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第１章

北見市博物館群基本計画策定の基本方針

１．基本計画策定の目的
北見市の各自地区にはそれぞれ博物館施設があるが、平成１８年に合併以来、博物館全体
の統一した計画がなかったことから、協力しながらも独自の活動を行ってきました。
本計画では北見市の博物館群としての統一した方向性を定め、博物館として基本的な役割、
必要な機能を果たす計画の策定を目指します。

２．基本計画の役割
基本計画において、博物館群としての、あるべき姿・サービス・機能などを示します。

３．基本計画の位置付け
本計画に基づき、社会教育事業計画、北見市実施計画等の各種計画に反映させます。

４．計画の期間
この計画は平成２５年度からおおむね１０年間の計画として策定します。
なおこの計画は、計画の進捗状況、社会情勢、国の政策等の変化に対応するため、
適宜、見直しを行います。
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第２章

北見市博物館群の将来構想

る回答を行うことが求められている。これは
他の社会教育機関である図書館や公民館、ス
ポーツ施設の目的と役割が比較的明確であり、
必要性を問われることが無いのとは対照的と
いえる。
博物館と一口で言っても、人文系、自然系、
その中でも多数の分野があるが、展示更新を
なかなか行うことができずにリピーターの新
たな要求に応えることができないため、「い
つ行っても同じ」という声があがり、ひいて
は館の存在意義まで問われることなどが大き
な要因としてあると思われる。
こうしたことから、北見市の博物館群とし
て将来的にあるべき姿を構築して、説得力の
ある存在意義を市民に理解してもらう必要性
が高まってきている。
博物館が市民の学習の場であり、地域づく
りや観光資源としても貢献できることも理解
を図ることが必要となってくる。

１． 北見市博物館群基本計画策定の
ために
（１）策定にいたる経過
旧北見市、端野町、常呂町、留辺蘂町が平
成 18 年に合併し、新北見市が誕生したが、博
物館施設は合併前からそれぞれの各市町に設
立されており当然のことながら独自の活動を
行ってきた。
合併後は各自治区の博物館・資料館が連携
を保ちつつも、北見市全体の博物館群をどう
位置づけ、どういう方向性を目指すのかとい
う構想や計画はなかった。
北見市全体の博物館の方向性が定まってい
ないことから、各館が独自に自治区において
活動を行い、それぞれが人員不足や財政的な
問題を抱え、事業の展開や展示更新なども行
うことも困難となり、それぞれが現状を打破
できない状態が恒常化していた。
こうしたことから、「北見市全体の博物館
群のあり方」、「各館の特長を活かした地域博
物館のあり方」について現状の課題を明らか
にして、北見市の博物館のあるべき将来につ
いての方向性を定め、具現化するための計画
を策定することとなった。またこの計画は、
北見市民はもとより来館者の学習に寄与する
ためのものであり、博物館活動が北見市の発
展の基点になることも目的としている。

（３）基本計画策定検討委員会の設置
基本的には博物館群職員のプロジェクトチ
ームにより計画を策定するが、重要な目標は
「北見市民に理解され、支持される博物館群
としての計画」であることはいうまでもない。
そのためには市民の声を十分に反映し、支持
が得られるかどうかを検証する必要がある。
しかし現状では北見市全体の博物館審議会
が設置されておらず、（他に関係審議会とし
て「文化財審議委員会」がある）、計画内容の
妥当性を検証する第三者機関が無いことから、
博物館に関しての有識者、社会教育関係者、
学校教育関係者などで構成する「策定検討委
員会」を時限的に設置する。

（２）計画策定の必要性
昨今の財政状況により現有施設が老朽化し、
展示が更新できずに陳腐化し、また専門職員
の不足・偏在による調査･研究、教育事業が不
足している。そうした現状の中、各自地区に
博物館施設が設置されていることから、それ
ぞれの館の存在意義を問い直す声も高まって
きている。
こうしたことから、それぞれの館の施設改
修や展示更新を図る前に「北見市の博物館群
は必要なのか？」
「必要というならば、なぜ必
要なのか？」という問いに対して説得力のあ

２．北見市博物館群の現状把握
（１）北見市博物館群の課題
博物館群の大きな課題としては、次のも
のがあげられる。
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●それぞれの館の存在を知らない市民が多
い。（存在は知っていても、内容を知らな
い市民が多い）
●来館者に不親切な構造になっている。
（公
共交通機関が不便、建物が複雑、食事スペ
ース・休憩場所の不在、アプローチが長す
ぎる）

これは市民の来館者にとどまらず、北見市
民全体が博物館の恩恵を何らかの形で受ける
ことが必要である。
また使命を達成するための「北見市民」を
定義するときには、「市民であると同時に自
治区民でもある」ことから、各自治区の文化
的特性にも配慮する必要がある。合併後、各
自治区間の融和、交流が促進されているもの
の、歴史的背景、地理的条件から急速に一体
感が醸成されるとは考えにくい。
もともとは野付牛村を中心とした同じ常呂
川流域に存在する地域であることから、流域
としての共通性はあり、自然的、歴史的、政
治的、商業的にも関係が深いのは確かである
が、香川県一県ほどの面積を要していること
から、地域間の文化的特色や差異は表面上よ
り深いと考えられる。1
このことから、融和を進めながらも地域へ
の愛着も大切にしていくことが「北見市民で
あると同時に自治区民でもある」という観点
が北見市博物館群には求められており、北見
市全体の市民像と自治区の市民像を考慮する
必要がある。
これだけ面積が広ければ、地域によって自
然は大きく違い、自然が違えば生活も違い、
生活が違えば文化も違う。分かりやすく言え
ば留辺蘂の林業地帯と常呂の海岸地帯では生
活様式、産業構造も違ってくるのはきわめて
当然であり、一括りにすることには無理が生
じる。一つの県単位に匹敵する面積を持つ市
が、その中で独自の地域文化を持っている姿
はごく自然といえる。もちろん北見自治区と
端野自治区のように隣接しており、同じ屯田
兵が開拓し、端野は以前に北見から分村した
という関係もあるが、それでも分村以後は独
自の文化を築き上げ、「端野という郷土の価
値観」を身につけている。

●展示が変わらない。
●職員間の「博物館の使命が何か」という意
識が共有化できていない。特に北見市全体
の「博物館群」として何を目指すのかとい
う意識が希薄である。
●仕事が細分化・固定化されて蛸壺状態に
陥り相互協力ができていない。さらに大
規模な問題を前にして、横に連携して解決
する仕組みが不在。
●資料の収集方針が曖昧であると同時に、資
料の収蔵スペースがないことから整理が
困難になっている。
●資料を収集してもデータベース化されて
いないものが多く、資料の活用が図られて
いない。
●北見市の面積が広大なのに、職員が偏在し、
専門的職員が少ない。
この現状が永年放置されてきたことによっ
て、博物館が負の循環に落ちいり、悪循環を
打破できずに来ていた。反面、以上の問題点
が解決できれば発展する好循環になる可能性
が高いといえる。
（２）北見市博物館群の使命
現状から将来的にわたって「北見市博物館
群の北見市において果たすべき役割」を基本
方針として立てる必要があるが、博物館法の
精神にのっとり、

・こうしたことから、それぞれの自治区の文
化圏を相互に対比するほうが、自然や文化
の特色が際立ち、郷土を背景としたアイデ
ンティティーの自覚や高揚も促進されやす

北見市民が、「実物や実体験」を通して、
「郷
土の価値」を発見できるようにする。

香川県／1.876.53 ㎢、東西 92.15km、南北
61.29km、８市５郡（９町）、北見市／1.427.56
㎢、東西 110km.
1
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いと思われる。

説等の面で補完するほか、学芸員によるノ
ウハウ提供等の形で連携と支援を図るとと
もに、逆のパターンとして各自治区の館か
らの支援もありえる。

・こうした文化圏の形成や特長には、自然系
事象と人文系事象の相互関連性が影響して
いる、という認識を持って、多方面からス
ポットを当てた方が、各文化圏の特性に関
する理解が深まると思われる。「郷土の価
値を発見する」という観点に立つと、資料
収集・調査研究・展示解説等の対象は、「自
然系」または「人文系」に特化せず、
「総合
という特色を残すほうが望ましいといえる。

３．具体的な博物館群のテーマ設定
以上のことを博物館群として共通化し、
なおかつ独自の文化圏の特色を現すために
は、群としての共通テーマを持ち、一体化
した活動を行うことが必要となる。同時に
各自治区の博物館は、それに沿った地域の
文化を生かしたサブテーマを設定して活動
することによって、独自性が生まれる。

・しかし各自地区には既に各市町によって地
域性やテーマ性を持った博物館や資料館が
開設されており、現地から遠く離れた自治
区において「二番煎じ」的な資料収集や展
示を重複して行う必然性は低い。

