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小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業業務仕様書 

 

１ 業務名 

  小樽文化遺産情報発信・普及啓発事業業務 

 

２ 業務の目的 

  本市の日本遺産等「小樽文化遺産」について、子どもから大人まで幅広く市民の認知度

向上とシビックプライドの醸成を促すとともに、日本遺産等「小樽文化遺産」を活用した

観光誘客及び周遊促進に繋げることを目的として実施する。 

 

３ 履行期間 

  契約締結の日から令和３年３月１９日（金）まで 

 

４ 業務内容 

 （１）「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」（別紙３）のロゴマーク選定事務 

   ＜目的＞ 

    本市では、「第二次小樽市観光基本計画」において、「北海道鉄道発祥の地という『オ

ンリーワンの魅力』、積み重ねられてきた『歴史を取り巻くストーリーとその追体験』

等、ホンモノの小樽とふれあう」ことをテーマにしている。 

    本業務は、別紙３の「１ タイトル」及び「２ ストーリー」、「３ストーリーの構 

   成文化財一覧表（小樽市）」の構成文化財の認知度向上と、それらを活用した周遊促 

   進を図るため、内外 PR 用のロゴマークを募集し、選定を実施するものである。 

なお、本業務で選定したロゴマークは、封筒や名刺、ポスター等の印刷物、ピンバ

ッヂやファイルといったプロモーションツール等、様々な場面で活用することによ

り、小樽市全体で文化観光推進の機運醸成を図る。 

   ＜内容＞ 

① ツイッターやフェイスブック、インスタグラムといったＳＮＳを利用したイ

ンターネット広告等で配信すること、また、ポスターの掲示、市内観光関係者

やガイド団体等への周知により、様々な世代の市民に対して、ロゴマークの募

集を周知するための事務。 

② ①のポスターは、デザイン制作を含むこととし、次のとおり作成する。 

・A2サイズ 片面カラー マットコート 135kg 500 枚 

③ 応募されたロゴマークを小樽市日本遺産推進協議会に諮る資料作成（A4 サイ

ズ）。 

④ 小樽市日本遺産推進協議会で選定されたロゴマーク案を市民が投票にて決定

するための事務。 
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⑤ ロゴマーク等デザイン運用・管理マニュアルの作成 

ロゴマークのデザイン基本型、バリエーション、指定色、使用上の注意事項な

どを構成した運用マニュアルを作成すること（A4サイズ）。 

⑥ 作品の著作権、二次使用権、商品化権、放送権及びその他一切の権利を無償で

小樽市に譲渡する手続き事務。 

   ＜実施期限＞ 

    令和３年２月２６日（金）まで 

 

 （２）日本遺産等「小樽文化遺産」のポスター作成 

＜目的＞ 

    本業務は、別紙１～３の認知度の向上及び周遊促進を図るため、内外にアピールで

きるよう掲示用ＰＲポスターを作成する。 

   ＜内容＞ 

① 別紙３をメインとし、別紙１及び別紙２も包含した内容にすること。 

② ＰＲポスターはデザイン制作を含むこととし、サイズ、枚数は次のとおり作成

する。 

 ・B2サイズ 片面カラー印刷 マットコート 135kg 100 枚 

 ・B1サイズ 片面カラー印刷 マットコート 135kg 100 枚 

 ・B0サイズ 片面カラー印刷 マットコート 135kg 100 枚 

③ ＪＲ小樽駅壁面掲示用として別紙２の内容をイメージするポスター（B0 サ 

イズ、片面カラー印刷、デザイン制作含む）を作成する。 

④ 「日本遺産」及び「北前船」、「炭鉄港」のロゴマークを使用すること（ロゴマ

ーク画像は本市より提供）。 

   ＜実施期限＞ 

        ②は令和３年３月１９日（金）まで 

    ③は令和２年１０月３０日（金）まで 

 

 （３）「小樽の文化財」冊子の作成 

＜目的＞ 

    本業務は、市内に所在する文化財の情報をまとめた冊子「小樽の文化財」を作成し、

地域の文化財の振興を図る。また、市民及び市内観光業者に向けて本市の歴史文化の

周知を行い、市民全体で文化財の価値を共有し、文化財の保存活用に向けた機運を醸

成するとともに、歴史文化を活かした小樽観光のブラッシュアップを促す。 

   ＜内容＞ 

① 次の文化財（17件）を掲載すること。また、日本遺産「北前船」（別紙１）及

び「炭鉄港」（別紙２）のタイトル、ストーリーを掲載すること。 
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・日本郵船㈱小樽支店 ・旧手宮鉄道施設 ・手宮洞窟 ・忍路環状列石 

・松前神楽 ・にしん漁場建築 ・木造五百羅漢像 ・地鎮山環状列石 

・日本銀行旧小樽支店 ・旧三井銀行小樽支店 ・木造聖観音立像 

・北海道鉄道開通基点 ・向井流水法 ・忍路鰊漁撈の行事 

・高島越後盆踊りの行事 ・JR小樽駅 ・旧青山別邸 

② 「埋蔵文化財について」及び「埋蔵文化財包蔵地一覧」を掲載すること。 

③ 「小樽市指定歴史的建造物について」及び「市指定歴史的建造物一覧」を掲載

すること。 

④ 「小樽の歴史（概略）」を掲載すること。 

⑤ 「文化財の保存と活用について」及び「小樽市文化財保護条例」等を掲載する

こと。 

⑥ ①~⑤に掲載する説明等は小樽市教育委員会生涯学習課より提供される内容

を掲載すること。 

⑦ 3,000 部（A4 サイズ、32P、全ページカラー印刷、マットコート 90kg、中綴

じ製本）作成すること。 

⑧ ①の写真を撮影し、掲載すること（所有者、関係者等の都合により撮影不可の

場合には小樽市教育委員会生涯学習課に報告すること。）。 

⑨ 小樽市教育委員会生涯学習課より提供される市内各所及び道内外 300 施設の

配布・郵送作業 

＜実施期限＞ 

令和３年２月２６日（金）まで 

 

