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４章 史跡の現状と課題 

 

（１）保存の現状と課題 

１）史跡指定範囲内の現状と課題 

①現状 

■駅逓所 

旧島松駅逓所廃止以降、複数回の修理工事が実施されている。 

年 修理工事等 

明治 30年(1897） 島松駅逓所廃止 

大正 5年(1916） 広島村により上手行在所部分買上げと修理が行われる 

昭和 8年(1933） 「明治天皇島松行在所」として国の史蹟に指定 

昭和 11年(1936） 明治天皇島松行在所修理工事 

昭和 23年(1948） 他の日本各地の明治天皇「聖蹟」とともに史跡指定解除 

昭和 43年(1968） 北海道指定史跡に指定されたため「現況調査」実施 

昭和 44年(1969） 北海道指定史跡島松駅逓所跡保存修理事業に着手 
（建物、蓮池、庭園などの整備） 
工事期間：昭和 44年(1969)～昭和 45年（1970） 

昭和 59年(1984) 7月 25日「旧島松駅逓所」として国の史跡に指定 
「史跡旧島松駅逓所保存修理工事」実施 
（建物、庭園、蓮池などの整備） 
工事期間：昭和 59年(1984)～平成 2年（1990） 

 

■古文書（北広島市エコミュージアムセンター所蔵） 

史跡旧島松駅逓所保存修理工事を実施した際に板壁の下張りなどから発見された、島松駅逓所 

の運営などに関する文書である「旧島松駅逓所保存修理古文書」と、久蔵の子孫から寄贈された 

久蔵に関係する写真や賞状、手紙などが含まれる「中山家資料」など、253 点が市の指定文化財 

となっている。 

 

■中山久蔵関連資料（北広島市エコミュージアムセンター所蔵） 

中山久蔵関連資料は寄贈された資料も含め多く遺されており、駅逓所内、エコミュージアムセ

ンター知新の駅などに分散して保管されている。 

 

■その他の諸要素 

史跡指定地内には複数の石碑や、石造蔵品庫、石門、蓮池、井戸、庭園内樹木、園路・階段、 

赤毛見本田、暖水路などが設置されている。 

 

②課題 

・昭和 59年（1984）から実施された保存修理工事完了以降、駅逓所や石碑などでは老朽化が進

行しているため、保存のための整備、維持管理が必要である。 

・関連資料は多いものの資料の収蔵スペースに限りがあり、関連資料を確実に保管することが

できる収蔵スペースの確保が求められる。 

・中山久蔵に関係する古文書のさらなる調査・研究が求められる。 
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・史跡指定地内の石碑等は、いずれも石材の割れなどの老朽化が見られる。 

・赤毛見本田や暖水路は畦畔部が型崩れを起こしてきているため、維持管理が必要である。 

  また、見本田からの水漏れなどがあり改善が必要である。 

・謂れのある樹木等は保護していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

軟石劣化状況 

軟石劣化状況 軟石劣化状況 

軟石劣化状況 

駅逓所土台部の腐食状況 柾葺きの腐食状況 

暖水路畦畔部の型崩れ状況 赤毛見本田畦畔部の型崩れ状況 
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２）維持管理の現状と課題 

①現状 

史跡指定地の土地所有者は個人であったが、昭和 59年度（1984）に広島町により公有地化さ

れ、平成 2年度（1990）までに大規模な保存修理工事を実施した。史跡の維持管理は主として

教育委員会が行っているが、開館期間内は、委託管理者の協力を得て、駅逓所建物の通用口及

び正面玄関の開閉や観覧料の徴収、簡易整備、灌漑施設の草刈り、建物内外の清掃、観覧者に

対する説明などの業務を行っている。また史跡敷地外に所在するトイレ・駐車場についても、

委託管理者が維持・管理を行っている。冬季閉鎖時は、管理者が防雪養生を行い、駅逓所家屋

の崩落防止の目的で、教育委員会が屋根の雪下ろしを行っている。 

冬季を経てその年で初めての開館にあたっては、市民団体のボランティアなどの協力のもと、

開館前の清掃が行われる。 

※参加人数：約 40人程度 

 

  参考：年間のスケジュール（令和元年度（2019）版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②課題 

委託業務により、基本的な管理を行っているが、庭園内の樹木から発生する大量の落ち葉の

処理や、隣接する私有地の草刈りなどについては、市民団体のボランティアなどが対応してい

る。これらの業務については、市民の史跡に対する愛着の醸成にもつながることから、より多

くの市民の協力を得る必要がある。 

 

 

  

駅逓所関係 ●必要物品精査 ●散策路整備（1回目） ●散策路整備（2回目）

管理関係 ●契約締結、管理人と打ち合わせ

●消防訓練 ●屋根雪降し

●4/23清掃、28オープン ●軒下除雪委託

見本田（保存会） ●5/21田植え ●7/23除草 ●9/26稲刈り

ライトアップ

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

駅逓所ライトアップ

消防設備除雪委託

樹木剪定、修繕委託等の実施

備品等修復の実施

駅逓所ライトアップ
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（２）活用の現状と課題 

１）公開の現状と課題 

①現状 

ア 史跡等の公開 

史跡は平成 3 年度（1991）以降、4 月末から 11 月上旬まで一般公開をしている。館外につい

ては、石碑や見本田等に見学道を設けて、それぞれに説明板を設置している。館内見学は有料

（大人 200円、小中学生 100円）とし、委託管理人による説明を聞くことができる。なお、冬季

は閉鎖している。 

※令和元年度（2019）観覧者数 

観覧者数 2,659人、庭園観覧者数 3,261人、計 5,920人（4/28～11/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ガイド 

通常のガイドは、駅逓所管理人により行われているが、市教

委学芸員がガイドを務めることがある。また、平成 19 年度

（2007）から開校した「まちを好きになる市民大学」の OB会

有志によるボランティアがガイドツアー等で活躍している。 

 

 

②課題 

・観覧者に史跡の価値を知ってもらうことが重要であるため、史跡の本質的価値をわかりやす

く伝える方策が必要である。 

・史跡の見学や説明だけでなく、周辺に位置する石碑や島松川などの地域遺産や周辺環境も含

めた魅力や価値を知ってもらう方策が必要である。 

・史跡の魅力を伝えるガイドの育成が必要である。 

 

 

  

説明板 行在所の展示 赤毛見本田 

ガイドによる見学の様子 
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２）情報提供や企画の現状と課題 

①現状 

ア 情報提供 

市のホームページに史跡の概要や開館時間などの情報を掲載している。ライトアップ事業など

のイベントの情報については、北広島市の広報誌である『広報北広島』に案内を掲載している。 

 

イ 活用に関する企画 

これまで史跡の構成要素等を活用して、様々な企画やイベントなどが開催されてきた。W・S・

クラークや寒地稲作に関連したイベントが多く実施されている。また、ウォーキングやサイクリ

ングイベントなどでは、立ち寄り地としても利用されている。主な企画を下記に記す。 

企画名 内  容 

クラークフェスタ

130 

平成 19年(2007)は、W・S・クラークが島松沢で学生たちに「青年よ大

志を懐け」の言葉を残してから 130 年であった。これを記念して開催さ

れたクラークフェスタでは、当時を再現する野外劇などが行われた。 

久蔵&クラーク祭

り・クラークフェ

スタ 140 

平成 29年(2017)には「青年よ大志を懐け」の別離から 140年を記念す

るイベントが市民の実行委員会により開催され、W・S・クラークが学生

たちと別れる場面が野外劇で再現された。 

芝居 

市芸術文化ホールのアウトリーチ事業として、平成 17年(2005)、同 18

年(2006)に「北へ」と題された芝居公演が駅逓所で実施された。北海道の

米作りに生涯をかけた中山久蔵の人生を、独り語り、琵琶演奏、芝居で

現代に伝えるものであった。 

寒地稲作 130 周年

記念事業 

平成 15年度(2003)に、寒地稲作 130周年記念事業を行った。130年前

に寒地稲作を成功させた中山久蔵の偉業を称え、水稲農業や歴史に触れ、

北海道における米作りの文化を北広島市(島松)の地から発信し、「楽し

む・学ぶ・食する・記録する」をテーマに事業を展開した。 

きたひろ昔あった

とさ「小さな駅逓

所展」 

平成 19 年度（2007）に道都大学から寄贈を受けた 1/20 の駅逓所の模

型を中心とした展示を行い、その役割や中山久蔵の功績を紹介したほか、

駅逓所の建築構造に関する講演会等を開催した。 

寒地稲作 140 周年

記念事業 

平成 25年度(2013)には、寒地稲作 130周年記念事業同様、道央以北で

は稲作が不可能とされた地で、赤毛の栽培に成功した中山久蔵を称える

事業を実施した。久蔵の功績等をつづる「赤毛伝説～中山久蔵展」や駅

逓所の夜間開館及びライトアップ事業を実施したほか、久蔵の偉業を称

える「久蔵祭」を開催した。 

ライトアップ事業 

平成25年(2013)に寒地稲作140周年記念事業から始まったライトアッ

プ事業は、同26年(2014)以降も継続して毎年夏と秋に実施している。 

※平成 29年度（2017）観覧者数 夏：76 人(7月 29日～8月 6日) 

秋：240人(10月 14日～10月 19 日) 

市内見学 

バスツアー 

平成 21年度(2009)から始まった市内の歴史・自然遺産等を巡るバスツ

アーでは、その年のテーマに合わせ旧島松駅逓所の歴史や中山久蔵の功

績等を紹介している。 

スタンプラリー 

平成 19年(2007)～同 21年(2009)、同 25年(2013)に札幌広域圏組合の

主催により「ふるさとの魅力８見(はっけん)スタンプラリー」が実施さ

れ、旧島松駅逓所がスタンプポイントの一つとなった。 

30キロ歩ける会 

平成 22年(2010）及び同 26 年(2014）以降に行われた「30キロ歩ける

会」では、市内各地を巡るウォーキングの中継ポイントの一つに旧島松

駅逓所が選定された。 
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田植えの様子 

JR ヘルシーウォー

キング 

平成 21年(2009）、同 25 年(2013）に、ＪＲ北海道・さっぽろ広域観光

圏推進協議会の主催によりＪＲ島松駅から旧島松駅逓所までの道のりを

散策するイベントが実施された。 

えにわ自転車散歩

2011・2012 

恵庭市の企画により、平成 23 年(2011）、同 24年(2012）に「えにわ自

転車散歩」が実施され、その休憩地点として旧島松駅逓所が選定された。 

発見の小径を歩く 

平成 28 年度（2016）から、まちを好きになる市民大学 OB 会と市教委

の共催により、駅逓所周辺の自然遺産、歴史遺産を巡るガイドツアーを

実施している。 

ツール・ド・キタヒ

ロ 

平成 25 年度(2013）から始まった自転車による観光ツアーでは、旧島

松駅逓所がエイドステーションとして利用されている。 

企画展「中山久蔵

と島松駅逓所」 

 

平成 27年（2015）に寒地稲作と北海道交通史上における駅逓所の意義

に焦点を当てた企画展示を行ったほか、駅逓制度ついての講演会や北海

道の稲作に関する講演会を開催した。 

北海道 150 年記念

事業「米フェスタ」 

平成 30年（2018）に当市で開催した北海道 150 年記念事業の一つで、

未来へつなぐ米の歴史発信事業「コメフェス in きたひろ」において、中

山久蔵の功績のほか、当時栽培された赤毛の由来等に関する講演会を開

催した。このほか、中山久蔵と駅逓所、赤毛に関連したパネル展示や農

具等の展示を行った。 

企画展「北広島の

お米から北海道の

お米へ」 

北海道 150 年記念事業の一環として、中山久蔵の寒地稲作の成功とそ

の後の北海道各地への栽培の広がりについての企画展を開催した。国の

研究機関の協力を得て、遺伝子から見た赤毛の発祥や耐寒性の獲得など

に関する展示を行った。 

旧島松駅逓所 

見学会 

北海道 150 年記念事業の一環として、バスツアーを実施した。駅逓所

の周囲に中山久蔵の故郷である大阪府太子町から借用した灯篭を飾りラ

イトアップし、史跡の見学のほか、史跡隣接地で赤毛米を使用した酒や

菓子の試食等を行った。 

中山久蔵翁没後 

100年記念事業 

令和元年（2019）に「中山久蔵翁没後 100 年記念シンポジウム」を開

催し、道内外の研究者等が中山久蔵と駅逓所に関する講演を行った。関

連事業として、ミニ企画展「中山久蔵翁没後 100 年展」をエコミュージ

アムセンターで開催し、中山久蔵の功績と駅逓所の歴史について紹介し

た。また、秋のライトアップに合わせ、企画展と史跡を解説するバスツ

アーを実施した。 

メディアによる 

紹介 

これまでに、NHK 及び民放各局により取材され、テレビ放送等により駅

逓所や中山久蔵、クラーク記念碑が紹介された。また、ラジオや新聞等

による紹介もなされている。 

 

