
 

 

平成 28 年度 

第 1 回石狩市文化財保護審議会 

 

 

【日程】 

日 時：平成 28 年 6 月 6 日（月） 午後２時～ 

会 場：石狩市役所２階 201 会議室 

 １．委嘱状交付 

 ２．教育長あいさつ 

 ３．委員紹介 

４．会長、副会長選任 

 5．会長あいさつ 

 6．議事 

１）諮問事項 

①これからの厚田区にふさわしい資料館のあり方について 

②「古潭龍澤寺の鰐口」の市指定文化財指定について 

２）報告事項 

①平成 2７年度事業実績について 

         ②平成 2８年度事業計画について 

③平成 28 年度プロジェクトＭの活動について 

 7．その他 

          

 

 

石狩市教育委員会 
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6．議事 

１）諮問事項 

諮問事項１ 

   石狩市文化財保護審議会会長 様 

 

 

石狩市教育委員会 

教育長 鎌田英暢 

 

 

これからの厚田区にふさわしい資料館のあり方について（諮問） 

 

 石狩市文化財保護条例第４条第２項および石狩市文化財保護条例施行規則第

４条第４項の規定に基づき、下記の事項について諮問します。  

 

記 

１．諮問事項   

これからの厚田区にふさわしい資料館のあり方について 

 

２．諮問理由 

これからの厚田区にふさわしい資料館のあり方について 

      厚田区内の資料館は、昭和 54 年に開設された厚田資料室があります。

厚田資料室については、平成 24 年に答申をいただいた「石狩市の郷土

資料の保存活用について」の中でその位置づけをいただいたところです。

しかし、厚田資料室は、現在計画が進められている厚田道の駅あつたか

あいロード建設に伴い建物が撤去されることになります。これにより新

たな展示施設が、道の駅の内部に設置されることとなりその内容が検討

されているところです。 

そのため、道の駅に設置されるふさわしい機能や運営手法などについ

て、これからの厚田区の資料館のあり方についてご検討いただき、目指

すべき方向性についてご意見を頂きたいと存じます。（別添資料参照） 
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    諮問事項２ 

 石狩市文化財保護審議会会長 様 

 

 

石狩市教育委員会 

教育長 鎌田英暢 

 

 

「古潭龍澤寺の鰐口」の市指定文化財指定について（諮問）  

 

 石狩市文化財保護条例第４条第２項および石狩市文化財保護条例施行規則第

４条第４項の規定に基づき、下記の事項について諮問します。  
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記 

 

１．諮問事項  「古潭龍澤寺の鰐口」の市指定文化財指定について 

 

２．諮問物件の概要 

  ①名 称 古潭龍澤寺の鰐口 

  ②種 別 有形民俗文化財 

  ③点 数 ２点 

  ④所有者 石狩市教育委員会 

⑤概 要 別紙指定候補一覧の通り 

 

３．由来 

鰐口とは神社仏閣の軒先に掛けて鳴らす器具で、古来より信者檀家が奉納す

ることが多い。石狩市では石狩弁天社にある文化 11（1814）年の鰐口が知られ

ています。 

「古潭龍澤寺の鰐口」は、石狩市厚田区古潭の龍澤寺に伝えられてきた鰐口

です。鰐口は二点あり、「松前城下村山傳兵衛」「寛政三辛亥年三月吉日」と

彫字されているものは、最大径 23cm の銅製です。もう一点の鰐口には「寛政

四壬子八月廿日」と彫られており最大径は 37cm あります。 

近世、厚田には厚田場所が開かれましたが、古潭川河口に位置する古潭は鰊

漁場であり、隣接する押琴は厚田場所の中心的な寄港地となっていました。 

押琴には運上屋のほか弁天社がありましたが、この弁天社は明治初期に廃さ

れ、その奉納物や建物の一部は古潭の龍澤寺に引き継がれたと伝えられていま

す。寛政三年の鰐口は、このとき弁天社から受け継いだものだと言われていま

す。また、もう一点の寛政四年の鰐口は、はっきりした記録は見出せないもの

の厚田場所に係わる神社に奉納されたものである可能性が高いと考えられます。 

いずれも明治以降、厚田区古潭の龍澤寺が所蔵していましたが、厚田村が寄

贈を受け、寛政三年の鰐口については、昭和 45 年 9 月 7 日付けで北海道開拓

記念館（現北海道博物館）に寄託されて現在に至っています。また、寛政四年

の鰐口は厚田区総合センターに展示されています。 
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※寛政三年＝1791 年・寛政四年＝1792 年 

