
第５章 活用計画 

 

５－１ 公開その他の活用の基本方針 

（１） 活用の現状 

１）公開の現状 

①公開の概要 

・公開時間：5月～10 月 午前 9時 30 分～午後 5時 

      11 月～4月 午前 10時～午後 4時 

      ※今後、冬期間（12月～3月）は休館とする方針 

・休館日：毎週月曜日（6月第 3月曜日及び 8月第 2月曜日は無休） 

・入館料：大人…400 円、小・中学生…150 円（その他割引制度あり） 

②入館者数の推移 

 解体修理実施後の公開から今日に至るまでの入館者数を示す。1996（平成 8）年度の

66,587 人を最高に、その後減少を続けていたが、2014（平成 26）年度以降は１万人前後

を維持している。 

 
表 5-1-1 入館者数等の推移 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 一般 団体 

大人 400 円 
250 円 

子ども 150 円 

未就学児 無料 



 
年 度 内 容 

1996(平成 8)年度 道の駅登録、食材供給施設オープン 

1998(平成 10)年度 深川 JCT～秩父別 IC 開通 

2003(平成 15)年度 沼田 IC 開通 

2005(平成 16)年度 北竜ひまわり IC 開通 

2006(平成 18)年度 留萌幌糠 IC 開通 

2013(平成 24)年度 留萌大和田 IC 開通 

2015(平成 27)年度 観光交流センターオープン 

2020(令和元)年度 留萌 IC 開通 

 
 
 

 

表 5-1-2 関連する出来事 



③公開範囲 

【１階】  
管理のための部屋を除き、全面的に公開している。「げんかん」を入ると、右手に券売

機を設置しており、さらに建物内へ進むと左手に受付がある。「ものおき」や「みそべや」

には、漁業道具や説明版、写真等を配置し「旧花田家番屋」に関する鰊漁の様子や歴史

を紹介している。 

「漁夫居間」では、船の模型の展示や小平町のニシン漁の様子を記録したビデオの公

開を行っている。「やんしゅうの台所」や「おやかたの台所」には、食器や台所用品を展

示している。 

「おやかたのへや」や「ちゃのま」、「帳場」、「はなれ」、「金庫のま」、「ぶつま」など

は什器や食器等を展示してかつての様子を再現しているが、「金庫のま」や「ぶつま」は、

金唐革紙が襖に使用されているなど重要な文化財があるため、廊下から部屋の中を眺め

られるよう、立入を制限している。 

あわせて、「便所」を公開している。 

【２階】  
2 階は人数制限等の管理や避難路確保が難しいことから、階段にロープを張って立入

を制限しており、普段２階は公開していない。「げんかん 2 階（見張り部屋）」や「おも

てのま」、「なかのま」、「おくのま」の 4つの部屋がある。 

【外部】 
 建物北側のコの字中央には、中庭が配置されている。  

 

 

 

公開 

立入制限 

管理 

見学者動線 

2 階平面図 

1 階平面図 

段差等がありアクセス困難な部分 



④展示 

【鰊漁に関する展示】  

「ものおき」や「みそべや」に、網等の鰊漁に使用されていた道具（約 2,500 点）や

その説明版、漁の様子の写真が展示されているが、当時網は「旧花田家番屋」周辺に建

てられていた網蔵に収蔵されていたと考えられ、ものおきには配置されていなかったこ

となど、本来の建物の使われ方とは異なる。また、展示パネルは別事業で作成したもの

等を再利用しており、様々なデザインや大きさ、色の展示パネルが見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【漁夫居間の展示】 

「漁夫居間」には、地域の最後の船大工が作成したものであるが、鰊船ではなくあい

のこ船であるため、「旧花田家番屋」とは直接的な関係性はないものである。小平町で行

われた縦網漁や刺網漁の様子を記録したビデオを見学できるようにテレビモニターが設

置されている。漁夫居間を囲むように配置される「寝台」の壁には、漁夫の落書きがあ

るが説明版等は設置していない。また、布団を設置しているが、現代のものであるため

撤去を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食器類や什器類の展示】 

食器類や台所道具は、「やんしゅうの台所」や「おやかたの台所」に展示されている。

特に「おやかたの台所」には、九谷焼の徳利や大皿など高価な食器類が無防備に配置さ

れているため、防犯上問題がある。「ぶつま」には古写真を参考に食器類等を配置してい

る。 

「おやかたのへや」や「ちゃのま」、「金庫のま」、「ぶつま」には、花田家に伝承され

ていた什器類を展示している。また、「はなれ（奥の間）」の床の間には、久保田金僊に

よる鰊漁の掛軸を展示している。「帳場」には、留萌と羽幌の番屋と連絡を取るために使

用していた電話機を展示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【建物に関する資料の展示】 

「みそべや」に、かつて 100 棟にもおよんだとされる「旧花田家番屋」周辺の建物の

資料が展示されている。また、譲渡証明書など「旧花田家番屋」に関する古文書や金唐

革紙の金の部分が残った壁紙の一部を展示ケースに入れて「はなれ（中の間）」に展示し

ている。さらに、「帳場」には展示ケースで古文書を展示しているが、窓際に設置されて

いるためオリジナルの資料に陽が当り、劣化してしまう恐れがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２階の展示】 