②課題 

・史跡の価値を市民や観覧者などにわかりやすく伝えるために、市ホームページの充実やより

魅力が伝わるパンフレットの作成など積極的な情報発信が求められる。 

・史跡や周辺の歴史・文化などを、市民や観覧者に体験してもらい、史跡の価値の周知につなが

るようなイベントが必要である。 

 

３）学習の場としての活用の現状と課題 

①現状 

ア 学校教育 

平成 3年度（1991）から、北広島市立西部小学校の児童による

赤毛見本田の田植え（5月中旬頃)から稲刈り(9月下旬頃)まで
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の体験事業を実施している。苗は北広島市水稲赤毛種保存会か

ら提供され、寒地稲作発祥の地で、北広島市水稲赤毛種保存会

会長の指導のもと、昔ながらの手法による稲作の体験を通して

中山久蔵の偉業を伝えている。 

また、市内小学校の社会科見学の見学先として利用されている。 

 

内容 
参加者 

平成 30年（2018） 令和元年（2019） 

田植え 4年生 2学級 59人 4年生 2学級 43人 

除草 4年生 2学級 59人 4年生 2学級 45人 

稲刈り   4年生 2学級 59人 4年生 2学級 44人 

 

イ 社会教育 

北広島市の自然や歴史などについて２年間で学ぶ市民を対象とした「まちを好きになる市民大

学－まるごときたひろ博物館員 養成課程－」の講義のうち、「ボランティア特講」などで活用

されている。 

ウ 教科書・書籍等への掲載 

小学校社会科の教科書や副読本のほか、様々な書籍等に掲載されている。 

・『ほっかいどう百年物語―北海道の歴史を刻んだ人々―』平成14年2月ＳＴＶラジオ発行 

・『小学社会5年上～食糧生産を支える人々～』平成22年3月教育出版発行 

・『北海道旅の情報誌THE JR Hokkaido 特集～北海道米の原点・赤毛種を訪ねて～ 

Ｎｏ.271』平成22年9月JR北海道発行 

・『興農富村の研究―近代日本の稲作をめぐる農民の営み―』郡司美枝著平成23年11月刀水書房

発行 

・『北限の稲作にいどむ“百万石を夢みた男”中山久蔵物語―』川嶋康男著平成24年12月農山

漁村文化協会発行 

・『北の墓 歴史と人物を尋ねて上』合田一道著平成25年柏艪舎発行 

・『中山久蔵の足跡を辿って』橋本博編平成26年1月中山久蔵を顕彰する会発行 

・『小学校社会科副読本わたしたちの太子町～昔から今へと続くまちづくり～』平成27年4月

太子町教育委員会発行 

・『小学校社会科副読本北広島～昔から今へとつづくまちづくり～』平成28年3月北広島市教育

委員会発行 

 

②課題 

・寒地稲作発祥の地であることや駅逓所として使用された歴史、昭和の初期に明治天皇の行在

所として史跡指定された歴史があることなどの周知のためには、より多くの学校に活用され

るよう促していく必要がある。 

・学校教育では、小学校だけでなく中学校、高等学校等の教育での活用が望まれる。 

 

駅逓所内見学の様子 



67 

 

４）周辺地域と一体となった活用の現状と課題 

①現状 

・史跡周辺には、中山久蔵が水を引いた河川（仁井別川等）や石碑等の軟石を採取した石切場、 

中山久蔵と交流していたと考えられるアイヌのチャシ跡など、中山久蔵ゆかりの諸要素が存在 

している。 

 

・市教育委員会では、数多くの歴史遺産や自然遺産等が遺されている史跡周辺一帯を「史跡旧島

松駅逓所周辺サテライト」として指定しており、周辺の各遺産への解説パネルの設置やパン

フレットの制作のほか、これらの遺産を巡るガイドツアーなどを市民団体と協働で実施して

いる。 

※北広島市が取り組む「エコミュージアム＝屋根の無い博物館」では、それぞれの遺産が持つ

特性などに注目し、関連する遺産をグループ化したものを「サテライト」と呼んでいる。 

 

②課題 

・史跡と周辺地域の諸要素に関する解説板や案内板等の充実、ホームページ等での情報発信な

ど、史跡周辺を一体的に活用するための情報提供の取り組みが必要である。 
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（３）整備の現状と課題 

１）史跡の保存・継承のための整備に関する現状と課題 

①現状 

ア 本質的価値の構成要素 

・駅逓所 

駅逓所は、昭和 59 年（1984）より実施された保存修理工事後、老朽 

 化が進行しており、天井の雨漏りや柱の割裂、水切りの欠損、柾葺の 

コケ繁殖などが見られる。 

 

・井戸屋形、石碑など 

井戸屋形の大棟が腐朽してきているほか、石碑の老朽化が見られる。 

 

・樹木・植物 

中山久蔵が植えたと伝えられているサクラやナシ、中山久蔵が食料にし  

 ていたというオオウバユリ、7月に花を咲かせ観覧者を楽しませているヤマユリ、蓮池のハスな 

ど、歴史的価値のある植物や観光資源として価値のある植物がみられる。 

近年、ハスの生育が悪く花が咲かない年があった。また、池の護岸部等の劣化が見られる。 

史跡内の樹木は、一部、老朽木化と 

なっているものがある。 

 

 

 

 

イ その他の要素 

・防災設備 

消火設備として貯水槽の上部にポンプ室が設置されているほか、駅逓所の周囲には放水銃 2 

基、消火栓が 3箇所設置されている。 

 

②課題 

・本質的価値を損なわないよう十分留意したうえで駅逓所や井戸屋形、石碑などの老朽箇所の 

修復が必要である。 

・倒れる危険のある樹木のほか、枝や根が史跡に影響を及ぼす恐れのある樹木について、剪定や 

伐採の必要があるほか、蓮池のハスの花が咲かないことや護岸部の擬木支柱や擬木柵板、オー 

バーフロー管の劣化などから、ハスの栽培管理や池の改修が必要である。 

・防火設備の適切な点検、整備の継続が必要である。 

 

２）史跡の本質的価値の理解のための整備に関する現状と課題 

①現状 

ア 史跡に関する展示 

史跡に関する説明については、駅逓所内に説明パネルを掲示しているほか、必要に応じて参考 

石碑の老朽化 

ハス ヤマユリ 
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資料や DVD プレイヤーなどを配置している。市指定文化財である中山久蔵関係資料群の一部は 

駅逓所内で展示されている。その他の関係資料群はエコミュージアムセンター知新の駅で展示

または保管されている。 

イ 案内板・説明板 

駅逓所や赤毛見本田などの主要な施設について 

は、説明用の立て看板が設置されているが、支柱な 

どの木部の老朽化が見られる。 

 

 

②課題 

・効果的な情報提供を行うために展示の充実、調査・研究の深化が必要である。 

・史跡の本質的価値を伝えるため、案内板や説明資料の充実が必要である。 

 

３）史跡の公開のための整備に関する現状と課題 

①現状 

ア 駅逓所 

耐震性が十分ではなく、強い地震の際には倒壊のおそれがある。 

イ 照明（屋内照明・展示照明） 

駅逓所内には、屋内照明が設置されている。説明板や中山久蔵 

ゆかりの賞状などの展示物や、展示ケース内に照明が設置されて 

いる。 

ウ 樹木 

庭園部分には中山久蔵ゆかりの樹木などが生い茂り、鬱蒼とし、 

    老朽木もみられる。また、駅逓所裏手斜面の樹木は、倒木等によ 

る建物への影響が懸念される。 

   エ 石碑 

    軟石からなる石碑は、特にひび割れがあり、これにより破損している部分がある。 

   オ 蓮池 

    蓮池のハスの開花が年々減少傾向にあり、開花しない年もある。 

   カ 見本田 

    約 50 ㎡の見本田だが、ほとんどの部分で畦畔部が崩れてきている。また、見本田からの水が 

漏れている。 

   キ 暖水路 

    畦畔部の型崩れが目立ち始め、昭和59年の保存修理工事時の築造が不明瞭になってきている。 

本来は水を張り巡らせているが、そのような仕様にはなっていない。 

   ク 井戸屋形 

    井戸屋形の屋根は柾葺きであり、老朽化が目立ち始めている。また、大棟等も老朽化が進行し 

てきている状況にある。 

 

 

老朽化した説明板 

駅逓所内の照明 
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ケ 便益施設 

・園路・階段 

庭園には園路、石造の階段が設置されている。園路は、不陸などの老朽化が見られ、また、雑 

草と路床の砂利との不明瞭な部分がある。 

階段は、軟石造りで老朽化が見られる。 

・トイレ 

駅逓所前の駐車場に隣接してトイレが設置されている。男子ト 

イレ、女子トイレ、多目的トイレが整備されている。 

・駐車場 

駅逓所前に駐車場が整備されている。冬期間は、駅逓所ととも 

に閉鎖している。 

コ 史跡へのアクセス 

国道 36号からの案内サインが設置されているものの視認性が低 

く、また、史跡のイメージにあったデザインとなっていない。 

 

②課題 

・駅逓所は、地震によって文化財的価値が損なわれることなく、また活用上十分な安全性が確保

できるよう、地震により許容される被害程度の水準を定め、耐震改修を行う必要がある。 

・快適な屋内展示空間の確保のために、照明は本建築の本質的価値を損なわないよう十分留意

したうえで、観覧者の安全を確保するとともに、公開施設として適当な明るさを確保する必要

がある。必要に応じて展示物のための照明の充実を図る必要がある。 

・庭園の樹木は鬱蒼としているため、適切な剪定や伐採が必要である。史跡の歴史にふさわしく

ない樹木や、駅逓所や碑など史跡の価値を構成する諸要素に影響が懸念される樹木は、対応を

検討する必要がある。 

・石碑はひび割れ等している箇所があり、凍結による亀裂や地震による倒壊など観覧者の安全 

を確保するため修理が必要である。 

・蓮池のハスの開花は観覧者の期待が大きいことから、開花しない原因を明らかにし、改修する 

必要がある。 

・見本田は寒地稲作発祥の地として、市内の小学生が田植えから稲刈りまでを体験しているが、 

畦畔部が崩れ転倒する危険性があることから修復を行う。また、水漏れの改善が必要である。 

・暖水路の観覧者への理解を深めるため、本来のとおり水を張った状態にすることも検討する。 

・井戸屋形の屋根は駅逓所本体と同様の柾葺きで、老朽化してきていることから修復を行う。 

また、大棟等の木質部も老朽化してきていることから修理が必要である。 

・観覧者が安全・快適に利用できるよう園路や階段を適切に維持管理するほか、バリアフリーの 

エリアを確保するなど歩行環境の向上を図る必要がある。 

・トイレの老朽化への対応が必要である。 

・現在の駐車場は、大型バスなどの乗り入れができないため、今後、市が予定する周辺整備にあ

わせた拡張等の検討が必要である。 

       ・国道 36号からのアクセス向上や通行者への周知のため、周囲の景観や史跡の歴史性にあった 

案内サインが必要である。 

駐車場 

駐車場のトイレ 
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（４）運営・体制の現状と課題 

１）管理運営体制の現状と課題 

①現状 

・北広島市教育委員会が所管し、日常的な史跡保全管理と観覧者への対応を外部へ業務委託し

ている。 

・北広島市教育委員が主催するバスツアーやライトアップなどのイベントについては、主に直

営で実施している。 

 

②課題 

・積極的な史跡の活用に向けて、教育委員会だけでなく、観光やまちづくりなど、様々な部局と

の連携が必要である。 

・北広島市だけでなく、隣接する恵庭市や北海道等、文化財に係わる専門家など多様な関係者と

の情報交換や連携した調査・研究体制の構築が望まれる。 

 

２）市民との連携 

①現状 

・クラークフェスタなどのイベントや、駅逓所を含めた 

 地域遺産めぐりなど、市民団体が主体となった活動が 

実施されている。 

・市民団体等の協力により、年 1 回、駅逓所内や敷地の 

清掃が行われている。 

 

②課題 

・市民の史跡への愛着を醸成し、市民が誇りをもって支 

える持続的な管理運営に向けて、イベント等の開催の 

ほか、駅逓所のガイドや敷地の清掃、蓮池の管理など、 

史跡の管理運営への幅広い市民参加が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の協力による駅逓所内の掃除の様子 

蓮池清掃の様子 
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 ５章 保存・活用の基本方針 

 

（１） 保存・活用の目標 

明治時代から遺る歴史的建造物や遺構、豊かな自然を確実に保存管理するとともに、北海道史の 

一端を物語る旧島松駅逓所及び周辺地域に広がる歴史・文化・自然の活用を行うことで、市内外の 

人々が集い、賑わいが生まれる場とし、市民や地域が誇りを持って支えて守り、本市のまちづくり 

に多角的に寄与していくために、旧島松駅逓所の保存活用の目標を以下のように設定する。 

 