 

４．文化財としての価値 

    奉納者である村山傳兵衛は、近世蝦夷地における代表的な場所請負人で石

狩場所、厚田場所の請負も行っており、石狩市とはゆかりの深い人物です。

また、北海道内で近世中期以前に遡る鰐口など本州との交流を示す遺物は数

少なく、また多くは道南部に集中しており、道央以北のものとしては希少で、

近世の蝦夷地と本州との交流を考える上で極めて重要な資料と考えられます。 

指定候補一覧 

番号 資料名 種  別 最大径（cm） 

1 
古潭龍澤寺の鰐口 

（寛政三（一七九一）年） 
有形民俗文化財 23cm 

2 
古潭龍澤寺の鰐口 

（寛政四（一七九二）年） 
有形民俗文化財 37cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銘「松前城下村山傳兵衛」 

「寛政三辛亥年三月吉日」 

銘「寛政四壬子八月廿日」 
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２）報告事項  

①平成 27 年度事業実績  

■石狩市文化財保護審議会 開催状況 

第１回 

開催日  平成 27 年６月 29 日（月） 

会場   石狩市役所 402 会議室 

委員出席 ８名 

第２回 

開催日  平成 28 年１月 15 日（金） 

会場   石狩市民図書館 視聴覚ホール 

委員出席 ７名 

■資料館入館者数（平成 27 年４月〜平成 28 年３月） 

いしかり砂丘の風資料館 2,441 人 

厚田資料室       1,326 人 

はまます郷土資料館     752 人 

■講座（別紙１参照） 

体験講座    ６件（７回） 

野外講座    ３件（３回） 

講演・トーク等 ３件（４回） 

計       12 件（14 回） 

■展示（別紙１参照） 

テーマ展等   ６件 

■小中学校における「授業と展示」による出張事業（別紙１参照） 

緑苑台小学校 7/13 出張授業 

       7/10〜7/16 出張展示 

花川中学校  8/25、8/26、9/10 出張授業 

       （授業と同時期）出張展示 

■資料館ホームページ公開 

開館情報、講座・展示のお知らせ、その他トピック等の情報発信 

14 回更新（H27 年度） 

■活動レポート公開 
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資料館の活動やトピック等の紹介（資料館で閲覧・市民図書館に掲示） 