（１）常呂川流域という関連性
これは各地で提案されていることである
が、河川の流域が博物館のテーマになって
いることが多い。河川の流域の多くは歴史
的に一つの国や自治体が範囲にあることが
多いこと、また河川を通して自然の遷移や
歴史的な交流があること、下流域は自然的
に上流・中流域の影響を免れないこと、反
対に上流域は経済的に下流・中流域の与え
る影響が大きいことによると思われる。
北海道においても、市町村合併が進み、
一つの流域ごとに一つの市町村が多くなっ
たことから、そうした動きはさらに多くな
ると思われる。
北見市においても元々は常呂川流域の自
治体であったが、分村後はそれぞれの自治
体によって、それぞれの文化圏・経済圏を
形成して発展していった。
しかし、同じ流域であることから、交流
が喪失したわけではなく、互いに影響を与
えながら常呂郡を形成してきた。平成の合
併によって、まさに再度、大雪山からオホ
ーツク海までを常呂川が貫流する自治体と
なったことから、北見市の博物館群も常呂
川を中心に、自然や歴史、人々の生活をテ
ーマとして設定することが望ましいと思わ
れる。
そしてその博物館群のテーマを元に、い
かにして博物館群の博物館として、また地
域の博物館としての活動を行っていくのか
が、提示されていかなければならない。

・重複性を避けるためには地域の博物館（サ
ブコア館）が自力で実施できる事業につい
ては地域に委ね、地域の館が自助努力を以
ってしても実施困難な事業をコア館（博物
館群コア館）が補完するという原則に従っ
て進めることが望ましい。
（３）地域博物館の特色化の方向性
・様々な文化圏の集合体である各自治区のエ
リアの全体的な特徴を「地質的な成り立ち
や分布」「気候や動植物の分布」
「自然と人
間との関わりを示す遺物の分布」等の多様
な観点から探り、特徴的な標本、資料、数
値等で「日本全国」のそれと対比･特化する。
・同様に各自地区というエリアを構成する「文
化圏同士」を上記のような観点から探り、
特徴的な標本、資料、数値等で対比する。
・各自治区内の民間を含めた博物館的施設が
十分にカバーしているエリアやテーマに関
する扱いは最小限にとどめる。ただし双方
の事業内容等については、市民や来館者に
とって相乗効果が最大となるように各施設
と十分に意思疎通を図る必要がある。
・各自治区にあって活動基盤が十分でない館
に対しては、資料保管・調査研究・展示解
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（２）テーマに沿った博物館群の活動
「常呂川」というテーマの設定をしたと
しても、それがどう博物館の活動と関わっ
てくるのか。そして北見市民が、
「実物や実
体験」を通して、
「郷土の価値」を発見でき
るようにするという博物館の使命とどう合
致させていくのか、方向性が求められてい
く。これは特に目新しい考えとはいえない
が、
・常呂川流域の自然
＝大雪山からオホーツク海まで
＝宇宙の発祥から太陽系、地球の成立、地
質時代、常呂川の開析
・常呂川流域の歴史
・常呂川流域の人々の生活
＝旧石器から縄文、続縄文、擦文、オホー
ツク、アイヌ文化
＝開拓（海岸地帯、北光社、屯田兵、民間
移住）
＝産業の発達、戦争
＝芸術
など、常呂川に限った範囲といえども、そ
の守備範囲は全ての事象にわたるといっても
過言ではない。
これらの様々な事象を有機づけて、調査
・研究を行い、必要な資料を収集・保存し、
展示・教育していくことが求められていく。
しかし全ての事象について対応できること
は不可能なことは自明であることから、有機
づけながらも市民にとって必要なものを優先
して行っていく必要がある。
それでは市民にとって優先して「郷土の
価値」を発見できる事象とはどんなものが優
先されるのだろうか。ここでは人的な配置
については考慮せずに検討する。

り、屯田兵、北光社、大カシワ、中央道路
②自分の住んでいる地区の価値を発見できる
もの
（自治区民が誇りに思っているもの、あるい
は誇りにできればと思っているもの）
自治区民が誇りたいと思っている北見市に
対するこれまでのイメージ、もしくは誇る
べきものなのにイメージしていないものの
発見。
ｷｰﾜｰﾄﾞ北見：屯田兵人形、南ヶ丘、中ノ島、
野付牛公園、ラグビー、緑ヶ丘、玉ねぎ、
斎藤茂吉、芋版画、常呂川、農業、面積、
寒さ、降水量、湿度、
ｷｰﾜｰﾄﾞ端野：丘陵、田園風景、オホーツクの
森、シソ蒸留場、豊実神楽、屯田の森公園、
カタクリ、鎖塚、屯田兵被服糧秣庫、端野
峠、霧氷
ｷｰﾜｰﾄﾞ留辺蘂：エゾクラサキツツジ、シロハ
ナマメ、温泉、イトムカ、弓道、石北峠、
北見富士
ｷｰﾜｰﾄﾞ常呂：ホタテ、カキ、カーリング、１
００キロマラソン、漁業、ワッカ原生花園
③発見できた価値を有機的に結びつけて、わ
かりやすく理解でき、市民自身が発信でき
ること。
発見できたものについて、北見市全体とし
て、あるいは自治区間を結びつけて活動し、
市民の理解を深め、市民自身が自信を持っ
て外部に発信できるようにする。
ｷｰﾜｰﾄﾞ：調査研究、収集保存、展示教育、発
信
④市民とともに価値を発見することができ、
その価値を共有することができること。
発見の価値観を博物館と市民が共有し、と
もに調査・研究を行い、外部に発信する。

（３）郷土の価値を発見するために
①北見市全体の価値を発見できるもの
（北見市民が誇りに思っているもの、ある
いは誇りにできればと思っているもの）
市民が誇りたいと思っている北見市に対す
るこれまでのイメージ、もしくは誇るべき
ものなのにイメージしていないものの発見。
ｷｰﾜｰﾄﾞ：大雪山、サロマ湖、ワッカ原生花園、
常呂遺跡、旧石器、ハッカ、ピアソン記念
館、カタクリ、キタミフクジュソウ、菊祭

以上の４点を柱として位置づけ、具体的に
テーマに沿った活動を展開していくことが、
博物館群としての使命となる。
さらに地域博物館それぞれが常呂川という
共通テーマで歩むとともに、地域のテーマを
設定して活動していく。
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北見市と博物館群の衰退・縮小スパイラル

郷土の価値を探る必要
性や博物館の重要性が
知られない

郷土や博
物館の魅
力が伝わ
らない

郷土の価値を探る事業
や博物館の存在に対し
て市民は冷淡になる

市の税収が
低下する

市から撤退・
廃業する企業
が増える

博物館の予算が削減
される

博物館の縮小
スパイラル

北見市の衰退
スパイラル

市の経済が
悪化
する

郷土を牽
引すべき
人的資源
が市外に
流失する

郷土の価値を伝える力が削が
れ、郷土の魅力が伝わらない
博物館を訪れても
郷土や博物館に魅
力を感じない

・価値の高い資料を収集できない
・調査・研究が満足にできない
・魅力ある展示・事業ができない
・施設を補修できない

市民の郷土に関する
関心・愛着・誇りが失
われる

北見市と博物館群の発展・成長スパイラル
郷土の価値を探る必要
性や博物館の重要性が
広く知られわたる

郷土や博
物館の魅
力が広く
伝わる

郷土に新たな価値の発見を願
う市民の期待や意欲、博物館
に対する支持が高まる

市の税収が
増加する

市に進出・開
業する企業が
増える

博物館の予算が増え
拡充される

博物館の成長
スパイラル

北見市の発展
スパイラル

市の経済が
成長する
する

郷土を牽
引すべき
人的資源
が市内に
とどまる

郷土の価値を伝える力が充実し
郷土の魅力が力強く伝わる
博物館を訪れる度に
郷土や博物館に対す
る魅力を感じる

・価値の高い資料を収集できる
・調査・研究が十分に実施できる
・魅力ある展示・事業を実施できる
・施設の拡充が進む
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市民の郷土に対する
関心・愛着・誇りが高
揚する

第３章

博物館群基本計画の検討内容

１．基本コンセプト、方針の設定･確認
２．博物館群の課題の検証と確認
３．各博物館の特色とテーマの設定
・北見市博物館群
・留辺蘂町開拓資料館

「北見市全体の博物館群のテーマ」
「留辺蘂地区のコア施設・北見市としてのサブコア施設」

・北網圏北見文化センター「北見市全体のコア施設としての総合博物館」
・端野町歴史民俗資料館

「端野地区のコア施設・北見市としてのサブコア施設」

・ところ遺跡の森

「常呂地区のコア施設・北見市としてのサブコア施設」

４．テーマに沿った博物館群としての計画の策定
・テーマに沿った調査研究計画
・テーマに沿った収集保存計画
・テーマに沿った展示教育計画
・テーマに沿った施設管理計画
５．職員体制
６．紀要、出版物の発行
７．博物館協議会
８．団体育成、ボランティア育成
９．博物館登録
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第4章

