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第７章 文化財の防災・防犯 

１ おたからの防災・防犯の課題 

 

 近年、大規模な地震をはじめ自然災害が全国各地で発生し、おたからにも多大な被害

が発生している。坂井市にも、災害発生時には、立地条件や周辺環境から被災する可能

性が高いおたからが多くある。 

また、自然災害だけでなく、おたからの盗難も見受けられる。個人や寺社所有の未指

定文化財の防災・防犯設備の設置については、それぞれの判断に委ねているのが実情で

あり、現状が十分に把握されていない。おたからの防災・防犯は行政および所有者、地

域が連携し、防災・防犯体制を確立していくことが重要である。そのためには、おたか

らの防災・防犯に対する市民の意識の向上や、市民が日頃から守るべきおたからの所在

などを把握できるようにしていくことが必要である。 

 また、おたからの維持管理のための資金の減少・不足により、人員を配置しての管理

や修理が困難な事例も見られる。また、これまで地域で見守ることで防犯対策にもなっ

ていたが、高齢化などによる人材不足で今後は困難が想定される。 

また、おたからの防災・防犯のための設備（火災報知器、放水銃、防犯カメラなど）

を整備するためには、所有者の経済的負担が大きく、支援が必要である。 

 

 

２ おたからの防災・防犯および災害時の方針と取組み 

 

おたからの防災・防犯に関する取組みについては、第 5章のおたからの保存・活用の

取組みに記載しているため、再掲する。 

なお、おたからの防災・防犯および災害時の取組みについては、福井県が策定した文

化財保存活用大綱をもとに実施していく。 

 

（１）防災 

日常における予防対策として、おたからの所有者および周辺住民の防災意識の向上が

急務である。そのため、地域のおたからの価値を市民に周知し、所有者や管理者だけで

なく、区や地区といった地域ぐるみでおたからを守っていくという意識を高めていく必

要がある。文化庁が制定している 1 月 26 日の文化財防火デーなどにあわせ、市民を含

めて災害を想定した消防訓練や避難訓練の実施を検討するなど、万が一の場合に協力を

得ることができる体制づくりを進めていく。 

既に各消防署において、防火査察や防火訓練を実施している個別の指定文化財につい

ては、今後も消防署と連携して、文化庁の防災・防火のチェックリストを基に防火査察

を行うとともに、個別に作成する文化財保存活用計画に防災対策を盛り込み、必要な設
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備の設置や消防訓練の取組みを推進していく。 

また、本計画で作成したおたからリストを活用して、未指定文化財の現状を把握し、

地域とのワークショップ実施などを通じて、管理体制の見直しや設備の整備といった課

題を確認し、その対応について区や地区とともに検討していく。 

  

（２）防犯 

人による毀損や放火などの文化財被害例が全国的にあることから、市民の協力による

盗難防止や日常的な巡視体制の構築を図る。おたからの収蔵施設については、防犯性能

の確認とその性能の向上に加え、監視システムの設置などにより防犯体制の強化を行う

ことが必要である。 

被害にあった場合に備え、現況の防犯対策を把握することに努める。本計画で作成し

たおたからリストを活用し、おたからの所在や現況の形態を記録して把握するとともに、

おたからパトロール機能の拡充を検討していく。 

また、近年増加している災害発生時において、被災したおたからの救出や保全活動に

ついても、他の自治体や民間団体との連携体制を整備していく。 

 

 

（３）災害時の対応 

災害が発生した場合には、おたからの被害状況について速やかな確認が必要とされる。 

所有者からの報告を受け、被害の状況把握を行う。次に、市文化課や市の文化財保護

審議会委員などの専門家、指定状況によっては福井県や国へ適切に報告し、応急的な保

護に関する指導、実施を行う。また、指定状況によって実施した保護措置について、福

井県や国に報告する。 

さらに、近年増加している災害発生時において、被災したおたからの救出や保全活動

についても、他の自治体や民間団体との連携体制を整備していく。 

※取組み表は再掲 

市
民

所
有
者

関
連
団
体

前
期
4-6

中
期
7-9

長
期
10
-13

47 文化財防災・防犯の啓発
文化財の防災・防犯について、地域で
見守るなどの意識を啓発する。

○ ○ ◎ ◎ 文化課 市

48
文化財の防ぎょ訓練・防火査察
の実施

文化財防火デーにあわせて、嶺北丸
岡・三国消防署と連携し、火災防ぎょ
訓練や防火査察を行う。

△ ◎ ○ ◎
文化課

嶺北・嶺北丸岡・嶺
北三国消防署

市

49
市指定文化財等パトロールの実
施

市指定や未指定文化財などについて、
巡回パトロールや監視を行う。

○ ◎ ○ ◎ 文化課 市

50 指定建造物等防災設備の整備
指定建造物・庭園などの防災設備の整
備を検討し、防火対策を進め、長期的
な保存を行う。

△ ◎ △ ◎ 文化課 国・県・市

方針

重
点
事
業

事
業
№

取組み名（措置名） 取組み内容（措置内容）

4-5
文化財の防
犯・防災対
策の強化

実施時期
（令和）

費用負担

実施主体

行
政
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第８章 文化財の保存・活用の推進体制と進行管理 

１ 推進体制 

坂井市におけるおたからの保存・活用は、次のような体制により実施している。引き

続き、市民、行政、更に民間団体など、様々な関係機関が連携して取り組む体制づくり

を進めていく。 

 