No.1～24（H27 年度） 

■ボランティア等の育成、活動の推進 

いしかり砂丘の風の会（６人、随時活動） 

・資料館の展示解説、講座の補助など 

石狩ファイル編集委員会（５人、編集会議４回／年） 

・石狩ファイルのテーマ選定、執筆、編集 

ホネボラ（骨格標本製作ボランティア）（８人、随時活動） 

・石狩の脊椎動物（主に海生哺乳類）の死体を処理し、骨格標本を製作 

プロジェクトＭ（11 人、作戦会議 12 回／年） 

・石狩の自然遺産・文化遺産、エコミュージアムに関する活動 

・一般向けスタディツアーの開催（10/12 石狩本町） 

・近隣エコミュージアム視察（7/26 北広島） 

・石狩遺産に関するトークイベントの開催（3/19 石狩市民図書館） 

■報道等（記事掲載・放送） 

2015.04.09 HBC ラジオ／カーナビラジオ午後一番！「資料館概要、展示紹介

（生中継）」 

2015.04.10 北海道新聞「石狩全体“博物館”に 東工大・津々見助教が講演」 

2015.04.29 北海道新聞「テーマ展「海辺のオバケ？石狩湾の蜃気楼」」 

2015.06.11 ＮＨＫテレビ「寒塩引」 

2015.08.04 北海道新聞「縄文中期石狩紅葉山 49 号遺跡から出土木製品１８点 

市指定文化財に」 

2015.08.20 北海道新聞「戦時の石狩しのぶ展示 砂丘の風資料館」 

2015.08.21 北海道新聞「サケの切り身で骨格標本作ろう 来月５日に講座」 

2015.09.09 北海道新聞「サケの骨 標本できた！」 

2015.10.  雑誌ジェイピーゼロワン「石狩の縄文文化の魅力語る『ふつうのお

ばさん』ガイドが人気」 

2015.10.02 北海道新聞「縄文の暮らし模型で再現 砂丘の風資料館、１０日に

講座」 

2015.10.15 雑誌 O.tone「縄文土器」 

2015.11.07 北海道新聞「縄文文化はどう変わったか ４９号遺跡がテーマ」 
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2015.11.29 HTB テレビ／ラブ北海道「砂丘の風資料館／缶詰体験」 

2015.12.04 朝日新聞「まち歩きのススメ 館編 いしかり砂丘の風資料館」 

2016.01.17 STV テレビ／１×８いこうよ「日本初の缶詰工場」 

2016.01.28 北海道新聞「新たなる寄贈品紹介 砂丘の風資料館で特別展」 

2016.02.25 北海道新聞「石狩ビーチコーマーズ」 

2016.03.30 北海道新聞「『石狩遺産』選定へ」 

■紀要の刊行 

第６巻 2016 年３月発行、200 部、94pp、論文等９編（＋口絵２編） 

石橋孝夫：北海道チョウザメの博物誌２―明治期以降の北海道におけるチョウ

ザメ捕獲に関する記録集成―． 

石橋孝夫：北海道チョウザメの博物誌３―煙草入れ（カハコモ）はどのチョウ

ザメ皮で作られたか？―． 

荒山千恵：石狩紅葉山 49 号遺跡を活用した出張授業・出張展示の実施（２）． 

井口利夫：嘉永期以前の石狩辨天社について． 

伊藤由起子：明治初期における北海道開拓使によるハマナスの香料，香水づく

り―開拓使文書から，その経緯を読み解く―． 

百瀬響：開拓使札幌本庁による最後のオムシャ施行について―付：早川昇再録

アイヌ語通辞資料―． 

内藤華子・志賀健司：石狩川河口左岸域におけるヒキガエルの定着について． 

志賀健司：2005 年から 2015 年の石狩浜における海水温・塩分濃度の日変動． 

荒山千恵：石狩市の市指定文化財「石狩紅葉山 49 号遺跡出土の木製品」． 

■広報いしかり連載「いしかり博物誌」（隔月連載、第 137〜142 回） 

137．今年も出る？ 海辺のおばけ、蜃気楼（志賀） 

138．曲物はどこからきた？（荒山） 

139．戦争の碑（工藤） 

140．寄り鯨の地名（石橋） 

141．12 万年前への階段（志賀） 

142．市指定文化財 石狩紅葉山 49 号遺跡出土の木製品（荒山）  

■研究成果等の公開 

論文等 
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鈴木明彦・石橋孝夫・志賀健司・圓谷昂史，2015．北海道石狩浜への穿孔性

