
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
第１回 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会の開催について 

 
 

本年度から３年をかけて「文化財保存活用地域計画」（以下、地域計画）の策定を目指し、下

記のとおり第１回目となる協議会を開催します。 
地域計画を策定する目的は、少子高齢者社会が進み、文化財の散逸や継承者不足などが懸念さ

れる中、地域の文化財をまちづくりに生かしつつ後世に堅実に残していくための方針と具体的な

取り組みについてまとめた、本市初となる文化財の保存と活用に関するアクションプランとする

ことです。 
 
 

記 
 
 
１ 日  時  １月２９日（水） 午後３時～午後５時 
 
 
２ 場  所  多田記念大野有終会館（結とぴあ）３０２号室 
 
 
３ 内  容  委嘱状の交付、文化財保護制度・地域計画の策定指針の概要説明、実施スケジュ

ールの確認など 
 
 
４ そ の 他  地域計画策定協議会要綱、委員名簿、地域計画の策定指針（文化庁）【概要版】 
 
 

報 道 資 料 

【発信日】令和 2 年 1 月 29 日 

【問合わせ先】 

 歴史博物館内 

 教育委員会文化財課 佐々木、林 

 電話 0779-65-5520 内線 78-577 

 



   大野市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱  

 

（平成３１年４月２６日教委告示第１４号）  

 

 （設置）  

第１条  文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１８３条の９の規定に基づ

き、大野市文化財保存活用地域計画（以下「地域計画」という。）を策定するた

め、大野市文化財保存活用地域計画策定協議会（以下「協議会」という。）を置

く。  

 （所掌事務）  

第２条  協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 地域計画の策定に関すること。  

 (2) 前号に掲げるもののほか、地域計画の策定に必要な事項に関すること。  

 （組織）  

第３条  協議会は、委員１５人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。  

 (1) 学識経験者  

 (2) 関係機関又は関係団体の推薦を受けた者  

 (3) 文化財保存活用団体  

 (4) 公募による者  

 (5) 市職員  

 (6) 教育委員会事務局職員  

 (7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者  

３  委員の任期は、地域計画の策定の日までとする。  

 （委員長及び副委員長）  

第４条  協議会に委員長及び副委員長を置く。  

２  委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。  

３  委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

 （会議）  



第５条  協議会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。  

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させること

ができる。  

 （ワーキンググループ）  

第６条  協議会の円滑な運営を図るため、協議会にワーキンググループを置くこと

ができる。  

２  ワーキンググループ員は、市職員及び教育委員会事務局職員の中から、教育委

員会が委嘱又は任命する。   

３  ワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。   

 （庶務）  

第７条  協議会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。  

 （その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、告示の日から施行する。  



大野市文化財保存活用地域計画策定委員名簿  

（委嘱期間  委嘱の日から計画策定日まで）  

 

要  綱  

第３条  

第２項  

氏名  
所属  

役職名等  
分野・専門等  

第１号  門井  直哉  
福井大学教育学部  

教授  

民俗文化財  

民俗、地域史   

第１号  高嶋  猛  
高嶋建築研究所  

所長  
文化財建造物  景観  

第１号  大河内  勇介  
福井県立歴史博物館  

学芸員  
古文書  

 

第１号  高津  琴博  
大野市文化財保護審議会  

委員  

記念物  

記念物、自然史   

第２号  常見  悦郎  
大野市区長連合会  

会長  
市民代表  地域振興  

第２号  飯田  俊市郎  
大野商工会議所  

専務理事  
商工観光振興  文化財活用  

第２号  新井  俊成  
大野市観光協会  

会長  
観光振興  

 

第２号  中川  佳三  
福井県教育委員会  生涯

学習・文化財課  参事  

アドバイザー（文 化

財保存活用大綱）   

第３号  幅口  隆一  
神子踊保存会  

代表  
文化財保存団体  

 

第４号  大門  哲爾  
善導寺  

副住職  
文化財所有  

 

第５号  川端  秀和  
大野市企画総務部政策局  

局長  
総合計画等  

 

第５号  朝日  俊雄  
大野市産経建設部  

部長  
商工観光振興  都市計画  

第６号  清水  啓司  
大野市教育委員会  

事務局長  
教育  

 

 



文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・
保存活用計画の策定等に関する指針【概要】

平成30年の文化財保護法（以下「法」という。）の改正により、新たに制度化された（１）都
道府県による文化財保存活用大綱の策定、（２）市町村による文化財保存活用地域計画の作成及
び文化庁長官による認定、（３）市町村による文化財保存活用支援団体の指定、（４）所有者等
による保存活用計画の作成及び文化庁長官による認定等に関して、その作成・推進等が円滑に進
むよう、作成等に当たっての基本的な考え方や具体的な記載事項、留意事項等を示したもの。

○大綱は、各都道府県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、当該都道府
県内において各種の取組を進めていく上で共通の基盤となるもの。

○大綱には、以下に掲げる内容を基本的な記載事項として定める。

○策定の際は、文化財の専門家や所有者、民間団体関係者、市町村の文化財担当者等の意見を
聴くとともに、関係部局と情報共有を図るなど適切に連携することが望ましい。

○地域計画は、各市町村が目指す目標や中長期的に取り組む具体的な内容を記載した、当該市
町村における文化財の保存・活用に関する基本的なアクション・プラン。

○地域計画には、以下に掲げる内容を記載事項として定める（法第183条の３第２項各号）。

○作成の際は、協議会を設置して多様な関係者の意見を踏まえることが望ましい。協議会には、
都道府県、市町村の都市計画・教育・観光等の関係部局のほか、文化財の保存会やNPO団体、
自治会、大学・高専教員、学芸員等の必要な者が参画できる。また、地方文化財保護審議会
の意見聴取を行うほか、パブリックコメント等により住民意見の反映に努めることが必要。

