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今日の内容

教育部 歴史文化グループの職務

文化財保護法の話

高野鉄道と狭山・狭山藩北条氏・地名

知ってますか？狭山のお殿様！
まちの魅力を知る

文化財保護法と地方自治体の文化財行政

なぜ自治体に文化財を所管する部署があるのか



教育部
歴史文化グループの職務
文化財保護法と地方自治体の文化財行政



教育部
歴史文化グループの職務
 埋蔵文化財の発掘調査・指導
 歴史資料・民俗文化財の調査
 文化財所蔵者への補助
 文化財啓発の講座・展示会の開催
 市の歴史に関する書籍の発行
 文化財の保存と活用
→文化財保護法・大阪狭山市文化財保護条例に基づ
き、市内に存在する文化財の保護と啓発を行う。



行政にとっての歴史とは？
行政の仕事と歴史
なぜ行政に歴史を所管する部局があるのか？



市民にとって…

 自らが住むまちのことを知りたい。→ 住民として当然の欲求。
 自分が暮らす生活拠点の特性を理解できる。

※「まちづくり大学」等で理解
 地域アイデンティティの形成に大きく影響。

※「円卓会議だより」「校区マップ」等で活用

『大阪狭山市史』『文化財報告書』などの刊行
歴史を紹介する特別展示や講座などを開催
情報の提供

知りたい情報を手に入れる



行政にとって…

 現代や未来だけでなく、過去にも責任を負う。
→市の歴史を調べ、住民に提供する。

 ｢地域の今後進むべき方向性｣
過去の経緯をふまえての現状の把握が基礎。

 ｢まちのブランド力」形成に歴史は重要。
※歴史的資産を市の魅力として最大限に活用。

 「大阪狭山らしさを創出する 自立と協働のまち」をめざす施策
（四次総計）

正確な情報を提供する



行政にとっての歴史とは？
 自治体史とは、その自治体の“履歴書”
 地域の正確な歴史情報を住民へ提供するのは、行政の責務のひとつ。
 『市史』『文化財調査報告書』の刊行や、特別展・講座の開催などで、
情報を公開。

正確な歴史情報は、今でも裁判の資料にもなりうる。
自治体は決定（判断）してきた過去の事柄に、責任を持たなければいけない。

過去はどこまで遡るか？
⇒ 現在の裁判では、少なくとも江戸時代の中頃までは遡る。



色々な活用例
市役所各部署からの問い合わせ
 上下水道部 上下水道設置に伴う埋蔵文化財調査・マンホールカードのデザイン（狭山池の竜神祠）

 消防本部 文化財防火デーの実施 文化財所蔵者への周知

 子ども政策部 講演会の開催

 市民窓口グループ 戸籍等に記載の地名に関する問い合わせ

 市民相談・人権啓発グループ 戦争を知るための展示に関する問い合わせ

 市民協働グループ 地域に残るお祭りの保存、地区会館の来歴等の問い合わせ

 農政商工グループ 各種観光イベントでの協力

 都市計画グループ 土木工事・開発行為に伴う埋蔵文化財発掘調査

 土木グループ 道路工事等に伴う埋蔵文化財発掘調査・案内板設置の内容調整

 公園緑地グループ 狭山池公園の活用・保存樹木の補助と来歴の調査

 高齢介護グループ 老人福祉施設の保管生活用具の活用等

 健康推進グループ ウォーキングイベントルートの作成

 税務グループ 文化財の固定資産関係の調整

 財政グループ 溜池・土地等の来歴の調査

 広報・魅力発信グループ 文化財の情報発信



仕事で歴史を活かす

 過去を正確に理解すること
⇒ 同じ過ちを繰り返さない事への基礎となる。

 分からない事を聞くことのできる部署
⇒ 歴史文化グループに確認

 自治体が記憶喪失にならないために
⇒ 歴史資料の把握、収集、調査を実施

 自治体の魅力を発信する一つのツールとして活用



文化財保護法の話
変わり続ける 保護の意識



文化財保護法

文化財保護法

重要美術品等ノ保
存ニ関スル法律

史蹟名勝天然
紀念物保存法

国宝保存法

古社寺保存法

昭和25年（1950）

大正8年（1919）

昭和4年（1924）

明治30年（1950）

古器旧物保存方

明治4年（1872）

昭和8年（1933）



変わる文化財の保護

重要美術品等ノ保存ニ関スル法律

史蹟名勝天然紀念物保存法

国宝保存法

大正8年（1919）

昭和4年（1924）

昭和8年（1933）

明治30年以降 急速に進む近代化により土地に結び付いた文化財の破壊
が進むことが多かった事に対する「記念物」の保存運動に始まる。

古社寺の建造物、宝物の保護を目的として制定した「古社寺保存法」M30、
廃仏毀釈によって破壊された文化財の調査を目的とした「古器旧物保存
方」M4がもととなる。国宝を保護する法律。