２階は前述のとおり普段公開していないが、「なかのま」や「おくのま」には、家紋が

入った什器等があり、押し入れにも資料がある。また、「おもてのま」や「げんかん 2階

（見張り部屋）」は、特に展示品等はないものの、鰊番屋である「旧花田家番屋」特有の

使われ方をしていた場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【外部の展示】 

主屋の北側コの字の内側には、庭園が整備されているが、石積が崩れているなど老朽

化が見られる。 

主屋の西側には電線や澗印、銅像が設置されている。南側には鰊粕の絞り機や船倉が

設置されているが、説明版等は無い。 



 

２）現在の活用方法 

① イベント等  

「旧花田家番屋」を活用したイベント等の取組を下表に示す。 

  

年 度 内 容 

1983(昭和 58)年度より毎

年実施 

・第１回鰊番屋まつり（以降、毎年開催。2020(令和 2)年度は、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止。） 

1989(平成元)年度 ・「はまなす国体」管内炬火を旧花田家番屋前で採火（10 月） 

1996(平成 8)年度 ・おびら歴史を生かすまちづくりセミナー開催（9月 11 日） 

・オロロンライン太鼓フェスタ （ゲスト風流打楽「祭衆」：京都） 

2006(平成 18)年度 ・番屋劇場「愚安亭遊佐一人芝居“百年語り“」 

2007(平成 19)年度 ・北海道遺産×音楽シリーズ vol.1「番屋音楽会」～モーツァルト四

重奏～（8月 29 日 道文化財団・町教育委員会 主催） 

・北海道ツアー2007- Tap the Music -熊谷和徳 ヤヒロトモヒロ 奥

野義典 

2008(平成 20)年度 ・フルートとチェロの夕べ 佐藤こずえ（フルート）×文屋治実 （チ

ェロ） 

2010(平成 22)年度 ・おびＪＡＺＺ｢中牟礼貞則デュオ」 

2017(平成 29)年度 ・小平町観光地域づくりフォーラム（3月 12 日 町企画振興課 主催） 

2019（令和元）年度 ・津軽三味線-忍弥-（第 37 回鰊番屋まつり） 

 

②その他 

鬼鹿中学校（平成 26 年度 閉校）では、以前「旧花田家番屋」の清掃活動に取組んで

いたことがあるが、現在は行っていない。また、毎年、鬼鹿小学校の児童が「旧花田家

番屋」の絵を描く授業を実施している。 

 

 

表 5-1-3 活用履歴 



 

３）設備類の現状 

「旧花田家番屋」内にはトイレは設置されておらず、見学者は隣接する道の駅おびら

鰊番屋や食材供給施設のトイレを利用している。 

冬期間は公開しているが、暖房施設は設置していない。また、冷房施設も設置してい

ない。 

バリアフリー対応に関しては、建物北側に外部から「ぶつま」側の廊下へアクセスで

きるスロープが設置されており、漁夫居間までは大きな段差が無いため、車いすなどで

も移動が可能である。ただし、廊下と畳の部屋との間に 6㎝程度の段差がある。また、

鰊漁に関する展示がされている「ものおき」や「みそべや」には車いすでのアクセスが

できない。 

照明や分電盤等の電気設備は、1975（昭和 50）年の解体修理の際に設置したものであ

るため、老朽化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）パンフレット等の現状 

現状の「旧花田家番屋」の展示や歴史を紹介するパンフレットは、昭和 51年頃に作成

したものであり、一部を除いて内容が更新されていない。 

 

図 5-1-1 バリアフリー動線 

段差箇所 

車いす動線 



（２） 活用の課題 

 １）公開 

① 鰊漁に関する資料の展示品数が多いため、見せ方や点数を精査する必要がある 

② 「ものおき」の網や「漁夫居間」のあいのこ船など、展示物のあるべき場所を再検討す

る必要がある 

③ カラーユニバーサルデザインにも配慮した展示パネルのデザイン等の統一化が求められ

る 

④ 高価な食器類等の盗難防止対策が求められる 

⑤ 貴重な資料については展示と保管方法について検討する必要がある 

⑥ ２階部分は「旧花田家番屋」の魅力を高める公開方法について検討する必要がある 

⑦ 外部空間の船倉などは魅力的な公開方法について検討する必要がある 

⑧ 「旧花田家番屋」を紹介するパンフレットは展示内容の変更に合わせて更新や充実が求

められる。 

 

 ２）活用 

① 「旧花田家番屋」でのイベントの実施や教育活動への利用などが少なく、活用の幅を広

げることが求められる 

 