 （４）日本遺産「北前船」（別紙１）及び「炭鉄港」（別紙２）、「北海道の『心臓』と呼ば

れたまち・小樽」（別紙３）パネル製作 

＜目的＞ 

    本業務は、別紙１～３の認知度の向上及び周遊促進を図るため、内外にアピールで

きるようパネルを制作する。 

＜内容＞ 

① 別紙１のＰＲパネル製作 サイズ横 90cm 縦 180cm 5枚 10セット制作 

② 別紙２のＰＲパネル製作 サイズ横 90cm 縦 180cm 5枚 10セット制作 

③ 別紙３のＰＲパネル製作 サイズ横 90cm 縦 180cm 5枚 10セット制作 

④ 別紙１のＰＲパネル製作 サイズＡ１サイズ 5枚 10セット制作 

⑤ 別紙２のＰＲパネル製作 サイズＡ１サイズ 5枚 10セット制作 

⑥ 別紙３のＰＲパネル製作 サイズＡ１サイズ 5枚 10セット制作 

⑦ 「日本遺産」及び「北前船」、「炭鉄港」のロゴマークを使用すること（ロゴマ

ーク画像は本市より提供）。 
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⑧ パネルはデザイン制作を含むこととし、次の要件を満たして制作すること。 

・合成紙、ラミネート、発泡パネル（７mm） 

   ＜実施期限＞ 

    ①、②、④、⑤は令和２年１０月３０日（金）まで 

    ③、⑥は令和３年３月１９日（金）まで 

 

 （５）「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」（別紙３）の普及啓発 

＜目的＞ 

    本業務は、別紙３の市民に対する認知度を向上し、本市の歴史文化の周知を行い、

市民全体で文化財の価値を共有することを目的とする。 

   ＜内容＞ 

① 「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」のストーリーを平易な文章に整

理すること。 

② 新聞等メディアを活用し、「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」のス

トーリーを 3回以上の連載にて掲載すること。 

   ＜実施期限＞ 

    令和３年１月２９日（金）まで 

 

 （６）周遊マップの作成 

＜目的＞ 

    本業務は、別紙１～３の日本遺産等「小樽文化遺産」を活用した観光客の周遊促進

を図ることを目的とする。 

   ＜内容＞ 

① 別紙１～３のストーリー及び構成文化財を紹介する内容であること。 

② 周遊につながるようマップ及び別紙１～３の構成文化財の名称及び写真を掲

載すること。 

③ 「日本遺産」及び「北前船」、「炭鉄港」のロゴマークを使用すること（ロゴマ

ーク画像は本市より提供）。 

④ 20,000 部作成（A2 サイズ、マップ折り、両面カラー印刷、マットコート 90kg、

デザイン制作含む）すること。 

＜実施期限＞ 

令和３年３月１９日（金）まで 

 

 （７）散策コース造成及びパンフレットの作成 

   ＜目的＞日本遺産「北前船」及び「炭鉄港」、「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小

樽」のストーリー及び構成文化財を活用し、観光客の市内周遊促進を目的とする。 
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   ＜内容＞ 

① 日本遺産「北前船」及び「炭鉄港」、「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小

樽」の市内散策コースとしてテーマ別に８本以上造成すること。 

② 日本遺産「北前船」及び「炭鉄港」、「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小

樽」のストーリー、構成文化財の画像、構成文化財の説明、①で作成する市

内散策コースを網羅したパンフレットを作成すること。 

③ ②のパンフレットについては、20,000 部（A4サイズ、24P、全ページカラー

印刷、マットコート 90kg、デザイン制作含む）を作成すること。また、「日

本遺産」及び「北前船」、「炭鉄港」のロゴマークを使用すること（ロゴマー

ク画像は本市より提供）。 

   ＜実施期限＞ 

    令和３年３月１９日（金）まで 

 

５ 成果品 

  業務実施後、成果品として下記のものを令和３年３月１９日（金）までに納品すること。 

 （１）業務実施報告書３部及び電子データ 

    ・情報発信及び普及啓発の内容、活用、実施方法等を記録すること。 

    ・新聞等紙面掲載物、作成物等を記録すること。 

 （２）情報発信及び普及啓発のための各種制作物の電子データ １式 

    （PDF 及びWord、Excel、JPEG 形式ファイル） 

 （３）業務内容（１）で回収した投票用紙及び集計表 

 

６ その他 

 （１）業務の遂行に当たっては、適正かつ円滑に施行するため、受託者は市と常に密に連

絡を取り、相互に理解し、作業を進めること。 

 （２）受託者が本業務を実施するに当たり、本仕様書に記載のないものであっても、社会

通念上当然と認められる事項については、受託者の責任において行うものとする。 

 （３）本業務実施に当たり必要な事項については、市と協議すること。 

 （４）受託者は、小樽市個人情報保護条例その他の関係法令を遵守し、業務上知り得た個

人情報等を他に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とする。 

 （５）本業務で制作する一切の著作物の著作権等の権利は、市に帰属するものとする。 
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別紙１ 

