりまして、ＳＤＵ

工法に関しては、亜鉛メッキ鋼板と粘弾性体の複合パネルを軸組にビスどめする工法に

なっております。一番右がＳＲＦ工法、構造用合板を使うという点では一番左と一緒なの

ですけれども、それに対して、釘打ち部分を帯状のポリエステルの繊維で補強しまして、

釘を増し打ちするという、後ほど細かく写真で説明いたしますが、そういった方法になっ

ております。壁の倍率で強度が一番多くとれるのは、この５倍というＳＲＦになっており

ます。 

 次に８ページ、先ほどの四つの種類の壁の補強方法を組み合わせながら、四つのケース

を比較検討いたしました。というのは、補強箇所としては文化財という性質上少なくした

い。かつ、安価に施工できるにこしたことはないのですが、一般的には新しい高性能の工

法というのは高額になる傾向がございますので、比較したところ、意外な結論が出まし

た。補強箇所が最も少なくて、かつ経済性で最も安価になったのが、ＳＲＦのＣＡＳＥ４

でした。新工法であるＳＲＦの場合、高額になるだろうという見込みがありましたが、壁

倍率５倍の効果があったのか、補強箇所が少なく済んだこともあり、金額と補強箇所の数

の少なさということで、ＣＡＳＥの４、こちらを採用したいと考えております。ちなみ

に、こちらのＣＡＳＥ４を採用した場合、目標とした１.０という数値に対して、Ｘ方向

で１.３３、Ｙ方向で１.６という強度が出ることが確認できております。 

 次に９ページ、ＣＡＳＥ４で紹介しましたＳＲＦ工法の実際の施工中の写真になりま

す。①で構造用合板をまずビスどめで貼りつけています。そこに、右隣の写真、ポリエス

テルベルトというのを接着している様子です。構造用合板、大体畳１枚分ぐらいの大きさ

のものですが、縦に３本と横に１本、白いテープを貼りつけた上で、さらに釘を増し打ち

することで、先ほどの表にあった５倍という壁倍率が出るようです。 

 次に１０ページ、８番からは、耐震補強以外の、老朽化している部分の保全改修のメ

ニューになっております。改修の基本的な考え方としては、前回の審議会でも御指摘いた

だいていましたとおり、意匠性を損なわない、部材を傷めない、可逆的であること、それ

と、区別可能であること、必要最小限であることという原則に則りまして改修内容を検討

しております。写真のように、左上の下見板のところですけれども、腐朽によって外観を

損なっているような部分については、交換または復旧を行います。交換または復旧におい

ては、既存部分の再利用か、または既存部材と同種の木材に置き換えることを基本としま

す。木材の耐久性の観点から、木材の含水率の低減を目的に、床下、壁、外壁側に防湿

シートも施工します。左下の写真が床下の写真ですが、下の土間になっているところに防

湿シートを一面に敷く、それによって土から上がってくる水分を防ぐという内容になりま

す。 
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 それと、右上、赤い屋根が見えていますけれども、屋根の劣化による漏水箇所について

