平成 21 年度

ＮＰＯ法人北海道遺産協議会

事業報告

１ 総括
■平成 21 年度は北海道遺産協議会がＮＰＯとしてスタートしてから初めての年度であった。
北海道遺産の認知度アップや、北海道遺産の趣旨の普及を中心とした活動を主に行い、
情報交換や情報発信に努めた。また、団体を維持していくため、基盤としての、会員獲
得のための仕組みの検討・実施やロゴ・マークの有料化に向けた作業を行った。
◆企業とのタイアップによる事業として、大人のための「酒と食のスタンプラリー」を開
催した。
ラリーポイントは札幌近郊にとどまらず、
留萌、
富良野等までポイントを広げ、
「北海道の酒と食を知る」
をテーマにターゲットを大人に絞ることで前年度と差別化を
図った。また、ラリーポイントを巡るバスツアーを開催。地元のガイド役の方から解説
を受け、直接質問できる機会もあり好評であった。
◆前年度に引き続き、ＤＶＤ・公式ガイドブックの販売、ホームページ・メーリングリス
ト Twitter での情報発信、イベント等でのパネル展示、その他、マスメディアへの出演・
執筆など各種普及啓発活動を行った。
◆地域の現況、活動情報を発信する事業として、地域を通じての情報収集、取材、情報を
まとめたホームページコンテンツの作成・更新を行った。
◆まちづくりに関する講演と北海道遺産の活動事例報告を中心とした交流会議を開催し、
約 100 名が参加した。その後、参加者同士の情報交換の場として懇親会を行い、新たな
つながりや企画が生まれた。
◆北海道遺産構想の趣旨を広く全道へ普及していく運動として、
地域の多様な宝物を広く
集め、発信していく「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト」を継続事業として
行った。平成 21 年度は 2 度登録審査を行い、これまでに合計 233 件（62 市町村・エリ
ア）の「ムラの宝物」が登録された。当プロジェクトに登録されている宝物に限らず、
北海道に存在する興味深い宝物を専門家や事務局員が選んで紹介する
「北海道の 10 選」
コーナーをホームページ上に開設した。
◆資金について、今後会員会費の比重が重くなることから、会員獲得のため会員特典をリ
ニューアルし内容を充実させた。また、ロゴ・マークの有料化に向け、商標登録を行っ
た。

２．各事業概要
（１）普及啓発活動事業
◆「北海道遺産スタンプラリー」
（9 月 1 日～3 月 31 日）

大人のための「酒と食のスタンプラリー」と題して、北海道遺産関連施設 7 ヵ所、
北海道の酒に関する施設 3 ヵ所の計 10 ヵ所の施設をめぐるスタンプラリーを開催
した。小平町、上富良野町などポイントの範囲を広げた。また、参加するとスタン
プがたまるバスツアーを行い、その模様をインターネットを通じてテキスト生中継
した。ハガキの応募総数は 123 通。情報発信のためのホームページコンテンツを作
成し、応募ハガキによせられた感想を紹介した。
○1,222 千円

●スタンプ帖台紙

●バスツアーに使用された遺産バス

●バスツアーの様子（栗山町）

◆「北海道遺産ＤＶＤ」と「公式ガイドブック」の販売（通年）
道内の主要書店およびセイコーマート、アマゾンネット、直接申込での販売を行った。
また、中央バス大通バスターミナル 2 階北海道遺産パネル展示会場、北海道開拓記念
館内において販売のご協力を得ている。
平成 21 年度販売実績
・北海道遺産ＤＶＤ

41 セット・79 千円

・北海道遺産公式ガイドブック

121 冊・84 千円

○4 千円
◆「パンフレットの増刷」
（7 月）
北海道遺産 52 件を紹介した A4 サイズ観音開きのパンフレットを 25,000 部増刷した。
イベント等の広報に使用している。
○368 千円
◆「情報紙の発行」
（年 2 回）
地域の活動状況や協議会の活動、各種イベント情報等を編集し、A4 サイズ 4 ページの
ニュースレターを作成、正会員・賛助会員に送付した。
○45 千円