 

１ タイトル 

  荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～ 

 

２ ストーリー 

 江戸時代、北海道・東北・北陸を結んだ西廻り航路は経済の大動脈であり、この航

路を利用した商船は北前船と呼ばれました。北前船は、米をはじめとした物資の輸送

から発展し、船主自身が寄港地で仕入れた多種多様な商品を、別の寄港地で販売する

買い積み方式により利益をあげたことから「動く総合商社」と形容されています。日

本海や瀬戸内海沿岸に残る数多くの寄港地・船主集落は、北前船の壮大な世界を今に

伝えています。 

【山を仰ぐ港と山に抱かれる港】 

 北前船が寄港する港にはどんな特徴があったのでしょうか。立地から見ると大きく

二つに分けられます。 

 一つは、山を借景として大きな川の河口に位置する「山を仰ぐ」港です。日本海か

ら仰ぐ名山は、古くから航海の目印となり、その近くに港を築いています。これらの

港は江戸時代には、上方への年貢米の積出港となり、領内の穀倉地帯を流れる大河の

河口に米倉、番所などが整備されました。名山を仰ぎ大河に抱かれる港が、日本海を

経由して北日本と上方を結ぶ西廻り航路の基盤となり、各地へとつながりました。そ

こでは、夕日に輝く雄大な自然と港が一体化する名画のような景色や、山から見下ろ

す美しい港のパノラマに出会うことができます。 

 もう一つは、山と海の間のわずかな平坦地に位置する「山に抱かれる」港です。一

度の航海で巨万の富が得られる北前船が頻繁に行き交うようになると、風待ち港も含

め多くの寄港地が整備されました。砂丘の多い日本海沿岸では、山と海に挟まれたわ

ずかな平坦地を利用し、コンパクトな港や集落を築いています。古い建物や荷揚場、

船止めの杭など、北前船によりもたらされた、文化遺産が集約された町並みを歩いて

回ることができます。 

【一攫千金・のこぎり商いが育んだ港町】 

 北前船での商いはなぜ、大きな利益が得られたのでしょうか。それは、当時の国内

の地域間価格差によるためです。例えば、北海道で大量に獲れるニシンは、西日本で

は綿を栽培するための肥料として高く売れました。一方、西日本と北日本で衣類の生

産技術の差から、西日本の古着が北日本では高価な商品となりました。上方にはニシ

ンを売って空になった船に古着を積み込み、北日本では売る、押して引いて木を切る

のこぎりのように行きも帰りも商売をする北前船は「のこぎり商い」とも呼ばれまし

た。 
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 一航海千両、と言われた北前船が生み出す富は莫大であり、藩と連動して年貢の積

み出しを行う大きな港のみならず、人口の少ないコンパクトな港や集落にも経済的繁

栄をもたらしました。 

 北前船により発展した港には、廻船問屋や商家、蔵など、大規模な建物が残されて

います。町は、小路に沿って家が軒を連ね、小路はそのほとんどが海に向かう特徴的

な町割りを見せています。船乗りに安らぎと解放を与えた花街や日和を見た小高い山、

航海の安全を祈った神社仏閣など、北前船がもたらした機能が備えられています。そ

こには、封建下にあって近隣の稲作を中心とした農村や、その基盤上にある城下には

見られない、海上輸送という手段を手にした商人たちの築いた町があります。想像も

できないほど高い塀や、敷地内に多くの土蔵を持つ豪壮な屋敷を見て、「こんな所にな

ぜ、こんな大きなお屋敷が」と言った、驚きや発見に出会うことができます。 

【「板子一枚下は地獄」に生きた男たちが運んだもの・残したもの】 

 熟練の操船技術を持つ船乗りにとっても、嵐にあえば「板子一枚下は地獄」の恐怖

にさらされます。商品を無事に運べば多額の利益を得られる北前船も沈んでしまえば

一巻の終わり、全財産を失う船主もいました。危険と隣り合わせの航海は、安全を神

仏の庇護に求め、寄港地の中心や小高い丘には神社や寺院があり、港と並行に寺院が

建ち並ぶ町もあります。そこでは、航海の無事を祈願した船絵馬や船模型、中にはち

ょんまげを奉納した「髷額」が奉納されています。また、境内には遠く離れた国名や

問屋名が刻まれた玉垣、石灯篭、手水鉢などが寄進されています。船を安定させる底

荷・バラストとして運ばれた石の中には、神社や参道の石段に利用され、雨に濡れる

と神秘的な輝きを見せる笏谷石があります。社寺には船主や問屋らが寄進した、良質

な木材を使用し優美な彫刻を持つ社殿や堂宇も見られ、船乗りが神輿を寄進したこと

を起源とした祭り、京都から伝わったとされる祭りも行われています。 

 北前船の寄港地・船主集落にある格調の高い神社仏閣の多くは、北前船の船主、船

乗りらの篤い信仰に支えられていたことが分かります。 

【北前船が帆を上げて現代に残した文物交流】 

 北前船は生活必需品に加え、雛人形などの高級品、そして様々な文化を運んでいま

す。天候に左右される北前船の航海は、「風待ち」という文化により、出航までの間、

料亭や茶屋などでの一時の出会いと別れと共に、そこで唄われる民謡など各地の芸能

が船乗りたちによって伝わっていきました。代表的なのが、「おけさ」や「あいや節」

などと呼ばれる哀調を帯びた節回しを持つ民謡です。この民謡は熊本で生まれた「ハ

イヤ節」が船乗りの間で歌い継がれ、北前船により日本海沿岸の港町に広まり、各地

に根付いた芸能として親しまれています。 

 和食を代表する「昆布だし」食文化も生まれました。北海道から京都や大阪に運ば

れた物に昆布があります。この地で昆布は「昆布だし」に磨かれ、日本のだし文化と

して現代の和食の基本になっています。他には凍結に強い赤瓦が運ばれたことにより、
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北国の防災力が向上し、綿の肥料となるニシンや古着が行き交うことにより、衣服の