北見市博物館群の現状と課題

北見市には博物館施設として、北見自治区に北網圏北見文化センター、端野自治区には
北見市端野町歴史民俗資料館、常呂自治区にはところ遺跡の森（遺跡の館）、留辺蘂自治
区には留辺蘂町開拓資料館が設置され、合併前からそれぞれ地域の特性を活かした施設と
して建設あるいは転用して、教育施設、展示施設、として活動・事業を行ってきました。
ただ新北見市の区域は、広大とはいえ元々は常呂村、野付牛村から分村した町村である
とともに、すべて常呂川流域に位置し、開拓期もそれほど違わないことから、同根の自然、
歴史を共有しているとも言えます。分村後はそれぞれ違った歴史を歩み、高山から海岸ま
での自然を活かしながら人々は営んできましたが、歴史、特に開拓や民俗については、似
通った資料や展示も見られるのが現状となっています。
こうしたことから、北見市全体を見渡した博物館施設群として、どのような方向性と全
体テーマが必要なのか、また各地区のコア施設として、どのような各館独自の方向性とテ
ーマが必要なのかを設定し、その実現に向けての計画を策定することが求められています。
１． 北網圏北見文化センター
科学館、美術館、博物館、視聴覚センター、プラネタリウムを併せ持つ北見市の総合
博物館として、市内のみならず管内的にも数多くの利用があります。しかし建設以来 30
年を経過し、数多くの課題も抱えています。またセンターの名称がどういう性格の施設
なのか、市民にとってわかりづらいものとなっています。
・科学館 科学の先端技術を展示してきましたが、展示更新には多額の費用を要するた
め、建設以来展示が更新できずに時代遅れあるいは陳腐化した展示になりつつありま
す。また、プラネタリウムについてもアナログ式のものであり、建設当時は最新式の
ものでしたが、現在はデジタル式が当たり前のようになっているため、他の科学館に
比べると時代遅れのものになりつつあるのは否めません。
・美術館 広い展示室を有し、当初は地域や優れた美術品を収集しての常設展示を目指
していましたが、収集が思うように進まず、また他用途の展示や貸し館も行うため、
常設展示とはなっていません。美術品の収蔵庫も満杯のため、再整理を行うとともに
他の資料も含めた収蔵施設が必要な状態となっています。
・博物館 固定化した展示のため、新たな資料の展示が困難な状態となっています。資
料の収集、調査･研究が進んでも、その成果を現すのが難しい状態です。
・視聴覚センター 開館当初は最新の機材を備え、視聴覚ライブラリーも有して利用も
活発でしたが、視聴覚機材の目覚しい発展とともに利用されることが少なくなり、現
在ではほとんどその使命を終えた感があります。
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◎その他
・駐車場から施設入口までアプローチが長く、老齢化、障がい者の方には利用しづらく
なっています。
・指定管理者制度をとっていますが、施設管理の面が強く、収集･保存、調査･研究、展
示･教育については北網圏北見文化センター職員（文化財課兼務）が行っており、市民
にとってわかりづらい組織･管理形態となっています。
＊委員の意見
【施 設】

「施設の内部が暗く危ない」
「外部から入りにくく、敷居が高い」
「休憩するところがない」
「喫茶店を美術展示場所として、さらに活用する必要がある」
「入りにくい点や解消や喫茶店の活用には、観覧受付場所の検討が必要」
【収蔵庫】 「美術品の整理が必要」「収集基準を明確に」
【アプローチ】 「駐車場から玄関入り口までが遠すぎる」
【駐車場】
「現在は６０台程度の収容台数で、公園・東地区トレーニングセンター・
弓道場利用者も駐車するため、かなり狭い」
【展 示】
「科学の展示が先端科学ではなく、科学の歴史になっている」
【管 理】
「博物館職員が１階にいなく指定管理者が入っているため、利用者に対
して十分に機能が発揮できていない」
【職 員】
「分業して充実させるためにも専門職員が必要」
「各自地区・館で職員を融通できるような体制が必要」
【全 体】
「北見市（行政）がどう博物館を捉えているのか－機能が発揮できてい
ない」
「新しい博物館ができないのならば、内部を充実すべき」

２．端野町歴史民俗資料館
当初は屯田兵関係や開拓以来の資料を保存するための保存庫的な性格が強くありま
したが資料館協議会が中心となって博物館のあり方を学習し、社会教育機関としての
方向性を定めて活動を行ってきました。
しかし図書館と併設である利点も活かしながらも、職員が兼務であること、固定し
た展示となっていることなどから、リピーターも少ない状況となっています。また、
北見地区と隣接していること、屯田兵関係の資料や農具などの資料が北網圏北見文化
センターと重複していることもあり、施設や展示のあり方も課題となっています。施
設と暖房の関係から、冬季は閉鎖しており、通年開館はしていません。
収蔵庫は端野駅前の石倉を利用していますが、離れていることから展示替えが困難
となっています。
＊委員の意見
【施 設】

「暖房設備がないため、冬季閉館となっている」
「どんな資料館とすべきかという視点が必要」
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【収蔵庫】
【展 示】

【収 集】

「農業中心となっている」
「展示替えがなく、そのためリピーターが少ない」
「湧別町の博物館が優れている」
「常呂川全体の歴史、北見の開拓の歴史がわかる資料館として活用すべ
き」
「北見市の図書館群が資料の分担収集・保存しているので、それになら
って検討しては」

３．ところ遺跡の森（遺跡の館）
国指定の遺跡が存在し、長年発掘調査を行い、その成果として遺跡の館に展示する
とともに、遺跡の森として位置付けを行い、竪穴住居を復元して自然観察の場として
も活用されています。また埋蔵文化財センターでは発掘調査の整理作業を行うととも
に、出土資料を展示している。東京大学とも共同して調査を行っており、東大付属の
研究施設や陳列館もあり、今後は共同で施設を利用することとしています。
常呂地区はオホーツク海に面していますが、漁労や海の資料、ワッカ原生花園の自
然資料の収集･展示が課題となっています。
収蔵庫は旧常呂開拓資料館を利用していますが、離れていることから活用は困難と
なっており、災害時の避難所にもなっています。
＊委員の意見
【アプローチ】
「アプローチが長く、標識が少ない」
【展 示】 「考古資料に特化している」
「開拓資料は開拓資料館に収蔵している」
「水産関係、自然の動植物関係の活動が課題となっている」

４．留辺蘂町開拓資料館
武華駅逓後を資料館として位置付け公開していますが、建物そのものが北見市指定
文化財となっており、その補修･維持が今後の課題となっています。また大和地区とい
う市街から離れた場所にあることから、資料館としての活用が難しい状態です。管理
についても地区の方に来館者の対応を依頼しており、収蔵庫は隣接しています。
＊委員の意見
【施 設】 「老朽化している、補修が必要」
【収蔵庫】 「農機具で満杯」
【展 示】 「生活用品と考古資料を展示しているが、建物そのものが文化財であるこ
とから、駅逓として保存し、資料も駅逓に限って展示するほうが望まし
い」
「他の資料については大和小学校跡を活用できないか」
【職 員】 「管理については委託している」
「職員は兼務であり、調査研究はできない」
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第５章

博物館群基本計画のコンセプト

常呂川を通して、北見市民が【実物や実体験】により、
【郷土の価値】を発見できる博物館群

○基本方針
①

北見市全体の価値を発見できるもの

②

自分の住んでいる地区の価値を発見できるもの

③

発見できた価値を有機的に結びつけて、わかりやすく理解でき、市民自身
が発信できること

④

市民とともに価値を発見することができ、その価値を共有することができ
ること
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第６章

博物館群の特色とテーマの設定

（１）北見市博物館群全体のテーマ

「常呂川からオホーツクへ」

北見市全体を貫流する「常呂川とオホーツク海」をテーマとすることによって、
自然、歴史、人々の生活を網羅することができ、上流域から中流域・下流域・サ
ロマ湖、オホーツク海まで、さらに大雪山という高山帯から北見盆地・河口部・
海岸部までをそれぞれの博物館群が連携し、分担して活動を行うことができます。
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（２）留辺蘂町開拓資料館

「ヤマに生きる」

常呂川流域の上流部として大雪山を抱え、鉱業、林業、森林鉄道、高地農業と
いう地域的特色があり、それらを網羅した「ヤマ」をテーマとし、それにかかわ
って生きる人々、自然･歴史を主な対象とします。
開拓資料館は建物そのものが駅逓という指定文化財であることから、建造物の
維持管理を主眼とし、展示については駅逓、交通関係の資料を中心としたものと
します。

（３）北網圏北見文化センター

「常呂川流域の総合ミュージアム」

北見市及び北見盆地の中央部、常呂川中流域に位置し、博物館群の中核的博物
館として総合的な活動を行う必要があることから、常呂川流域全体を網羅した「常
呂川流域の総合ミュージアム」をテーマとします。
考古学的には旧石器時代から擦文・アイヌ期までが中心となり、歴史的には屯
田兵、北光社のほか商工業の中心地としての役割も考慮する必要があります。ま
た総合博物館として科学館、美術館の役割を担っており、それぞれ充実した活動
も求められています。また他の博物館群を支援し、補完的な役割も果たします。
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（４）端野町歴史民俗資料館 「寒さを生きる」
常呂川中流域、北見盆地の地域として、また屯田兵の入植地として北見自治区
と同じような自然、歴史を抱えていることから重複を避け、北見市全体の近世か
ら現代までの歴史、開拓と農業を特色とし、厳しい寒さに耐えて生活を営んでき
た人々の「寒さを生きる」をテーマとします。また、日本の東限近くに孤立して
分布し、寒さに耐えて生きているカタクリも特色となっていいます。
北見市全体の近世から現代までの歴史を俯瞰できる展示とし、学校教育に資す
るものとします。