 ３）設備類 

① バリアフリー対応について、現状のバリアフリー動線の障害（段差等）の解消や車いす

の方への公開範囲を再検討する必要がある 

② 老朽化した照明設備を更新する際は、「旧花田家番屋」の雰囲気を損なわないデザインの

ものを選定する必要がある 

③ 隣接する食材供給施設や観光交流センターへの来訪者を「旧花田家番屋」へ誘導する視

認性の高い誘導サインの設置が求められる 

 



（３） 公開活用に係る基本方針 

「旧花田家番屋」は、江戸時代後期以降に鰊漁で繁栄した留萌海岸において、鰊漁とその鰊

から肥料としての鰊粕や食料としての身欠・数の子などを生産する鰊加工の拠点となった鰊

番屋の一つである。日本海沿岸に見られる鰊番屋の中でも、漁夫の宿泊施設を主屋に取り込

むことに特徴がある、北海道に現存する鰊番屋建築の最大の番屋であり、小平町のシンボル

となっている。また、1971（昭和 46）年に重要文化財に指定され、町所有の建物となった後、

解体修理を実施し 1976（昭和 51）年からは有料公開施設として広く一般に公開され、1996

（平成 8）年以降に近隣に建設された道の駅や食材供給施設とともに、小平町の重要な観光

施設となっている。さらに、小平町の総合計画等においても、「旧花田家番屋」を通じた観光

振興を位置付けており、建物の修繕や展示の改善等による更なる魅力の向上が求められてい

る。 

一方で、小平町の社会教育中期計画や教育振興基本計画において、「旧花田家番屋」を活用

し、まちの文化や歴史、郷土の芸能や生活文化を伝えることで、町民のふるさとに対する誇

りと愛着を醸成することを位置付けており、「旧花田家番屋」の生涯学習施設や教育学習施設

としての充実化を図る必要がある。 

これらのことから、「旧花田家番屋」の公開活用にかかわる基本方針には、現状の有料公開

施設としての活用を図りながら、「旧花田家番屋」の本質的な価値を魅力的に伝える展示の充

実等による公開の考え方や、町民や町外の方々に愛着を持ってもらえるような教育分野や観

光分野での活用方策を盛り込むこととする。以上により、公開活用にかかわる基本方針は下

記の５つとする。 

 

 

 

１）重要文化財としての価値の保存 

重要文化財としての「旧花田家番屋」の価値を堅実に保存した修理及び活用整備を実施

する。 

２）重要文化財の価値を分かりやすく魅力的に伝える 

重要文化財としての本質的な価値を分かりやすく魅力的に伝える解説や展示とするとと

もに、何度も訪れたくなる施設とする。 

３）人々の愛着醸成 

学校教育や社会教育と積極的に連携し、「旧花田家番屋」を通してまちの歴史や文化を町

民や町外の方々へ伝えることで、「旧花田家番屋」への人々の愛着醸成を図る。 

４）観光の拠点としての充実化 

設備の更新やイベント等の充実などにより、観光の拠点としての充実化と更なる魅力の

向上を図る。 

５）周辺施設との連携 

道の駅や食材供給施設など、隣接する建物との連携により周辺一帯の魅力向上、普及・

啓発に努める。 

“日本海沿岸の鰊漁の歴史を伝える旧花田家番屋” 

まもり、はぐくみ、いかす 



５－２ 公開計画 

（１） 旧花田家番屋の公開範囲及びゾーニング 

「旧花田家番屋」の公開活用にあたっては、外部空間を含む往時の生活空間を体感できるこ

とに加え、来場者が何度も訪れたくなるような施設とするため、建物も含めた敷地全体を 8つ

のゾーンに区分し、ゾーンの特性に応じた公開活用を図る。 

 

１）番屋ゾーン 

・ 「旧花田家番屋」の本質的価値である、建築物としての魅力が伝わる空間とする。また、

展示スペースを設け、花田家や鰊漁の歴史を分かりやすく魅力的に伝える。 

・ １階は管理に支障がある場合を除いて全面的に公開し、２階は期間を限るなど限定的な

公開を行うことを検討する。 

・ 「旧花田家番屋」内において、町内外の方々を対象としたイベント実施の場として活用

することが考えられる。 

２）中庭ゾーン 

・ 「旧花田家番屋」北側のコの字の建物に囲まれた中庭。 

・ 建物内部からの景観や外から中庭にアクセスすることを考慮し、破損が見られる石積み

の修理や古木の整理などを行うことが考えられる。 

３）土蔵ゾーン 

・ 「旧花田家番屋」北側に位置する土蔵のゾーン。 

・ 現在は鰊漁に関する資料や、管理運営に関する環境整備のための備品等の保管場所とし

て使用している。 

・ 環境整備のための備品等を移動し、「旧花田家番屋」内の資料を収蔵展示する場所として

の活用が考えられる。 

４）前庭ゾーン 

・ 「旧花田家番屋」西側全面に広がるスペース。 

・ 現状は砂利舗装の広場となっており、鰊番屋まつりなどのイベント時に使用されている。 

・ AR などの技術を使って往時の鰊漁の様子を展示物で再現するなどが考えられる。 

・ 釜前展示については、鰊漁から鰊の加工までの一連の工程を分かりやすく見せる仕組み

を検討する。 

５）船倉ゾーン 

・ 船は解説版を設置するなどして、積極的な公開を行うことが考えられる。 

・ 積極的な公開を進めるため、船倉を周回して船を見ることができるよう増改築を検討す

る必要がある。 

６）多目的ゾーン 

・ 道の駅駐車場から「旧花田家番屋」まで距離があり、来場者が訪れにくい現状があるた

め、繁忙期などには、「旧花田家番屋」南側の敷地を活用し、駐車場とできないか検討す

る。 

・ 「旧花田家番屋」においてイベント等を行う際には、多目的に使用する場所としての活

用が考えられる。 

 