質が格段に良くなりました。北前船は日本人の衣・食・住の生活環境向上に大きな役

割を果たしたのです。 

 歴史の魅力を持つ町は数多くありますが、北前船の寄港地・船主集落は、立地や町

のつくり、祭り・芸能や神社仏閣の雰囲気など、他の「歴史を息づく町」とはかなり

違う趣を感じることができます。そこは、日本海の荒波を越え、人・物・文化を運ん

だ多くの男たちの夢が紡いだ歴史情緒に出会える異空間なのです。 

【参照】小樽市ホームページ ⇒ 観光客の皆さんへ ⇒ 日本遺産 

 

３ ストーリーの構成文化財一覧表（小樽市） 

番号 文化財の名称 ストーリーの中の位置づけ 

① 日和山 北前船の船乗りたちが出港前に日和をみた場所。北

海道で 2 番目に灯台が建設され、北前船航海の目印

ともなった。 

② 旧北浜地区倉庫群 北前船の船主が北前船で運んだ物品の保管のために

建造した大規模な倉庫群。 ・旧右近倉庫 

・旧広海倉庫 

・旧増田倉庫 

・旧大家倉庫 

・旧小樽倉庫 

③ 旧魁陽亭 北前船の船主や商人たちが利用した料亭。 

④ 住吉神社奉納物 北前船の船主である大家七平及び広海二三郎が寄進

した第一鳥居や船乗りらが寄進した手水鉢など。 

⑤ 船絵馬群 北前船の船主らが航海の安全を祈願し、奉納した船

絵馬。 ・恵美須神社 

・龍徳寺金比羅殿 

⑥ 北前船関係古写真 明治 30年代以前の北前船及びゆかりの市街地など

の写真群。 

⑦ 西川家文書 北前船の廻船業を営んだ西川家の文書。 
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別紙２ 

 

１ タイトル 

  本邦国策を北海道に観よ！～北の産業革命「炭鉄港～」～ 

 

２ ストーリー 

【炭鉄港との出会い－石炭、鉄鋼、港湾、鉄道－】 

 札幌から北東に向けて車で 1 時間、空知地方をドライブしていると、街並みの中に

異彩を放つ、高さ 44m の巨大な鉄塔が見えてきます。これは平成 6年に閉山した住友

赤平炭鉱の立杭櫓で、東京スカイツリーよりも深い地下 650m から石炭を揚げていた

操業当時の雰囲気を、そのままに残す圧倒的な存在感と機能美、そして元炭鉱マンの

ガイドが見学者を魅了します。 

 空知の石炭を基軸に、室蘭の鉄鋼、小樽の港湾、これらを繋ぐ炭鉱鉄道によって繰

り広げられた近代化の物語「炭鉄港」。世界遺産〈明治日本の産業革命遺産〉と同じ源

流を持ちながら、開拓から製鉄までわずか 30 年という短期間で独自の発展を遂げた

「北の産業革命」であり、その歴史をひも解くと、これまで気づかなかった北海道の

新たな魅力が目の前に拡がります。 

【北海道の開拓－炭鉄港のはじまり－】 

 年間約 800 万人もの観光客が訪れる〈小樽〉。観光客に人気の高い「運河」や「古い

まちなみ」を語るには「近代」のストーリーが欠かせません。 

 北海道は、明治になって、資源開発と北方警備の観点から国策として開拓が進めら

れました。そのため、国家財政が約 2千万円/年のところ、5年で 1 千万円という開拓

計画が立てられ、西洋の技術も積極的に導入されました。 

 その象徴的な存在が、〈空知〉の炭鉱開発でした。ライマンの調査により、石炭が豊

富に埋蔵していることがわかり、明治 12年に幌内炭鉱（三笠市）が開鉱、明治 15年

にはその石炭を運ぶための小樽～幌内間（約 90km、当時の日本最長）の鉄道が、クロ

フォードらによりわずか 3 年で完成しました。同時に労働力確保のため２つの集治監

（監獄）が開かれ、一大国家プロジェクトとして、《炭鉄港》の物語はスタートしたの

です。 

 炭鉱と鉄道は、後に北海道炭礦鉄道会社（北炭）に払い下げられ、〈室蘭〉への鉄道

延伸が進められたことで、室蘭は石炭積出港として取扱量が急激に増え、北海道三番

目の特別輸出港に指定されました。その後、鉄道は再国有化され、北炭は売却資金を

もとに、空知の石炭を使った鉄鋼業に進出、室蘭は鉄のまちへと変貌していきます。 

【富国強兵と領土拡大－炭鉄港の発展－】 

〈小樽〉は、明治 30年代には、我が国初の本格的港湾として北防波堤の整備が進むな

ど、北海道隋一の港町となっていましたが、第 1 次世界大戦での世界的な農産物の高
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騰を背景に、北海道産品の輸出港として更なる発展を遂げました。小樽から道内各地