◆「ホームページ・メーリングリストでの情報発信と運営管理」
（通年）
継続コンテンツとして、各地で行われている北海道遺産関連のイベント・トピック等の
情報を「最新情報」として掲載、ブログ更新、メールニュースを発行。
新コンテンツとして、正会員・賛助会員の入会特典である、ホームページの企業・団体・
個人名の掲載ページ、情報紙バックナンバー掲載ページ、ブログ・ホームページと連携
させた Twitter アカウント（フォロワー500 名）の取得とリアルタイムで行う情報発信
コーナーの作成を行った。これにより全国規模でより効果的な情報発信が可能となった。
○214 千円
北海道遺産ホームページ「最新情報」一覧
掲載月

内

容

5月

空知炭鉱遺産ポストカード 発売中

6月

歴史的建造物の活用についてのご案内＜江別市＞
北海道炭鉱遺産ファンクラブ（炭鉱（やま）ナビ）からのお知らせ（写真コンテスト、炭鉱見学体験）
ジンギスカン王国滝川 開催<滝川市>（7/5）

7月

「未来の帯広競馬場デザイン・コンクール」開催＜帯広市＞（～7/31）
中央バス札幌ターミナル 2 階 北海道遺産の展示がリニューアル
「江差姥神大神宮渡御祭」開催＜江差町＞（8/9～11）
「江差姥神大神宮渡御祭」を体感してみませんか？＜江差町＞（8/9～12）
「第 20 回名水の里きょうごく しゃっこいまつり」開催＜京極町＞（7/19）
「第 4 回北海幹線用水路ウォーキング」開催＜美唄市＞（7/26）
『日本とウェールズにおける炭鉱の記憶』開催＜美唄市・岩見沢市＞（8/78）
「いわみざわ産直軽トラ市」開催＜岩見沢市＞（8/1）
自然の中でアイヌ文化体験：夏「クチャづくりキャンプ」開催＜札幌市＞（8/12）
「アザラシ・花・野鳥観察会」開催＜別海町＞（8/9）

8月

三笠幌内変電所写真展 開催＜三笠市＞（8/13～16）
「第 28 回時計台まつり市民文芸作品コンクール」作品募集＜札幌市＞（～8/20）
「旧商家丸一本間家・音の夕べ～クラシックコンサート」開催＜増毛町＞（8/26）
ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト 第３次登録応募受付中！！
「賛炭フェスティバル」開催＜赤平市＞（9/5）
「そらち炭鉱の記憶マネジメントセンター」オープン＜岩見沢市＞
雨竜沼湿原「セイタカアワダチソウ駆除作戦」実施＜雨竜町＞（8/30）
「第 1 回どさんこフォーラム」開催＜新ひだか町＞（9/56）
「伝えたい北海道の物語」デジタル絵本公開中
「シニヨラプ・イノミ」開催＜札幌市＞（8/23）
「第 46 回登別地獄まつり」開催＜登別市＞（8/2930）
「江差姥神大神宮渡御祭」がテレビで放映されます（9/6）

9月

「旧黒岩家住宅」見学できる大人の遠足＜札幌市＞（9/27）
北海道遺産スタンプラリー開催中！（～2010/3/31）
「第 47 回江差追分全国大会」開催・ライブ中継も＜江差町＞（9/18～20）
「石狩川の河川環境と魚類生息」講演会＜石狩市＞（9/19）
「さっぽろサケフェスタ 2009」開催＜札幌市＞（9/23）
「やぶさめ競技恵庭大会」開催＜恵庭市＞（9/22）
「ほっかいどうムラの宝物」第 3 次登録応募〆切迫る！

掲載月
9月

内

容

どさんこ馬講座 IN MARUYAMA ZOO＜札幌市＞（9/26）
石狩さけまつり開催＜石狩市＞（9/2627）
サッポロビールを作った人「村橋久成の生涯」講演会＜札幌市＞（9/27）
『アイヌの美』
『描かれたアイヌの世界』同時開催＜帯広市＞（～11/11）
三笠・赤平炭鉱遺産を巡って「露頭炭鉱と紅葉見学」＜空知＞（10/17）

10 月

北海道遺産協議会が「全国まちづくり大賞」受賞！
「炭鉱の記憶で地域づくりセミナー」と関連行事＜空知＞（10/1718）
炭鉱とアートの融合「幌内布引アートプロジェクト」＜三笠市＞（～11/3）
「世界遺産をめざして北の縄文・パネル展」開催＜札幌市＞（10／17～22）
「知る・語る縄文文化―縄文人追跡」開催＜札幌市＞（10/31）
「白老アイヌ文化フェスティバル」開催＜白老町＞（10/10）
ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト第 3 次登録完了
開拓期建築を描く「北海道開拓回想展」開催＜札幌市＞（～10/27）
「とかちばん馬まつり」開催＜帯広市＞（10/3111/1）
アイヌアートデザイン教室作品展開催中＜札幌市＞（～11/1）
今、話題の Twitter に北海道遺産登場！
「知る・語る 縄文文化」開催＜札幌市＞（10/31）