（５）ところ遺跡の森 「オホーツクに生きる」
常呂川下流域、オホーツク海・サロマ湖に面して位置し、国指定史跡をはじめ
とした数多くの遺跡が残されており、先史時代から近世までの遺跡に残る人々の
営みと、近現代の人々の生活から「オホーツクに生きる」というテーマとし、海、
ワッカ原生花園などの自然と水産も含めたものも特色とします。
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第７章

テーマに沿った博物館群基本計画の策定

１．テーマに沿った調査研究計画
博物館群全体としては、常呂川及びオホーツク海に関する全般が調査研究の対象と
なりますが、歴史的には人間の生活の証としての考古学が欠かせません。北見市には
旧石器時代から縄文、続縄文、オホーツク、擦文、アイヌ文化までの遺跡が数多く残
されています。またそれらに続く近世と開拓の歴史から現在までの人々の営みも対象
となってきます。
自然については常呂川流域全体が対象であることから、北見市の特徴として高山か
らオホーツク海までの広大な自然も対象となります。自然にもさまざまな分野があり
ますが、すべてを網羅することは困難であることから、各博物館のテーマに沿って絞
った調査研究が必要となってきます。
科学については自然の一分野ともいえますが、地質時代から宇宙、先端技術まで市
民の興味を喚起し科学的な基礎知識を得られるような調査研究が望まれます。
美術については、郷土の作家に関する調査研究を恒常的に行い、その成果として収
集保存、美術展などでの展示教育が求められます。

２．テーマに沿った収集保存計画
調査研究と収集保存は、調査研究結果によって収集保存するとき、収集保存資料を調
査研究するときと、それぞれ密接な関連性があります。それぞれのテーマに沿った調査
研究の結果によっては保存すべき資料の収集を行い、展示教育につなげていく必要があ
ります。ただ、収集保存という行為については、歴史、自然が永続的なものであり、ま
た新発見のものもあることから、人間の営みが続く限りは次々と新たな資料を収集保存
していく必要があります。
しかし、収蔵スペースについては現在でも各博物館は満杯で限界に近いため、新たな
収蔵庫を確保しなければなりません。また、将来的なことを考慮したときには、収蔵ス
ペースの限界を踏まえ、収集資料の選択を行う必要があります。さらにスペースを考慮
したときには、現物資料が望ましいのは当然ですが、単館での収集ではなく博物館群全
体のネットワークとして収集を検討しなければなりません。さらにデジタル化等による
記録保存を検討する必要があります。
また未整理の資料については整理・調査を行う必要があり、重複資料で破壊されてい
るものについては廃棄の検討も必要となってきます。ただし、重複していると思われる
資料であっても地域独自の形態を有するものもあることから、廃棄に当たってはその点
に十分留意する必要があります。
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３．テーマに沿った展示教育計画
調査研究、収集保存については、それぞれテーマに沿って行いますが、その成果と
して、それが市民にどう役立つのかということが根底になければなりません。その成
果を展示や事業として展開し、市民の知識や生活に役立つことが必要となってきます。
それぞれのテーマの下に調査や収集を行い、その結果として成果を市民に還元する必
要があります。
それぞれ博物館群のテーマがあるが、根底は常呂川流域及びオホーツク海であるこ
とから、連携して全体を網羅した展示教育も可能であり、それぞれの地区において巡
回展を開催することも検討する必要があります。また展示教育は学校教育と密接な関
係があることから、テーマに沿ったものが児童生徒の教科にどう関連するのか、実物
資料とその調査成果をどう魅力的に訴え、知識を得ることができるのかを最大限に考
慮する必要があります。
展示については施設管理計画と密接に関連しますが、美術については収集資料の常
設の展示が望まれます。
科学については先端技術の展示がすぐに時代遅れになる背景から、展示更新という
概念から抜け出し、基礎的な科学の展示とともにワークショップを多く取り入れる手
法が必要となってきます。

４．テーマに沿った施設管理計画
博物館群施設については、建設年数が古く施設の改修、補強を検討しなければなら
ないものも多いのが現状です。特に留辺蘂町開拓資料館は大正９年に建築されたもの
で、元駅逓として文化財に指定されているが老朽化や傷みが激しいことから、補修を
検討する時期に来ているものと思われます。
北網圏北見文化センター、端野町歴史民俗資料館は昭和５９年の開設ですが、特に
センターについては雨漏り、外壁損傷、冷暖房設備の老朽化等もあり、年次計画で修
繕を行う必要もあります。またセンターについては指定管理者制度を導入しています
が、ほとんどが管理面を中心としたもので、博物館の基本的活動については「教育委
員会職員」が行っているのが現状となっています。こうしたことから市民にとっても
わかりづらい組織形態となっており、同制度が博物館に適合するのかどうかを検証す
る必要性が生じています。
ところ遺跡の森については、復元竪穴住居を多数有していますが、定期的な点検、
補修を図る必要があります。

５．テーマに沿った博物館の充実
（１）職員体制
各博物館群にそれぞれ歴史系、自然系の学芸員が配置されるのが望まれますが、現在
の経済状況では配置が厳しいことから、各博物館群が連携して補完しあえるような配置
が求められます。北見市の面積が広大であり、自然についても高山帯からオホーツク海
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まで、歴史的にも地質時代から現代まで、また科学、美術の分野も網羅することが必要
となります。特に自然の分野については長期的に調査することが求められることが多い
ため、長距離を調査に出向くことは非効率で、適当といえません。オホーツク管内では
充実した博物館も多く存在し、その職員体制も充実していますが、人口比、あるいは面
積比で見たときに北見市は充実している体制とはいえない状態です。
こうしたことから各博物館に学芸員もしくは専門的な職員の配置が望まれ、自治区に
よっては専任ではなくても、テーマに沿って対応でき、なおかつ施設等の適正な管理が
できる配置が必要となってきます。また、各博物館群のテーマと職員をフォローするた
めには、コア施設である北網圏北見文化センターの専門職員の増員と充実が求められま
す。

（２）紀要、出版物の発行
各博物館で収集保存、調査研究、展示教育を行った成果は、市民及び利用者に還元す
る必要があり、博物館の使命ともいえることから、博物館群全体の成果を発表する場と
して紀要を発刊する必要があります。
調査研究の内容を予報、外報、本報告として調査にあわせて年次計画で順次発表する
ことによって、博物館群がどのような活動を行っており、その成果がどのように還元さ
れているか市民の理解得ることができ、博物館活動の活性化にもつながります。また、
この成果はホームページ等で公開することによって、さらなる効果を生むことができ
ます。

（３）北見市博物館協議会（仮称）
各社会教育機関には図書館協議会、公民館運営審議会など、それぞれ、その活動を審
議する協議会が設置されていますが、博物館については未設置であることから、チェッ
ク機能を果たすことができていません。こうしたことから、博物館群全体を審議する協
議会を設置することが必要となります。

（４）団体育成、ボランティア育成
各博物館群にはそれぞれ博物館関係団体が存在しますが、現在はそれぞれ活動を行っ
ており特に連携はしていません。それぞれ高齢化あるいは会員数の減という問題を抱え
ていることから、活動の目的・趣旨は違っていますが、連携協議を行うことが有効と考
えられます。
各団体においても博物館群の全体テーマ、各地区のテーマに協力を得られることがで
きたならば、博物館活動について強力な支援となり、また博物館としてもそうした市民
の団体・ボランティアの育成・支援を行うとともに、他市町村博物館の友の会活動を参
考に検討する必要があります。
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（５）博物館登録
博物館は社会教育法では社会教育機関として位置づけられ、博物館法では登録した
ものをいいますが、北見市の博物館群は現在まで未登録のままとなっています。特に
北網圏北見文化センターの設置については、博物館法に基づく設置と条文化されており
公的な認知度を得ること、登録により博物館として必要な有利な条件も得られることか
ら登録が必要となります。
その他の施設については「ところ遺跡の館」が博物館相当施設としての登録要件を
満たしていることから、あわせて登録が求められます。端野町歴史民俗資料館について
は、現在学芸員の配置がないことから相当施設の要件を満たしていません。留辺蘂町
開拓資料館についても、現在、登録の要件を満たしていません。
重要文化財等の公開に係る施設としては博物館法で規定する登録博物館又は博物館相
当施設，あるいは文化財保護法に基づく公開承認施設に限られることから、優れた文化
財や美術品の鑑賞機会を市民に提供する使命を果たすことにつながります。
また、博物館登録をすることにより文部科学省や文化庁の各種補助金や科学研究費助
成事業などの対象または有利となる事業もあります。
さらに、絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律では「譲渡し等の禁
止」が定められていますが、登録博物館にすることによって「譲渡し等の禁止の適用除
外」となります。
学芸員を志す学生は博物館実習を履修する必要がありますが、登録博物館または博物
館相当施設で行うものとしています（大学においてこれに準ずると認めた施設を含む）。
北見出身あるいは近隣町村の学生の実習の受け皿という役割を果たすために、準ずると
認めた施設としてではなく、登録を行うことが求められます。
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第８章