 

７）観光交流ゾーン 

・ 食材供給施設や道の駅、銅像、碑が配置されたゾーンは観光交流ゾーンとし、「旧花田家

番屋」と連携し交流を高めるための取組が考えられる。 

 

８）駐車場ゾーン 

・ 国道管理者にも協力を呼びかけ、「旧花田家番屋」へアクセスしやすい方策を計画する。 

 

９）計画区域外関連ゾーン（国道駐車場） 

・ 国道管理者と連携を図りながら、サイン計画や防災面での活用が円滑に進むよう日頃か

ら連絡調整を行う。 

 

（２） 内部空間及び外部空間の見学者動線 

「旧花田家番屋」の本質的価値を来観者に効果的に伝えるため、内部空間と外部空間の見学

者動線は以下のような考えで整理する。 

 

１）内部空間の見学者動線 

・ 「旧花田家番屋」の内部空間の見学者動線は、現状の見学者動線に加え、「旧花田家番屋」

の本質的価値である建物の構造や意匠が良く見て取れる、漁夫居間を始めに見学しても

らう動線も検討する。 

・ 内部空間の見学者動線については、見学者の関心に則して自由に見学してもらえるよう、

参考程度に来観者に提示することも考えられる。 

２）外部空間の見学者動線 

・ 「旧花田家番屋」は外部から見られる建物の構造や意匠に加え、船倉や中庭、土蔵、前

庭等を来観者に積極的に見学してもらえるよう、外部空間の動線を検討する。 

・ 特に「旧花田家番屋」の外観については、来観者が建物を最も美しく写真に収めること

ができる撮影場所を検討する。 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-1 公開のゾーニングと外部空間動線  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開 

立入制限 

管理 

見学者動線 

2 階平面図 

1 階平面図動線パターン 2 

1 階平面図動線パターン 1（現状継続） 

図 5-2-2 旧花田家番屋の公開範囲及び見学者動線 



 