11 月

どさんこでホースセラピー始まる＜札幌市＞（～11/29）
川俣正＋コールマイン研究室「炭鉱×アート プロジェクトドキュメント展」＜岩見沢市＞（～11/30）
サケ皮で靴づくりを体験しませんか？＜札幌市＞（12/6、20）
霧多布～根室の湿原と台地その成り立ちを現地で考える＜浜中町＞（11/30）
第 3 回シネウプソロ（ひとつのふところ）展―親子孫三世代展＜札幌市＞（～11/29）
「特別純米酒国稀」点字ラベル登場＜増毛町＞
サケ・タッチ・プール＜札幌市＞（11/14、28）
「根釧台地の格子状防風林」を空からみてみよう！
「幌内布引アートプロジェクト炭鉱(やま)の遺産(きおく)を掘り起こす#2」報告展 in 札幌＜札幌市＞
（～12/8）
黒松内町のブナ材を使った手回しオルガン登場＜黒松内町＞
「ピアソン記念館」改修工事のため一時閉館（10/24～12/22）
十勝川温泉・高速道路利用で 1 割引キャンペーン＜音更町＞（～12/30）

12 月

札幌オオドオリ大学「贅沢な社会見学！～北海道遺産の貴賓室で、できたて道産ビールを味わおう～」
＜札幌市＞（12/12）
「第 22 回昭和新山国際雪合戦」申込み開始＜壮瞥町＞（～12/18）
2009 はこだてクリスマスファンタジーウォーク＜函館＞（12/12）
「幌内布引アートプロジェクト#2」報告展 in 岩見沢＜岩見沢市＞（～12/27）
オホーツク流氷トラスト運動を応援「ＪＲ北海道『知床冬旅情』キャンペーン
年末年始・休業のお知らせ
ピアソン記念館改装オープン＜北見市＞（12/23）

1月

ウィークリー赤れんがにて「ムラの宝物」放送！（1/9～11）
世界でひとつのサケ缶をデザインしよう！＜札幌市＞（1/23）
公式 HP のトップ画像が冬バージョンに
五稜星の夢イルミネーション＜函館市＞（～2/28）
地域トピックス第 3 弾「アイヌ伝統文化とイオルを学ぶ旅」
アイヌの手仕事を習おう～シナの木の内皮を縒って紐をつくり荷縄を編む＜札幌市＞（2/6、11）
別海・マルシェ in サッポロ・マルシェ＜札幌市＞（1/22～24）

掲載月
1月

内

容

登別温泉湯まつり＜登別市＞（2/34）
彩北わっキャナイト 2010＜稚内市＞（2/13）
もんべつ流氷まつり＜紋別市＞（2/11～14）
あばしりオホーツク流氷まつり＜網走市＞（2/11～14）
おとふけ十勝川白鳥まつり「彩凛華（さいりんか）
」＜音更町＞（～2/28）

2月

国木田独歩の足跡をたどる In そらち＜空知＞（2/17）
北海道近代化産業遺産を活かした街おこしセミナー＜札幌市＞（3/2）
デジブック「近代化産業遺産 ～旧士幌線アーチ橋梁～」
貴重体験！！ニッカウヰスキー原酒ブレンドの奥義 ～みんなでつくろう、オリジナルウィスキー～
＜札幌市＞（3/13）
ばん馬写真コンテスト撮影ツアーを開催＜帯広市＞（3/13）
モヨロ貝塚発掘成果展＜網走市＞（～3/31）
「2010 ばんえいフォーラム」～ばんえい競馬は本当に必要か～開催＜帯広市＞（3/22）
日帰り弾丸ツアー「十勝ばんえい記念と十勝グルメ＆スイーツ満喫」
（3/28）
第８回日本都市計画家協会賞の応募受付中!（～3/31）
「美唄の魅力まるごとフェア」開催＜札幌市＞（3/2627）
「北海道炭鉱遺産写真コンテスト」作品募集
ツーリングマップル北海道に北海道遺産登場！

