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例   言 

 

１ 本書は、重要文化財（建造物）旧花田家番屋（北海道留萌郡小平町）に関する保存活

用計画である。 

 

２ 本計画は、令和 2年度に実施した文化庁補助の「国宝・重要文化財建造物保存修理強

化対策事業（公開活用・重文）」により策定した。 

 

３ 本計画は「重要文化財（建造物）保存活用計画策定指針」（平成 11年 3 月 文化庁文

化財保護部）に基づき策定した。 

 

４ 本計画の策定にあたり、重要文化財旧花田家番屋保存活用計画策定委員会を立ち上げ、

専門的な指導・助言を得るとともに、文化庁・北海道教育庁の指導のもとで委員会で

の議論を踏まえて計画を策定した。 

 

５ 本計画の策定にあたり、小平町は北電総合設計株式会社に策定業務を委託した。 

 

６ 本計画で使用した部屋名等の表記は、『重要文化財 花田家番屋修理報告書』で使用さ

れている名称を用いた。 

 

７ 主な参考文献・資料・報告書等 

（１）『重要文化財 花田家番屋修理報告書』/昭和 50年/編集：財団法人文化財建造物保

存技術協会/発行：小平町 

（２）『建造物緊急保存調査報告書』/昭和 47 年/編集：北海道教育庁指導部社会教育課/発

行：北海道教育委員会 

（３）『重要文化財旧花田家番屋保存管理計画』/平成 24年/編集：（公財）文化財建造物保

存技術協会/発行：小平町 

（４）『小平町史』/昭和 51 年/編集発行：小平町 

（５）『おびら歴史ものがたり』/平成 6年/著者：鈴木トミエ/発行：小平町文化協会 
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