（３） 関連資料等の公開計画 

１）裏寝台の展示 

・ 現状、鰊漁に関する資料は主に「ものおき」や「みそべや」に展示されているが、全体

に展示品の数が多く、煩雑な印象を与えているため、点数を減らしつつ集約すべきもの

は集約するなど、鰊漁の歴史を伝える展示エリアとして、精査する必要がある。 

・ 「ものおき」や「みそべや」の現状の展示は往時の部屋の使い方と異なるため、展示品

数の精査と併せて、空間を設け説明版を設置するなど、往時の部屋の使い方が分かるよ

うな展示とする。 

・ 現在、土蔵に収納されている環境整備等に使用している道具類を、旧ポンプ室の改修ま

たは管理用施設の整備も検討しながら移動させ、土蔵には「旧花田家番屋」内の資料を

移動し、収蔵展示室とすることを検討する。 

・ 展示資料の説明版は、カラーユニバーサルデザインに配慮しながら、デザインや説明の

分量等が統一されたものに作り変える必要がある。 

・ 説明が長くなってしまう説明版や英語の表記を行う場合には、QR コードを活用すること

も考えられる。 

２）漁夫居間の展示 

・ 「旧花田家番屋」の中で最も特徴的な空間であるため、200 人もの漁夫が生活していた

様子を伝えるため、漁夫の名前が載った番付板の活用や囲炉裏の周辺に食器等を置いて

漁夫たちが囲炉裏を取り囲んで食事をしていた様子を再現したり、漁夫が書いた落書き

を紹介する説明版を更新するなどして、寝台で休んでいた様子を想像できるような展示

とする。 

・ 現在漁夫居間に設置しているあいのこ船は、「旧花田家番屋」で鰊船を作成していた平山

敬吉氏が作成した貴重なものであるため、平山氏やあいのこ船について解説板を設置す

るなど、展示内容を整理する必要がある。その他の鰊漁に係る船模型もあいのこ船の近

くに展示してこの番屋の最後の船大工平山氏との関係がわかるようにする。 

・ 漁夫居間に設置しているテレビモニターの映像内容は、当時の鰊漁の様子を伝える貴重

なものであるため、より多くの観覧者に見てもらえるよう、設置場所も含めて展示方法

を検討する。 

３）漁夫の台所の展示 

・ 漁夫の台所の食器や台所道具については、同じ用途のものが多く並んでいる現状が見ら

れるため、展示点数の精査を行い見やすい展示とする。 

・ その他の展示と合わせて、食器や台所道具についても統一した説明板を設置する。 

４）親方・家族の空間の展示及び客間の展示 

 ①什器類や食器類 

・ 九谷焼や漆塗りの食器など、特に高価なものは展示ケースの中に設置したり、テグス等

で固定、もしくは別置きにする等の検討を行う。 

・ 「金庫の間」には金唐革紙の襖があるため、来観者が触れられないようロープ等で制限

をしつつ、近くで観覧できるような展示の検討を行う。 



裏寝台の展示 

漁夫居間の展示 

漁夫の台所の展示 
客間の展示 

親方・家族の空間の展示 

・ 古写真等から往時の各部屋の家具の配置や使われ方などを整理し、かつての「旧花田家

番屋」を体感できるよう、建物と家具等を一体的に見せることを検討する。 

・ 併せて、現存する家具等の資料の数や大まかな分類を整理し、リストの再整備を行う必

要がある。 

②建物に関する資料 

・ 什器類やその他の展示と合わせて、資料についても統一した説明板を設置する。 

・ 文献等の資料は、公開動線に合わせたストーリー展開や資料の重要度に合わせて、配置

を再検討する。また、現状展示していない漁場の全体図など、往時の花田家の繁栄を伝

える資料を新たに展示することを検討する。 

・ 歴史上貴重な資料は、窓際など陽が当たりやすい場所に置かない、もしくはレプリカを

展示するなどしてオリジナルの劣化を防ぐことを検討する。 

５）花田家に関する資料の展示 

・ 花田家の人物やその功績について紹介する資料等の展示が考えられる。花田家本家と花

田家分家の関連性については、花田傳七家（本家）と花田傳作家（当番屋の親方家）の

菩提寺である天応寺に関連する資料があるため、天応寺との連携を検討する。 

６）AR による展示 

・ 200 人の漁夫が生活していた様子など、家具や展示資料では再現が困難な部分や、より

具体的に往時の様子を来訪者に伝えるため、ARを導入することが考えられる。 

７）その他展示に係る設備等 

・ 展示改修に乗じて、老朽化した電気設備の改修を検討する。 

・ バリアフリー動線に設置された段差解消の仮設の設備は老朽化しているため、修理・更

新することを検討する。併せて、現状段差がある部分について新たに仮設の設備を設け

ることを検討する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-3 展示に関するゾーニング図 

親方・家族の空間の展示 漁夫居間の展示 

客間の展示 漁夫の台所の展示 

裏寝台の展示 



５－３ 活用基本計画 

（１）活用方策 

１）花田家漁場施設建物配置見取図の活用 

・ 花田家漁場施設建物配置見取図を踏まえながら、「旧花田家番屋」周辺の展示や利活用を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）学校教育・社会教育との連携 

・ 町内外の小中学校を対象に、「旧花田家番屋」を題材にして番屋や鰊漁の歴史を学ぶ、学

校教育や社会教育を積極的に行う。 

・ 「旧花田家番屋」の資料整理と併せて、町民等が参加する古文書講座を開催したり、現

在公開していない資料の掃除や記録を行うなどが考えられる。また、展示更新の際に住

民や小中学生が参加できるような機会を作ることが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育や社会教育に生かしている事例 

【旧歌棄佐藤家漁場（寿都町）】 
・ 寿都町では、町内外の方々を対象にして、旧歌棄佐藤家の

古文書を題材に古文書の読み方を学ぶ「古文書講座」を定

期的に開催している。 

 

【旧歌棄佐藤家漁場（寿都町）】 

・ 町民参加のもと、旧歌棄佐藤家の食器や家具などを中心と

した資料の清掃や撮影、台帳づくりに取組んでいる。 

図 5-3-1 花田家漁場施設建物配置見取図 



 

３）農泊事業等との連携 

・ より多くの町民や町外の方々に「旧花田家番屋」の魅力を知ってもらい、ファンになっ

てもらうため、他部局と連携して農泊事業等との連携を行い、「旧花田家番屋」への愛着

醸成へと繋げる。 

・ その中では、漁夫になった気持ちで「旧花田家番屋」の寝台に泊まるなどの体験メニュ

ーが考えられる。 

※宿泊体験を「旧花田家番屋」内で行う場合は、耐震補強の方法や防災計画の見直しも

しくは、防災上の課題等に対応する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）鰊漁の歴史や繁栄を体感できる取組 

・ 漁夫の 1日や親方の 1日を体験できるようなツアーやイベント等の取組を行うことで、

「旧花田家番屋」の本質的な価値や往時の鰊漁の様子を具体的に理解することへ繋げる。 

・ 「旧花田家番屋」の屋号が入った半纏を複製し、観覧者が半纏を着て撮影可能とするこ

とや、もっこを複製し背負い体験ができるようにするなど、楽しく思い出に残る体験を

してもらう仕掛けが考えられる。 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験施設として生かしている事例 