3月

遺産ホームページに「イベントカレンダー」登場
【北海道遺産ブログ】引越ししました
「発掘！私のこだわりタカラモノ（袋澗・北海道のゆるキャラ）
」公開！
美唄市のポータルサイト「ＰｉＰａ」オープン
福山醸造の工場がデザインされたカップ味噌汁発売
雪印乳業史料館リニューアルオープン

◆「イベントへの参加・展示ＰＲ」（随時）：107 千円
◇北海道遺産額装写真展示（常設：JR 札幌駅・北海道さっぽろ「食と観光」情報館）
◇「北海道遺産展」（常設：札幌市・中央バス大通ターミナル 2 階）
北海道中央バス株式会社・株式会社シィービーツアーズのご協力をいただきターミ
ナル 2 階の 1 室において北海道遺産の展示ブースを設営。北海道遺産 52 件のパネル
展示。DVD を上映・販売。
◇「北海道遺産展示」
（常設：札幌市・すすきの「インフォメーションプラザ 43」
）
◇「北海道遺産『旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群』
・ほっかいどうムラの宝物
パネル展」開催（8/20～21：札幌市・北海道庁 1 階道民ホール）
ＮＰＯひがし大雪アーチ橋友の会と共催でパネル展を行った。
◇「ねんりんピック」ブース出展（9/5：札幌市・札幌ドーム）
北海道遺産 52 件のパネル展示、ＤＶＤの上映、ガイドブックとＤＶＤの販売の他、
アイヌの伝統的な楽器「トンコリ」
「ムックリ」の生演奏と演奏体験、ムックリ無料
配布を行い大変好評であった。
◇「日本都市計画家協会『全国まちづくり会議 2009in 川崎』にて『ほっかいどうムラ
の宝物プロジェクト』展示」
（9/21～22：川崎市）
ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクトのパネル展示を行い、全国まちづくり

会議 2009 まちづくり大賞を受賞した。
◇「札幌ら～めん共和国５周年記念」パネル展示（10/7～常設：札幌市）
◇「第２回Ｇ１サミット」パネル展示（3/20～22・占冠町）

●北海道遺産パネル展（道庁１階）

●ねんりんピック（札幌市）

●全国まちづくり会議 2009（川崎市）

◆「その他のＰＲ活動（メディア出演・講師派遣など）」
（随時）
◇講演・講師・委員など依頼
・社団法人北海道観光振興機構理事：会長・辻井達一
・
「滝川ジンギスカン王国」オープニング挨拶：会長・辻井達一
・
「札幌ら～めん共和国５周年記念」記念式典挨拶：副会長・永井信（10/8：札幌市）
・
「第三音更川橋りょう保全および活用フォーラム」講演：会長・辻井達一（11/4：
上士幌町）
・
「ウィークリー赤れんが」出演：事務局・俵谷奈美江（1/9～11）
・
「地域遺産フォーラム 2010」
（財団法人日本ナショナルトラスト）事例報告：事務
局・萩佑（3/4：東京都）
・
「雪印乳業史料館」リニューアルプレオープン出席：事務局：澤登真奈美（3/16：
札幌市）

●ジンギスカン王国滝川（滝川市）

●ら～めん共和国 5 周年記念（札幌市）

●地域遺産フォーラム 2010（東京都）

◇視察・ヒアリング
・青森県視察・ヒアリング（9/7）
・山形県議会視察・ヒアリング（9/10：サッポロビール博物館）
・日本ナショナルトラスト（東京都）ヒアリング（1/5）
・経済産業省・日本立地センター（東京都）ヒアリング（1/10）

◇雑誌・定期刊行物などへの掲載
・
『日経新聞掲載広告 北海道遺産シリーズ』
（中道リース株式会社）
・
『ニュースレポート中央会』
（北海道中小企業団体中央会広報誌）
・
『GREEN』
（ホクレン農業共同組合連合会広報誌）
・
『北海道消防新聞』
（財団法人北海道消防協会）
・
『北海道建設保証ニュース』
（北海道建設業信用保証株式会社）
・
『さっぽろ東本願寺』
（真宗大谷派札幌別院広報誌）
・
『道新ポケットブック』
（北海道新聞）
・
『Namara［なまら］
』
（北海道観光振興機構）
・
『読者のいずみ No.119 夏号』
（6 月：全国大学生協協同組合連合会）
・
『鉄道で旅する北海道 2009.秋号』
（9 月：エムジー・コーポレーション）
・
『ツーリングマップル北海道 2010』
（2 月：昭文社）
・
『DePOLA［でぽら］No.38』
（3 月：過疎地域問題調査会）
・
『報 No.474』
（5 月：日本ナショナルトラスト）