史跡旧島松駅逓所及び周辺地域の保存活用を通じて、 

地域固有の歴史・文化・自然の豊かな魅力をさらに高め、未来に継承する。 

 

 

（２） 保存・活用の基本方針 

基本目標を踏まえ、保存活用に関する基本方針を次のように設定する。 

 

＜保存＞ 

●本質的価値として整理した史跡の諸要素については、その歴史文化を現在に伝える貴重な遺産

として厳密に管理を行い、その価値が損なわれることがないよう確実に保存し、継承していく。 

本質的価値を構成する諸要素については、それぞれが史跡自体の歴史や性格など、その価値を物

語るうえでの貴重な遺産であることから、現状での保存を原則とする。そのため、日常的な維持管

理を通じて老朽箇所などの把握を行い、修理等が必要な場合は計画的に実施する。また、周辺地域

に存在する諸要素や自然環境についても把握し、これらについても保存に努める。さらに、これら

の保存管理に加え、史跡に関する新たな資料等の収集や調査研究にも努め、その成果を後世に伝え

ていくこととする。 

 

＜活用＞ 

●本質的価値の理解を深めていくための情報発信を行い、周囲の自然等周辺環境も含めた適切か

つ積極的な活用を図り、その魅力を後世に継承していく。 

本質的価値を構成する最も重要な諸要素である駅逓所や遺構の確実な保存を前提に，広く学校教

育、社会教育、観光、地域コミュニティへ情報発信を行い有効な活用を目指し、稲作の成功にみる

中山久蔵の篤農家としての精神や、駅逓所として使用された歴史や明治天皇の御昼行在所としての

価値などを展示や解説、体験学習などにより伝える。そして、周辺環境を含めこの地の歴史・文化・

自然を体感してもらうことで多くの人が旧島松駅逓所や寒地稲作発祥の地としての価値や魅力に

ついて深く知り、それらを後世へ継承するための場所としての活用を図る。 

 

＜整備＞ 

●本質的価値の確実な保存・継承や理解に必要な整備を計画的に進めると共に、利便性や魅力を

向上させるための整備を行う。 

駅逓所や遺構等の保存・継承のために必要な整備や、説明板などの本質的価値の理解に必要な情

報提供、展示の説明文や照明など資料等の公開に必要となる整備について計画的に取り組む。また、
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史跡の周辺の休憩施設や管理施設、ガイダンス施設の是非や、駐車場の在り方など、公開・活用を

促進するための施設の整備について検討する。 

 

＜運営体制＞ 

●旧島松駅逓所の確実な保存と、地域と連携した活用を進めるための運営体制の構築を行う。 

旧島松駅逓所の確実な保存・活用を推進していくために，他部局との連携など行政組織内の保存

活用体制を強化するとともに、地域住民や市民団体との連携体制の構築並びに市内や近隣市町村の

歴史文化観光施設などとの広域的な関連施設・遺産とも連携体制を推進する。 

 

 

（３）「史跡指定地」と「周辺地域」 

本章以降、保存管理と活用、整備の方向性や方法の整理にあたっては、必要に応じ、次のとおり優

先的に保存活用を進める「史跡指定地」と、段階的に保存活用に取組む「周辺地域」に分けて記載

する。 

 

地域区分 地区の概要 

史跡指定地 

（市所有・その他） 

旧島松駅逓所などの本質的価値を構成する諸要素と、碑、説明板、消火

設備など本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素が存在する区域。 

周辺地域 

（市所有・その他） 

現有の駐車場及びトイレなどの便益施設が設置されている区域や、史

跡公園用として取得した区域、その他の周辺地域。 
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６章 保存管理 

 

（１） 方向性 

史跡旧島松駅逓所の本質的価値を現在から未来へと確実に継承していくため、以下のとおり保存

管理の方向性を整理する。 

 

【史跡指定地】 

ア 基本的事項 

・本質的価値を構成する諸要素は、史跡旧島松駅逓所の歴史と価値を後世に伝えるものとして、現

状保存を原則とする。 

・建築物や遺構の保存、整備上の理由を除き土地形質の変更、建築行為、設備などの設置、新規の

植栽は行わないこととする。 

イ 資料の保存管理 

・史跡旧島松駅逓所の位置が明治初期の北海道における交通の要衝であったこと、中山久蔵の取組

みにより寒地稲作発祥の地となったこと、明治天皇の北海道巡幸にあたり旧島松駅逓所が御昼行

在所に指定されたことなど、本質的価値を今に伝える古文書などを含む資料について適切に保存

管理を行う。 

ウ 駅逓所などが持つ本質的価値等の保存管理 

・前述の基本的事項に含まれるが、特に、本史跡の重要な特徴である駅逓所としての間取りや行在

所としての間取り、寒地稲作の成功を今に伝える見本田や暖水路、駅逓所の柱礎石や石碑に使用

されている島松軟石などの地域性を表す素材などは、その価値を損なわないよう適切な保存管理

を行う。 

エ 調査・研究の推進 

・史跡旧島松駅逓所の新たな価値や遺構等の状況を明らかにしていくために，駅逓所や中山久蔵な

どに関する古文書等の調査・研究を推進する。 

オ 維持管理 

・日常的な維持管理を確実に行うことで、老朽箇所などの把握を行い、修理などが必要な場合は、

学術的調査等の成果を踏まえ、その価値を損なわないよう適切かつ計画的に実施する。 

 

【周辺地域】 

史跡指定地の周辺地域においては、札幌越新道や札幌本道といった本道の歴史上重要な道路や島

松軟石採掘場跡など、周辺地域に在りながら史跡の本質的価値に深くかかわる要素や地域の歴史

や文化を物語る要素が存在することから、それらを良好な状態で保存するよう努める。 

島松川や周囲の緑など、自然環境や景観については、北広島市都市計画マスタープランや北広島

市緑の基本計画などに基づき、適切な保全に努める。 

駐車場やトイレなど、史跡の公開や活用を補完する施設は、観覧者等がより快く利用できるよう、

施設の充実や適切な維持管理に努める。  
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（２） 方法 

【史跡指定地】 

①現状変更の取り扱い基準 

文化財保護法第 125条第 1項の規定により、史跡指定地内において、現状を変更し、またはその保

存に影響を及ぼす行為（以下、「現状変更等」）を行おうとする場合には、文化庁長官の許可を得

る必要がある。 

 

また、上記のただし書きのとおり、以下の軽微な現状変更については、文化財保護法施行令第 5条 

4項に基づき、北広島市教育委員会が許可事務を行うこととなる。 

 

イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築

面積（増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積）が百二十平方メートル以下のもの

をいう。ロにおいて同じ。）で二年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築 

ロ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の設置若しくは改修（改修にあつては、設

置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗装若しくは修繕

（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。） 

ハ 法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。）に

規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修 

ニ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修 

ホ 建築物等の除却（建築又は設置の日から五十年を経過していない建築物等に係るものに限る。） 

ヘ 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限

る。） 

史跡指定地における、現状変更の基準を次の表に整理する。 

 

 

 

 

【文化財保護法より抜粋】 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 

第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更について

は維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為につい

ては影響の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。 
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 史跡指定地内における現状変更等の取り扱い基準 

取扱方針 ・原則として、史跡の整備、調査・研究、保存管理、活用以外の現状変

更行為は行わず、現状保存とする。 

 

歴史的建造物 

（駅逓所・石造蔵

品庫） 

・改築については、史跡の保存、活用、その他防災などのために必要な

場合に限って認める。 

その他建築物 

（ポンプ室等） 

・原則として新築は認めない。ただし、防災の目的など、史跡の保存活

用上、止むを得ず必要とされる場合は、史跡への価値や景観が損なわ

れない範囲で認める。 

・改修、移築については、史跡の価値や景観を損なわない範囲で認め

る。 

歴史的工作物（蓮

池、見本田、暖水

路、石門、石碑等） 

・史跡の保存・活用上必要な工作物の改修や更新、移設、撤去について

は認める。 

その他の工作物

（照明・防災設

備、説明板、園路

など） 

・史跡の保存・活用及び防災のために必要な施設の設置（新設）、改修・

更新、移設については、史跡の価値や景観を損なわない範囲で認め

る。 

地形変更（土地の

掘削、盛土、切土） 

 

・現状維持を原則とする。ただし、史跡の保存、活用、その他防災等の

ために必要な場合は、史跡の価値や景観を損なわない範囲で認める。

なお、発掘調査未実施の区域での掘削や切土を行う場合は、発掘調査

の実施を前提条件とする。 

植栽・伐採 ・新たな植栽は行わないことを原則とする。ただし、既存樹木の更新に

ついては原則認める。 

・伐採等については、樹木が史跡の価値を構成する諸要素の保全を脅

かす場合、また、防災等のために必要な場合については、史跡の本質

的価値を損ねず、史跡景観の保存に影響を与えない範囲で認める。 

災害復旧 ・災害の拡大防止、復旧のために必要な場合に限ることとし、史跡の本

質的価値を損なわず史跡景観の保存に影響を与えない範囲とする。 

その他 ・保存・活用に資するもの、または防災上公益上必要であるものであっ

て、史跡の本質的価値を損なわず史跡景観の保存に影響を与えない

範囲で認める。 

・計画期間中等にも必要に応じて調査を行い、保護が必要とされる資 

料が確認されれば、最も適した方法で対応する。 

 また、重要な資料が発見されれば現状変更を行うことも視野に入れ、

最良の方法で資料の保存に努める。 

 

 

 

現
状
変
更
行
為 
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②維持管理 

ア 日常の維持管理 

・ 駅逓所や遺構等の状態を定期的に点検し、老朽化が発見された場合には、学術的調査等の結果を

踏まえて、適切な復旧・修理を行う。 

・ 遺構や説明板の表示、園路などの整備箇所は適切に維持管理を行う。 

・ 消火設備などの史跡保護施設や照明設備などのインフラ施設は適切に点検を実施し、維持管理を

行う。 

イ 計画的な維持管理 

・ 駅逓所や碑、施設など、経年劣化により修理が必要な箇所については、計画的に修理を実施する。 

 修理にあたっては史跡の価値を損なわないよう、事前の文献調査等を十分に行うとともに、必要 

最小限の修理範囲に留め、可能な限り遺構を保存するよう留意する。 

・ 樹木の枝や根などが、駅逓所や碑など史跡の価値を構成する諸要素の保全を脅かす場合には、遺 

 構の保全を優先した対策を講じるものとする。 

・ 樹木密度が高すぎる場所や枝が繁茂しすぎている樹木については、必要に応じて伐採や剪定を行 

い、倒木等が予想される危険な老朽木についてはできる限り同じ樹種で更新し、安全かつ良好な  

景観を維持する。 

ウ 緊急時（災害時）の対応 

・ 大規模な災害にあたっては、観覧者の安全の目処が立った段階で施設を所管する専門職員が中心

となり、点検を実施し状態を把握する。 

・  観覧者の安全が確保できない危険箇所などが確認された場合は、立ち入りを制限するなどの措置 

  をとる。 

 

③資料の保存管理 

ア 保存状況の把握と修復 

・ 現状整理している所蔵資料目録については、リスト化を実施してから時間が経過しており、目録

を活用しながら定期的に所蔵品の保存状況等を調査し、劣化状況を確認する。 

・ 修復・保存が必要と判断される資料については、専門家に相談したうえで、劣化の進行を防止し

資料の耐久性を向上させるための処置を、適切な方法で実施する。 

イ 保存環境の改善 

・ 室内または展示ケース内の温湿度環境、埃・虫対策や紫外線等の対策をするために、展示ケース

の更新や環境改善について検討する。 

・ 劣化が懸念される資料で学術的に価値が高い資料については、複製（レプリカ）を作成し展示す

ることを検討する。 

 

④調査・研究 

ア 資料調査の継続 

・ 島松駅逓所の実態やその変遷等、駅逓所や中山久蔵に関わる資料の収集や調査・研究を継続す

る。 

イ 調査・研究成果の公開等 

・ 地域住民や観覧者と史跡の価値を共有する機会として、企画展を開催するなど、調査・研究で得
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られた成果の積極的な公開を図る。 

・ 調査により本史跡に関係する重要な情報が得られた場合には、必要となる協議を実施し追加指

定等の検討を行う。また、必要となる土地が判明した場合には、買い上げ等の検討を行う。 

 

【周辺地域】 

①維持管理 

ア 通常管理 

・ 史跡周辺地域のうち、市が運営管理する施設等については、管理者において日常的な維持管理

をするとともに、計画的に修繕や整備を行うこととする。 

・ その他の周辺地域の歴史遺産等の清掃、美化等については、土地所有者や管理者が行なうもの

のほか、地域住民や市民団体の協力体制などについても検討する。 

 