１．北見市博物館群全体

博物館群基本計画の内容

～

常呂川からオホーツクへ ～

常呂川流域全般、オホーツク海の歴史と自然、人々の生活の営みを中心とした活動を
行い、それぞれの博物館群が自館のテーマに沿った活動を行うことによって、それぞれ
の流域、分野を補完しながら連携した活動を行います。
○博物館群全体のテーマである「常呂川からオホーツクへ」に基づき、各館が連携した
活動を行います。
○全体テーマに基づいた、各地区の特性を持ったテーマによる調査研究、収集保存、展
示教育等の活動を行います。
○博物館群職員は連携し、補完しあう活動を行い、職員体制の充実に努めます。
○収蔵資料は、地区にとらわれない新たな施設を博物館群全体で検討し、連携した資料
の収集、データ化に努めます。
○調査研究成果を博物館群として紀要、展示等により発表し、市民に還元します。
○施設の適切な管理方法を検討し、博物館群として計画的に建物及び管理体制の整備に
努めます。
○北見市全体の北見市博物館協議会（仮称）の設置を検討し、広く市民の意見を取り入
れます。
○博物館関係団体と協力し、支援するとともに博物館群連携団体を検討します。
○博物館法の博物館登録の要件を満たすものについては、登録を行います。
○博物館群としてテーマに沿った分担展示、展示更新を検討します。
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２．留辺蘂町開拓資料館

～

ヤマに生きる

～

○常呂川上流部、高山帯、鉱業、交通、森林を主な担当範囲とします。
○開拓資料館建物は文化財「武華駅逓」としての保全を図り、補修、長寿命化、名称の
変更を検討します。
○調査研究は駅逓、交通を中心として林業、鉱業、温泉を中心とします。
○収集保存はテーマと上記の調査研究を元に行います。
○開拓資料館内の展示教育は、駅逓、交通関係資料の展示とします。調査結果を基にし
た展示については、博物館群全体の巡回展開催を検討し、その他の展示資料、収蔵資
料については、別施設での展示あるいは収蔵を検討します。
○収蔵資料については、調査･整理を検討し、収蔵庫については移転を検討します。
○施設の受付・管理については、遠隔であることから地域に委託します。
○職員は学芸員もしくは専任職員の配置が望まれますが、兼務であっても自然・歴史に
ある程度知識のある職員配置を検討します。
○紀要出版物は博物館群全体で発行し、館のリーフレットは独自製作します。
○博物館協議会設置の際は、地域及び博物館の知識を有する委員を選出します。
○留辺蘂郷土研究会の支援、育成を行い、地域間・団体間の連携を検討します。
○博物館登録は要件を満たしていません。
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３．北網圏北見文化センター

～

常呂川流域の総合ミュージアム

～

○常呂川中流部、北見盆地を主な担当範囲としますが、博物館群の中核施設として常呂
川流域全体を網羅し、各館の支援・補完的役割を果たします。
○施設の補修と長寿命を図り、駐車場の確保、アプローチの改修、受付等の配置を検討
します。管理の在り方についても検証を行います。
○調査研究は総合ミュージアムとして、歴史、自然、科学、美術の全般にわたりますが、
特に屯田兵、北光社、商工業について行います。
○収集保存は上記の調査研究をもとに行います。
○展示教育については、歴史、自然、科学、美術を中心としますが、特に科学について
は基礎的な知識とともに先端技術が陳腐化しないような展示計画を別途検討します。
また、美術展示については、収蔵場所とともに常設展示あるいは他の施設を活用する
ような展示計画を検討します。センターで展示したものを各地域で、あるいは他館で
展示したものをセンターで展示するという巡回展の開催を検討します。
○収蔵庫については既存の施設を活用した増設を検討します。その際には単なる収蔵庫
ではなく、展示教育の活用も検討します。
○職員は歴史、自然、科学、美術の学芸員を配置し、博物館群全体の年齢構成、分野を
考慮した配置とし、他博物館群の支援を行います。
○紀要等出版物は博物館群全体で発行し、館のリーフレットは独自製作します。
○博物館協議会の設置を中心となって検討し、地域及び博物館の知識を有する委員を選
出します。
○オホーツク文化協会、上
仁頃美里郷土研究会の支
援・育成を行い、地域間・
団体間の連携を検討しま
す。
○博物館登録を推進します。
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４．端野町歴史民俗資料館

～ 寒さを生きる

～

○常呂川中流部、北見盆地を主な担当範囲とし、近世から現代までの開拓の歴史を中心
とします。
○施設は隣接する端野図書館と連携し、補完しあう方法を検討します。
○調査研究は開拓史を中心とし、地区に植生するカタクリについても行います。
○収集保存は上記の調査研究を元に行います。
○展示教育については、北見市全体の歴史と開拓が理解でき、学校教育に活用できる展
示の改修を検討します。
○収蔵庫については博物館群全体で検討し、既存の施設については新収蔵庫に余裕があ
れば移転を検討します。
○職員は歴史系の学芸員または知識を有する職員配置を検討します。
○紀要等出版物は博物館群全体で発行し、館のリーフレットは独自製作します。
○博物館協議会設置の際は、地域及び博物館の知識を有する委員を選出します。
○端野自然愛好会、たんのカタクリと森の会、現端野町歴史民俗資料館協議会の支援・
育成を行い、地域間・団体間の連携を検討します。
○博物館登録は要件を満たしたときに検討します。

22

５．ところ遺跡の森（遺跡の館）

～ オホーツクに生きる

～

○常呂川下流部、オホーツク海を主な担当範囲とし、考古学、オホーツク海、水産関
係を中心とします。
○施設は、ところ遺跡の館を中心として、常呂町郷土資料館、埋蔵文化財センター、東
京大学の施設と連動した利用を図り、標識等の増設を計画し、復元住居の見直しを検
討する。
○調査研究は考古資料を中心とし、オホーツク海を含めた自然、水産についても行いま
す。
○収集保存は上記の調査研究を元に行います。
○展示教育については、自然、水産資料の展示を将来的に行うことを検討します。
○収蔵庫については博物館群全体で検討し、既存の施設については新収蔵庫に余裕があ
れば移転を検討します。
○職員は考古学の知識を有する歴史系と、ワッカ原生花園・サロマ湖・海象に対応でき
る自然系の学芸員、または知識を有する職員配置を検討します。
○紀要等出版物は博物館群全体で発行し、館のリーフレットは独自製作します。
○博物館協議会設置の際は、地域及び博物館の知識を有する委員を選出します。
○常呂町樺太アイヌ文化保存会、常呂町郷土研究同好会の支援・育成を行い、地域間・
団体間の連携を検討します。
○博物館相当施設の登録を行います。
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北見市博物館群全体基本計画
博物館群全体

計画内容

常呂川流域全体
（上流・高山帯～下流・オホーツク海）

[常 呂 川 か ら オ ホ ー ツ ク へ ]
特色とテーマ
（大雪山～常呂川流域～オホーツク海）
・常呂川流域、オホーツク海
・歴史（旧石器～アイヌ・近現代）
・常呂川流域全体の自然

調査・研究計画

留辺蘂町開拓資料館

北網圏北見文化センター

端野町歴史民俗資料館

ところ遺跡の森

上流・高山・森林帯

中流・北見盆地

中流・北見盆地

下流・オホーツク海

[ヤ マ に 生 き る ]

[常 呂 川 流 域 の 総 合 ミ ュ ー ジ ア
ム]

[寒 さ を 生 き る ]

[オ ホ ー ツ ク に 生 き る ]

常呂川中流域・北見盆地
（近世から現代まで）

常呂川河口・オホーツク海
（考古・自然・水産）

常呂川上流部
（交通・林業・鉱業・温泉）
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・駅逓、交通・温泉
・鉱業、林業、森林鉄道