は、屋根材取り外し、防水補修、屋根材復旧、塗装という順でやっていこうと思います。

改修範囲で露出した土塗り壁に関しては、右下の写真ですけれども、塗り直して補修しま

す。その際、土は既存の土壁の風化した土を集めて再利用するなど、できるだけ既存の当

初の状態に近い状態を目指します。そして、土塗り壁が風化して竹小舞だけになっている

場合は、その竹小舞を利用して土塗り壁を復旧します。竹小舞というのは、右下の写真で

縦方向に細い筋が見えていると思うのですけれども、柱と柱の間に網々に組んだ竹の部分

になります。 

 次の１１ページ、屋根飾りですが、これが外れてしまっている箇所がありました。これ

については新設して、外れたものは保存する方向で考えております。

 その下、室内ですが、壁のモルタルのひび割れ補修ですとか、右の写真にある和室の壁

仕上げの漏水跡の補修、こちらも今回の工事に合わせて行います。 

 また、写真の掲載はないですが、耐震改修によって改修されなかった既存の構造用木部

材に関しても、耐久性の観点から、できる限りの範囲で表面保存処理をしていこうと考え

ております。また、隠蔽部分なので、こちらも写真掲載は省略しておりますが、給配水や

電気、消防設備等の設備の更新も必要最低限の範囲で同時に行うこととしております。 

 最後、１２ページへ進んでいただきまして、９番の、前回審議会質疑項目に関する検討

状況です。主に４つの御指摘、御助言を頂戴しておりました。 

 まず、①ですが、構造用合板以外の補強方法、例えば薄板鋼板による補強の検討の必要

性についてです。その趣旨としましては、土壁ですとか、壁の内部に存在している貴重な

当初部材及び既存材を残す方法の一つとして御助言いただいたものですが、御指摘のとお

り、そういった薄板鋼板の採用というのも考えられるのですが、懸念事項として、防湿が

完全でない場合に結露を起こしやすく、その周辺部材の腐朽を早めてしまうということも

考えられました。また、先ほど説明した比較案の中で、鋼板材料を使用したＣＡＳＥ３も

検討しましたが、施工性や経済性でやや劣る結果となっており、土壁等の当初部材も残し

たままできることが分かったので、施工可能、かつ経済性も優れたということでＣＡＳＥ

４を採用する予定です。 

 ②番、鋼材のブレースに着色という方法以外にも検討の余地があるのではという御意見

をいただいた件です。こちらは、基本検討の結果、水平ブレーズは基本的には天井内に隠

れることが分かりました。唯一、水平ブレースが現れるのが、警備員室横の台所スペース

のみになっております。もし、ここを水平ブレースが見えないようにするとするなら、構

造用合板で天井を貼るということになってしまいまして、その場合、新築当初からの空間

構成がなくなってしまうので、やはり黒の塗装の水平ブレースで対応するということで今

のところは考えております。 

 三つ目、洋室の現況の天井仕上げは、漆喰ではなくてプラスターの可能性があるのでは

というお話がございました。このお話の御趣旨としては、これまで不明だった事項が改修
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工事で明らかになることがあるので、報告書等に残すべきというお話だったかと思います

が、今回、洋室の現況の天井仕上げは、耐震改修、保全改修、どちらの作業でもさわらな

い予定の部分となりました。しかしながら、施工時に至近距離で目視調査が可能になりま

すので、そのときに確認して記録に残す考えでございます。 

 最後に１３ページ、④番ですが、布基礎設置に伴う通気の確保についての御指摘もござ

いました。これは腐朽対策としてなのですが、壁の補強方法を先ほど説明したＣＡＳＥ４

を選ぶことで、布基礎の新設箇所は最小限に抑えられることが分かりましたので、通気性

能の著しい低下はないと考えております。追加対策としては床下全面の防湿シート施工も

考えておりますので、対応はできているものと考えております。 

 以上、清華亭の耐震改修工事の説明でした。 

○谷本会長 ありがとうございました。前回の審議を受けて、かなり丁寧に、また具体的

に御提案いただいたと思います。 

 まず、この耐震補強の工法の話がございましたね。資料の８ページで、ＣＡＳＥの１か

ら４まで提案があって、御検討の結果、ＣＡＳＥ４ですね、ＳＲＦのみで行うと、このよ

うな工法での御提案がありましたけれども、まずは、この御提案に関して何か御意見、御

質問等あれば伺った上で、それでよろしいかというふうにお諮りしたいと思います。 

 はい、では今井先生、よろしくお願いします。 

○今井委員 １点だけ。８ページのＣＡＳＥ１から４の中で、改修にかかる期間ですね、

どのぐらいの差があるものなのか、ちょっと、もし分かれば教えていただきたいなと思っ

たのですが。 

○事務局（澁谷） 工事の工期に関しては、このＣＡＳＥ１から４、いずれを選んでも、

それほど変化というか違いはないというふうに聞いております。 

○谷本会長 工期に関しては、いずれも同じというふうにお答えいただきました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしくお願いいたします、小澤先生。 

○小澤委員 幾つか気になるところを確認させてください。前回の確認すべきだったかも

しれないのですが、基礎の傷みあるいは不陸といいますか水平的なゆがみがなかったのか

どうか、今回、基礎そのものはさわるということになっていないようですので、その前提

となる確認ができているかというのが１点目です。 

 ２点目は、土台の写真がついていますが、結構木材がぐさぐさになっているところがあ

るようです。これは、シロアリつまり蟻害の可能性がないかどうかを確認していただいて

もよいかなと思いました。といいますのも、近傍の北大の施設で蟻害が疑われるケースが

あり、北海道も温暖化している中、今日蟻害が心配になってきています。この写真を見た

だけでは、ただの腐朽なのかあるいは蟻害が発生しているのか分からないので、念のため

に専門家に確認されて、もし必要なら対策をうつ必要があるかもしれません。化学的な薬
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品を使うことになる場合もありますが。 