（１）本市の文化財部局の体制 

 本市のおたからの保護に関する業務全般は、主に教育委員会文化課が所管し、産業政

策部観光交流課でもその一部を担っている。令和 5（2023）年度末の北陸新幹線の県内

延伸を控え、おたからを資源として活用する事業が増加し、様々な関係機関との連携も

求められている。 

指定等の調査は、教育委員会の諮問機関である坂井市文化財保護審議会の指導・助言

を得て進めているほか、必要に応じて県や他自治体、大学などの協力を受けながら調査

事業を行っている。 

 本市では、旧三国町で郷土資料館として開館したみくに龍翔館を市の博物館として、

リニューアルを進めている。リニューアル後も、学芸員の配置・確保を行い、未指定も

含めた関係資料の展示や講座などを継続していく。また、教育分野と観光分野とも連携

しながら、本市のおたからの保存・活用の拠点となる地域の博物館として、市民らが身

近に足を運び、本市のおたからを人に伝えたくなるような館としていく。 

 本計画の事業実施のために、既に配置されている文化財専門職員に加え、事業に必要

な文化財専門職員を充実させるほか、現在配置されている専門分野以外の文化財専門職

員の確保にも努める。また、本計画の事業実施を担当する職員は、事業全体を考慮して

取組みを進める必要があるため、幅広い知識を身に付ける必要がある。 

 

 

（２）関連部局・関係機関などとの連携体制 

 教育委員会文化課で担ってきた文化財保護行政を継続しつつ、教育および地域づくり

や観光の分野での活用を展開していくためには、各所管の部署が計画の方針・目標を認

識し、互いに関係部局と連携して取組みを進めていくことが非常に重要である。今後も、

関係部局との連携を図るため、本計画作成時に設置した庁内連絡会を活用し、継続的に

情報共有を行う。また、協議の場を設けて各部局の施策との調整を行いながら、市民ま

たは関係者にとって、効果的な事業を目指していく。 

 市条例に基づき、設置された坂井市文化財保護審議会では、今後は本計画に基づいた

おたからの指定・登録を行うとともに、個別の文化財保存活用計画の作成など、本計画

の重要事項についても、審議会に諮問し、進めていく。 
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本計画実施にあたり、関係する福井県の部署には、おたからを所管する生涯学習・文

化財課をはじめ、文化課、自然環境課、三国土木事務所、福井港湾事務所などがある。

東尋坊の保存活用計画を作成する際には、県の複数の関係課との調整が不可欠である。

また、個別のおたからの調査では、埋蔵文化財調査センター、各歴史博物館などの協力

を得ている。 

 また、本市のおたからには、横山古墳群などのように、単独で存在するのではなく、

他市にまたがるおたからもある。各事業において、隣接するあわら市、福井市、永平寺

町をはじめ、県内他市町の文化財担当部局との連携は不可欠であり、福井県史跡市町整

備協議会や 9 市文化課長会議などにおいて、継続的に情報の交換や発信に努めていく。 

 学校では、本計画作成にあたり、ワークショップを開催する際に福井大学、古墳調査

では花園大学の協力を得た。今後も、本計画の事業実施にあたり、高校や大学などの教

育機関の協力を得ながら、進めていく。 

  

 

（３）おたからの所有者・管理者・関連団体と市民との連携 

現在、おたからは、高齢化の進行や継承の担い手不足により、散逸・消滅の危機に瀕

している。本市では、これまでも所有者などから相談を受けたおたからの維持管理につ

いて、助言や指導、補助事業などによる財政的支援を実施してきた。今後、ますます継

承が困難となるおたからの増加が懸念されている。引き続き、相談しやすい体制を整え、

助言や支援を行っていく。 

ヘリテージ協議会などのおたからの保存・活用の知識を有する団体や、持続可能なま

ちづくりのための公・民・学の連携のプラットホームとして一般社団法人アーバンデザ

インセンター坂井と連携し、多様な主体が関わって事業に取組む。 

 市内には、おたからの保存または研究に取り組む団体のほか、市内のおたからを紹介

する観光ボランティア団体などがある。長く活動している団体においては、後継者の確

保や担い手の育成に苦慮している。 

おたからの所有者・管理者と関連団体の課題は共通していることが多い。そのため、

本計画作成時のワークショップを継続することで、一緒になって語り合う場を積極的に

創出する。ワークショップに参加する市民とともに、所有者や団体が抱える課題などを

共有し、互いに必要な助言・協力を行える体制を構築する。 
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坂井市文化財保護審議会