・常呂川流域の自然
・考古（旧石器～擦文）
・科学（天文現象）
・美術（郷土の作家）

・近世～中央道路～開拓～近代
・カタクリ

・駅逓、交通、鉱業、林業、温泉、
森林鉄道に関する資料
・収蔵庫の移転検討

・常呂川流域の自然
・考古（上流～中流）
・屯田兵・北光社・商工業等資料
・収蔵庫の移転検討

・中央道路、屯田兵、開拓に関する
資料
・カタクリに関する資料

・考古（縄文～擦文・オホーツク・
アイヌ）
・ワッカ原生花園、水産に関する
資料
・収蔵庫の移転検討

・常呂川流域全体についての展示検討
・他館の補完的な展示の検討
・科学、美術展示の検討

・北見市全体の近世から現代までの
歴史展示の検討

・考古系展示と事業の継続
・自然、水産系資料の展示と事業の
検討

・指定管理者制度の検証
・施設長寿命化の検討
・駐車場、アプローチ・受付の検討

・併設する図書館について検討

・誘導標識の設置検討
・復元住居の管理

・歴史系・産業系学芸員の配置検討

・歴史、自然、科学、美術系学芸員の
年齢構成を考慮した配置検討

・歴史系学芸員の配置検討

・考古系・自然系学芸員の配置検討

・常呂川に関する事象の収集保存
・全体の収蔵計画（収蔵庫）の検討

収集保存計画

・博物館群としての分担展示の検討
・博物館群全体の連携した展示教育計画
の作成

展示教育計画

・資料館には駅逓、交通資料の展示

・博物館群全体の管理方法の検討

施設管理計画
（管理方針）

・施設の補修、長寿命化の検討

・北見市全体の分野と領域、年齢構成
を検討して配置

職員体制

常呂川中流域・北見盆地
（歴史･自然･科学･美術）

・考古（縄文～擦文・オホーツク・
アイヌ）
・ワッカ原生花園、水産資料

・北見市全体の調査研究の成果を市民に
還元する紀要の発行
・博物館群全体のリーフレット作成

紀要・出版物

・館の案内、駅逓・交通に関する
リーフレットの作成

・館の案内、駅逓・交通に関する
リーフレットの作成

・館の案内、開拓に関する
リーフレットの作成

・館の案内、遺跡、オホーツク海に
関するリーフレットの作成

・北見市全体の博物館協議会設置の検討

博物館協議会

・地域、博物館に詳しい委員の選出

・地域、博物館に詳しい委員の選出
・学識経験者からの委員選出

・地域、博物館に詳しい委員の選出
・端野町歴史民俗資料館協議会はボラ
ンティア団体への移行を検討

・地域、博物館に詳しい委員の選出

団体育成

・留辺蘂町郷土研究会の支援

・NPOオホーツク文化協会との連携
・ボランティア団体の育成
・上仁頃美里郷土研究会の支援

・たんのカタクリと森の会の支援
・端野自然愛好会の支援

・常呂町樺太アイヌ文化保存会の支援
・常呂町郷土研究同好会の支援
・自然団体の育成

博物館登録

・文化財としての活用を図る

・博物館登録

相当施設登録には学芸員の不在

・博物館相当施設の登録

・博物館群全体の郷土史研究会、自然
保護団体の連携育成

・博物館法に則り博物館登録及び
相当施設の登録
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留辺蘂開拓資料館基本計画
博物館群全体

計画内容

常呂川流域全体
（上流・高山帯～下流・オホーツク海）

[常呂川からオホーツクへ]
（大雪山～オホーツク海まで流域全体）

・常呂川に関する事象の調査研究
・考古（旧石器～アイヌ・近現代）
・常呂川流域全体の自然
・常呂川流域全体の人々の生産・生活

・常呂川に関する事象の収集保存
・全体の収蔵計画（収蔵庫）の検討

留辺蘂町開拓資料館

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

上流・高山・森林帯

特色とテーマ

調査・研究計画

収集保存計画

[ヤマに生きる]
常呂川流域の交通
（上流部と林業・鉱業・温泉）

・駅逓、交通、温泉
・鉱業、林業、森林鉄道

・駅逓、交通、鉱業、林業、
温泉、森林鉄道に関する資料
（収蔵庫の移転検討）

●随時調査

●関係資料の収集
●収蔵庫移転の検討

展示教育計画

・資料館には駅逓、交通資料の展示 ●展示内容の検討

・博物館群全体の管理方法の検討

施設管理計画
（管理方針）

・施設の補修、長寿命化の検討

職員体制

・歴史系・産業系学芸員の配置

●博物館群職員体制の検討

・館の案内、駅逓・交通に関する
リーフレットの作成

●開拓資料館リーフレットの作成
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・博物館群としての分担展示の検討
・博物館群全体の連携した事業計画
の作成

・北見市全体の分野と領域、年齢構成
を検討して配置

・北見市全体の調査研究の成果を市民に
還元する紀要の発行
・博物館群全体のリーフレット作成

紀要・出版物

・北見市全体の博物館協議会設置の検討

博物館協議会

・博物館群全体の団体連絡協議会、
郷土史研究会、自然保護団体の連携育成

・博物館法に則り博物館登録及び
相当施設の登録

団体育成

博物館登録

●開拓資料館の補修計画検討

●補修工事予算化・実施

●文化財審議委員会の審議

●調査研究成果の発表（予報～外報～本報告）
●博物館群・文化財マップの作成

・地域、博物館に詳しい委員の選出 ●博物館協議会設置検討

・留辺蘂郷土研究会の支援

●留辺蘂郷土研究会の支援
●博物館群団体連絡協議会（仮称）検討

・文化財としての活用を図る
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３０年度

３１年度

３２年度

３３年度

北網圏北見文化センター基本計画
博物館群全体

計画内容

常呂川流域全体
（上流・高山帯～下流・オホーツク海）
[常呂川からオホーツクへ]
（大雪山～オホーツク海まで流域全体）

・常呂川に関する事象の調査研究
・考古（旧石器～アイヌ・近現代）
・常呂川流域全体の自然
・常呂川流域全体の人々の生産・生活

・常呂川に関する事象の収集保存
・全体の収蔵計画（収蔵庫）の検討

北網圏北見文化センター

２５年度

２７年度

特色とテーマ

・常呂川流域の自然
・考古（旧石器～擦文）
調査・研究計画
・屯田兵・北光社・農業等の歴史
・郷土作家の美術調査

収集保存計画

●随時調査
●ワッカ原生花園動植物調査
●市内動植物調査
●考古学調査
●美術調査（郷土作家）
●

●関係資料の収集
・常呂川流域の自然
・考古（上流～中流）
・屯田兵・北光社・農業・商業等資料 ●収蔵庫移転の検討
・資料移転先の調整
（収蔵庫の移転検討）
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・常呂川流域全体についての展示検討
・展示更新計画の検討
・他館の補完的な展示の検討
・科学、美術展示の検討

・博物館群全体の管理方法の検討

施設管理計画
（管理方針）

・指定管理者制度の検証
・施設長寿命化の検討
・駐車場、アプローチ・受付の検討
・プラネタリウム更新の検討

職員体制

・移転

・博物館協議会審議

・歴史、自然、科学、美術系学芸員の
●博物館群職員体制の検討
年齢構成を考慮した配置

●調査研究成果の発表（予報～外報～本報告）

紀要・出版物

・北見市全体の博物館協議会設置の検討

博物館協議会

・博物館協議会の設置検討
・地域、博物館に詳しい委員の選出
・学識経験者からの委員選出

●博物館協議会設置検討

団体育成

・NPOオホーツク文化協会との連携
・ボランティア団体の育成
・上仁頃美里郷土研究会

●NPOオホーツク文化協会の支援
●上仁頃美里郷土研究会の支援
●博物館群団体連絡協議会（仮称）検討

博物館登録

・展示更新

●プラネタリウム更新の検討
●駐車場・アプローチの改修検討

・北見市全体の調査研究の成果を市民に
還元する紀要の発行
・博物館群全体のリーフレット作成

・博物館法に則り博物館登録及び
相当施設の登録

２９年度

[常呂川流域の総合ミュージアム]
総合館として常呂川流域の調査研究
（中流域・北見盆地）

展示教育計画

・博物館群全体の団体連絡協議会、
郷土史研究会、自然保護団体の連携育成

２８年度

中流・北見盆地

・博物館群としての分担展示の検討
・博物館群全体の連携した事業計画
の作成

・北見市全体の分野と領域、年齢構成
を検討して配置

２６年度

・館の案内、駅逓・交通に関する
リーフレットの作成

・博物館登録

●センター他リーフレットの作成

●博物館登録の準備
・博物館登録
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●博物館群・文化財マップの作成

３０年度

３１年度

３２年度

３３年度

端野町歴史民俗資料館基本計画
博物館群全体

計画内容

常呂川流域全体
（上流・高山帯～下流・オホーツク海）
[常呂川からオホーツクへ]
（大雪山～オホーツク海まで流域全体）

・常呂川に関する事象の調査研究
・考古（旧石器～アイヌ・近現代）
・常呂川流域全体の自然
・常呂川流域全体の人々の生産・生活

・常呂川に関する事象の収集保存
・全体の収蔵計画（収蔵庫）の検討

端野町歴史民俗資料館

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

３０年度

中流・北見盆地

特色とテーマ

調査・研究計画

収集保存計画

[寒さを生きる]
常呂川の開拓と歴史
（近世から現代まで）

・近世～中央道路～開拓～近代
・カタクリの調査研究

・中央道路、屯田兵、開拓に関する
資料
・カタクリに関する資料

●随時調査
●屯田兵調査
●カタクリ調査

●関係資料の収集
●収蔵庫移転の検討
・資料移転先の調整

・博物館群としての分担展示の検討
・博物館群全体の連携した事業計画
の作成

展示教育計画

・北見市全体の開拓の歴史展示の検討

・博物館群全体の管理方法の検討

施設管理計画
（管理方針）

・併設する図書館との連携

●端野図書館との連携検討

・歴史系学芸員の配置

●博物館群職員体制の検討

●館リーフレットの作成

・移転

●展示更新計画の検討

・博物館協議会審議
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・北見市全体の分野と領域、年齢構成
を検討して配置