へ鉄道網が伸びたことから、産品を容易に入手できたためです。 

 また、第 1次世界大戦は、〈空知〉の炭鉱にも大きな変化をもたらしました。採掘現

場が次第に深くなり生産量も拡大する中、欧州製機器の輸入が困難となったため、国

産技術による電化や機械化が進んだのです。立杭が続々と掘削され、新鉱開発が活発

化するなど、技術革新の時代を迎えました。 

 〈室蘭〉の製鉄は、生産・経営とも初めは順調に行きませんでしたが、昭和 9 年の

日本製鉄への合併を機に一転、大増産体制へと向かいました。 

【戦後復興とエネルギー革命－炭鉄港の活躍と衰退－】 

 第 2 次世界大戦後、昭和 40 年代からいち早く衰退の兆しが現れたのも〈小樽〉でし

た。輸入原材料の調達に不利な日本海側にあったため、太平洋側にある苫小牧港との

競争に破れ、商業・金融機能も次々と札幌へと移転していきました。 

 一方、〈空知〉〈室蘭〉は、戦後復興のため炭鉱と鉄鋼業に優先して資源が投入され

大活躍しました。戦争被害が比較的軽微で、豊富な石炭を持つ北海道が戦後日本の再

出発に不可欠だったのです。しかし、昭和 30年代後半には状況が一変、エネルギー革

命により石油が急激に普及し石炭に取って代わります。 

 〈空知〉では、「スクラップ=ビルド政策」に沿った大規模投資により操業を効率化、

生産コストを削減し、生き残りへの最後の懸命な努力が重ねられます。しかし、大勢

に抗うことはできず多くの炭鉱が閉山。史上最大の産業転換政策である「石炭政策」

によって、5万人の労働者が空知を去りました。 

 〈室蘭〉も、小樽と同様に苫小牧港に物流機能が移るとともに、国内臨海部の新鋭

製鉄所の出現により次第に地位を低下させます。日本が高度成長へとまい進する中で、

《炭鉄港》は国策による使命を完全に終えたのです。 

【未来に向けた「知の旅」－炭鉄港のこれから－】 

 その後、地域が歴史を見つめ直し、新たな価値を見出すまちづくりが、再び〈小樽〉

から始まりました。歴史遺産を生かした「歴史とロマンの街 小樽」として、多くの

観光客が訪れています。また、〈空知〉や〈室蘭〉でも地域の歴史や産業遺産を生かし

たまちづくりが進んでいます。 

 さらに《炭鉄港》は、世界遺産〈明治日本の産業革命遺産〉の出発点である薩摩を

源流とする点でもユニークです。薩摩藩主・島津斉彬は、日本初の西洋式工場群「集

成館事業」を推進し西欧からの脅威に対抗しましたが、ロシアによる北方の脅威にも

危機感を抱き、軍事力に加え産業が必要と考え、その思いが家臣団により引き継がれ

ます。そのため北海道開拓では多くの薩摩出身者が要職を占め、ビール醸造（現・サ

ッポロビール）や屯田兵、米国技術者招聘など、新たな技術・制度が積極的に導入さ

れました。 

 《炭鉄港》エリアには、当時を物語る多くの産業遺産が残されているほか、「なんこ」
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や「室蘭やきとり」をはじめとした独特の食文化が生まれ、今なお地元の方々に愛さ

れています。 

 成長と衰退、そして新たなまちづくりに向かうという《炭鉄港》のドラマチックな

変化を実感することは、日本が直面する人口減少・少子高齢化の先取りとして、未来

に向けたヒントと新たな価値観に出会うことができる、「知の旅」なのです。 

【参照】小樽市ホームページ ⇒ 観光客の皆さんへ ⇒ 日本遺産 

 

３ ストーリーの構成文化財一覧表（小樽市） 

番号 文化財の名称 ストーリーの中の位置づけ 

① 小樽港北防波堤 明治 41（1908）年、廣井勇により我が国初の本格

的港湾整備として建設。100 年以上を経過した現在

も、「第一線防波堤」としてその機能を果たしてい

る。 

② 北炭ローダー基礎 昭和 14（1939）年建設。鉄道で運んだ石炭を船に

積み込むための機械が据え付けられていた基礎、小

樽港に唯一現存する石炭積み出しの痕跡。 

③ 色内銀行街 日本銀行、三井銀行をはじめとする明治から昭和に

かけて建設された大手銀行が建ち並び、石炭を扱っ

た商社の支店が当時の栄華を今に伝えている。 

・旧三井物産 

・旧三菱商事小樽支店 

④ 手宮線跡及び附属施設 手宮線は、明治 13（1880）年の北海道最初の鉄道

として開通。市内中心部には、鉄道施設を残したオ

ープンスペースが整備されている。 

⑤ 旧手宮鉄道施設 機関車庫三号は、明治 18（1885）年竣工の現存す

る我が国最古の機関車庫。レンガは「フランス」積

み。機関車庫一号は、明治 41（1908）年に竣工。

レンガは「イギリス」積み。 

⑥ 小樽中央市場 市場で仕入れた鮮魚やかまぼこをブリキ缶に入れ風

呂敷で背負った行商人、通称ガンガン部隊が鉄道を

使い空知の産炭地へ向かっていた。 
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別紙３ 

 

１ タイトル 

  北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽～「民の力」で創られ蘇った北の商都～ 

 