○文化庁長官の認定を受けるには、以下の基準を満たすことが必要（法第183条の３第５項各号）。

①文化財の保存・活用に関する基本的な方針、②文化財の保存・活用を図るために講ずる措置
③域内の市町村への支援の方針、④防災・災害発生時の対応、⑤文化財の保存・活用の推進体制

（第１号関係）[当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針]
①当該市町村の概要、②当該市町村の文化財の概要、③当該市町村の歴史文化の特徴、
④文化財の保存・活用に関する課題、⑤文化財の保存・活用に関する方針

（第２号関係）[⑥当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために講ずる措置の内容]

（第３号関係）[⑦当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項]

（第４号関係）[⑧計画期間]

（第５号関係）[文部科学省令で定める事項] ⑨文化財の保存・活用の推進体制等

（その他、必要に応じて任意で定めることができる事項）
⑩関連文化財群に関する事項、⑪文化財保存活用区域に関する事項、⑫認定を受けた場合の
事務処理特例の適用を希望する事務の内容、⑬その他の事項

指針の位置付け

（第１号関係）[当該地域計画の実施が文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること]
・計画期間内に実施すべき措置が盛り込まれていること
・それらが文化財の保存・活用に寄与するものであることが合理的に説明されていること

（第２号関係）[円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること]
・措置の実施主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと
・措置の実施スケジュールが明確であること
・認定を受けた場合の事務処理の特例の適用を希望する場合には、当該事務の実施に必要な

人員の配置など適切な実施体制が確保されていること

（第３号関係）[大綱が定められているときは、当該大綱に照らして適切なものであること]

１．文化財保存活用大綱

指針の主な内容

２．文化財保存活用地域計画



○支援団体は、市町村が地域の民間団体と連携・協力していくパートナーシップを結ぶことに
より、地域の多様な主体を文化財に関する各種施策の推進主体として位置付けたもの。

○支援団体には、文化財の保存・活用に取り組む社団法人、財団法人、NPO法人、営利団体（民
間企業等）、法人格を持たない任意の団体などが指定されることが考えられる。

○指定の際は、定款や事業計画書、財務諸表等により、団体の組織・資金等の面を確認するこ
とが必要。また、市町村と支援団体は適正な役割分担のもとに円滑に連携するため、定期的
に意見交換の場を設けるなど、認識の共有を図りながら取組を進めることが望ましい。

○個人・法人が重要文化財や重要文化財・史跡名勝天然記念物として指定された土地を一定の
支援団体に譲渡する場合、譲渡所得の課税の特例等を受けることができる。

○保存活用計画は、個々の国指定文化財及び登録文化財を対象に、所有者・管理団体等が作成
する保存・活用の考え方や具体的な取組の内容を定めた基本的な計画である。

○保存活用計画には、文化財類型に応じた記載事項を定める。

○作成の際は、地方公共団体の文化財担当部局や文化財の専門家等の指導・助言を求めたり、
意見を聴きながら作成することが考えられる。

○文化庁長官の認定を受けるには、以下の基準を満たすことが必要。

【重要文化財（建造物）の場合】
（当該重要文化財に関する基本的な事項）

①当該重要文化財の名称・所在地等、②当該重要文化財の所有者・管理団体等、
③保存活用計画の対象とする区域、④当該重要文化財の概要・価値等

（当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容）
⑤保存の現状と課題、⑥活用の現状と課題、⑦保存管理に関する事項、⑧環境保全に関する
事項、⑨防災・防犯に関する事項、⑩活用に関する事項、⑪保護に関する諸手続

（計画期間）⑫計画期間

（必要に応じて任意で記載する事項）
⑬現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」という。）に関する事項、
⑭修理に関する事項

（保存活用計画の実施が文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること）【全類型共通】
・文化財の状況に応じて、計画期間内において実施すべき措置が盛り込まれていること
・それらが文化財の保存・活用に寄与するものであることが合理的に説明されていること

（円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること）【全類型共通】
・措置の実施主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと
・措置の実施スケジュールが明確であること

（大綱又は認定地域計画が定められているときは、これらに照らして適切なものであること）【全類型共通】
・保存活用計画の内容が大綱又は認定地域計画と整合性のとれたものとなっていること

（現状変更等に関する事項が記載されている場合には、その内容が省令で定める基準に適合す
るものであること）【重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、登録有形文
化財、登録有形民俗文化財、登録記念物】
・現状変更等の実施方法等が明らかであることや、文化財が毀損するおそれがないことなど

（修理に関する事項が記載されている場合には、その内容が省令で定める基準に適合するものであるこ
と）【重要文化財】
・修理の実施方法等が明らかであることや、文化財が毀損するおそれがないことなど

（公開を目的とする寄託契約に関する事項が記載されている場合には、その内容が省令で定める基準に
適合するものであること）【重要文化財（美術工芸品）、登録有形文化財（美術工芸品）】
・当該寄託契約に、寄託先美術館・博物館で当該美術工芸品を適切に公開する旨の定めがあ
ることや、５年以上の期間にわたって有効な契約であることなど

３．文化財保存活用支援団体

４．保存活用計画