国宝保存法で保護対象外となる古美術品等の海外流出を防ぐ目的で制定



大阪狭山市内の
埋蔵文化財包蔵地

文化財保護法



文化財保護法（昭和25年〔1950〕）
（この法律の目的）
第１条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の
文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
（文化財の定義）
第２条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産
で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなし
てその価値を形成している土地その他の物件を含む。）
並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」と
いう。）演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所在で我が国にとつて歴史
上又は芸術上価値の高いもの（以下「無形文化財」という。）
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用い
られる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠く
ことのできないもの（以下「民俗文化財」という。）



貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又
は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で
我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの
並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含
む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我が
国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。）周囲の環境と
一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの
（以下「伝統的建造物群」という。）

２ この法律の規定中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
３ この法律の規定中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記
念物を含むものとする。



変わり続ける文化財保護の世界
 平成31年3月 文化財保護法の改正
 これまでの文化財保護法の改正

（１）文化財登録制度の導入（H8)

（２）文化的景観指定の追加（H17）
（３）民俗文化財への民俗技術の追加（H17）

 今回の改正点
（１）地域計画において総合把握された文化財の登録制度
（２）個別の指定文化財の保存活用計画の義務化

何のための改正か？



まちの魅力を知る

 高野鉄道と狭山 ニュータウン誕生の背景
 狭山藩北条氏 関東を制覇した戦国大名の末裔
 身近な歴史 地名
 狭山池の歴史 大阪狭山市の誇り

途絶えることなく、今に繋がる



金剛駅の誕生
昭和12年（1937）5月5日～6月16日



特急こうや号が走る
昭和27年（1952）～

二代目こうや号
昭和36年（1961）～
昭和58年（1983）



ニュータウンに
バスが走る

昭和44年（1969）6月1日の
営業開始を予告する看板



私たちの身近な歴史
明治5年(1872)、河州五番学校（現在の東小学校）が創立される。

明治22年(1889)、町村制の施行により、狭山村と三都村が発足。

明治31年(1898)、大阪高野鉄道(現在の南海高野線)が開通。
狭山駅―大小路駅(現在の堺東駅)が開通。高野線で一番歴史がある駅。

大正時代 .大正6年(1917)、河内半田駅（現・大阪狭山市駅）開設。

昭和時代 ｡昭和6年(1931)、狭山村と三都村が合併。

昭和26年(1951)、町制を施行。狭山町となる。

昭和44年(1969)、狭山ニュータウンへの入居開始。

昭和48年(1973)、狭山町役場の新庁舎完成。 ※現・市庁舎。

昭和61年(1986)、陶器山トンネル開通。

昭和62年(1987)、市制を施行。大阪狭山市となる。

昭和63年(1988)、狭山池の改修（ダム化工事）が始まる。



平成時代

平成6年(1994)、ＳＡＹＡＫＡホール開館。市民ふれあいの里、花と緑の広場完成。

平成8年(1996)、風輪寺「絹本著色)釈迦如来及四菩薩像」が国の重要文化財に指定。

平成12年(2000)、さやま遊園が閉園。駅名が狭山遊園前駅から大阪狭山市駅に変更。

平成13年(2001)、狭山池ダム化工事完了。府立狭山池博物館開館。

第三次総合計画策定

平成14年(2002)、第1回狭山池まつり開催。市制施行15周年。

平成15年(2003)、金剛駅西口交通広場が完成

平成21年(2009)、府立狭山池博物館・市立郷土資料館協働運営を開始。

平成23年(2011)、第四次総合計画を策定。

平成26年(2014)、大阪府狭山池出土木樋・重源狭山池改修碑 国重要文化財に指定

平成27年(2015)、狭山池 国史跡に指定

平成28年(2016)、狭山池築造1400年・狭山藩誕生400年

平成29年(2017)、市制施行30周年 史跡狭山池保存活用計画策定

平成30年(2018)、歴史文化基本構想策定



西本願寺堺別院「御成門」
（旧・狭山藩陣屋大手門）



身近に歴史を感じる地名の話

狭山 半田 池尻

今熊 茱萸木 おわり坂

亀の甲 金剛駅



狭 山 池（国指定史跡）



私たちの生きてきた世界の歴史や

文化の理解になくてはならないものです。

将来の文化の向上、発展の基礎となる

私たちの共有の財産です。

文化財とは・・・

文化財だけを守るだけでは、
本当に大切なものを守れない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この大阪狭山市役所の中で、この言葉の意味を本当に理解している人が、どれだけいるか。また、この言葉に対して私たち所管部署の職員がどれだけ答えられる技術を有しているか。



文化財の保存活用範囲の拡大

国宝

重要文化財

府・市指定文化財

登録文化財

（文化財予備軍）

文化財を取り巻く周辺環境（そのほか）



文化財

文化財 文化財

周辺の景観

自然環境

文化財を支え
る人々の活動

維持継承する
ための技術

歴史資料や
伝承など

文化財をとりまく世界ごと
歴史文化として保護する
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