○事務局（澁谷） 追加の対策が何か必要になるかもということですね。 

○小澤委員 そうですね、念のために確認されたほうがいいのではないかというのが２点

目です。 

 それから、３点目ですが、断熱材は、一切入れないということでよろしいですか。 

○事務局（澁谷） はい。 

○小澤委員 大丈夫ですね。断熱材が入るとまた話が全然違ってきます。断熱材が湿気を

壁内に溜め込み、軸組部を腐朽させると深刻な事態になりますので、改修後、建物室内は

冬季に寒いままなのですが、そのほうが木造建物の構造体としては健全な状態が保てま

す。今回、断熱は入れないことの確認です。

○事務局（澁谷） そうですね、今回、壁の内側で補強するだけです。 

○小澤委員 最後の点ですが、煙突の補強についてお話になかったので、これをどうされ

るかという点です。北大の第２農場では、胆振東部地震のときに同じく石積みの煙突が一

部損壊しまあした。ここは第２農場よりは地盤がややよさそうではありますが、今後、同

程度の地震があったときに、どのような方法をとるかについて確認したいと思いました。 

 とりあえず以上です。 

○谷本会長 今４点御指摘いただきましたが、これも含めて、ＣＡＳＥ４で対応は可能と

いうことになりますか。 

○事務局（澁谷） そうですね、基礎に関しては、設計事務所からの報告の中でも、不同

沈下測定の結果、有害な不同沈下は生じていないとなっており、今ある束基礎はそのまま

使います。壁の強度が上がるために、それを受けとめる箇所に必要になってくる布基礎の

新設部分、これを新設するというだけのものと見ております。 

 それと、シロアリ、蟻害のお話に関しては、再確認させていただきたいと思います。も

し何か出てくるようであれば、来年度実施設計のときに含めてまた検討していくことにな

ると思います。 

 それと、断熱については、先ほど申し上げたとおり、追加はしません。 

 煙突の補強ですが、資料不足で申し訳ございませんでした。現在は煙突としての機能は

果たしていませんので、中にコンクリートを充填し、がっちり固い柱みたいなものになる

という状況にしたいと思っています。 

○小澤委員 分かりました、ありがとうございます。 

○谷本会長 分かりました、ありがとうございました。 

 ほかに何かお気づきの点とかございますでしょうか。よろしゅうございますでしょう

か。 

 では、工法としてはＣＡＳＥ４をメインにといいましょうか、ＣＡＳＥ４で実施してい

ただいて、必要な部分に関しては追加という形で進めていただくという形でお願いしたい

と思います。御了解いただければと思います。 
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 では、工法以外に、何か、この清華亭の耐震改修工事全体に係る御指摘、御質問、御意

見、あるいはご助言等、もしあればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 照井先生、お願いします。 

○照井委員 前回の質疑項目に関する検討をいただきありがとうございました。ブレース

の件は、水平ブレースが１カ所だけ露わしになるということで、方針としては、当初の空

間を残すことを優先するということですので非常に良いと思っています。その露わしとな

るブレースは、塗装だけではなく、せっかくなので、取りつき部分にも気を配っていただ

き、もともと隠蔽を想定した取り付き部材を使うということではなく取り付き部材の露出

を想定し、そこも美しく見せる処置というのができれば、なおよろしいのかなというふう

に思います。 

 あと、記録のほうも残していただけるということで、このプラスター以外のところも、

何か新しい発見があったら、できるだけ記録を残せると、やはり後世の役に立ってくると

思いますので、ぜひお願いできればと思います。 

 以上です。 

○谷本会長 ありがとうございます。今の御意見に関して、澁谷さんから何かございます

か。 

○事務局（澁谷） ブレースの工法ですが、その取りつき部分の、見えても遜色ないよう

な、文化財として意匠性の下がらないようなものというのを、私も知識としては持ってい

なかったのですが、設計事務所のほうに事例を探してもらおうと思います。 

○谷本会長 では、工夫をよろしくお願いいたします。 

 ほかには何か御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、議事の１、「清華亭の耐震改修工事について」はここまでにさせていただきたい

と思います。よろしくどうぞお願いいたします。 

 続きまして、議事の２、「市指定文化財制度の在り方について」に進んでいきたいとい

うふうに思います。 

 まず、これについて事務局のほうから御説明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（澁谷） こちらも引き続き私のほうから説明させていただきます。 

 資料としましては、本日追加でお配りしている市指定文化財制度の在り方についてとい

う、ホチキスどめの資料一つになります。 

 こちらの先頭のページを御覧いただきながら説明させていただきますが、本件の説明の

流れとしましては、主に三つございまして、見出しを太字にしている部分になります。 

 まず一つ目は、前回の審議会までの経緯の振り返り、二つ目が、次回審議会までの文化

財課、私どもの作業内容、予定している内容をお伝えします。三つ目が、次回、第３回審

議会で予定しております報告事項について説明いたします。 

  まず、一つ目の振り返りの部分ですけれども、「（１）令和２年度第１回審議会での
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報告事項」というのが、文化財課から報告させていただいた内容になります。 