②調査・研究 

ア 調査・研究の継続 

・ 史跡の周辺には、史跡に関して関連する歴史遺産等が遺されていることから、これらについて

調査、研究を進め、史跡の本質的価値へのより深い理解に繋げる。 

・ 特に、史跡に隣接する裏山には、札幌越新道などの古道の遺構が存在し、史跡に深く関わる石

碑なども残されていることから、これらの調査・研究を進め、石碑等については史跡内や周辺

での展示等を検討する。 

イ 調査・研究の公開 

・ 調査・研究で得られた成果については、エコミュージアムセンターや史跡内で展示するほか、

周辺に整備を予定する施設等においても常設・企画展示を行なうなど、積極的に公開を進めて

いく。 

 

③周辺の自然・景観の保全 

・ 史跡指定地及びその周辺一帯は、北広島市都市計画マスタープランにおいて、歴史や文化財、 

自然環境を活用し、「多くの人が訪れる地区の形成を図る」ことを目標としている。 

・ 北広島市緑の基本計画においては、具体施策で「親水空間の保全において旧島松駅逓所につい

ては、旧島松駅逓所周辺の河川環境の保全に努めます」ということが記載されている。 

・ 上記の市の計画に基づき、史跡及び周辺の整備にあたっては、周辺の豊かな自然環境や景観を

活用しながらも保全し、歴史と自然の調和した空間を目指すこととする。 
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７章 活用 

 

（１）方向性 

【史跡指定地・周辺地域 共通】 

地域の住民が史跡旧島松駅逓所の本質的価値を共有し、史跡に対する愛着や誇りを育み、重要な地 

域遺産として地域の振興に活用していくなど、適切に現代社会に生かすことができるよう、以下のよ 

うに活用の方向性を整理する。 

 

①公開・活用の推進 

史跡指定地と周辺地域の遺産との一体的な利用を図り、史跡の本質的価値を体感し、深く知って

もらう場所として積極的に情報提供しながら公開を行い、多くの人と史跡の価値を共有する場づ

くりを推進する。 

 

②史跡及び周辺遺産を活用した取組みの推進 

史跡が位置するエリアは市の歴史を物語るうえで重要な空間であるとともに、島松川や史跡の東

側に位置する庭園などは豊かな自然環境を有している。市民ボランティア等との協働による周辺

地域の歴史遺産等を含めたガイドツアーの拡充など、観覧者が歴史・文化を学び楽しみながら、自

然の中で憩える場として活用を図る。 

 

③賑わいを創出する取組みの推進 

市内外の人々が史跡を訪れ、その魅力や価値を楽しみながら理解できるよう、今後整備を予定し

ている史跡の周辺施設の活用により賑わいを創出し、イベントなどの取り組みを進める。 

 

④学校教育や社会教育への活用 

史跡を学校教育、社会教育の学びの場として活用するために、学習教材や体験メニュー等の充実

を図り、市民や次世代を担う子どもたちの史跡の本質的価値に対する理解を深め，保存に対する

意識向上と、誇りや愛着の醸成を図る。 

また、市内小中学校教職員の研究組織である北広島市教育研究会の新人会員研修において、例年

本史跡が活用されているが、学校教育に携わる教職員に対しても、史跡について知る機会を提供

できるよう検討していく。 

 

⑤積極的な情報発信 

史跡としての価値や魅力について分かりやすく伝えるため、市広報誌、市ホームページ、パンフ

レットなどの充実を図り、積極的な情報発信に努める。 
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（２）方法 

【史跡指定地】 

①展示の充実等による公開活用の推進 

ア 展示内容の充実 

・ 駅逓所建物内の展示については、駅逓所の役割や時代

背景等の概要展示をするとともに、市指定文化財「中山

久蔵関係資料群」の一部の展示や、中山久蔵の事績や交

流、生活などに関する展示、明治天皇巡幸に関する展示

など、本史跡の本質的価値以外の価値にかかる展示を

含め、適切な説明を附して充実を図る。 

・ 将来に向けては、明治天皇の御座所部分が行在所神社

となった、史跡の大正、昭和期に関する展示や、アイヌ

との交流を示すサケを干す「はさぎ」の再現など、新た

な展示も検討する。 

・ 外国人の観覧者にも展示内容等が理解できるよう、パンフレットの多言語化のほか、将来に向け

てはインターネットやスマートフォンを活用した展示内容の解説など、新たな解説の方法など

についても検討を進める。 

イ 体験メニューの提供 

・ 史跡内で、楽しく体験しながら学ぶことのできる「体験メニュー」

を提供する。 

（例）駅逓所で使われている木組み（継ぎ手）の学習体験、駅逓所  

内での休憩体験など 

ウ 観覧者に対するガイドの充実 

・ 多人数の見学等に対応できるよう、ガイドの人員体制の充実を図

るほか、史跡の価値や魅力を十分に伝えられるよう、また、観覧者

のニーズに応じた説明ができるよう、学芸員や歴史を研究する市民団体と連携して研鑽を深め、

ガイドの質的向上を図る。 

エ 記念品の販売 

・ 駅逓所に関する絵はがきなど、史跡のＰＲとなり、また記念にもなる土産品等を販売し、史跡を 

より印象付けるとともに、より多くの人に知ってもらう仕掛けとしていく。 

 

②様々な媒体での情報発信の充実 

ア パンフレット等による情報発信 

・ 史跡の価値や魅力を広く伝えるために、史跡

やその周辺を紹介するパンフレットを市内外

の公共施設へ配置するとともに、市が実施す

るイベント等で配布していく。 

・ 史跡に関する情報について、気軽に読むこと

ができるマンガなどを活用し、子どもから大

人まで、幅広い層へ情報を発信する。 

市指定文化財「褒状」 

木組み 

北海道お米ものがたり 
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イ ホームページや動画等を活用した情報発信 

・ 史跡の価値や魅力をより広く伝えるため、既存のホー

ムページの掲載内容を充実していくとともに、史跡を

紹介する動画を制作してホームページ等で公開する

など、インターネットを活用して、若い世代等も対象

とした情報発信を進める。 

ウ 調査・研究結果を活用した情報発信の充実 

・ 保存管理の方法で示した「調査・研究」の結果を情報

発信する内容にも反映し、新たに発信していくととも

に、エコミュージアムセンター知新の駅の企画展示等で詳細な情報を提供していく。 

 

③学びの場としての活用 

ア 学校教育との連携 

・ 地域の将来を担う子ども達が教育を通じて史跡の重要性を学び、また史跡に対する愛着や誇り

が育くまれるよう、積極的に小中学校等との連携を図る。 

・ 地元の小学校との見本田での水稲赤毛栽培体験を継続していくほか、小学校で市内の歴史など

を学ぶ際には本史跡を見学することが望ましいと考えることから、より多くの学校で見学が行

われるよう、市内の小学校への周知や情報提供を行う。 

イ 生涯学習との連携 

・ 市民等が本史跡の歴史などについて学べるよう、史跡に関する出前講座を継続していくととも

に、エコミュージアムセンター知新の駅を中心とした公共施設等において、史跡に関する講演会

や企画展などを開催する。 

・ より身近な場所で本史跡について学ぶことができるよう、本市の各地区の学習団体との連携も

視野に入れ、各地区での講座の開催や展示等の実施に取り組む。 

  

シティセールス動画 

「きたひろにとまろう！」 
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④史跡指定地内見学ルートの設定とマップ等の制作 

・ 駅逓所の歴史や中山久蔵の功績などを効果的に理解してもらえるよう、敷地内に見学ルートを

設定し、景観に配慮しながら適切な案内表示を設置する。 

・ 「史跡内遺産マップ」などを制作し、史跡内の石碑や蓮池、樹木等に関してより深く理解し、

歴史を感じてもらえるよう、観覧者へ配布するほか、ホームページに掲載する。 

 

 

 見学順路は、以下のようなルートを想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤季節ごとのイベントなど賑わいを創出する取組みの推進 

・ 夏休みの時期や秋の紅葉の時期に合わせて実施してい

る史跡のライトアップについては今後も継続すること

とし、ライトアップに合わせたガイドツアーの実施な

ど、より多くの人に史跡の魅力を知ってもらう取組み

を進めるほか、ヤマユリやハスなどの開花といった季

節ごとの魅力も発信していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅逓所ライトアップの様子 

 

見学順路のイメージ 
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【周辺地域】 

①史跡について学べる資料の展示や情報発信 

・ 旧島松駅逓所の歴史や中山久蔵の事績、また、史跡内のクラーク記念碑や寒地稲作この地に始ま

るの碑などについての資料を展示し、観覧者が史跡の概要や歴史などを理解し、これらに関する

基本的な説明（ガイダンス）を受けることができる場として活用する。 

・ 保存管理の方向性で示したとおり、周辺地域に存在する本質的価値に関わる要素についても調査

研究を行い、その結果を生かした新たな展示や情報発信を行う。 

 

②エコミュージアムのサテライトとしての活用 

・ 周辺施設をエコミュージアムのサテライト拠点として活用し、

史跡周辺の遺産のほか、市内の他地区の遺産についても紹介す

るなど、情報発信等の拠点として活用していく。 

 

③賑わいを創出する取組みの推進 

ア 観光イベントやグリーンツーリズム等と連携した活用 

・ サイクリングやウォーキングイベント、観光ツアーでの休憩ポ

イントとしての活用や、ライトアップの時期に合わせたバスツ

アー等での活用など、観光イベントとの連携に取組む。 

・ 市内の農産物や交流農園の PR など、グリーンツーリズムとの

連携について検討する。 

 

④土産品販売等の検討 

・ 史跡を訪れた記念となる土産品等の開発と、周辺施設内での販

売を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドツアー(仁井別神社) 

サイクリング 
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８章 整備 

 

（１）方向性 

史跡旧島松駅逓所を訪れる人が、その価値を体感し、深く知ることのできる空間を創出していく 

とともに、史跡とその周辺の利便性や魅力を向上させるため、以下のように整備の方向性を整理 

する。 

 

【史跡指定地】 

①主として保存のための整備 

ア 本質的価値を損ねない整備 

本質的価値を構成する諸要素の現状を把握するとともに、耐震対策を含む整備計画を作成し、優

先順位を決めて計画的に修理等を実施するとともに、遺構等の保存対策を講じていくこととす

る。保存修理や耐震補強修理を行う際は、前述の保存の方向性に記された通り、本質的価値の保

存を前提として価値を損ねない整備の方法を検討する。 

 

②主として活用のための整備 

ア 駅逓所の公開のための整備 

史跡の本質的価値を構成する最も重要な要素である駅逓所は、今後も継続して公開を予定する

こととし、本質的価値を維持しながら、観覧者が安心して見学できるよう、老朽箇所等の修理の

ほか、耐震補強修理などの安全対策を検討する。 

耐震補強を行う際は、現状の内観・外観を保存することを原則とする。また、駅逓所の建築的特

徴や歴史的特徴を損なうことの無い補強方法を検討し、採用することとする。なお、冬期間は閉

館を前提とし、積雪荷重に耐えうる冬期間のみの仮設的な補強を行うことを検討する。 

さらに、史跡の一部が土砂災害警戒区域であることから、土砂災害に備えた案内等の整備を行

う。 

イ 適切な情報提供のための整備 

史跡の本質的価値や魅力を、観覧者に深く理解してもらえるような分かりやすい資料展示や、何

度も訪れたくなるような工夫のある展示を検討する。また、統一的なサイン等の案内機能の充実

等により史跡までのアクセス向上を図る。 

 

 

【周辺地域】 

史跡が市の重要な地域遺産であることから、まちづくり及び観光の観点から、史跡の周辺を一体

的に整備する。 

史跡の利便性や魅力を向上させるため、史跡指定地の周辺に、地域の歴史・文化について展示等

を行うガイダンス機能を有する施設等の設置などを検討するとともに、公園やトイレ、その他の便

益施設などについても、周辺の自然環境や景観と調和した憩いの空間の整備を検討する。 

周辺整備の検討にあたっては、有料公開エリア（駅逓所）が閉鎖となる冬期間も含めた通年での

運用を視野に入れる。 
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（２）方法 

【史跡指定地】 

①主として保存のための整備 

ア 本質的価値を構成する建造物等の保存修理 

・ 日常的な維持管理のほか、定期的な調査により整備が必要となる箇所をあらかじめ把握し、計

画的な整備を行う。 

・ 駅逓所の整備については、「駅逓所の公開のための整備」において、具体的な整備方法につい

て記載する。 

イ 防災・防犯対策の強化 

・ 防火・防災・防犯設備の整備・更新を計画的に進める。 

・ 史跡の一部が土砂災害警戒区域に含まれていることを踏まえ、史跡内の観覧者の安全と史跡を

守るため、看板等を設置し注意喚起を行う。また、周辺住民に対しても、ハザードマップに土

砂災害警戒区域に位置することを図示するなど、周知を図る。 

・ 駅逓所内の展示は、展示棚などの高さを制限するほか、展示棚や展示台は転倒防止対策をする

など、震災時の安全性の確保に配慮する。 

ウ 石碑等の改修 

・ 著しく劣化が見られる石碑については、石材の色彩に似せたモルタル材で補修する他、降雪に

よる影響で劣化が進みやすいため、冬季はビニールシートで石碑を覆うなど、劣化を防ぐ対策

も検討する。  

 