二枚貝カモメガイモドキの漂着．ちりぼたん（日本貝類学会研究誌），

45(3)：162-166． 

荒山千恵，2016．ハマニンニクの利用と「テンキ」―18 世紀後半の絵図・記

述を中心にして―．北海道民族学，12：50-59． 

工藤義衛，2016．市内に所在する戦争に関する石碑・遺構について．いしか

り暦（石狩市郷土研究会会誌），29：81-84． 

学会発表等 

荒山千恵，2015．ハマニンニクの利用と「テンキ」．2015 年度北海道民族学

会第２回研究会（江別） 

志賀健司，2016．今夜のオカズに生命の歴史を見る～脊椎動物部分骨格標本

教材製作学習～．北海道自然史研究会 2015 年度大会（札幌） 

内藤華子・志賀健司，2016．石狩川河口左岸域におけるヒキガエルの定着に

ついて．北海道自然史研究会 2015 年度大会（札幌） 

■講師派遣等 

2015.05.19 石狩中学校「漂着物は海からの手紙／石狩浜の漂着物」（志賀） 

2015.05.  石狩中学校「本町地域巡検」（工藤） 

2015.07.13 緑苑台小学校４年生「石狩紅葉山 49 号遺跡から縄文時代を学ぶ」

（荒山） 

2015.07.18 函館中央図書館「図書館講演会」（工藤） 

2015.07.26 北広島市エコミュージアムセンター「私たちのまちのエコミュージ

アム」（志賀） 

2015.07.28 サマーセミナー（教員研修、河口地区）「石狩歴史ヒストリア」

（工藤） 

2015.08.25、08.26、09.10 花川中学校１・２年生「石狩紅葉山 49 号遺跡から

縄文文化を学ぶ」（荒山） 

2015.08.28 石狩管内社会教育委員研修会「石狩の伝統的食文化」（工藤） 

2015.08.31 茨城大学理学部野外巡検（望来・当別）「茨城大学理学部野外巡

検」（志賀） 

2015.09.12 科学の祭典 in 石狩（市民図書館・こども未来館）「縄文土器の文

様を作ろう～大昔にドキドキ～」（荒山ほか） 
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2015.09.16 いしかり市民カレッジ（花川北コミ）「石狩の自然を歩く／紅葉山

砂丘」（志賀） 

2015.11.19 出前講座（紅葉山会館）「地図からわかる石狩の歴史」（工藤） 

2015.11.22 夢の木プロジェクトほか（花川北コミ）「高岡地区の地形・地質」

（志賀） 

2015.11.29 海辺ファンクラブ・海浜植物保護センター（花川北コミ）「石狩海

岸フォーラム」（志賀） 

2015.12.04 石狩中学校「石狩考古学」（荒山） 

2016.01.12 北海道環境生活部（ポールスター札幌）「守ろう美しい北海道！海

ごみ・ポイ捨て防止大会（シンポジウム）」（志賀） 

2016.01.18 はまなす学園（花川北コミ）「チョウザメについて」（工藤） 

2016.01.23～24 北区魅力発信フェスタ（札幌駅前通地下歩行空間）「縄文土器

の文様作りコーナー」（荒山ほか） 

2016.01.23〜24 CISE サイエンスフェスティバル（札幌駅前通地下歩行空間）

「今夜のオカズに生命の歴史を見る」（志賀） 

2016.02.03 恵庭市長寿大学（恵庭市市民会館）「サケ漁から見た恵庭の歴史」

（工藤） 

2016.03.23 考古学カフェ（北海道縄文のまち連絡会、札幌駅前通地下歩行空

間）（工藤） 

■収蔵資料の調査研究利用への対応 

考古資料 ７件（大学・教育委員会等）  

 

②平成 28 年度事業計画  

■講座（別紙２参照） 

体験講座    ７件（９回） 

野外講座    ３件（３回） 

講演・トーク等 ３件（４回） 

計       13 件（16 回） 

■展示（別紙２参照） 

テーマ展等   ４件 

■小中学校における出張事業 
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出張授業・展示「石狩紅葉山 49 号遺跡について学ぶ（仮）」 

・４月実施 石狩小学校６年生 出張授業（社会）・砂丘の風資料館見学  

・６月予定 緑苑台小学校４年生 出張授業（総合的な学習の時間）・出張展示 

出張授業・展示「石狩紅葉山 49 号遺跡から縄文文化を学ぶ（仮）」 

・市内中学校１校を予定 

■鮭の博物誌刊行事業 

編集作業を実施 

 

③平成 28 年度「プロジェクトＭ」の活動  

■「石狩遺産」の選定 

これまでに候補として上がっている 139 件を整理・統合する。 

■「石狩遺産カード」の作成 

「石狩遺産」を紹介するカードを作成し、来訪者に配布する  

H28 年度に８件を作成。 

■「石狩遺産マップ」の作成 

「石狩遺産」をめぐるマップを作成し、配布する。  

H28 年度に３種類のコースを決定し、マップを作成。 

 

7 その他 