　審議事項 市指定の文化財の指定および文化財の保存と活用に関する事項

　委員 9名

　事務局 文化課

坂井市

　坂井市教育委員会文化課

　　・業務内容 文化財の調査、研究、保存、活用に関すること

　　・職員 13名（うち専門職員4名：埋蔵文化財専門2名、歴史資料専門1名、西洋史専門1名）

　みくに龍翔館

　　・業務内容　文化財の調査、研究、博物館の運営、管理および企画展等の普及啓発に関すること

　　・職員 10名（うち歴史資料専門職員 2名)

　総合政策部まちづくり推進課

　　・業務内容　まちづくり協議会、コミュニティセンター、各区に関すること

　　・職員 8名

　総合政策部企画政策課

　　・業務内容　総合計画、調査、調整に関すること

　　・職員 11名

　総合政策部公共交通対策課

　　・業務内容　公共交通政策、コミュニティバスに関すること

　　・職員 4名

　健康福祉部健康増進課

　　・業務内容　食育の推進に関すること

　　・職員 17名

　産業政策部林業水産振興課

　　・業務内容　林業、水産業の振興に関すること

　　・職員 7名

　産業政策部農業振興課

　　・業務内容　農業の振興に関すること

　　・職員 24名

　産業政策部観光交流課

　　・業務内容　観光の振興、観光誘客に関すること

　　・職員 13名

　建設部都市計画課

　　・業務内容　都市計画、景観、公園緑地、空き家に関すること

　　・職員 9名

　支所(三国、丸岡、春江）

　　・業務内容　地域振興に関すること

　　・職員 三国：20名、丸岡：21名、春江：17名

　教育委員会学校教育課

　　・業務内容　学校教育に関すること

　　・職員 12名

　その他文化財の保存と活用に関係する部署

　総務部安全対策課、総務部秘書広報課、教育委員会生涯学習スポーツ課　
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２ 計画の進行管理 

 

本計画に定めるおたからの保存・活用の取組みを効果的に進めるため、毎年度、進行

管理の状況について、（仮）坂井市文化財保存活用地域計画協議会による計画の進行管

理を行う。 

進行管理の方法は、既存事業については、毎年度、坂井市まち・ひと・しごと創生総

合戦略で指標（KPI）を評価している。本計画においても、上記の総合戦略の評価を踏

まえ、事業の進捗を検証し課題の整理後、翌年度の事業実施に活かしていくものとする。 

関係機関、施設等（国・県等）

　文化庁

　福井県教育庁生涯学習・文化財課

　福井県　文化課

　福井県教育博物館

　福井県三国土木事務所

　福井県港湾事務所

　福井県安全環境部自然環境課

　福井県立図書館・文学館・文書館

　福井県立歴史博物館

　嶺北消防署・嶺北丸岡消防署・嶺北三国消防署

　坂井警察署・坂井西警察署

関連団体（P76の地域や民間団体一覧も含む）

　市内23の各まちづくり協議会

　　・活動内容 各地域でのまちづくり、地域連携の推進

　一般社団法人アーバンデザインセンター坂井

　　・活動内容 公・民・学が連携し様々な地域の課題を解決しながらまちづくりを推進する。

　公益財団法人坂井市文化振興事業団

　　・活動内容 ハートピア春江、みくにみらいホールの管理、運営と文化および芸術に関する事業運営を行う。

　坂井市商工会

　　・活動内容 地域の総合経済団体として地域づくりと事業継承、商工業振興のための活動を行う。

　一般社団法人竹田文化共栄会

　　・活動内容 廃校舎を活用し、竹田地区の歴史に関連した観光振興などを行う。

　一般社団法人ＤＭＯさかい観光局

　　・活動内容 坂井市の観光地域づくりを担う組織として観光振興、誘客の推進などを行う。

　特定非営利活動法人まちづくりカレッジSakai

　　・活動内容 住んでいて「幸せ」と思える地域を自分たちの手で実現するための学びあいの場を運営する。

　一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会

　　・活動内容 丸岡城天守の国宝化を目指した普及啓発活動を行う。

　公益財団法人丸岡文化財団

　　・活動内容 一筆啓上　日本一短い手紙の館などの運営、新一筆啓上賞や子供歌舞伎などの開催を行う。

　一般社団法人三國會所

　　・活動内容 三国湊地区を中心に街並みと文化の継承、保存、再生に資する様々な活動を行う。

　ふくいヘリテージ協議会

   ・活動内容 地域に眠る歴史文化遺産の発見・発掘、保存・活用を行う。

　ＮＰＯ法人ボランティアガイドきたまえ三国

　・活動内容 三国湊町や東尋坊などの歴史の説明と観光案内を行う。

　公益財団法人坪川家住宅保存会

　・活動内容 坪川家住宅・坪川氏庭園の保存・公開を行い、活用イベントを行う。