②主として活用のための整備 

ア 史跡の価値と魅力を伝える説明板や展示の整備・充実 

・ 観覧者に史跡の価値や魅力を分かりやすく効果的に伝えるため、説明板や展示の整備を図る。

その際、展示や遺構の説明板は史跡のもつ雰囲気や景観を損なわないよう形状や表記方法を統

一するなど、デザインにも十分配慮する。 

・ 照明設備については、史跡の価値や魅力、歴史的な雰囲気を損なわないよう配慮しながら、公

開施設として適当な明るさを確保する。 

イ 蓮池の改修 

・ 蓮池は、史跡の景観上の重要な要素であり、毎年良好な状態で花が咲くように適切な栽培管理

に努めるほか、栽培に適した環境を維持できるよう改修を行う。 

・ 蓮池は、ハスの栽培管理上の理由から、冬に水位を上げ夏に水位を下げるなどの機能や、水深

の関係で現在一部（全体の 1/3 程度だけが深い）に限ってハスを植えている状況を改善する。

また、底面に貼られているマットを自然の土の状態に変えるなど、ハスが良好に育つように育

成環境の改善を行う。 

  



86 

 

 

 

・ ハスを植える深い部分を拡大し、底面はマットを取り除く。 

・ 水口の位置を変えるなど、水深を調節することができる機能を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：現状の蓮を植えられる範囲 

：ハスを植えられる範囲を広げ、底面のマットを土とするイメージ 

水深を調節することのできる機能整備イメージ 

蓮池整備例 
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ウ 暖水路と見本田の改修 

・ 現在の暖水路は形状のみを模したもので、実際には水が流れておらず、その機能が理解しにく

いものとなっている。今後は、実際に水が暖水路を通って見本田に流れ込むように改修し、水

を温める仕組みをより直感的に理解できるように改修を行う。見本田では、水漏れなどがあり

改善が必要である。 

 

 

     暖水路については、実際に水を暖水路に通し、見本田に流れ込むよう、改修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 井戸の改修 

・ 腐朽が見られる井戸屋形を改修する。また、現在駅逓所には飲料水がなく、明治天皇が飲用さ

れた御前水を実際に飲用できるように改修することが望ましいと考えることから、水質や水量

などを検討して、観覧者への提供について検討を進める。 

  オ バリアフリーエリアの整備 

・ 駅逓所の構造上、建物をバリアフリー化することは困難であるが、駅逓所内外の一定のエリア

については、車イスでも観覧できるように整備を行う。駅逓所内については、主なコースに段

差解消のための備品（スロープ等）を用意し、必要な際に設置を行う。 

 

  

暖水路の改修イメージ 
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カ ライトアップ施設の設備 

・ 現在ライトアップを実施する際は、適宜コードを敷地内に取り回し、地面等に LEDライトを設

置しているが、今後もライトアップ事業は継続していく予定であることから、ライトアップを

行うための基本的な設備（配線や照明設置設備など）を敷地内に整備する。 

 

 

＜秋＞ 

駅逓所を照らす照明の位置は以下のような配置を想定する。また、照らす対象物や照明の数、 

電源の配置は以下の表で示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

3 

 

※建物内はコンセント等の整備。建物外は配線ととりはずしできる支柱など 

照らす対象物 色 数 番号

駅逓所及び碑 白 7灯 1.3.4.5.6.7.8

背景 オレンジ 4灯 9.10.11.12

蓮池のイチイ 薄緑 1灯 2

蓮池 白 1灯 13

番号

電源1 4.5.6.7

電源2 9.10.11.12

電源3 1.2.3.8.13

2 

ライトアップ照明位置のイメージ 

 

 
 

 

1 

2 
3 3  
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キ 敷地内見学コースの整備 

・ 史跡内を歩きながら学ぶことができるように、コースの整備及び説明板等の整備を行う。なお、

史跡内の景観に配慮するため、説明板の説明は最小限のものとし、より具体的な説明はパンフ

レットやホームページで公開・発信していく。 

ク 照明設備の LED化 

・ 照明を LED化し、畳や壁材などの内装、展示資料への光の影響による劣化を抑制する。 

ケ 展示設備の耐震化 

・ 地震発生時の観覧者の安全を確保し、また、展示している文化財の老朽化を防ぐため、展示棚

等の倒壊防止を行うほか、ガラス等の飛散防止等の耐震性を持つ展示棚を整備する。 

 

 

 

 

□ 本質的価値を構成する建造物等の保存修理 ―「駅逓所の公開のための整備」 

将来にわたって観覧者が安心して見学できるよう、耐震改修と老朽箇所等の補強を行う。 

改修にあたっては、歴史的・建築的な価値や、馬が表ニワに入れるなどの駅逓所として特徴的な

構造を損なわないことや、外観に影響を与えないことを原則とすることとし、建築物の価値等の

整理をした上で、耐震性の目標を現行の一般建築物と同等の目標である「安全確保水準」に設定

し補強を行う方向で検討を進める。 

  なお、閉館時の冬期間については、「復旧可能水準」を目標とすることとし、目標を達成できる

ようにするため、屋根に一定以上の積雪があった場合は雪下ろしを行うほか、積雪時に不足する

耐力を着脱式フレームなどを用いて補う方針とし、その方法についても併せて検討していくこと

とする。 

次ページ以降、現時点での検討内容について記載する。 
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〇駅逓所の保存のための整備に伴う検討内容 

（ア）補強検討において配慮すべき歴史的・建築的価値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「特別の由来」に係る価値

行在所の部分（明治

神社として地域に開放、その後、
聖蹟保存化が行われる）

（写真

「土縁」

■「特別の由来」に係る価値

行在所部分の結界用間仕切の

部分

■「特別の由来」に係る価値

行在所部分の結界用間仕切の

部分

■「地域の歴史」に係る価値

明治

部分（写真

■「技術や工法」に係る価値 

 「石場建」の遺構復原部分 

 （写真 1） 

平面図 

天井伏図 

■「地方の文化・生活」に係る価値

北国特有の「土縁」と開放可能な西側立面図 南側立面図 

東側立面図 北側立面図 

■「特別の由来」に係る価値 

 行在所部分の結界用間仕切の 

  部分 

■「特別の由来」に係る価値 

 行在所の部分（明治 14 年以降 

 神社として地域に開放、その後、 

 聖蹟保存化が行われる） 

 （写真 6） 

■「地域の歴史」に係る価値 

 明治 14 年以前の小屋組が遺る部分

（写真 10） 

■「技術や工法」､「地域の産業」に係る価値 

 創建時は近隣の松材で葺かれたと考えられる「柾葺」 

 屋根の復原部分（写真 2,3,4） 

■「特別の由来」に係る価値 

 行在所部分の結界用間仕切の 

 部分 

■「地方の文化・生活」に係る価値 

 北国特有の「土縁」と開放可能な 

 「板戸」の部分（写真 9） 

■「地域の歴史」に係る価値 

 明治 14 年以前の小屋組が遺る 

 部分（写真 10） 

■「地方の文化・生活」に係る価値 

 北国特有の「土縁」と開放可能な 

 「板戸」の部分（写真 9） 

■「地方の文化・生活」に係る価値 

 北国特有の「土縁」と開放可能な 

 「板戸」の部分（写真 9） 

■「技術や工法」に係る価値 

 明治以前の建具仕様である 

 「明り障子付板戸」の部分 （写真 5） 

■「技術や工法」､「地域の産業」に係る価値 

 創建時は近隣の松材で葺かれたと考えられる「柾葺」 

 屋根の復原部分（写真 2,3,4） 
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写真1：「石場建」の基礎

写真2：「柾葺」の屋根裏

写真3：西側「柾葺」屋根

写真4：東側「柾葺」屋根

写真5：西側の「明り障子付板戸」

「石場建」の礎石 「石場建」の礎石 

写真 6 ：行在所神社の様子 
（昭和 59 年頃） 

写真 7 ：西側「土縁」と「板戸」 

写真 8 ：南側「土縁」と「板戸」 

写真 9 ：南・西側「板戸」の外観 

棟木 

母屋 

隅木落掛り 

現状軒桁 

当初建物の痕跡 

1 隅木落掛り痕跡 

写真 10：明治 14年以前の小屋組が遺る 
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（イ）旧島松駅逓所保存修理工事時の根本修理概要（昭和 59年（1984）～平成 2年（1990）） 

 

  

■屋根

・全面野地板までを解体の上、新材により葺替え

■下手ダイドコロ部

・全て解体の上、新材にて復原

平面図

西側立面図

写真２：内部床組、柱補修後の写真

■中手座敷部・上手行在所部

・基 礎：全て鉄筋コンクリートにて新設

・床 組：腐朽、破損部を新材にて修理
・ 柱 ：柱下部の腐朽部は新材根継により

修理

・小屋組：腐朽、破損部を新材にて修理

・屋 根：野地板、柾葺は全て新材にて修理

写真１：下手ダイドコロ解体、基礎新設後

の写真

断面図１

■基礎

・全て鉄筋コンクリートにて新設

天端には、礎石を設置

新設基礎伏図

南側立面図

断面図２

１

２

新設基礎断面図

■中手座敷部・上手行在所部 

・基 礎：全て鉄筋コンクリートにて新設 

・床 組：腐朽、破損部を新材にて修理 

・ 柱 ：柱下部の腐朽部は新材根継により 

     修理 

・小屋組：腐朽、破損部を新材にて修理 

・屋 根：野地板、柾葺は全て新材にて修理 

■下手ダイドコロ部 

・全て解体の上、新材にて復原 

■屋根 

・全面野地板までを解体の上、新材により葺替え 

■基礎 

・全て鉄筋コンクリートにて新設 

 天端には、礎石を設置 

1 

2 
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（ウ）建築的価値保存のための耐震補強上の留意点 

（ア）で整理した建築価値に対する影響を最小限にするために、補強にあたっては、下に示した

事項について留意する必要がある。 

具体的な方法については、今後の設計の中で検討や実証を行うこととする。 

 

 

 

  
「拝殿」 
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（エ）目標水準の設定 

ア）目標水準のイメージ 

「重要文化財（建造物）耐震診断・耐震補強の手引き（平成 25年 10月 文化庁文化財部参事

官）」では、文化財の耐震性の目標として次の 3水準を設定している。 

Ⅰ．機能維持水準 

Ⅱ．安全確保水準 

Ⅲ．復旧可能水準 

 

以下に、各水準の具体的なイメージを示す。 

 

表（エ）-1耐震性の目標水準のイメージ 

 Ⅰ．機能維持水準 Ⅱ．安全確保水準 Ⅲ．復旧可能水準 

定義 ・大地震時に機能を維持
できる水準 

・大地震時に倒壊しない水準 
・現行の建築基準法によって
建てられる一般建築物と同等
の目標 

・大地震時に倒壊の危険性がある
が、文化材として復旧できる水準 

対象施設 ・防災拠点施設（官庁施
設、避難施設） 
・内部に復旧が容易でな
い貴重な資産を収蔵す
る施設。 

・内部を公開している建造物 ・倒壊しても人的被害が出ない施設 
・ほとんど人が近寄ることがない施設 

地震後の状
態 

・目に見える被害なし。 
・残留変形ほとんどなし。 

・振動により変形するが、広範
囲の仕上げや天井等の落下
物はない。 
・地震後に残留変形が残る
が、余震に対する余力を有し
ている。 
 

・漆喰仕上げが剥落し、窓ガラスは
割れる。 
・地震後に残留変形を生じるので、
余震対策として、突っかえ棒等で補
強する。 
・その後、傾斜を元に戻して復旧す
る。 
※積雪時には、傾斜することにより
雪の重みで倒壊することがある（P-
δ効果）ので、冬期の対策は必要。 

施設利用者
への影響 

・落下物等による危険性
なし。 
・避難に支障なし。 

・仕上げ材等の多少の落下を
生じるが、重大な危険性はな
い。 
・避難は可能。 

・建物の損傷による人身への危険性
あり。 
・避難に支障が生じる場合もある。 

地震後の 
イメージ 

   

目標変形角 1/60程度 1/30程度 1/30より大 

島松駅逓所
への適用 

・該当しない。 ・公開期間（5～10月） 
※非公開期間であっても、建
物保存のためには、ここを目標
とすることが望ましい。 

・非公開期間（11～4月） 
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イ）積雪荷重に対する考え方 