２ ストーリー 

 市街地の背後に位置する天狗山からまちを一望すると、小樽の港とその周辺に広が

る市街地全体を見渡すことができる。このまちで青春時代を過ごした小林多喜二は、

小樽を「街並が山腹に階段形に這い上がった港街で、広大な北海道の奥地から集まっ

てきた物産が、そこから又内地（本州）へ出て行く謂わば北海道の『心臓』みたいな

都会である」と表現した。現在も往時の姿を偲ばせている小樽の独特の建物とまちな

みは、明治以降、物産とともに各地から押し寄せた多種多様な人々の「民の力」によ

って創られた。 

【港と鉄道の「大動脈」によるゴールドラッシュ】 

 明治以降、小樽は「無比のニシン漁場」となり、祝津地区のニシン漁を担った親方

や漁夫たちの番屋がその栄華をいまに伝える。明治２（1869）年に商船の航行が自

由になるとニシンを求めて小樽に「北前船」が往来し、各地から集積した物資保管の

ため、北浜、有幌地区に石造りの倉庫群が建てられた。 

 明治 13（1880）年には、内陸部で算出する石炭輸送のため北海道初の鉄道が開通

し、手宮には石炭積み出しや鉄道関連施設が造られた。港と鉄道の「大動脈」によ

り、大量の物資や仕事を求める人々が殺到し、ゴールドラッシュさながらの活況が出

現した。市街には商店・問屋街が、路地裏には倉庫群が建ち並び、料亭が社交場とし

て賑わった。これらの多くは現存し、未来の成功を夢見て小樽にやってきた漁夫や商

人、船乗り、荷物を担いだ仲仕たちの声がいまも通りから聞こえてくるようだ。 

【経済の「血液」金融が生んだ北日本随一の都市】 

 明治末期、日露戦争の終結により小樽から南樺太に向かう航路が盛んになると、大

資本や大手銀行の支店が次々と進出し、経済の「血液」・「金融」の力で小樽は北日本

随一の経済都市となった。 

 明治 39（1906）年に竣工した、日本郵船小樽支店の荘厳な社屋は佐立七次郎の設

計で、小樽産の凝灰岩を用いた国内最大級の石造事務所である。明治 45（1912）年

に建てられた日本銀行小樽支店は豪壮さ、装飾の華やかさともに別格で、海を見渡す

望楼を持つなど小樽ならではの特徴もあり、際立った存在感を放つ。小樽支店を「上

出来」と自賛したのは、日本銀行本支店を多数手がけた工事顧問の辰野金吾である。

昭和 2（1927）年に完成した三井銀行小樽支店の外観は石積み、窓のアーチ、軒の装

飾など古風な洋風建築であるが、設計した曾禰達蔵と中條精一郎は、骨組に当時最新

の耐震構造である鉄骨鉄筋コンクリートを採用した。 
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 銀行や商社などが軒を連ねるビジネス街区として急発展した色内地区には、工部大

学校造家学科第一期の卒業生４人のうち、佐立、辰野、曾禰ら近代建築のパイオニア

と、大正・昭和期のリーダーたちの作品が集中している。古代ギリシャ風の円柱、華

やかなルネサンス風、幾何学模様をあしらうアール・デコ、ガラス張りのモダニズム

などが多彩な様式が並ぶ異国的な建築とまちなみは、半径 500mに明治・大正・昭和

各時代の最先端の材料と技術で造られた建築が凝縮する日本でここだけのビジネス街

区で、さながら「近代建築の博物館」である。それらと路地裏の倉庫や商店等の石造

りの建物が調和することで小樽独特の趣きのある景観を形成しており、まち歩きを楽

しむ人たちを小樽全盛の佳き時代へのタイムスリップに誘う。 

 一方当時、小樽の行政は 100 年の大計を立て、廣井勇をはじめ第一級の技術者た

ちを招き、市街地の周辺にまちの「骨格」としての近代的インフラを造っていった。

日本初のランドスケープアーキテクト長岡安平が計画した小樽公園は、種々の植栽林

や噴水地、運動場、公会堂などを備えた広大な近代公園である。「近代水道の父」中

島鋭治による奥沢水源地の階段状の放水路は、落差 21mにおよび周りの樹木と調和

して壮観である。廣井はわが国初のコンクリートの防波堤を完成させ、後に埋め立て

式の運河建設を助言し、小樽の港湾の礎を築いた。これらは現存し、今日も市民の生

活を支え、憩いの場として親しまれている。 

【運河保存運動から観光都市へ・「民の力」による再生】 

 昭和後期、栄華を誇った小樽は、石炭から石油へのエネルギーの転換、港湾の市場

が太平洋側へ移行するに伴い、次第に衰退し、「心臓」の鼓動は弱まっていった。昭

和 40 年代には実用的な用途を失って荒廃が進んだ運河を埋め立てて、道路を建設す

る都市計画が決定し、有幌地区の倉庫群の取り壊しが始まった。これに対して市民の

間に、まちの発展の象徴である運河を守ろうとする運動が起こる。小樽では明治か

ら、まちの発展とともに財を成した資本家たちは、市庁舎、公会堂などを寄付するな

ど、「民の力」で自らまちを作り上げてきた。運河保存運動の根底にこの「民の力」

があった。 

 10 年あまりに渡る市中を二分する大論争の結果、都市計画を変更し運河の半分を

埋め立てて、親しみやすい水辺の散策路とした。運河保存運動は「歴史を活かすま

ち・小樽」の認識を一般市民から行政、経済界へと広め、多数の歴史的建造物の保

存・活用に繋がり、全国のまちづくり運動に影響を与えていった。まさに「民の力」

が「心臓」の鼓動を蘇らせたのである。 

 明治以降に造られた他に類を見ない特徴的な建築群とまちなみは、運河保存運動を

経て多彩なかたちで蘇った。金融街は美術館、文学館、資料館、港の倉庫群は博物館

などの文化施設となり、市街の商店や石蔵、倉庫は飲食・物販店、ホテルなどに転用

されている。港湾労働者たちが活力源として好んだ餅や、小豆や砂糖が集積したこと

で発達した菓子、ビジネス街が形成された大正・昭和初期に生まれた洋菓子喫茶など
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の豊かな食文化は、現在、ロマン溢れる歴史的な店で楽しむことができる。 