職員体制

・北見市全体の調査研究の成果を市民に
還元する紀要の発行
・博物館群全体のリーフレット作成

紀要・出版物

・館の案内、開拓に関する
リーフレットの作成

・北見市全体の博物館協議会設置の検討

博物館協議会

端野町歴史民俗資料館協議会はボラン
ティア団体への移行を検討

・博物館群全体の団体連絡協議会、
郷土史研究会、自然保護団体の連携育成

・博物館法に則り博物館登録及び
相当施設の登録

団体育成

博物館登録

・カタクリと森の会、端野自然愛好
会との協力、支援

●調査研究成果の発表（予報～外報～本報告）

●博物館協議会設置検討

●端野自然愛好会の支援
●たんのカタクリと森の会の支援
●端野歴史民俗資料館協議会の協力

●博物館群団体連絡協議会（仮称）検討

●要件を満たした際に博物館相当施設登録の検討

相当施設登録には学芸員の不在
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３１年度

３２年度

３３年度

ところ遺跡の森基本計画
博物館群全体

計画内容

常呂川流域全体
（上流・高山帯～下流・オホーツク海）
[常呂川からオホーツクへ]
（大雪山～オホーツク海まで流域全体）

・常呂川に関する事象の調査研究
・考古（旧石器～アイヌ・近現代）
・常呂川流域全体の自然
・常呂川流域全体の人々の生産・生活

・常呂川に関する事象の収集保存
・全体の収蔵計画（収蔵庫）の検討

ところ遺跡の森

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

下流・オホーツク海

特色とテーマ

調査・研究計画

収集保存計画

[オホーツクに生きる]
太古の歴史と水産・自然
（常呂川河口とオホーツク海）
・考古（縄文～擦文・オホーツク・
アイヌ）
・ワッカ原生花園、水産資料の調査
研究
・考古（縄文～擦文・オホーツク・
アイヌ））
・ワッカ原生花園、水産に関する
資料
・収蔵庫の移転検討

●随時調査
●考古学調査
●自然調査
●水産関係調査

●関係資料の収集
●収蔵庫移転の検討
・資料移転先の調整

展示教育計画

・考古系展示と事業の継続
・自然、水産系資料の展示と事業の
検討

・博物館群全体の管理方法の検討

施設管理計画
（管理方針）

・誘導標識の設置再検討
・復元住居の検討

●誘導標識の検討
●復元住居の再検討

職員体制

・考古系・自然系学芸員の配置検討

●博物館群職員体制の検討

・北見市全体の調査研究の成果を市民に
還元する紀要の発行
・博物館群全体のリーフレット作成

紀要・出版物

・館の案内、遺跡、オホーツク海に
関する リーフレットの作成

●館リーフレットの作成

・北見市全体の博物館協議会設置の検討

博物館協議会

・地域、博物館に詳しい委員の選出

・移転

・博物館群としての分担展示の検討
・博物館群全体の連携した事業計画
の作成

●展示更新計画の検討

・博物館協議会審議

●誘導標識の設置
・検討内容実施
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・北見市全体の分野と領域、年齢構成
を検討して配置

●調査研究成果の発表（予報～外報～本報告）

●博物館協議会設置検討

・博物館群全体の団体連絡協議会、
郷土史研究会、自然保護団体の連携育成

・博物館法に則り博物館登録及び
相当施設の登録

３０年度

団体育成

博物館登録

・樺太アイヌ舞踊研究会の支援
・常呂郷土研究会の支援
・自然団体の育成

●常呂町樺太アイヌ文化保存会の支援
●常呂町郷土研究同好会の支援
●博物館群団体連絡協議会（仮称）検討

・博物館相当施設の登録

●博物館登録の準備
・博物館相当施設の登録
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３１年度

３２年度

３３年度

参

考

資

料

北見市博物館群一覧
施設名

開館年月日

構 造

面 積

開館時間・休館日

北網圏北見文化
センター

昭和 59 年
11 月 1 日

鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造

延床面積 6,211.95 ㎡
建築面積 3,306.37 ㎡
敷地面積 15,545.25 ㎡

９：００～１６：３０
月曜日・祝日の翌日

北見市端野町
歴史民俗資料館

昭和 59 年
5月9日

鉄骨平屋建

建築面積

１０：００～１６：００
月曜日（祝日は開館）
開館期間 5/1～11/7

北見市ところ遺跡の森

平成 5 年
7 月 18 日

竪穴住居址１３８ヵ所
復元住居９棟

総面積

(ところ遺跡の館)

平成 5 年
7 月 18 日

鉄筋コンクリート造

（ところ埋蔵文化財セン
ター「どきどき」）

平成 10 年
10 月 12 日

(常呂町郷土資料館)

北見市留辺蘂町
開拓資料館

526.15 ㎡

120,822 ㎡

９：００～１７：００
月曜日・祝日の翌日

延床面積

375.14 ㎡

９：００～１７：００
月曜日・祝日の翌日

鉄筋コンクリート造

延床面積

816.75 ㎡

９：００～１７：００
月曜日・祝日の翌日

平成 18 年
3月5日

木造１階建

延床面積

484 ㎡

９：００～１７：００
月曜日・祝日の翌日

昭和 46 年
10 月 1 日

木造２階建

建築面積

227.73 ㎡
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９：００～１７：００
開館日 金･土曜日

＊関係法令・条例抜粋
(1)社会教育法
第２条

この法律で「社会教育」とは、学校教育法に基づき、学校の教育課程と
して行われる教育的活動を除き、主として青少年及び成人に対して行わ
れる組織的な教育活動（体育及びレクリェーションの活動を含む）をい
う。

第９条
２

図書館及び博物館は社会教育のための機関とする。
図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもって定める。

(2)博物館法
第１条

社会教育法の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事
項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化
の発展に寄与することを目的とする。

第２条

この法律において博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等
に関する資料を収集し、保管（育成を含む以下同じ。）し、展示して、
教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レ
クリェーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれら
の資料に関する調査研究をすることを目的とする機関（略）のうち、
地方公共団体、民法第３４条の法人、宗教法人又は制令で定めるその
他法人が設置するもので第２章の規定による登録を受けたものをいう。

○北網圏北見文化センター条例
(設置)
第 1 条 本市の芸術、文化、科学等の振興を図るため、博物館法(昭和 26 年法律第 285 号)に基づき
北網圏北見文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第 2 条 センターの位置は、北見市公園町 1 番地とする。
(事業)
第 3 条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)

歴史、産業、科学、美術等に関する実物、標本、模型、文献等の資料を収集、保管及び展示す

るとともに、調査、研究、必要な助言、指導等に関すること。
(2)

講演会、研究会、講座等の開催に関すること。

(3)

プラネタリウム、天体観測等による天文知識の普及及び向上に関すること。

(4)

その他必要な事業に関すること。

(職員)
第4条

センターに、館長その他必要な職員を置く。
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○北見市端野町歴史民俗資料館条例
(設置)
第 1 条 北見市の自然と歴史及び文化に関する資料を保存公開し、市民の教育文化の向上発展に寄与
するため、北見市端野町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(資料館の位置)
第 2 条 資料館の位置は、北見市端野町二区 471 番地 5 とする。
(事業)
第 3 条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1)

郷土資料の実物、標本、模型、図表、写真等の資料収集、保管及び展示に関すること。

(2)

郷土資料の必要な説明及び助言指導に関すること。

(3)

郷土資料の専門的及び技術的調査研究に関すること。

(4)

講演会、研究会、講座等の開催に関すること。

(5)

その他必要な事業に関すること。

(職員)
第4条

資料館に、館長その他必要な職員を置く。

○北見市ところ遺跡の森条例
(設置)
第1条 国指定史跡「常呂遺跡」、これを包括する森林、出土資料及び郷土資料を保存公開し、市民
の教育文化の向上に寄与するため、北見市ところ遺跡の森(以下「遺跡の森」という。)を設
置する。
(位置及び施設)
第 2 条 遺跡の森の位置及び施設は、次のとおりとする。
位置

施設

北見市常呂町字栄浦 371 番地

ところ遺跡の館

北見市常呂町字栄浦 374 番地

復原住居、広場

北見市常呂町字栄浦 376 番地

ところ埋蔵文化財センター

北見市常呂町字富丘 287 番地 2

常呂町郷土資料館

(事業)
第 3 条 遺跡の森は、次に掲げる事業を行う。
(1)

史跡の活用、啓蒙(もう)及び普及に関すること。

(2)

森林の保全及び活用に関すること。

(3)

埋蔵文化財の調査、研究及び展示に関すること。

(4)

埋蔵文化財資料の収集、整理及び保管に関すること。

(5)

開拓及び生活資料の収集、保管及び展示に関すること

(6)

その他必要な事業に関すること。
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(職員)
第 4 条 遺跡の森に、所長その他必要な職員を置く。

○北見市留辺蘂町開拓資料館条例
(設置)
第 1 条 北見市における開拓資料の保存及び教育、文化の向上発展に資するため、北見市留辺蘂町開
拓資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(資料館の位置)
第 2 条 資料館の位置は、北見市留辺蘂町滝の湯 127 番地とする。
(事業)
第 3 条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1)

開拓資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2)

開拓資料の専門的及び技術的調査研究に関すること。

(3)