現行の建築基準法に基づく設計では、北広島市の設計用最深積雪深は 140cm であり、地震時に

はその 35％である 49cmを積雪荷重として見込む。1cmあたりの重量は、30Ｎ/㎡（≒3.0kg/

㎡）なので、1470N/㎡（≒147kg/㎡）である。 

これは、屋根自体の重量を上回る重量であり、積雪荷重をどう扱うかによって、必要耐力が大

きく変わる。 

島松地区は、沢地であるため北広島市街よりも積雪量が多い。写真（ウ）-1は 2018年 2月の

積雪状態であるが、屋根上に 1ｍ超の積雪がある。これは、上記の耐震設計上の地震時積雪荷

重の 2倍超の荷重に相当する。 

また、歴史的建築物は一般建築物に比べて存在する期間が長いので、大雪に遭遇する可能性も

大きくなる。 

維持管理による対応として、一定以上の積雪になった場合には雪下ろしを行い、設計値以上の

積雪荷重にならないようにする方法もある。 

積雪荷重については、このような、地域（地形）的な特性や、歴史的建築物であるが故の要因

も考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（ウ）-1 2018年 2月の積雪状況 

 

ウ）目標水準の設定 

以上を考慮して、表（ウ）-2のように耐震化の目標水準を設定するのが適当と考える。 

 

表（ウ）-2耐震化の目標水準 

 公開期間（5～10月） 非公開期間（11～4月） 

目標水準 ⅱ．安全確保水準 ⅲ．復旧可能水準 

積雪荷重 

への対応 

－ 建築基準法による地震時積雪深相当

（50cm）以上にならないように雪降しする。 

 

  

積雪1ｍ超
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（オ）構造特性から見た耐震補強の考え方 

ア）現状における耐震上の弱点 

現況においては、次のような耐震上の弱点や、耐震上不利になる要素がある。 

Ⅰ.耐震要素（主に壁）が少なく、個々の要素の耐力も小さい。 

Ⅱ.耐震要素が偏在している。 

Ⅲ.接合部の強度が弱い。 

Ⅳ.水平構面の剛性が小さいので、建物全体が一体化されていない（ばらばらに挙動する）。 

Ⅴ.冬期間の積雪荷重が大きい。 

 

イ）改善の方法 

上記のⅠ～Ⅴの要素を改善する方法として、以下のフローに示す考え方が“構造的には”合理

的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※フロー中の①～⑥については、「表（オ）-1 耐震補強方法の種類」を参照 

 

  

既存壁を利用した補強

②耐震要素（壁）の偏在を緩和できる補強

積雪荷重の扱い

一般建築と同じ

冬期間のみ考慮

①＋②で不足する分の耐力を補強

・耐力壁の増設

・④補強フレームの増設

積雪荷重に対する冬期間のみの補強

・③-1 着脱式筋かいフレーム

・③-2 着脱式バットレス

これを有効にするために、水平構面

の補強が必要

⑤水平ブレース増設

⑥屋根下地に構造用面材張り

①外観に影響しない部分の補強

②-1 質感・意匠を調和させた壁部材

②-2 雨戸構面を耐震化

意匠的価値への影響

が少ない補強

構造的に最低限必要な

補強

必要耐力確保のために

必要な補強

※要検討

目標水準をどこに設定

するか

d.の改善b.の改善

a..の改善

a.の改善

ｅ．への対応

a.の改善

ｅ．への対応
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表（オ）-1耐震補強方法の種類 

  
目的 積雪荷重の低減

②-1 質感・意匠を調和させた壁部材 ②-2 既存雨戸構面を耐震壁化 ③-1着脱式筋かいフレーム ③-2 着脱式バットレス

内容

・下見板張りやボード仕上げ部分にて、既
存仕上げをいったん撤去して、構造用合板
等を挿入したのち復旧する。

・周囲の仕上げや建具等に意匠を合わせ
た耐震要素を追加する。
・耐震要素は着脱可能とする。

・雨戸が入っているフレームの中に耐震壁
を作り、外側は雨戸を現わしにする。
・耐震要素はボルト等で脱着可能とする。

・障子や襖が入っている部分に、着脱可
能な組み立て式の補強フレームを挿入す
る。
・冬期間、閉館とする場合の、積雪荷重に
対する補強。

・建物の外部に、冬期間だけ着脱式の
バットレス（いわゆる、突っかい棒）を取り
付ける。
・建物側のバットレス受け部に、受け金
物を取り付けておく。
・GLから出っ張らないように、RC基礎を
作る（掘削不可の場合は？）

・既存建物とは別に独立した基礎と鉄骨
フレームを増設し、これに建物の地震荷
重を負担させる。
・基礎は既存の床下に納まるようにする。

・梁、桁で囲まれる水平構面に
鋼棒ブレース取り付ける。
・天井がない部分では、炭素繊
維ケーブルを使用する方法もあ
る。

・垂木上で構造用合板張りとし、
屋根構面を一体化する。

・冬期間、滑雪性に優れたシートで
屋根を覆い、屋根上に堆雪させな
い。

恒久的／
季節限定

恒久的補強 恒久的補強 恒久的補強 冬期間限定 冬期間限定 鉄骨フレームを固定式とすれば恒久的
補強
組み立て式とすれば冬期間限定

恒久的補強 恒久的補強 冬期間限定

特徴

○外観に影響せずに補強できる。 ○外観上の違和感が少ない補強ができ
る。

○外観の意匠は変わらない。
○現況で耐震要素が少ない側なので、こ
れによって耐震要素の偏在が緩和される。

○躯体に手をつける部分を最小限にでき
る。
×既存軸組みにはめ込むだけなので、1
箇所あたりあまり大きな耐力はとれない。

○内部に手を付けなくて良い。
○③-1のフレームタイプよりも着脱が容
易。
○東面においては、防雪柵と兼用可
能。
×冬期間とはいえ、外観に影響する。
×受け金物が外部に露出する。

○既存軸組みに頼らず、鉄骨を使用す
るので、設計が明快。
×掘削して基礎を造れないので、浮き上
がり耐力が上限となる。
×建物内部で基礎工事が発生する。
×スクリュー杭や地盤アンカーを使用す
る場合は、重機侵入のために一部解体
する必要がある。

○鋼材を使うので、細いが大きな
強度が得られる。
×天井がない範囲では、ブレー
ス材が露出する。

○柾材の葺き替え時期に合せて
行えば合理的。
×天井がない範囲では、面材が
露出することになる。面材の下側
に化粧柾を取り付ける?

○雪降しの労力がなくなる。
○補強にあたって、積雪荷重を考慮
しなくて済む、あるいは軽減できる。
○雪氷による柾葺きの傷みを防ぐこと
ができる。
×毎年、シートの着脱作業を行う必
要がある。

留意点

・既存接合部の金物補強が必要。 ・既存接合部の金物補強が必要。
・補強効果について、実験等による確認
が必要。

・雨戸構面と本体の間は水平構面が弱い
ので、その間の補強が必要。
・既存接合部の金物補強が必要。

・補強効果について、実験等による確認
が必要。
・シーズンごとに人手による着脱が必要。
・柱-梁接合部の金物補強を行わない場
合は、柱の抜け出し時の耐力が上限とな
る。
・補強部材の保管場所が必要。

・シーズンごとに人手による着脱が必
要。
・短辺方向の補強には、多数取り付けら
れるが、長辺方向の補強には箇所が限
定される。
・補強部材の保管場所が必要。

・地盤掘削不可の場合は制約を受ける。
・負担耐力が大きい場合には、浮上り防
止の措置が必要（スクリュー杭等）。
・補強フレームまで地震荷重を伝達させ
るために、水平構面の補強が必須。
・冬期間限定とする場合は、シーズンご
とに人手による着脱が必要。

・天井がある室については、工事
にあたって、天井か柾葺き材を撤
去する必要がある。
・ブレース端部に接合金物を取り
付ける必要あり。
・四周に梁、桁がない箇所は、
横架材を追加する必要がある。

・柾葺きを撤去する必要がある。 ・強風に対するシートのばたつき、破
断、建物への損傷に対する安全性確
保の必要性あり。

イメージ

既存壁体内部に構造用合板を挿入。
（旧三菱鉱業寮）

格子壁による補強例
上村工務店HPより

雨戸の外観はそのままにして、裏側に耐震
要素を取り付ける。

障子、ふすまを取り外して、補強フレーム
を入れる。

外周の柱位置で、1間程度の間隔で取
り付ける。

独立した鉄骨フレームによる補強
北大第2農場 牝牛舎

梁・桁で囲まれた内部に鋼棒ブ
レースを取り付ける。
(株)タナカHPより

屋根下地として構造合板を全面
張りしている例
(株)内山ホームHPより

瓦屋根をシートで覆って、滑雪させて
いる例（この例ではブルーシートを使
用しているが、滑雪を目的とした士へ
とがある）。

優先順位

・最優先。
・この補強を実施した上で、不足耐力を他
の方法で補う。

・毎シーズンの脱着が現実的か、要検討。 ・毎シーズンの脱着が現実的か、要検
討。
　計75本程度（1間間隔で取り付ける場
合）。

・恒久補強とする場合には、意匠性につ
いて要検討

・水平構面補強としては最優先
・①～④の耐力要素に地震力を
伝達するには、ブレースが有利

・柾吹きの更新も行う予定がある
のであれば、低コストで合理的。

・小規模で試験的に実施して、安全
性等について検証する必要あり。

文化財として
の価値への

影響

・両面とも外観は保持できる。 ・意匠性はある程度保たれる。 ・外部側の外観は保持できる。 ・影響なし。 ・受け金物が外部側に露出する。
・土中に基礎を設ける必要あり（史跡指
定との関係）。

・恒久補強とする場合には、外観への影
響あり。

・天井がない部分では、外観に
影響するが、目立たないように細
くて強い材料を使うことも可能

・天井がない部分での対応をどう
するか。

・影響なし。
・屋根葺き材保護の観点からは好ま
しい。

コスト 費用対効果が最も大きい。
着脱を業者委託しなくて済むようにする必
要がある。

屋根葺き工事に合せて実施す
れば費用対効果が大きい。

屋根葺き工事に合せて実施す
れば費用対効果が大きい。

補強検討で
の採用工法 ○ × 神社となっていた面なので適用しない ○ 〇補助的 ○ 小面積で試験施工できないか

⑦滑雪シートで覆う

・構造的には第2優先
・耐震要素の偏在解消に有効。
・偏在を改修した上で、不足耐力を他の方法で補う。

水平耐力の向上 水平構面の補強

補強方法

②意匠性を合わせた耐震要素を追加

④独立した補強フレームを増設 ⑤水平ブレース設置 ⑥屋根下地に構造用面材①外観に影響しない部分の補強

③着脱式の耐震要素

雨戸の外観はそのままこの上に元の仕上げを戻す

着脱式フレーム（木

東面では防雪柵を兼

ねることも可

取り付け金物

柱梁接合部の補強が必要

・補強にあたっては、建物本来の部材

を用いた部分については現状保存と

し、補強部材の挿入は、それ以外部分

で行うこととする。 
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（カ）補強試算 

ア）補強方針、設定条件 

Ⅰ．補強方針 

Case.1 外観への影響が少ない、次の部分での補強を行う。 

a.外壁下見板張り部分  

  下見板を取り外し、壁内部で補強した後、健全材は再利用、劣化材は新規材に交換。 

b.間仕切り壁ボード張り部分 

  ボード仕上げを撤去し、壁内部で補強した後、新規材で復旧する。 

c.間仕切り壁羽目板部分 

  羽目板を取り外し、壁内部で補強した後、元材を復旧する。 

Case.2 冬期間、上記補強で不足する場合には、仮設の補強材を配置する。 

 

Ⅱ．設定条件 

・ 冬期は閉館を前提とし、常設の補強は積雪のない状態の荷重を対象とする。 

・ 積雪を考慮した荷重に対しては、冬期間のみの仮設的な補強で対応することを可とする。 

・ 屋根上の積雪は、50ｃｍを超えたら雪降しすることとする。 

・ 柾葺き屋根の更新を併せて行う。 

・ 南面と西面の雨戸構面については、以前神社となっていた経緯を踏まえ、固定型の補強材を

配置しない。 

 

Ⅲ．検討方法 

（一社）日本建築防災協会「2012年版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による 

精密診断法１（保有耐力診断法） 

 

イ）補強後の耐震性 

Case.1 外観への影響が少ない部分で補強した場合 

 

 