●鉄道で旅する北海道

●報

●ツーリングマップル北海道

地図上に北海道遺産が掲載

地域遺産フォーラム 2010 の様子が掲載

◇リーフレット・情報誌などの設置・配布
北海道さっぽろ食と観光の情報館（札幌駅構内）
、観
光文化情報ステーション（地下鉄大通駅構内）
、札幌
市市民活動サポートセンター（札幌エルプラザ）
、中
央バス大通ターミナル 2 階の北海道遺産パネル展会
場、イトーヨーカドー各店舗（北海道 8 店舗）などで
リーフレットや情報誌を設置・配布いただいた。
●札幌エルプラザ（札幌市）

◆「ロゴマークの商標登録」
北海道遺産のブランド化をすすめ、他社の乱用を防止し、ロゴマークの有料化（使
用目的による）検討を目的とし、北海道遺産のロゴマークを商標登録した。
○114 千円
◆「企業・団体などによる北海道遺産の活用・紹介及び北海道遺産・ムラの宝物ロゴ
マークの活用」
◇自治体・団体 PR など
・シーニックバイウェイ支援センター：広報誌「scene」に掲載
・滝川市：「滝川ジンギスカン王国」ポスター、チラシ、チケット掲載
・社団法人ばんえい競馬馬主協会：社団法人ばんえい競馬馬主協会ＷＥＢサイト
のＴＯＰ写真と共に掲載
・札幌市東区：東区オニオンフェスティバルにて北海道遺産協会パネル展に使用
・とかち馬文化を支える会：ばいんえいグッズに使用
・標津町：「サケマイスター」チラシ等掲載
・サッポロ・マルシェ・プロジェクト協議会：
「別海マルシェ in サッポロ・マル
シェ」の広告新聞に掲載
・美唄市：ＪＲ札幌駅にて開催された「美唄の魅力まるごとフェア」の北海道遺
産パネルに掲示
・稚内市：稚内観光ガイドブックに掲載
・ＮＰＯ法人ふらっと南幌：
「北海道遺産：
「北海幹線用水路」を活かしたちいき
づくりフォーラム」のチラシ、ポスター等に使用
・ＮＰＯ法人ひがし大雪自然ガイドセンター：アーチ橋見学ツアーチラシに掲載
◇企業による販促・ＰＲなど
・㈱シィービーツアーズ（中央バスグループ）
：北海道遺産バスでめぐる旅
・ＪＲ北海道・ＪＲヘルシーウォーキング事務局：ＪＲヘルシーウォーキングに
て北海道遺産コースの造成
・郵便局㈱芽室郵便局長：ばんえい競馬オリジナルフレーム切手に掲載
・㈱ＪＲ東日本リテールネット：ＪＲ東日本の北海道キャンペーンにて使用
・近畿日本ツーリスト株式会社：
「パーソナリップ北海道（10～3 月）
」旅行パン
フレットに掲載
・株式会社第一ホテル：ホテルバス側面に「モール温泉は北海道遺産です」の文
言と共に掲示
・トヨタカローラ札幌㈱：2010 年カレンダー（テーマ：北海道遺産）に使用
・株式会社マツオ：修学旅行・団体旅行者に配布する広告物に掲載
・クラブツーリズム：旅行通販誌「旅の友・北海道版 3 月号」
「日本全国春の旅」
に掲載（雨宮 21 号）に掲載
・ＢＳ－ＴＢＳ：ロック⑥オンにて北海道遺産クイズ放映（2/1～15）
・足寄町農業協同組合：螺湾ブキの加工品パッケージに掲示

・共和企興株式会社：共和企興オリジナルカタログ「江別産レンガ」ページに掲
載
・北海土地改良区：北海幹線用水路の楽曲ＣＤに掲載
・中央バス観光商事㈱：天狗山ロープウェイパンフレットに掲載
・北海道空港：外国人向け北海道マップ掲載、新千歳空港国際ターミナル（3 月
末リニューアルオープン）に設置
◇北海道遺産と北海道遺産に関連する掲載記事一覧（H21 年 4 月～H22 年 3 月）
白鳥大橋、地球岬、ボルタ、やきとり…＊道遺産推進協「ムラの宝物」に９件
2009/04/01 北海道新聞朝刊地方