 現状として、２０の政令市の中で札幌市の指定件数が最も少なく、指定件数が、平成に

入ってからの約３０年間で４件、直近の５年でも２件となっているというお話をさせてい

ただきました。 

 令和２年の２月に、札幌市文化財保存活用地域計画を策定した際に、委員会の有識者の

方々からも、より積極的な指定を考えていってもいいのではという御意見をいただいてお

りまして、今後、市の市指定制度について検討していきたいという報告をこの場でさせて

いただきました。このときに審議会の委員の皆様からいただいた御意見としては、指定が

進んでいる他都市の状況調査も行った上で検討を進めるべきということでした。 

 参考として、各政令市の指定件数の資料を次のページに載せております。１ページめ

くっていただいて、こちらは、今年７月のオンラインの会議のときにも配付させていただ

いていた資料なのですが、左下の小さい黄色い表を追加しております。こちらが政令市２

０都市のそれぞれの市指定文化財の件数だけを取り出してランキングにしたものなのです

けれども、１位のさいたま、４４１から、２０位の札幌、１２件まで。ただし、これは令

和２年３月３１日時点のものですので、札幌市は現在１１件になっております。というの

は、札幌市資料館が市指定文化財から国指定の重要文化財になりまして、去年の１２月に

指定を受けておりますので、市指定からは１件抜けております。 

 こちらの黄色で塗ってある都市が、内部の要領等を既にお持ちの都市です。中でもオレ

ンジの大坂だけは、条例規則で定めているという状況です。それ以外の白の、色のついて

いないところは、市指定基準を一切持っていないという都市になります。 

 これを並べてみて気づいた部分ですけれども、指定件数の多さと市指定基準があるかな

いかというのが、必ずしも相関関係があるわけではない、持っていないさいたま市がトッ

プだったりするというところで、必ずしも相関関係ではないのだなというのは若干見えて

きている状況です。 

 では、一旦、先頭のページに戻っていただきまして、１番目の（２）令和３年度第１回

審議会での報告事項です。こちらは、まさに今年の７月にオンラインで開催した会議の中

での報告事項ですが、令和２年度に実施した他都市調査の報告をさせていただきました。

市指定文化財の指定基準ですとか、候補物件の抽出、市指定による所有者メリット、①か

ら③まで記載していますけれども、このような内容を報告させていただいております。 

 詳しく申し上げますと、①に関しては、市指定文化財の指定基準、札幌市では条例上、

「市にとって特に文化的価値が高いもの」としか記載されていないのが現状です。今日お

持ちいただいている、事前に郵送でお配りしていた条例の資料の第５条になります。こち

ら、読み上げますと、｢委員会は、市内に所在する文化財のうち、国または道が指定した

ものを除き、市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを、所有者及び権原に基く占

有者、保持者又は保持団体の同意を得て、市の文化財に指定することができる。」この

たった４行の内容が札幌市の現状の指定基準になっております。 
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 調査した政令市２０市のうち、先ほどの黄色とオレンジの表でありましたように、１２

の都市が細かい指定基準を設けていました。しかしながら、基準を設けている市が必ずし

も指定に積極的ということではなくて、指定基準を持たない８市の中でもコンスタントに

指定件数を増やしている市もありまして、先ほどのお話のとおり、相関関係があるわけで

はないという、そういった御報告をさせていただいていました。 

 次の②番、候補物件の抽出の部分ですけれども、札幌市では、これまで、所有者からの

申請を主としておりますので、候補物件のリストのようなものが整っている状況ではござ

いません。他都市では、所有者からの申請や文化財保護審議会からの建議はもちろんのこ

と、過去に実施している調査をもとに候補を選定、整理している事例が多くありました。 

 ３点目の、指定することによる所有者のメリットですが、札幌市では条例上、補助に関

する規定はございます。ただ、ほぼ実績はない状態です。これは、市指定文化財のほとん

どが札幌市所有であるということも関係していますが、この資料の一番後ろ、右上に「別

紙資料２」と書いてあるものが１枚つづってあるのですけれども、こちらを見ていただく

と、１ページ目は国指定の１７件がありますが、裏を見ていただいて、道指定が４件、市

指定が１１件、こちらは最新になっているので１１件となつていますけれども、こういう

状態の中で、市指定１１件を見ていただくと、所有者の欄、ほとんどが札幌市というのが

分かると思います。１１件のうち７件が札幌市です。また、札幌市以外の４件というの

も、こちらは、指定されている文化財の種類としては、例えば、木造の日蓮聖人座像です

とか、札幌独立キリスト教会の文書ですとか、丘珠獅子舞というふうになっていまして、

風雨にさらされる建造物とは違って、老朽化による補修の必要性が余り生じないというこ

とも、この補助制度が使われていない原因の一つになっているのかと思われます。他都市

でも補助金の制度があるようですが、実績は市によって様々でした。また、補助金以外に

も、知名度の向上ですとか、専門家からの助言が得られるというようなメリットがあると

いう、そういったお話も調査の中では分かっております。 

 以上の結果から、今後、本市の指定文化財の在り方を検討していくために、価値評価の

手法等について検討し、同時並行的に、候補物件を整理しつつ、所有者へのメリット提示

についても検討を進めることとしておりました。 

 なお、メリット提示については、早急な制度の整備や予算の増加などは、札幌市として

は急な動きは難しい面もございまして、もし補助を前提とした市指定文化財の指定に関す

る相談が近年すぐに出てきてしまった場合は、道の交付金ですとか国の登録制度、他に

は、市の景観の制度などもございますので、そういった既存の補助制度につなげながら並

行して行っていく前提と考えております。 

 これら各検討についてですが、詳細を次回以降の審議会でご審議いただくべく準備を進

めているところでございます。 

 次回の審議会までの文化財課の動きについて、その下の２番目の項目で共有させていた

だきます。 
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 ２番目の（１）、指定基準を持たない政令市への追加調査を考えております。価値評価