【所見】  

外壁の下見板張り部分と、間仕切り壁のボード仕上げ部分の内部を構造用面材張りとするこ

とで、積雪がない状態では倒壊しないために必要な耐力は得られる。 

但し、冬期は積雪荷重を 50cm相当に押さえたとしても、必要耐力が 20％程度不足する。  

壁体耐力 低減係数
保有耐力

edＱu
必要耐力

Qr
edQu/Qr 判定

必要耐力
Qr

edQu/Qr 判定
不足耐力
（1.00に対
して）

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

Ｘ 139.9 1.00 139.9 74.5 1.88 （a） 176.5 0.79 （c） 36.6

Ｙ 148.3 1.00 148.3 74.5 1.99 （a） 176.5 0.84 （c） 28.2

保有耐力 夏期（積雪なし） 冬期（積雪あり）

方向

（a） 1.5以上 倒壊しない

（b） 1.0～1.5 一応倒壊しない

（c） 0.7～1.0 倒壊する可能性がある

（d） 0.7未満 倒壊する可能性が高い

判定基準
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Case.2 Case.1に仮設筋違いを加えた場合 

 

     

【所見】  

障子・襖のあるフレームに仮設ブレースをはめ込むことで、積雪がある状態でも必要耐力は

上回る。ここでは、仮設筋違について検討したが、仮設バットレスによる補強もあり得る。 

  

常設補強 仮設補強
常設

＋仮設
必要耐力

Qr※
edQu/Qr 判定

(kN) (kN) (kN) (kN)

Ｘ 139.9 81.0 220.9 176.5 1.25 （b）

Ｙ 148.3 40.5 188.8 176.5 1.07 （b）

水平耐力edQu 冬期（積雪あり）

方向

（a） 1.5以上 倒壊しない

（b） 1.0～1.5 一応倒壊しない

（c） 0.7～1.0 倒壊する可能性がある

（d） 0.7未満 倒壊する可能性が高い

判定基準

※必要耐力は、積雪 50cm を
見込んだ状態 
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ウ）補強設計上にあたっての要検討事項 

上記の補強を行うにあたり、「（オ）建築的価値保存のための留意点」に配慮した上で設計

するが、以下のように、少なからず外観へ影響するものや、元部材の加工（穿孔等）が必要に

なるので、建物価値保存の上での個別の検討が必要である。 

 

Ⅰ．壁・柱 

a．耐力壁化する両側柱については、柱頭と柱脚の横架材との接合部を金物補強（告示 1460適

合レベル）する。平屋建てなので、かど金物程度。コーナー部は HD金物程度。 

基本的には壁内で取り付けできるので、外観に現れることはないが、木材に穿孔したり、納

まりによっては欠きこみする必要がある。 

b．壁が付かない柱の上下端を補強する場合、柱脚は床下、柱頭は小屋裏で補強することを基本

とするが、床下・小屋裏で補強できるスペースが小さい場合には、室内に補強材が一部現れ

る可能性がある。 

c．柱が根継ぎされている場合は、根継部分を何らかの方法で補強する必要がある。壁が付いて

いない柱では、室内に補強が現れるが、極力目立たない方法を考える必要がある。但し、少

なくとも、柱頭・柱脚の接合部強度以上の引っ張り強度を持たせる必要もある。 

 

Ⅱ．屋根、小屋組 

a．屋根の柾葺きは全面更新することを前提とし、屋根下地を全面構造用面材張りとする（構造

用合板、OSB等）。天井のない範囲では、室内側に構造用面材が露出することになるので、

室内側から見て目立たない仕上げにする必要がある。 

b．小屋組みの高さが大きいので、雲筋違い等により小屋組みを固める必要がある。既存梁に

釘、ビス打ちすることが難しければ、既存の小屋組材を挟み込んで、摩擦力で接合耐力を確

保するといった方法を検討する必要がある。 

c．スパンが大きい水平構面においては、梁・桁構面で水平ブレースも併用する。天井がない範

囲ではブレース材が見えるので、目立たない工夫が必要である。 

 

Ⅲ．土台 

a．土台を布基礎に緊結するためにアンカーボルトを設置する必要がある。少なくとも、耐震壁

化した端部柱の近傍には必要である。 

土台と基礎を穿孔して、あと施工アンカーを打設する。表ニワでは土台上面が見えるので、

土台を掘り込んでアンカーボルトの頭部を埋め木により隠す必要がある。 

但し、土台まわりについては、H3年の改修によりオリジナル材はほとんど残っていない。 

b．腐朽している部材は交換し、既存部材と接合する。東面の土台の一部にみられる。 
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エ）管理上の課題 

a．冬期の仮設補強の着脱は、業者に頼らず管理者が行うことを前提とする必要があるので、ど

こまで簡略化できるか検討が必要である。 
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【周辺地域】 

①主として活用のための整備 

ア 史跡公園の整備 

・ 史跡に隣接する市有地を活用して公園整備を行うこととし、湧水等を活用した親水空間を設け

るなど、観覧者が一定時間滞在できる憩いの場とするほか、ガイドツアーやサイクリングでの

集合・休憩ポイントなど、多様な活用を視野に入れた整備を行う。 

イ 展示・ガイダンス機能の整備・充実 

・ 駅逓所が閉鎖される冬期間も含めた活用を想定し、史跡及び周辺の歴史等に関する資料の展示

や講座の実施、情報発信機能など、史跡の展示を補完するスペースや機能を整備する。 

・ 本市エコミュージアムのサテライトとして活用できるよう、旧島松駅逓所周辺の自然や歴史、

産業のほか、市全体の自然や歴史などについて紹介する機能を整備する。 

ウ 駐車場の整備 

・ 大型バスの乗り入れを可能とするほか、より多くの観覧者を受け入れられるよう、現在の駐車

スペースを拡張する。 

エ 休憩スペースやトイレ等の整備 

・ 観光客の立ち寄り先や休憩ポイントとしての活用を想定し、休憩施設やトイレを整備する。 

・ 史跡に関連する土産等の販売スペースや売店などの整備について検討するほか、記念撮影ポイ

ントの設置など、観覧者の記念となる施設整備等を検討する。 

・ 周辺の観光やグリーンツーリズム、農産物等のＰＲ等に活用できる多目的スペースの整備を検

討する。 

オ アクセスを向上させる案内機能や取組みの充実 

・ 観覧者が史跡に訪れる際のアクセスを向上させるため、国道沿いに案内サインや看板の設置を

検討する。 
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９章 運営・体制の整備 

 

【史跡指定地・周辺地域 共通】 

（１）方向性 

史跡旧島松駅逓所の適切な保存と活用を推進するため、北広島市教育委員会が中心となり、市 

民や地域活動団体、関係機関が連携するよう調整することとし、以下の方向で運営体制を整える。 

 

①史跡の保存活用を推進する体制 

史跡の保存や活用、整備を効果的に推進するため、北広島市教育委員会の内部体制の充実を目指 

すとともに、地域活動団体や関係機関との情報共有のほか事業等の実施にあたっての連携体制の 

構築を図る。 

 

②他部局との連携 

管理の主体である教育委員会だけでなく、まちづくり、観光、都市公園など、史跡旧島松駅逓所 

に関係する北広島市の様々な部局間の相互連携の強化を図る。 

 

③史跡の価値を市民と共に継承する体制づくり 

史跡の維持管理、活用の取組への市民の協力や参加を促進する。 

 

④自主財源の確保を目指した運営体制 

史跡の適切な保存・活用を継続していくために、今後整備を検討していく周辺施設での自主財源 

の確保も視野に入れ、将来に向けた検討を行う。 

 

（２）方法 

①調査研究及び保存・活用・整備の連携協力体制づくり 

・ 史跡に関して、資料等の適正な保存・活用の方向性に誤りがないか、文化庁や北海道教育庁と連

携を図り、必要に応じた指導・助言を得られるようにするとともに、調査や保存・整備などの事

業への支援の確保に努める。 

・ 史跡に関する調査・研究を通して資料的価値が高いと認められるものに対しては、文化財保護審

議会と連携を図り市指定文化財として指定し保存・活用を図っていく。又、資料を様々な角度か

ら検証するため、大学など高等教育機関や研究機関、学識経験者等の協力が得られるよう、組織

間の連携や人的ネットワークづくりに努める。 

・ また、研究や講演・シンポジウムの開催などにおいて、上記のネットワークを活用していく。 

 

②庁内連携 

・ 史跡を管理する教育委員会が中心となって、まちづくりや観光のほか、庁内の関連部門と広く

連携を図り、パンフレットやホームページなどの情報発信での相互の連携のほか、催事等での

連携活用、周辺の各担当が所管する歴史遺産や森林等の活用での連携など、史跡とその周辺に

おける保存・活用に関する庁内での連携に努める。 
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③市民参加の体制づくり 

・ 愛着や誇りをもって市民が史跡に携わり、支えていくことが望ましいことから、保全や活用の

取り組みのうち、可能な範囲で市民が参加し、協力してもらえるよう、市民や地域で活動する

団体などとの連携に取り組む。 

・ 現在も市民の協力を得て実施している史跡の清掃や美化、草刈りなどの維持管理に関しても、

今後も継続して市民の協力が得られるよう、より多くの市民や団体と連携していくように努め

る。 

・ より多くの市民から史跡に対する理解と協力を得るため、史跡の価値と保存・活用の重要性に

ついて、情報発信を継続する。 

 

④史跡にゆかりのある施設等とのネットワークづくり 

・ 中山久蔵の出身地である、大阪府太子町の竹内街道歴史資料館との連携協定に基づく交流の継

続や、その他関連する施設等とのネットワークづくりに努める。 

 

⑤ボランティアガイドの人材育成 

・ 「まるごときたひろ博物館員」に認定された、まちを好きになる市民大学卒業生を中心に、ガイ

ドの育成を図っていく。 

・ 観覧者に史跡の本質的価値を的確に伝えるため、ボランティアガイドの学習機会を設けるなど、

ガイドの質的向上に取り組む。 

 

 ◇各機関等との連携体制 

連 携 体 制 

◆文化庁 文化財第二課 /史跡及び史跡周辺における適正な保存・活用等の指導・助言 

◆北海道教育庁 文化財・博物館課 / 史跡及び史跡周辺における適正な保存・活用等の指導・助言 

◆北広島市 教育部 エコミュージアムセンター / 史跡及び史跡周辺における適正な保存・活用 等 

◆北広島市 企画財政部 企画課 / 地方創生、広域行政 等 

◆北広島市 企画財政部 都市計画課 / 緑の基本計画、都市景観 等 

◆北広島市 建設部 建築課 / 公共施設建築工事の設計・施工 等 

◆北広島市 経済部 観光振興課 / 観光の振興、都市型観光の推進 等 

◆北広島市 消防本部・消防署大曲出張所 / 火災などの警戒・防御、消防訓練、消防水利の維持・管理 

◆北広島市文化財保護審議会 / 文化財の指定、保存及び活用に関する事項を調査・審議 

◆大阪府南河内郡 太子町立竹内街道歴史資料館 / 中山久蔵に関する調査研究・住民の交流 等 

◆北広島エコミュージアム会議 / エコミュージアムの推進に係る事業の方向性についての審議 等 

◆北広島市水稲赤毛種保存会 /旧島松駅逓所見本田の管理・指導 等 

◆各種研究機関・大学等 / 旧島松駅逓所に関する調査・研究、保存・活用 等 

◆まちを好きになる市民大学ＯＢ会 / 市民ボランティアによる駅逓所や駅逓所周辺の解説 等 

◆国際ソロプチミスト北広島 / 旧島松駅逓所開館に伴う建物内清掃 等 

◆隊友会北広島支部 / 旧島松駅逓所開館に伴う庭園等の清掃 等 

◆学識経験者等 / 各専門分野からの調査・研究 等 
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◇連携体制図 
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１０章 施策の実施計画 

 前述の６～９章に定めた方向性や方法について、実施していく施策の道筋、時期等について整理する。 

 

（１）保存管理 

１）維持管理 

①日常管理 

史跡内の建造物や工作物の清掃や点検、園路の管理、樹木の剪定等、日常的な維持管理については、 

現状のとおり業務委託等により実施することとし、継続していく。 

②施設等点検管理 

令和元年度に実施した危険木診断や、定期的に実施している消防施設等の点検についても、専門業 

者等に委託し、今後も実施する。 

 

２）資料の保存管理 

①資料等の修復 

市指定文化財「中山久蔵関係資料群」等のうち、劣化の著しい資料等については毎年予算を確保し 

て修復を進めているが、今後も文化財修復の専門業者等に委託して計画的に修復を進める。 

②保存環境改善 

保存環境の改善については、整備基本計画の中で導入する備品の詳細を検討し、駅逓所の改修のタ 

イミングに合わせ、保存効果のほか、耐震性にも配慮した展示ケースや照明器具への更新を行うこ

ととする。 

 