【旧遷喬尋常小学校（岡山県真庭市）】 

・ 旧遷喬尋常小学校では、市民団体のメンバーである元調理

員による地産地消の材料を使用した「給食」を食べること

ができる。 
・ 300 円でセーラー服・学ランを貸出ししている。学生服贈

呈式も執り行われるなど、「小学校」という場所を活かし

た思い出と行為に浸ることができるしかけが充実してい

る。 
 

【国稀酒造/旧商家丸一本間家（増毛町）】 

・ 国稀酒造や旧商家丸一本間家では、往時の生活風景を想像

させる家具や食器の展示、屋号が入った半纏を着て記念撮

影ができるなどの体験を取り入れている。 
 

場に対する愛着醸成の事例 

【寿都町】 

 寿都ファンクラブでは、寿都神社例大祭への参加や漁業の知

識を学びながら釣りを楽しみ、ホッケやウニを食べる体験の

ほか、鉱山や鉄道などの歴史を伝える建物、場所を巡るツア

ーなどが行われている。また、メンバーは優先的に地元の特

産品を購入できるなどの特典もある。 



 

５）情報発信ツールの作成 

・ 「旧花田家番屋」のパンフレットは、展示内容に合わせて内容を見直し、観覧者の展示

への理解を助ける内容へ更新する。 

・ パンフレットに掲載しきれない建築の詳細や花田家の歴史、鰊漁の歴史等については、

別途「旧花田家番屋」に関するガイドブックを作成・販売し、収益は「旧花田家番屋」

の保存活用に役立てることが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報ツールの事例 
【朝倉彫塑館（東京都台東区）】 

・ 彫刻家朝倉文夫のアトリエと邸宅であった朝倉

彫塑館は、朝倉が自ら設計・監修して竣工した洋

館と和館を有する建物であり、朝倉の美意識や彫

刻家としての視点が生かされている。その建築的

特徴を「建築の楽しみ方」として A4 表裏の資料

で詳しく紹介している。 
 

【旧岩崎邸庭園（東京都台東区）】 

・ 国の重要文化財に指定されている旧岩崎邸庭園

では、来観者に配布される建物紹介のパンフレッ

トとは別に、建物をより具体的に説明する有料パ

ンフレットを 300 円で販売している。 

・ また、旧岩崎邸庭園に係る岩崎家の人物について

も、「岩崎久彌物語」等と題した有料パンフレッ

トとして、200 円で販売している。 



６）旧花田家番屋のグッズの作成・販売 

・ 「旧花田家番屋」の魅力を伝え、来観者を始めとした地域内外の方々の愛着醸成を図る

ため、「旧花田家番屋」に関するグッズを作成・販売し、収益は「旧花田家番屋」の保存

活用に役立てることが考えられる。 

・ グッズのモチーフとして、金唐革紙やもっこ、はなれの書院を支えているオニ、屋号、

漁場の配置図などが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報ツールの事例 
【旧岩崎邸庭園（東京都台東区）】 
グッズ作成の事例 
【旧岩崎邸庭園（東京都台東区）】 

・ 旧岩崎邸庭園では、「旧花田家番屋」と同様に建

物の壁紙に金唐革紙が使用されているが、その壁

紙をモチーフにしたクリアファイルや、金唐革紙

のしおり等が販売されている。 
・ その他にも、旧岩崎邸庭園オリジナルのボールペ

ンやマスキングテープ、便せん、タオルハンカチ

など様々なグッズが販売されている。 
 
 
 
 
【自由学園明日館（東京都豊島区）】 

・ 国の重要文化財に指定されている自由学園明日

館には、ショップが隣接しており、明日館オリジ

ナルの T シャツやエコバッグ、明日館の設計を行

った建築家であるフランク・ロイド・ライトのデ

ザイングッズ等を取り扱っている。 



 

７）周辺の施設との連携 

・ 道の駅や食材供給施設に訪れた来訪者をより積極的に「旧花田家番屋」へ誘導するため、

来訪者に認識されやすい場所へのサインの設置や、観光交流センターや食材供給施設を

利用した方に入場料割引のサービスを提供するなどが考えられる。 

 

８）鰊漁関連施設との連携 

・ 北は宗谷地方から南は檜山地方まで、日本海側に現存する鰊漁関連施設との連携を図り、

広域的な視点で「旧花田家番屋」を観光や教育等に活用するため、部局を超えた連携・

協働を図ることが考えられる。 

 

９）冬期間の休館に対応した取組 

・ 今後、冬期間（12月～3月）は「旧花田家番屋」を休館とするが、鰊漁を行っていた往

時の雰囲気を来観者に楽しんでもらうため、イベントの実施等によって、鰊漁の最盛期

である 3月頃の賑わいづくりが今後の課題である。 

 