その他必要な事業に関すること。
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施設設置目的の明確化と広域的整備を考える指針（委員長案）
まず、設置の目的、つまりその必要性と住民の活用度見直しをはっきり把握する必要が
ある。
北見市博物館群は生涯学習施設として存在しているが、その機能は希薄であり十分に生
かされていない。施設が「存在する」のではなく、生涯学習施設として「創り出す」もの
であるという視点が重要である。
生涯学習施設には「人間性」が強く求められる。人間は人間を求める。施設の機能をい
かに「人間が自己の豊かな人間性づくりに生かすか」という観点から整備されるべきもの
である。
１．生涯学習の性格づけ
・自発的な学習～生涯学習は、生活の向上、職業上の能力の向上や自己の充実を目指し、
各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであること。
・自律的、自主的な学習～生涯学習は、必要に応じ可能な限り自己に適した手段及び方法
を自ら選びながら生涯を通じて行うものである。
・多元的で多様な学習～生涯学習は、学校や社会の中で意図的、組織的な学習活動として
行われるだけでなく、人びとのスポーツ活動、趣味、文化活動、レクリェーション活動、
ボランティア活動などの中でも行われるものである。
・人びとの生涯にわたる学習を支えるためには、有力な学習資源である北見市博物館群を
強化し、それらを効率的に編成することが具体の方策として浮上してくる。その第一陣
として北見市博物館群のネットワーク化が考えられる。
２．ネットワーク化の必要
ネットワーク化の目的は、人びとの生涯にわたる学習に対する「支援サービス」の向上
を図ることである。
３．ネットワーク化で期待される果実
（１）個々の施設の戦力強化
・自施設に欠けている機能や弱い機能を補強できる。
・自施設の眠っていた機能が他の施設からの刺激や適度な競争心のゆさぶりによって
目覚めさせることができる。
・相互貸し借りや協力、提携により無駄が省ける。その他事務事業の合理化が図れる。
・情報の交流や発想の参考が得られる。
（２）サービスの補充
・個々の施設ではできなかったサービスを提供できるようになる。
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・多様化、流動化する学習要求に対し、個別の施設だけでなく、複数の施設の固有の
機能を生かした柔軟、弾力的な対応ができる。
４．新たなサービスの創出
・相互媒介、相互浸透によって新たな学習サービスを創出することができる。
・複数の施設の機能を複合化した学習サービスの創出。
・共通テーマの総合推進。（例えば「まちづくり」の総合推進。）
５．ネットワークの基本
・ネットワークは、複数の施設の連結が基本であり、一定の目標や価値観を共有している
施設を既存の“しがらみ”を超えて結びつける「仕組み」を意味している。また、連結
は個々の施設を部分にして、ネットワークという全体への従属を強いるものではない。
むしろ個々の施設が持っている個性、独立性、自律性を最大限に尊重する開放的な仕組
みである。そこが中央集権的支配を前提にした一元的価値の官僚組織やピラミッド型の
位階制度とは根本的に異なるところである。後者では同質を求め、効率を追い、強制が
先行する。
・ネットワークをつくる構成要素は個々の施設の対峙ではなく相互接続、自足ではなく相
互依存、無援ではなく相互作用、分裂ではなく統合である。
またその結合は「ゆるやかな統合」で、流動的、開放的な自由な参加と離脱が保障され
るところに特色がある。
・ネットワークは多元的価値を前提としたゆるやかな統合が身上である。一つの巨大な施
設に他の施設が隷属させられ命令を受けるものではない。
また、特定の施設のみが一方的に恩恵を受けるだけのものではない。互いに同等であり、
相互に恩恵を得る互恵性、互酬性を尊重するものが絶対ではないがネットワークの原則
ある。
・互恵性、互酬性を尊重、重視した場合施設間の結合システムはランダム型が望まれる。
すなわち、施設相互間は双方向主義である。
６．ネットワークの分野
「施設」は「情報」と違って多元的な存在である。このためその施設が持っているサー
ビス機能によって、ネットワークも多元的になるが、結節要因のいくつかを挙げてみる
と次のようなものがある。
（１）スペースの分野
単に言えば、会議室や学習のための部屋などを融通し合うことである。空いている部
屋の相互貸借など学習のためのスペース拡大としての効用が期待できる。なお、この場
合、施設が持っている部屋などは当該施設の専門的サービス機能が発現できるように工
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夫されているので、その特徴が生かされるような利用が望まれる。
（２）機能の分野
当該施設固有の専門的なサービス機能の交流である。トータルとしては互恵である。
（３）事業の分野
共催型が基本形であって、努力型も重要な存在である。これはそれぞれの施設が持っ
ている専門的なサービス機能を持ち寄って新たな学習機会を創出することである。
（４）人の分野
主として当該施設の専門的事務、業務に従事する職員のネットワークで機能の分野と
は重複する面を持っている。
ここでは専門家の相互派遣、相談＝コンサルタント、事業企画や実施面での提携のほ
かに施設外サービスのための「人材活用ネットワーク」も考えられる。
（５）情報の分野
この分野では施設の成立要件である「ソフト的（情報的）条件を連結要素にしたネッ
トワークである。情報は固有の専門情報（例 展示物に関するもの、展示方法に関する
もの、資料の収集研究、保存に関するもの、利用状況や他の博物館に関するもの、利用
方法や特別展示（展覧）会、郷土情報、その他などがある。
別の視点でいえば学習内容に関する情報、例えば夕日はなぜ赤いのか、海はなぜ青い
のかなど学習機会に関する情報（特別展の期間、テーマなど）、郷土資料や活字などの「メ
ディア」に置き換えられた“ストック情報”と学習機会に関する情報のような“フロー
情報”がある。
（６）管理事務の分野
共同ＰＲあるいは施設群の受付事務の共同化、同種施設機能の共有化など施設や管理
事務の合理化をもたらす分野である。また、コンピュータの共同設置やこれから続々と
出現するであろう新しいメディアへの対応を容易にする分野でもある。
（７）地域貢献の分野
ネットワーク内の企業や民間の施設が“地域づくり”“まちづくり”の推進母体になり、
生涯学習の総合推進を受け持つようアプローチし、その繋ぎ役の実働部隊として、その
役割を創出するのがこの分野である。
７．ネットワークの注意点
ネットワークはあくまでもゆるやかな総合を大切にしなければならない。また、個々の
施設が持っている独立性、個性、創造性の尊重は極論すれば絶対条件である。「組織づけ
る」という場合は、往々にしてツリー型の組織を思い浮かべる。その種の組織は参加メン
バーに対し、効率を至上として、同一化とか同質性を求め、網羅的拘束を基盤に命令＝強
制を内容としているものである。ネットワークの場合はこれと違ってここの施設は同列で
あり、強調的であるが、権限と責任を分散した分権的なものである。俗にいえば連絡協議
会タイプである。このためネットワークのリーダーシップは特定の場所に固定されること
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なく、施設が求めるサービス機能によって当該施設を保有する施設のリーダーになる。そ
の意味では、ネットワーク内のリーダーは流動的であり、必要に応じたフレキシブルなツ
リー型の結合システムが生まれる。また、求められるときには中央機構や運営委員会とい
った「結節点」とか、オルガナイザーとかを持ったネットワークが可能になる。
なお、ネットワークのためには次のような点に留意することが望まれる。
・縄張り根性やセクショナリズムの排除。
・広域的になるので在住、在勤、在学主義といった行政の区域観念の克服。
・ネットワークの質的運行が強まると排他的性格が強まるので多元的、複合的ネッ
トワークの採用。
・学習者が効率的、効果的な学習ができるように参加施設の特徴をいかした学習モ
デルの開発とその提示をするとともに学習者がそれらを選択して組み合わせ
るメニュー方式の学習プログラムの作成などといった留意と工夫が大切にさ
れなければならない。

８．ネットワークの類型図
ａ）単一的ネットワーク図
（同一行政区内にあるので教条主義的にすべての施設をネットワークする）
北見地区コア施設

端野地区コア施設

常呂地区コア施設

留辺蘂地区コア施設
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ｂ）複合的ネットワーク図
（同一目標や焦点化したサブシステム的なネットワーク）
＊ 個々の施設の独立性は確保しながら可能なものについては共通化しあるいは共同化す
るなどして必要に応じ連携、協力するもの。

端野地区コア施設
北見地区コア施設

常呂地区コア施設

留辺蘂地区コア施設

ｃ）ランダム複雑結合システム図
（互恵性、互酬性を重視した施設相互間は双方向主義）

北見市地区コア施設

常呂地区コア施設

留辺蘂地区コア施設

端野地区コア施設
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ｄ）ツリー型（ヒエラルキー型）
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付

学識経験者

元中学校校長
元社会教育主事

学識経験者

文化財審議委員会委員
郷土史家

学識経験者

美術家
美術収集委員会委員

北見自治区

生涯学習推進員
元小学校長
各町博物館委員経験者

端野自治区

端野町歴史民俗資料館協議会
委員
端野自然愛好会会長

常呂自治区

文化財審議委員会委員
東京大学准教授

留辺蘂自治区

文化財審議委員会委員
留辺蘂町郷土研究会会長

●事務局
北網圏北見文化センター

端野町歴史民俗資料館

館長 大橋秀規

主幹 三好義宣

係長 太田敏量

係長 佐々木秀光

係長 柳谷卓彦

主事 今野一弘

係長 多田成寿
主事 西村紗耶香

留辺蘂町開拓資料館

主事 立山知恵子

（留辺蘂教育事務所生涯学習課）
課長 椎名一美

ところ遺跡の森

記

係長 大林清司

主幹 武田 修
主事 山田 哲
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