の手法についてなのですけれども、札幌市と同様に指定基準を持っていない政令市の７都

市がございますので、こちらに追加調査を実施しまして、特に基準がなくても指定件数が

多い市については、現状のままでも指定を進めていくことができるのかどうか、参考にし

ていきたいと考えております。 

 質問事項については、（１）の「・」の部分、四つございますけれども、こういった質

問を追加調査で投げかけてみようかなと思っています。基準がない中での具体的な価値評

価の手法、二つ目が、基準の必要性についての認識、括弧書きで書いていますけれども、

基準がないことのメリット、デメリットもお聞きしてみたいと思っています。三つ目の

「・」ですが、こちら、該当するのは熊本市だったのですけれども、国、都道府県の基準

に準ずるというやり方で、市の指定基準を持たずに運用しているのですが、その程度の運

用が可能なのかどうか。それと、我々、調査した内容が、今のところ令和元年度のものが

最新となっていましたので、令和２年度の指定実績も確認したいと思っております。 

 また、（２）のところに書いてあります、道内主要市の状況調査も考えております。今

のところ検討しているのは、小樽、江別、函館、旭川といったところなのですけれども、

道内他都市の市指定文化財制度についても調査を実施しまして、これまでの調査と同様

に、指定状況ですとか指定基準の有無、候補物件の抽出状況なんかを聞き取りたいと思っ

ております。道内の市で指定基準に盛り込んでいる文言ですとか、何か北海道ならではの

特徴みたいなものが聞ければいいなと思っております。この辺りは、もし道内の他都市

で、小樽、江別、函館、旭川以外でも、何か先進的なことをされている都市ですとか、皆

様の御存じの範囲でアドバイスいただき、追加するべき自治体をお聞きできるとありがた

いなと思います。 

 それと、続きまして候補物件の整理に関してです。こちらは、過去に札幌市で実施した

歴史的建造物の調査から市指定候補となるものを洗い出したいと考えておりまして、ま

た、現状で札幌市役所のホームページにも公開しております文化財データベースというも

のがあるのですが、そういったものの中から郷土資料館の資料などについても候補となり

得るものを探していきたいと考えております。また、既に指定している市指定文化財の指

定理由も再確認していこうと考えております。候補物件の抽出に関しては、現状では細か

な基準がない状態で実施することになりますが、既に指定されている市指定文化財とのず

れがあってはいけないと、そこだけは押さえなければいけないと思っていますので、事前

に市指定文化財の指定理由を、過去のものをひもといていくような、そんな作業になるか

と思いますが、建築年数ですとか、美術工芸品の製作年など、一定のラインがあるのであ

れば、それを探ってみて、候補抽出の参考にしていこうと思っております。 

 最後の３番、次回の審議会までの文化財課の動きについては、以下に書いてある内容を

予定しております。２番で記載しました調査、この内容をまとめて結果報告をさせていた

だきます。それと、その結果を踏まえた具体的な価値評価の手法について、ある程度、何
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か案みたいなものをお示しできればお持ちしたいと思っております。そして、候補物件の