【歴史を活かすまち・小樽の新たな鼓動】 

 かつて、一攫千金を夢見て小樽に渡った人々のエネルギー、財を成し福祉や文化を

支援した小樽商人たちの「民の力」によって創られた北の商都は、運河保存運動を経

て文化と観光の「心臓」に生まれ変わった。まちの魅力に惹かれて各地から集う人た

ちと交流を深め、近代建築群とまちなみを積極的に保存・活用することで、「歴史を

活かすまち・小樽」の新たな鼓動を生み出していく。 

【参照】小樽市ホームページ ⇒ 観光客の皆さんへ ⇒ 日本遺産 

 

３ ストーリーの構成文化財一覧表（小樽市） 

番号 文化財の名称 ストーリーの中の位置づけ 

① 天狗山からの眺望（小

樽港） 

小樽港を一望する景観。近代初頭の北前船交易から

はじまり、石炭輸送の拠点港となった。階段状にせ

りあがった独特の地形と、かつての商都小樽を一望

できる景観 

② 祝津のニシン漁場建築

群 

明治前期～中期。小樽の物語の始まり、小樽の黎明

期を支えたニシン漁の面影をしのぶ建物群４棟。 

・茨木邸 

・茨木家中出張番屋 

・白鳥家番屋 

・近江家番屋 

③ 旧田中家住宅（鰊漁場

建築） 

明治 30（1897）年建設。昭和 33（1958）年移築。

ニシン漁最盛期、漁夫たちと経営者が暮らした住

宅。 

④ 旧青山家別邸 大正 12（1923）年建設。ニシンで財を成した青山

家によって建てられた邸宅。ニシン漁家の栄華を物

語る遺構。 

⑤ 松前神楽 明治前期に道南より伝来した神楽。ニシン漁の漁夫

たちが故郷の祭礼とともに小樽にもたらした習俗。 

⑥ 忍路鰊漁撈の行事 明治初期からニシン漁で歌われた労働歌及び風俗。

東北から道南からの出稼ぎ漁夫によってもたらされ

た。 

⑦ 旧手宮鉄道施設 明治 18（1885）年外建設。石炭輸送のために建設

された幌内鉄道にかかわる施設群。日本の近代化を

支えた北海道の石炭はここから全国に運ばれた。 

⑧ 小樽市総合博物館所蔵 明治 18（1885）年製造の「しづか」号、明治 28
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鉄道車両群 （1895）年製造、国産２号機「大勝」号などの蒸気

機関車をはじめ、鉄道による物流を担った貴重な車

両群６両。 

⑨ 旧手宮線散策路 明治 13（1880）年に部分開業した幌内鉄道の一

部。小樽が物流の拠点として成長するきっかけとし

てだけではなく、日本の近代化を支え続けた路線。

軌道を残したまま整備をしている。 

⑩ 小樽港北防波堤 明治 41（1908）年完成。日本初の外洋防波堤。廣

井勇の設計、指導。小樽港の価値を決定づけた記念

碑的な構造物。 

⑪ みなと資料館収蔵防波

堤関係資料（波力公式

を含む） 

明治末期～昭和。北防波堤など小樽港築港関係資

料。「百年試験」のモルタルブリケットなど土木技

術の粋を集めた工事を物語る。 

⑫ 北浜地区倉庫群 明治 20年代から 30 年代建設の 6件の倉庫群。小樽

の近代化の第一段階、商業都市の萌芽期より営業用

倉庫として使用されている。 

・右近倉庫 

・広海倉庫 

・増田倉庫 

・大家倉庫 

・渋澤倉庫 

・小樽倉庫 

⑬ 南浜地区倉庫群 明治 20年代から大正期建設の４件の倉庫群。物流

の増加に伴い、旧市街地に近い埋め立て地にも倉庫

が次々と造られた。 

・木村倉庫 

・島谷倉庫 

・髙橋倉庫 

⑭ 旧岡崎倉庫（３棟） 明治 38（1905）年外。物流が盛んになると、倉庫

群はさらに広がっていった。現在は酒造として公開

中。 

⑮ 鵙目貫一郎日誌及び稲

垣益穂日誌 

明治 7（1874）年に鵙目貫一郎による近代初頭の小

樽の姿を記録した日誌及び明治 36（1903）年～昭

和 10（1935）、稲穂小学校の校長稲垣益穂による日

誌。いずれも小樽の繁栄期を活写した資料。 

⑯ 小樽市総合博物館及び

図書館所蔵地図 

明治 8（1875）年～昭和後期。爆発的な繁栄から衰

退、再生へと変貌していった小樽の市街地の変遷を

たどることのできる資料群。図書館、総合博物館で

検索閲覧が可能。 

⑰ 奥山写真コレクション 明治 30年代から末。小樽を代表する資産家によっ
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及び村住写真コレクシ