30 ページ

写

540 文字

PDF 有

画像有

「ムラの宝物」第２次分＊美唄から２０件登録＊アルテピアッツァビバレンジャーも＊滝川からも７件
2009/04/03 北海道新聞朝刊地方

24 ページ

写

682 文字

PDF 有

画像有

「雨宮２１号」乗りに来て＊丸瀬布ＰＲポスター完成＊遠軽
2009/04/07 北海道新聞朝刊地方

20 ページ

写

353 文字

PDF 有

376 文字

PDF 有

巻物風など工夫いっぱい＊紋別で流氷絵手紙展始まる
2009/04/12 北海道新聞朝刊地方
＜おすすめ北海道

30 ページ

旬の旅＞花＊松前城下の桜

写

もうすぐ「早咲き」（渡島管内松前町）＊満開のリレー

１カ月間

＊２５０種が１万本
2009/04/15 北海道新聞朝刊地方
ＧＷ観光

27 ページ

写図

2970 文字

画像有

準備着々＊白煙もくもくＳＬ雨宮号＊２９日から運行試運転「順調」＊遠軽・いこいの森

2009/04/19 北海道新聞朝刊地方

25 ページ

写

368 文字

PDF 有

画像有

北海道遺産足寄のラワンブキ＊自生保護「もう限界」＊会員高齢化作業負担増＊管理団体が解散決める
2009/04/20 北海道新聞朝刊全道

2 ページ

自生地管理団体解散で足寄町＊ラワンブキ
2009/04/22 北海道新聞朝刊地方

写

870 文字

PDF 有

画像有

どう守る＊占用許可に法的な壁＊妙案ない採取規制

27 ページ

写

756 文字

PDF 有

画像有

ピアソン記念館＊初の大規模改修へ＊今夏以降、土台は交換＊オルガンも分解修理＊北見
2009/04/26 北海道新聞朝刊地方

27 ページ

北海道ラーメン特集：
“ラーメン復活”兆し確か
2009/04/27 日本食糧新聞

11 ページ

写

541 文字

17 ページ

画像有

2886 文字

北海道ジンギスカン特集：ルーツの味守り抜くジンギスカン
2009/04/27 日本食糧新聞

PDF 有

官民挙げて「ブーム再燃」へ知恵絞る
北海道テイストを世界へ発信

3779 文字

白煙上げ出発進行＊雨宮２１号＊いこいの森オープン＊遠軽・丸瀬布
2009/04/30 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