抽出状況も、作業が進んだ部分、お示しさせていただいて、御意見をいただければと思っ

ております。 

 以上、本件につきましては、説明は以上とさせていただきます。 

○谷本会長 ありがとうございました。議事の２の「市指定文化財制度の在り方につい

て」、これも詳細に御説明をいただきました。これは、前回の審議に引き続いて具体的な

これからの作業予定を御報告いただいたというふうに思います。 

 これにつきまして、何か先生方のほうからお気づきの点、あるいは先ほども係長のほう

からご発言がありましたけれども、これから実施予定の調査に関する御提案、お知恵など

があれば、そういったことも含めて御発言いただければと思いますけれども、いかがでご

ざいましょうか。 

 神先生、お願いします。 

○神委員 北海道遺産協議会の副会長をしております神でございます。この候補物件の整

理というところで、歴史的建造物の調査というのはどういう形で実施したのでしょうか。 

○事務局（原） そちらについては、札幌市文化財保存活用地域計画を作成する際に、市

内の指定・登録がされていない文化財も把握していこうというところで、NPO法人の歴史

的地域資産研究機構に委託をして、地域の指定・登録がされていない歴史的な建造物を調

査していただいて、こういうところに価値があるというのをある程度出していただいてい

るのをまとめているものがございますので、そちらから、さらに市指定になり得るものを

抽出していければなと考えております。 

○神委員 北海道遺産協議会で北海道遺産の選定等は全く参考にならないと思うのですけ

れども、遺産協議会には６７件の遺産が全道にありまして、有形無形、今、さらに公募を

かけております。その遺産を後世に残したいという思い、道民が思う、それぞれの団体と

かが強く思っている財産について、その保存の中心になっている方たちから申請をいただ

いていると。その中から外部の委員会で話し合って、審査をして遺産を選定しているので

すけれども、その場合の、特に指定基準みたいのは設けていないのですけれども、客観的

に見て、これは後世に残す価値があるのではないかという、そういうポイントの高いもの

を指定をして、第２次、第３次という、今、第５次の選定をやっているところなのですけ

れども、何かもっと、市民からそういうリストというのですかね、市民が、これを将来残

しておきたいといったようなものを公募するとかですね、何か、もっと市民に関心を持っ

てもらいつつ、その指定を増やしていくようなことも考えたほうがいいのかなと、全く素

人考えで恐縮なのですけれども。何か、今のお話聞いていると、本当に専門家の方が非常

に専門的な視点で評価しているということなので、やはり文化財って何のためにあるのか

というのは、その価値があるから残すというよりも、その地域、札幌市の指定文化財とい

うことは、札幌市民が残したいというような、そして市民に知ってもらいたいとかです

ね、歴史として、そういうものを指定しているのだと思うのですよね。ですから、そうい
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う意味でも、市民の目線というか、市民に広くもっと関心を持ってもらって、公募リスト

を集めるというような取組みもされたほうがいいのかなという気がしております、素人考

えで恐縮ですけれども。 

 以上です。 

○谷本会長 ありがとうございました。今の御意見は、文化財の評価にあたって、市民参

加型といいましょうか、そういった観点からの価値の評価をしていくやり方もあるのでは

ないかというような御意見というふうに受けとめました。こういったものを含めて、札幌

ならではの文化財の価値、評価、どのように考えていくかというのは、今後、ぜひ受けと

めて、工夫といいましょうかね、考えていただければなというふうに思います。 

○神委員 もう一ついいですか。ちょっと、全く指定と関係ないのですけれども、文化財

保護条例って、今回改めて見ましたら、教育委員会が所管ということになっているのです

ね、審議会も。実際のこの審議会の事務とか、文化財の保護、利活用をやっているのは、

文化財課ということなので、その辺の関係って、どういう関係として整理したらいいの

か、ちょっと教えていただきたいなと思います。教育委員会所管の審議会の事務局が文化

財課だということですね。 

○事務局（澁谷） そうですね、保護条例の３条２項で、委員会としては教育委員会を指

しており、次の４条に審議会の規定があります。 

○神委員 委員会に審議会を置くという。 

○事務局（澁谷） そうですね、委員会の入れ子状態というのでしょうか。 

○神委員 委員会の諮問機関、そういう位置づけですよね。 

○事務局（澁谷） はい。 

○神委員 それで、文化財課というのは、教育委員会の事務の執行を文化財課がしている

と。 

○事務局（森） 我々が補助執行していると。 

○神委員 補助執行しているという位置づけなのですか。分かりました。 

○谷本会長 神先生、よろしいでしょうか。 

○神委員 はい。 

○谷本会長 では、ほかに何か御意見どうぞ、御提案等もあれば。 

 内山先生、よろしくお願いいたします。 

○内山委員 東海大学の内山です。よろしくお願いします。済みません、指定文化財の件

でいろいろ御説明いただいたところで、基本的には、何か文献資料のみのイメージでとい

うことなのかなというのを強く説明の中で感じて、所有者からの申請を主として考えると

か、歴史的建造物とか、あと、郷土資料館の資料などというようなことですけれども、や

はり文化財といいますと、当然ながら自然系のものも入るわけですし、札幌市で、なかな

かやっぱり有形文化財系のものというのが、ほかの都市よりもすごく多くというのはなか

なかどうなのかなというところもありまして、記念物の中の天然記念物の関係のものとか
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は、今後、その調査の対象になるとか、リストに上がってくる可能性というのはどうなの