ョン 

て撮影された写真資料。北日本隋一の経済都市を記

録した貴重な資料。 

⑱ 旧日本郵船株式会社小

樽支店及び附属倉庫群 

明治 39（1906）年、工部大学校一期生の佐立七治

郎が設計。周辺の倉庫群を含め、商業都市として変

貌した明治後半の小樽の姿を象徴する建物。 

⑲ 日本銀行旧小樽支店 明治 45（1912）年、工部大学校一期生であり、当

時の日本建築会のリーダーであった辰野金吾らが設

計した。金融の面でも北日本の中心となった小樽の

象徴的存在。資料館として公開中。 

⑳ 旧三井銀行小樽支店 昭和 2（1927）年、工部大学校一期生の曾禰達蔵の

建築事務所が設計。工部大学校一期生のうち 3人の

作品が存在する唯一の地方都市であることは、経済

都市としての繁栄を物語るもの。 

㉑ 色内銀行街 明治末から昭和中期。10件の建築から構成される

半径 500m の範囲に銀行建築が建ち並ぶ景観は、全

国的にも小樽でしか見ることができない。 

 

・旧小樽地方貯金局

（市立小樽文学館・美

術館） 

・北海道銀行本店 

・松田ビル 

・第一銀行小樽支店 

・三菱銀行小樽支店 

・第百十三国立銀行小

樽支店 

・百十三銀行小樽支店 

・北海道拓殖銀行小樽

支店 

・第四十七銀行小樽支

店 

・安田銀行小樽支店 

㉒ 色内通り・堺町通りの

商店 

明治 30年代から大正期の商店建築 15件。経済都市

の心臓部であった色内通り、卸商が集まっていた堺

町通りに残る商店建築。銀行建築とともに経済都市

小樽の面影を残している。 

・名取高三郎商店 

・岩永時計店 

・早川支店 

・共成㈱ 

・上勢友吉商店 
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・久保商店 

・金子元三郎商店 

・田中酒造店 

・荒田商会 

・塚本商店 

・小堀商店 

・前堀商店 

・旧磯野支店倉庫 

・北海雑穀㈱ 

・寿原小間物店倉庫 

㉓ 旧小樽商工会議所 昭和 8（1933）年建設。北日本随一と言われた小樽

の経済機能を象徴する建物。現在はホテルとして改

装中。 

㉔ JR 小樽駅本屋およびプ

ラットホーム 

三代目の駅舎として昭和 9（1934）年に完成。商都

小樽の玄関としてふさわしく、当時鉄道省主要駅と

同じデザインが採用されている。 

㉕ 繁栄期の料亭建築群 小樽の繁栄時全道一の数を誇った小樽の料亭、海外

客を中心として宿泊した洋式ホテル。経済活動の一

面を表す建物。一部はリノベーションされホテルと

して再開。 

・光亭 

・魁陽亭 

・越中屋ホテル 

㉖ 和光荘 大正 11（1922）年建設。小樽を代表する資産家に

よって造られた和洋折衷の邸宅。当時最新のデザイ

ンを取り入れた、小樽の繁栄期を象徴する建築。 

㉗ 小樽運河 小樽のシンボルともいえる小樽運河は大正 12

（1923）年完成。艀荷役の効率化のために沖合に造

られた。小樽の黄金期を物語る史跡。 

㉘ 奥沢水源地水道施設 大正 3（1914）年建設。商業港として船舶への水の

供給、小樽の人口を支えるために中島鋭治の指導で

建設された近代水道施設。経済都市のインフラとし

てだけではなく、景観としても貴重。 

㉙ 小樽公園（設計図を含

む） 

明治前期に都市公園として計画され、明治 43

（1910）年、長岡安平により近代的な公園設計が行

われる。公園内には皇太子宿泊所として市民から寄

贈された旧公会堂が残る。 

㉚ 運河完成後の倉庫群 大正後期の倉庫群 3 件。運河完成後に建設された木
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・篠田倉庫 骨石造もしくは RC の倉庫群。運河とともに歴史的

な景観を形成している。商業施設として公開。 ・浪華倉庫 

・渋澤倉庫 

㉛ 旧北海製罐倉庫㈱事務

棟・工場・倉庫 

大正 11（1922）年～昭和 10（1935）年建設。小樽

運河の埋め立て地に建設された製缶会社の工場・事

務所・倉庫。艀荷役の最盛期の象徴的な建造物群。 

㉜ 小樽市総合博物館所蔵

9.5 ミリ動画資料 

昭和初期に流行し、小樽の資産家たちにより撮影さ

れた動画資料。繁栄期の小樽の同時代資料として貴

重。写真とともに総合博物館で公開。 

㉝ 中村善策作風景画 大正から昭和、小樽の繁栄期と衰退期の風景を資産

家たちの経済援助を受けて描いた。また、歴史資料

としても貴重である。 

㉞ 小樽運河を守る会関係

資料 

昭和 40年～60 年代。小樽運河の保存運動に関わる

チラシ、ポスター、各種切抜などの資料群。文化財

を保存し、まちづくりを考えた、小樽の転換期を物

語る資料。 

㉟ 藤森茂男作風景画 昭和 40年代の小樽運河を描き衰退期の小樽、荒廃

していた小樽運河を描いた作品群で知られる。のち

に運河保存運動の象徴的な存在となる。 

㊱ 兵庫コレクション 昭和 50年代、斜陽の町といわれた頃の小樽の姿を

およそ 5000 枚の写真に収めた資料。再生、変貌す

る以前の小樽の姿が映されている。 

㊲ 浄応寺本堂及び収蔵資

料 

本堂は大正 11（1922）年に道央圏の寺社建築を手

がけた伊久治三郎による。労働者の多かった手宮地

区の寺院として黄金期から小樽の民を支えてきた。 

 

 