（２）施設等整備計画 

１）活用に必要な設備等 

①バリアフリー 

・ 現状のバリアフリー導線を踏襲しつつ、現状の導線上に段差が見られる箇所については、

段差解消のための整備を行う。 

・ 「ものおき」（裏寝台）や「みそべや」など主に鰊漁に関する資料を展示するエリアや、

2 階部分は、段差が多く車椅子の導線を確保することが難しいため、パンフレット等の

資料の充実などソフト面での対応を行う。 

② 照明設備 

・ 照明や分電盤等の電気設備は、1975（昭和 50）年の解体修理の際に設置したものである

ため、更新を行う。 

・ 「旧花田家番屋」の雰囲気を損なわないため、取り付け位置やデザイン等に配慮する。 

③ 展示器具・解説版 

・ 現状の展示ケースは 1976（昭和 51）年の公開開始にあたって整備したものであり、更新

が必要である。更新の際は、「旧花田家番屋」の雰囲気を損なわないよう、大きさやデザ

イン等に配慮する。 

・ 現状の解説版は、様々な大きさやデザインとなっているため、具体的に伝えたい内容は

パンフレット等に整理することとし、デザインは統一する。「旧花田家番屋」の展示を邪

魔せず、観覧者の観覧を手助けするシンプルで分かりやすい解説版とする。あわせて QR

コードなどを用いて、英語等の多言語対応を行う。 

・ 解説版の色はカラーユニバーサルの考えのもとデザインし、誰にでも見やすい色彩に配

慮する。 

 

 



 

④ サイン計画 

・ 観覧の導線が分かりやすいよう、誘導サインを設置する。 

・ 注意書きのサインは、一目で見て誰にでも分かりやすいよう、ピクトグラムを用いて表

示する。 

・ サインの色はカラーユニバーサルの考えのもとデザインし、誰にでも見やすい色彩に配

慮する。 

⑤ 販売機 

・ 券売機は、「旧花田家番屋」の雰囲気を損なわないよう、大きさやデザインに配慮し、配

置場所を検討する。 

 

（３） 外構及び周辺整備計画 

 １）整備方針 

①中庭 

・ 建物内部からの景観や外から中庭にアクセスすることを考慮し、破損が見られる石積み

の修理や古木の整理などを行う。 

・ 「旧花田家番屋」の雰囲気を損なわないよう、デザインに配慮した名称サインや誘導サ

イン等を設置し、中庭も見学範囲であることを分かりやすく掲示する。 

② 土蔵 

・ 現在、土蔵に収納されている環境整備等に使用している道具類を、旧ポンプ室を改修し

て移動し、土蔵には「旧花田家番屋」内の資料を移動し、収蔵展示室とすることを検討

する。 

・ デザインに配慮した名称サインや誘導サインを設置し、土蔵も見学範囲であることを分

かりやすく掲示する。 

③ 前庭 

・ 現状は砂利舗装の広場となっており、鰊番屋まつりなどのイベント時に使用されている

ため、基本的には現状を維持する。 

・ 釜前展示については、鰊漁から鰊の加工までの一連の工程を分かりやすく見せる仕組み

を検討する。 

・ 破損している澗印は修理し、その価値や往時の使い方が分かりやすいよう名称サインと

解説版等を設置する。 

④ 船倉 

・ デザインに配慮した名称サインと解説版等を設置して、積極的な公開を行う。 

⑤ ライトアップ用照明 

・ 夜間は LED 照明 2基により建物が浮かび上がるようにライトアップがされているため、

基本的には現状を維持する。 

・ そのほか防犯上危険と思われる箇所については防犯灯を設置する。 

⑥ 駐車場 

・ 駐車場から「旧花田家番屋」へのアクセスが分かりやすいよう、デザインに配慮した誘

導サインを設置する。 



 

（４）管理・運営計画 

１）指定管理者制度 

・ 2005（平成 17）年度より、小平町にしん番屋利用組合を指定管理者とする管理運営に移

行し、所有者と指定管理者が連携し、維持管理を行っており、今後も指定管理者による

管理運営を行う。 

・ 現在は通年公開としているが、今後冬期間は、閉館とする方針で指定管理者、関係者と

協議を行う。 

２）協力団体 

・ 消防計画の消火班に位置付けられている旧花田家番屋防災協力員については、今後も連

携を維持する。 

３）周辺施設との連携 

・ 観光交流センターや食材供給施設の来訪者をより積極的に「旧花田家番屋」へ誘導する

ため、来訪者に認識されやすい場所へデザインに配慮した誘導サインの設置を行う。 

・ 観光交流センターや食材供給施設を利用した方に、「旧花田家番屋」の入場料割引のサー

ビスを提供する連携や、「旧花田家番屋」のグッズを販売する等の連携を検討する。 

 

（５）活用における関係法令等の整理 

１）主な法令 

 ①文化財保護法 

現状変更や、各種の届出など必要な手続きに関しては、第６章を参照。 

 ②建築基準法 

建築基準法第３条第 1項第 1号により、「旧花田家番屋」は同法の適用除外となっている。

ただし、安全性の確保については十分考慮し、新たに管理棟などを新設する場合には、建

築基準法が適用される。 

  