でしょうかと。 

○谷本会長 いかがでしょうか。 

○事務局（澁谷） やはり文化財、有形無形、天然記念物とある中で、特段、札幌市とし

て分け隔てなく扱っていきたいところではございますが、比較的整理が進んでいるものと

しては、建造物が多いというのが今の状況ですので、まずはそれらを先行し、将来的には

全体を通した指定の在り方を整備していくことになろうかと考えております。 

○内山委員 分かりました。ありがとうございます。ちょっと気になったもので、済みま

せん。 

○谷本会長 化石とかそういうようなことも含めてということですね。 

○内山委員 そうですね、動植物系のものとか何かあるのかなという印象がありまして。 

○谷本会長 将来的にはそういうものも総合的にということですね。 

○内山委員 はい。 

○谷本会長 分かりました。よろしくお願いいたします。 

 ほかに、どうでしょうか、自由に御意見、御提案、御助言等いただければと思います

が。 

 小澤先生お願いします。 

○小澤委員 先ほども話に出ましたが、候補の整理についてです。歴史的建造物の調査を

れきけんがされたものを候補にしているということですが、この調査内容を詳しくは覚え

ていないのですが、一番新しいもので何年ぐらい前のものを対象にしてたでしょうか。ほ

ぼ、戦前のもので戦後のものは入っていなかったでしょうか？何年ぐらいまででしょう

か。 

○照井委員 正確な年号は覚えていないのですけれども、戦後のもの、微妙ですね。 

○小澤委員 というのは、学会でも議論になっていたのですが、築５０年が一つの目安と

してあしあます。しかし、その後十分な議論が進まず、実は、はっきりしていない面があ

ります。今は２０２０年ですので、１９７０年代の高度成長期の建物がもう５０年前で

す。築５０年を目安にという議論があがったのは１９８０年頃で、その時点では、ちょう

ど大戦前が一つ節目になっているわかりやすさがありました。しかしながら今も果たして

築５０年という目安が有効なのかどうか。戦後の建造物をどうするかという議論が必要か

と思われます。例えば、札幌ではテレビ塔がその対象になろうかと思います。また、モエ

レ沼公園はまだ新しいですが、文化財としての価値が高いという認識はすでに共有されて

いるのではないかと思われます。開発の背景、意図、デザインのねらいも含めて。そうい

うものを、これからどの時期に入れていくのか。比較的新しいものの扱いを検討していか

なくてはいけないのかなと思われます。これが１点目です。 

 ２点目ですが、これも先ほど説明の中に出ていたのですが、景観でも札幌景観重要建造

物や札幌景観資産というものがございますが、これとの関係といいますか、勿論景観資源
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なのか文化財なのか制度上の区別はできているのですが、市民の目から見ると、札幌のま

ちの中にあって、これは重要だねという認識は共有できていても、両者の区別については

分かるような分からないようなところがあるように思われます。そこで、景観資源・景観

資産と文化財としての重要建造物との整合性を併せて検討していってもいいのかなという

気がします。すでにそういう作業が視野に入っているのかどうかを、お聞かせ願いたいと

思います。 

○谷本会長 お答えいただけますか。 

○事務局（澁谷） 御指摘ありがとうございます。その観点は今のところ想定していな

かったので、非常にありがたい御助言です。札幌市内部の制度同士の整合性ですとか、両

方に指定されているとか、何か不都合も出てくる可能性もございますので、そこはやはり

関係課同士で連携し、制度として市民にとっても分かりやすいようなものに整理していき

たいと思います。 

○小澤委員 景観でもワーキングをつくって、候補を整理しているところだと思いますの

で、ぜひ一緒に入ってやっていかれるといいのかなという気がしましたので。 

○事務局（澁谷） 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。重要な御指摘をいただきました。 

 ほかに、はい、照井先生。 

○照井委員 照井です。大きな２番の次回審議会までの文化財課の作業内容の（１）番

は、指定基準を持たない政令市への追加調査というふうになっているのですけれども、こ

れでは、検討するに当たって、基準がない政令市にだけメリット、デメリットを聞くこと

になってしまうので、基準を持っているところにも聞いていただいて、持っているところ

のメリット、デメリットもわかった方が、その後の検討材料としてはよりいいのかなとい

うふうに思いました。 

○事務局（澁谷） ありがとうございます。 

○谷本会長 これは両方やるというふうな形ですか。 

○事務局（澁谷） ご指摘のとおり、詳細の基準を持つ都市と持たない都市両方のメリッ

ト・デメリットを検討の材料にしていきたいと考えます。 

○谷本会長 今ちょうど、どういうところに聞くかという話になりましたけれども、どこ

か具体的に、ここの自治体に聞いたらよさそうだなんていうような情報をお持ちの先生方

はいらっしゃいますか、道内、道外限らずですが。先進的な取組みとかですね、何かその

ような知見をお持ちの先生がもしいらっしゃれば、この機会に御助言いただければと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 突然聞いてしまって申し訳なかったですけれども、なければそれでいいと思います。 

○事務局（澁谷） もし後で思いついたものですとか情報がございましたら、随時、メー

ルでも電話でも構いませんので、いただけるとありがたいです。 

○谷本会長 よろしくお願いいたします。 
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 ほかによろしいでしょうか。 