３）調査・研究 

①資料の調査・研究 

市指定文化財「中山久蔵関係資料群」や駅逓所に関連する古文書等については、調査・研究の一環 

として平成 30年度（2018）から業務委託等により現代語訳を行っているが、今後も継続的に未調査 

の文書等について現代語訳を行うなど、調査・研究を進めていく。 

②成果の市民との共有 

関連する常設展示や企画展示において、今後も上記の現代語訳等の調査・研究成果を展示し、活用

する。 

 

（２）活用 

１）展示内容の充実 

展示及び解説の充実については、中山久蔵関係資料群等のうち、今までに十分活用展示されていなか

った資料等を活用するほか、季節により展示替えを実施することなどを含め整備基本計画の中で展示ケ

ース等とともに詳細を検討することとし、駅逓所改修後に展示をリニューアルする想定で検討を進める。 

 

２）体験メニューの提供 

現在も小学生等の見学の際に組み入れている、「木組み」を学ぶ体験として今後も継続していくほか、

駅逓所内でお茶を飲むことができるような休憩・体験スペースの設定などについても、整備基本計画の

中で検討する。 
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３）観覧者に対するガイドの充実 

「まるごときたひろ博物館員」養成講座である「まちを好きになる市民大学」を今後も継続することと

し、ガイドとなる人材の継続的な育成を図るほか、市民大学で駅逓所をテーマとした講義等を組み入れ

るなど、史跡に関する基礎的な知識を学ぶ機会を継続して設けていく。 

これらの習得した知識を観覧者のニーズに応じて説明し、価値や魅力を十分に伝えられるよう学芸員

や歴史を研究する市民団体と連携して研鑽を深めることでガイドの質的向上を図る。 

 

４）記念品の販売 

史跡を撮影した絵ハガキを制作し、エコミュージアムセンター知新の駅で既に販売していることから、

史跡についても早期に販売するよう検討を進める。 

その他の記念品についても、中長期的に販売候補の検討を進める。 

 

５）様々な媒体での情報発信の充実 

①パンフレット等による情報発信 

既存の史跡に関するパンフレットやマンガ等について、市外の公共施設等に今後も継続的に配架して

いくほか、市のホームページ上に掲載し、史跡の周知を図る。 

また、多言語表記のパンフレットについては、外国人観光客の観覧を促すものであることから、市の観

光担当との連携を図り、早期の導入を図る。 

②ホームページや動画等を活用した情報発信 

既存のホームページに掲載されている史跡関連の情報については、周辺の歴史遺産等を含め「旧島松

駅逓所周辺サテライト」情報として掲載しているところであるが、今後も継続的に拡充を図っていく。 

また、動画についてもエコミュージアムセンター知新の駅のビジターホール等で史跡の概要を紹介す

る動画を放映しているが、新たな動画の制作やインターネット上での活用などを検討する。 

 

６）学びの場としての活用 

 ①学校教育との連携 

平成 3 年（1991）から続く地元小学校の史跡内見本田での水稲赤毛栽培は、今後も継続することとす

る。 

また、市内小学校の史跡見学については、より多くの児童生徒に訪問してもらうよう、学校関係団体等

を通じて促す。 

 ②生涯学習との連携 

史跡に関する常設展示のほか、現在も実施している史跡関連の企画展や講演会、ガイドツアー等を今

後も継続的に実施する。 

また、市内各地区の生涯学習団体等との連携について、中長期的な視点で検討を行う。 

 

７）史跡見学ルートの設定とマップの制作 

史跡敷地内の案内や説明板については、整備基本計画で詳細を検討し、駅逓所の改修に合わせて新た

に設置する。 

また、史跡内の遺産マップの制作については、市民団体等の協力を得て、早期に作成する方向で検討を

進める。 
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８）季節ごとのイベントなど賑わいを創出する取り組みの推進 

現在、夏及び秋に実施しているライトアップについては、今後も継続して実施する。 

 

９）エコミュージアムのサテライトとしての活用 

史跡及びその周辺の自然・歴史遺産等を巡るガイドツアーを市民団体と協働で例年実施しており、今

後も継続する。 

 

10）その他の周辺地域の活用 

史跡の周辺地域での資料展示や情報発信、賑わいを創出するための取り組みなどの活動については、

周辺整備事業の完成後に実施を見込む。 

 

（３）整備 

１）史跡指定地内の整備 

史跡指定地内の整備については、整備基本計画で詳細を検討し、建築物のほか、敷地内の蓮池や暖水

路、ライトアップ設備など、総合的な整備を実施する。 

実施の時期については、整備基本計画や基本設計、実施設計が完了次第着手する。 

 

２）周辺地域の整備 

周辺地域で整備を見込む、史跡公園や駐車場、展示・ガイダンス機能、休憩スペース等については、今

後市で実施を予定している旧島松駅逓所周辺整備事業において検討する。 

整備の実施時期については、史跡指定地の整備と併せて行うことが望ましいと考えているが、市の担

当部局と時期の調整を図るものとする。 

 

（４）運営体制の整備 

１）調査研究及び保存・活用・整備の連携協力体制づくり 

本計画策定以降、国、道からの指導助言と、史跡に関する整備・調査事業に関して補助等の支援が受け

られるよう要望していく。 

また、本計画の策定会議委員などの学識経験者等が参加する会議等の維持や、講演の依頼など、現在の

ネットワークを活用した取り組みを開始し、今後も継続する。 

 

２）庁内連携 

本計画の策定と同様に、今後策定を見込む整備基本計画など、関係部局と情報共有を図り進める。 

また、史跡に関連する行政計画について、相互に進行管理を行うことにより、周辺を含めた保存管理に

ついての連携を図る。 

 

３）市民参加の体制づくり 

今後も継続して多くの市民団体等に協力いただけるよう、積極的に依頼していく。 

また、ガイドツアーなど、市民団体と協働で取り組むことが可能な事業等については、今後も市民協働

で実施する方向で取り組みを進める。 
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４）史跡にゆかりのある施設等とのネットワークづくり 

現在連携協定を結んでいる太子町立竹内街道歴史資料館との交流を今後も継続する。 

史跡に関連する資料や情報を保有する、北海道博物館や北海道大学総合博物館及び恵庭市郷土資料館

などとの交流を今後も進めていく。 

 

５）ボランティアガイドの人材育成 

活用における「観覧者に対するガイドの充実」の項目に記載のとおり、「まちを好きになる市民大学」

の人材の継続的な育成を図るほか、その卒業生等と協働して実施しているガイドツアー等を今後も継続

し、さらに実践の中で人材の育成を進めていく。 
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 計画の実施にかかる総括表 

 

 

現状

実施 

改修時  

実施 

周辺整備時

実施 
中長期的実施 

保
存
管
理 

維持管理 〇     ◎ 

資料の保存管理 〇     〇 

調査・研究 〇     〇 

活
用 

展示内容の充実   ◎   〇 

体験メニューの提供 〇 〇     

ガイドの充実 〇     〇 

記念品の販売   〇   〇 

情報発信 〇    〇 

学びの場 〇     〇 

史跡見学ルートの設定     

マップの制作                   
  〇     

ライトアップ実施等 〇     ◎ 

サテライトとしての活用 〇     ◎ 

周辺地域の活用     〇 ◎ 

整
備 

史跡指定地内の整備   ◎     

周辺地域の整備     ◎   

運
営
体
制
の
整
備 

連携協力体制づくり 〇     ◎ 

庁内連携 〇     ◎ 

市民参加の体制づくり 〇     〇 

施設交流のネットワークづくり 〇     〇 

ガイドの人材育成 〇     〇 

  ※重点的なところを◎とした 

 

 

 

 

 

 

実施内容 

実施時期 
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１１章 経過観察 

 

（１）方向性 

本計画を推進するために、前述の６～９章に定めた、保存管理・活用・整備・運営体制の整備の方向性

や方法について、自己点検による経過観察を定期的に行うこととする。 

経過観察による現状把握は、計画に伴う達成状況や課題の抽出等が可能となり、正確に現況を捉える

ことができるため、計画の見直しや修正・改善を行うことができる。これらのことから、経過観察は、

定期的または継続的に実施することが計画の円滑な推進及び実現に向け適切なものである。 

 

（２）方法 

経過観察における方法は、「経過観察の点検表」の点検指標欄の内容から各分類についてエコミュージ

アムセンター知新の駅が自己点検を行い現状を把握するもので、経過観察の結果は、文化財保護審議会

の専門家から実効性や有効性などの評価をもらい課題を抽出する。点検内容において高い専門性を必要

とする場合には、外部の専門家から意見を伺うこととする。これらの結果は、市で行う事務事業評価に

反映させ、次年度以降の計画推進に向け見直しを行っていく。 

点検表の実施時期においては、計画等の進捗状況により大きく変化するものの目安として、日常業務

では毎日の点検が望ましく、毎年度は 1 年、早期は 1～2 年程度、改修時とは駅逓所改修時や周辺整備

時ということから 5～10年程度と想定した。 

なお、本保存活用計画は、認定後からおおよそ 10 年目の令和 14 年（2032）3 月 31 日を目途に内容を

再検討し、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

経過観察の考え方 

計画の策定 

計画の推進・実施 

自己点検（点検指標） 評価（実効性・課題等） 

計画の見直し・改善 
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経過観察の点検表 

 

分

類 
事業項目 点検指標 観察・点検者 実施時期 

保

存

管

理 

維持管理 
史跡内の建造物や工作物、樹木等、日常的な維持管理が行えている

か。 

エコミュージアム

センター（エコ） 
日常業務 

資料等の修復 
史跡に関する市指定文化財のうち、劣化の著しい資料については計

画的に修復しているか。 
エコ 毎年度 

保存環境改善 
資料の保存について、保存効果や耐震性に配慮した什器類の計画的

導入を検討しているか。 
エコ 改修時 

調査研究 
史跡に関する中山久蔵の資料等や、駅逓所に関する古文書の現代語

訳を計画的に実施し展示しているか。 
エコ 毎年度 

活

用 

展示内容の充実 
展示において、史跡に関する収蔵資料を計画的に展示することを検

討しているか。 
エコ 改修時 

体験メニューの提供 
建物構造の一部とする「木組み」を体験メニューとして活用してい

るか。また、史跡内でお茶を飲むことができるよう検討しているか。 
エコ 

日常業務 

改修時 

ガイドの充実 市民大学講座において、ガイドとなる人材育成を行っているか。 エコ 毎年度 

記念品の販売 
史跡内において、記念品として絵ハガキの販売に向け検討している

か。また、その他の記念品においても検討しているか。 
エコ 

早期 

改修時 

情報発信 

パンフレット等は、継続して各地区に配架しているか。 

市ホームページ（HP）で、サテライト情報を発信しているか。また、

新たな動画の制作や、市 HP上で活用などを検討しているか。 

エコ 
日常業務 

改修時 

学校教育との連携 

地元小学校による史跡内見本田での「赤毛」栽培は実施しているか。

また、より多くの児童生徒に観覧してもらえるよう学校関係団体等

を通じて促しているか。 

エコ 
日常業務 

毎年度 

生涯学習との連携 
史跡に関する企画展、講演会、バスツアーの企画を行っているか。

市内の団体とも連携を図り実施しているか。 
エコ 毎年度 

史跡見学ルートの 

設定とマップの制作 

史跡内の案内板等は、新たに設置を検討しているか。史跡内の遺産

マップは、市民団体との協働で制作を検討しているか。 
エコ 日常業務 

ライトアップ実施等 史跡のライトアップは夏、秋に実施しているか。 エコ 毎年度 

サテライト活用 自然・歴史遺産等を巡るバスツアーは実施しているか。 エコ 毎年度 

周辺地域の活用 史跡周辺地域での資料展示や情報発信等を実施しているか。 エコ 改修時 

整

備 

史跡指定地内の整備 
史跡指定地内の整備について、建物、蓮池、暖水路、ライトアップ

設備等、総合的な整備が実施されているか。 

エコ 

市建築課 
改修時 

周辺地域の整備 
史跡公園や駐車場、展示、ガイダンス施設、休憩スペース等につい

て、整備されているか。 

エコ 

市建築課 
改修時 

運

営

体

制 

連携協力体制づくり 
国・北海道との連携が図られているか。また、本計画等、学識経験

者で構成する委員会等を維持しているか。 
エコ 日常業務 

庁内連携 
今後策定を見込む計画について、継続的に関係部署との連携が図ら

れているか。 
エコ 日常業務 

市民参加の体制づく

り 

市民団体と協働で取り組むことが可能な事業等について、依頼体制

を築いているか。 
エコ 日常業務 

施設等ネットワーク 

中山久蔵の故郷である大阪府太子町の竹内街道歴史資料館と連携

を図っているか。史跡の情報を保有する北海道博物館等との交流を

図っているか。 

エコ 日常業務 

ガイドの人材育成 
「まちを好きになる市民大学」での育成を図るほか、その卒業生と

協働で実施しているガイドツアーを継続し、育成を進めているか。 
エコ 日常業務 
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