③消防法 

「旧花田家番屋」は、消防法施行令別表第一の（17）項に規定される防火対象物である。 

【消防法施行令】 

別表一（17）文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によって重要文

化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要

美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によって重要美術品

として認定された建造物 

【建築基準法】 

第三条 この法律ならびにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれか

に該当する建築物については、適用しない。 
一 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によって国宝、重要文化

財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指

定され、又は仮指定された建築物 
 



 

なお、消防法施行令第 2条の規定により、食材供給施設も「旧花田家番屋」の同一敷地

内における 2以上の防火対象物に位置付けられ、消防法施行令別表第一の（3）項ロに規定

される防火対象物になっている。 

 

２）活用内容により考慮すべき法令等 

 ①バリアフリー関係 

・ バリアフリー関係の整備に関しては、「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（バリアフリー新法）」「障害者差別解消法」「小平町障がい者計画・小

平町障がい福祉計画・小平町障がい児福祉計画」などに配慮する。 

 

 ②小平町の各種計画（小平町重要文化財旧花田家番屋保存活用計画の位置づけ） 

【関係計画図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平町総合計画（平成 30年～令和９年） 

第３編 基本計画 第６節芸術文化の振興 

施策において文化財の保存・活用の推進の成果指標項目の一つとして旧花田家番屋入込数

を平成 28年度の現状値 9,228 人から、平成 34 年度には 10,000 人にすることを目標値とし

て記載。 

第４編 実施計画 第２章 子どもを産み育てたいと思えるまち 

掲げる事業として旧花田家番屋補修整備事業（平成 30～31 年）、旧花田家番屋耐震事業（平

成 31～34 年）、旧花田家番屋周辺環境整備事業（平成 30～33 年）と記載。 

 

第２期小平町総合戦略（令和２年度～令和６年度） 

第３章 基本目標ごとの具体的施策の展開  

基本目標１．多様な職業が選択でき、やりがいを持って働き続けられるまち  

施策１－２ ＩоＴ等を活用した新たな産業の創設と雇用拡大 

交流・観光の活性化として、文化財の保存・活用を通じた地域の魅力再発見事業／R2～R6：

重要文化財旧花田家番屋において、耐震化や保存修理を図るとともに、ＡＲ（拡張現実）

等の情報技術を活用した展示やガイダンスシステムを導入し、展示の魅力化を図ると記載。 



 

小平町第 7次社会教育中期計画（令和２年度～令和６年度） 

【方針その２】ふるさとに誇りと愛着をもつ人を育てます 

推進事業として旧花田家番屋に関する事業を３つ示している。 

・鰊番屋まつり：国の重要文化財旧花田家番屋を中心に祭りを行なうことにより、郷土の

芸能や生活文化を伝える機会とする旨を記載。 

・文化財をめぐる諸計画の策定：旧花田家番屋の耐震化など大規模な改修を実施するため、

保存活用計画を策定する旨を記載。 

・文化財の保護・活用及び郷土資料の収集：番屋の耐震化、屋根の葺き替え、外国人対応

を含め番屋をガイドする体制の整備と集客数を増やす方策の検討、番屋防災協力会の人

材養成・発掘について記載。 

 

第１次小平町教育振興基本計画（平成 30 年～令和４年） 

基本目標５ 小平らしい生涯学習の実現 推進施策５－１ 生涯学習の振興 

第６次社会教育中期計画の基本目標である「広げよう学びの「絆」でしあわせのまち」の

実現に向けた推進施策の主な事業として、文化財の保存及び活用の促進を記載。 

 

小平町内の文化財を活用した環境整備基本計画書（計画目標年次 平成 31年） 

３ 施設計画・活用計画 ３－２活用計画 

活用を検討していく内容として以下の施設および内容が記載されている。 

「（１）重要文化財旧花田家番屋等を中心とした町内施設」 

・鰊番屋として本物の風景を伝えるＡＲによるガイダンスシステムの導入 

・重要文化財旧花田家番屋の優位性のアピール 

・鰊場建築の保存や関連づけ 

・町内の文化財についての整備計画や宿泊体験事業の導入などハード面・ソフト面での

活用 

「（２）小平町の地域資源である化石や埋蔵文化財」 

・旧花田家番屋をはじめとした鰊場建築やその他の遺跡など各種文化財における地域資

源を結ぶストーリーの設定 

・日本海側を鰊が結ぶ街道と位置づけ、日本遺産を考えることなどを通して日本に来た

外国人を小平町に呼び込む 

 

社会資本総合整備計画 小平・鬼鹿地区都市再生整備計画（平成 24年～平成 28年） 

計画の成果目標（定量的指標） 

旧花田家番屋と連携した観光交流センター新築及び周辺環境整備により、歴史・文化を学

び・体験する機会の増加を目指すことと、道の駅周辺施設利用者数を増加させることを記

載。 

 

③北海道文化財保存活用大綱 

・ 北海道教育委員会にて策定した「北海道文化財保存活用大綱」との整合を図るものと

する。 