 どうぞ、今井先生。 

○今井委員 この文化財保護審議委員会、当然、審議のメインの対象というのは文化財の

指定なり保存ということが当然なのですけれども、一方、利活用の部分ですね、今、これ

から利活用の部分も非常に大事なものですから、あくまでも参考ということで、年１回の

審議会でもいいのですけれども、参考情報として、ここにいる委員さんとも情報共有とい

うことで、全ての文化財で来訪者の人数というのは把握していないと思うのですけれど

も、例えば時計台とか、幾つか、入場料を取ったり、カウントできる施設ありますよね、

そういうのも、年１回当たり、昨年度はこういう状況でしたとか、何かそういう報告もし

ていただけると、そういう文化財指定があって、保存があって、利活用と、一つつながる

のかなと思いますので、この辺ちょっと事務局で検討していただければなと思います。 

○谷本会長 よろしくお願いいたします。 

○事務局（澁谷） ありがとうございます。 

○谷本会長 利活用の件ですね。それはそのとおりだと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 私から、では、一つだけ。先ほど、「市指定文化財制度の在り方について」の検討に際

して、先行事例を調査されるとうかがいました。その際、先行事例として、地域の独自の

基準があるかどうか、あるいは北海道内であれば、北海道ならではの基準なりプロセスと

いうものがあるかどうか、これはぜひ調査していただきたいなと思います。つまり、札幌

ならではの文化財に関する価値評価をしていくに当たって、どういった基準が必要かとい

うことをぜひ明示的に調査されるといいのではないかなと思いました。それに関連して、

北海道ですので、アイヌ文化、先住民族の観点からの価値評価の基準であったりプロセス

というものも重要ではないかと思います。アイヌ民族はわが国の先住民族であると法律上

も規定されたところでございますので、例えば有識者からヒアリングを行うなど、札幌市

ならではの評価基準を考えていく上で、そういったファクターも意識をして検討していた

だけると、より豊かな文化財指定の在り方というのができるのではないかなと。これは私

の個人的な感想でございますけれども、発言させていただきました。 

○事務局（澁谷） 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。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 では、ちょうど予定の時間になりましたので、本日の議事２件ですね、ここで、質疑は

終了という形にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 このほか、事務局から何か、この際、御発言があればいただきたいと思いますが。 

 お願いいたします。 

○事務局（有塚） 文化財部長の有塚でございます。こういった機会ですので、一言御挨

拶させていただければと思います。 
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 本日は、今年も残りもあとわずかという、年末のお忙しい時期にお集まりいただきまし

て本当にありがとうございます。コロナのことがありまして、１回目はオンラインという

ことで、今日が初めて顔を合わせての審議会になりましたけれども、こういった中で顔を

合わせて貴重な御意見を伺えたというのは非常にうれしいことと思っております。昨年

は、コロナによって審議会を中止するということもございました。そういった意味では、

非常に変則的な部分だったのですけれども、今年はですね、何とか今はちょっと落ち着き

ながら、とはいえですね、昨日からまた人数が増えているという状況もありまして、油断

できない状況ですけれども、ひとまずこういった会を持てたということは大変感謝してご

ざいます。 

 今日の議題にありましたけれども、今後の指定文化財の在り方、これについては、今い

ろいろな御意見を伺いましたので、他都市の状況も調査しながらいろいろと考えていきた

いと思っておりますので、今後とも御助言をお願いしたいと思います。 

 また、清華亭につきましては、今日詳しく御説明させていただきましたけれども、清華

亭に限らず、ほかの文化財についても、保存、それから、先ほどお話ありましたように活

用ということも含めて大切なことと思っております。今後ともぜひ皆様方の御助言をいた

だきながら進め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。 

 それでは、皆様、コロナウイルスには十分気をつけていただきまして、いいお年をお迎

えいただければと思います。 

 本日は誠にありがとうございました。 

○谷本会長 どうも御挨拶ありがとうございました。 

 では、森さん、お願いいたします。 

○事務局（森） 次回の審議会の予定について御連絡いたします。第３回審議会ですけれ

ども、もともとですね、来年の２月上旬開催予定ということで御連絡させていただいてお

りましたが、今の説明の中でもありましたように、他都市への追加調査等の日程もありま

すので、３月以降に変更をお願いしたいと考えております。現状、２日分の予定を仮押さ

えさせていただいておりますけれども、そちらについては一旦白紙ということでお願いし

ます。併せてですね、近日中に３月の日程調整の依頼、また改めて御連絡させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 議題としましては、今回の文化財制度の在り方についての調査結果の報告等がメインと

なる見込みです。対面、オンラインの併用での開催を予定しておりますけれども、今、部

長からもありましたように、コロナウイルスの感染拡大状況というものもありますので、

オンライン開催に変更する可能性もありますので御了承ください。詳細はまた改めて、

追って御連絡させていただきます。 

 また、札幌市の文化財保護審議会の公開に関する取扱要領第９条により、今日の審議会

終了後、会議の要旨を作成しまして、出席された委員に内容を御確認いただいた上で、こ

れを公開する旨というものを定めております。会議要旨には会長の指名する委員２名から