2009/04/30 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

987 文字

30 ページ

写図

797 文字

産業の支え

PDF 有
PDF 有

地球実感

画像有

26 ページ

写図

870 文字

PDF 有

画像有

25 ページ

写図

866 文字

PDF 有

画像有

23 ページ

写図

781 文字

PDF 有

画像有

21 ページ

写図

844 文字

PDF 有

23 ページ

写図

841 文字

PDF 有

画像有

見よう聞こう見聞録＞８＊ラワンブキ（十勝管内足寄町）＊ミネラル豊富

2009/05/08 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

写図

見よう聞こう見聞録＞７＊登別温泉地獄谷（登別市）＊神秘の熱湯どくどくと

2009/05/06 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

21 ページ

見よう聞こう見聞録＞６＊空知の炭鉱遺産・生活文化（砂川市）＊ヤマの記憶をしのぶ鍋

2009/05/05 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

画像有

見よう聞こう見聞録＞５＊ふきだし湧水（後志管内京極町）＊羊蹄の恵み 地域を潤す

2009/05/04 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

PDF 有

見よう聞こう見聞録＞４＊オホーツク古代遺跡群（網走管内）＊連綿と続く先住の営み

2009/05/03 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

339 文字

見よう聞こう見聞録＞３＊路面電車（函館市）＊ゆったり心も触れ合う

2009/05/02 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

写

見よう聞こう見聞録＞２＊宗谷丘陵の周氷河地形（稚内市）＊雄大な自然美

2009/05/01 北海道新聞朝刊地方
＜北海道遺産

19 ページ

見よう聞こう見聞録＞１＊苗穂地区の工場・記念館群（札幌市）＊豊平川の水

24 ページ

写図

836 文字

PDF 有

初夏の味

画像有

見よう聞こう見聞録＞９＊二十間道路の桜並木（日高管内新ひだか町）＊ピンク色に染まる７キロ

2009/05/09 北海道新聞朝刊地方

24 ページ

写図

796 文字

PDF 有

＜のぞいてみたい展示室＞３＊上士幌町鉄道資料館＝十勝管内＊気分は旧士幌線運転士
2009/05/12 北海道新聞朝刊地方

20 ページ

写

668 文字

PDF 有

ホーム半分だけ改修＊三菱大夕張鉄道保存会＊「資金捻出し残りも」＊旧南大夕張駅
2009/05/16 北海道新聞朝刊地方

26 ページ

写

387 文字

PDF 有

画像有

宗谷丘陵にフットパス＊稚内観光協会が本年度＊コース整え循環バス研究
2009/05/26 北海道新聞朝刊地方
＜おすすめ北海道

21 ページ

362 文字

PDF 有

旬の旅＞味＊野付湾のホッカイシマエビ漁（根室管内別海町）＊なびく打瀬舟の白帆＊明治から

脈々
2009/05/27 北海道新聞朝刊地方
管内の北海道遺産

23 ページ

2009/05/27 北海道新聞朝刊地方
地獄谷の夜

23 ページ

352 文字

26 ページ

写

PDF 有

415 文字

PDF 有

画像有

1 ページ

写

1204 文字

PDF 有

画像有

やっぱり守る＊足寄町の条例制定方針受け＊酪農家５人＊管理団体を再結成

2009/06/05 北海道新聞朝刊全道
桜苗木１００本を植樹

27 ページ

432 文字

PDF 有

北海幹線用水路沿線で北海道電力が協力／地域

2009/06/08 電気新聞

11 ページ

476 文字

ワッカ自然環境保全宣言：小谷・北見市長が宣言文
2009/06/13 毎日新聞
フキの長さ

画像有

条例で保護＊足寄町方針＊単一植物では異例

2009/06/04 北海道新聞朝刊全道
ラワンブキ

2673 文字

赤々と＊登別温泉

2009/06/02 北海道新聞朝刊全道
ラワンブキ

写図

６、７月にツアー

地方版

20 ページ

市民と雑草除去

／北海道

346 文字

全道一競おう＊幕別

2009/06/13 北海道新聞夕刊全道
旧常呂町の宝＊ワッカ原生花園

10 ページ

427 文字

PDF 有

市が保全宣言＊２００人、帰化植物除く

2009/06/13 北海道新聞朝刊地方

24 ページ

写

583 文字

PDF 有

15 ページ

写

452 文字

PDF 有

水も滴るラワンブキ＊足寄
2009/06/18 北海道新聞夕刊全道
ラワンブキ：背丈日本一
2009/06/19 毎日新聞

北海道・足寄で収穫
北海道朝刊

1 ページ

256 文字

ラワンブキ収穫開始＊生育は順調も無断採取が影＊足寄
2009/06/19 北海道新聞朝刊地方
アジサイ４０００本

2009/06/21 北海道新聞朝刊地方
でっかい！おいしい！

496 文字

PDF 有

画像有

29 ページ

写

406 文字

22 ページ

PDF 有

観察し試食

写

438 文字

PDF 有

写

345 文字

PDF 有

写

604 文字

PDF 有

写

530 文字

PDF 有

画像有

390 文字

PDF 有

画像有

改修完工を祝う＊記念碑除幕式

2009/06/24 北海道新聞朝刊地方
ラワンブキ

写

ラワンブキ＊足寄小２年生

2009/06/24 北海道新聞朝刊地方
北海幹線用水路

24 ページ

緑の帯＊幹線用水路で植栽終了＊赤平

23 ページ

画像有

大雨で流失＊足寄の自生地、収穫直前

2009/06/25 北海道新聞夕刊全道
自生地はダブルパンチ＊大雨で被害
2009/06/26 北海道新聞朝刊地方

13 ページ
無断採取も
26 ページ

緑の庭で５団体競演＊ピアソン館でコンサート＊北見
2009/07/05 北海道新聞朝刊地方

27 ページ

写

＜ビバ！ＢＡＮＢＡ＞北見競馬場「さよならイベント」＊見学ツアーに感無量
2009/07/10 北海道新聞夕刊地方
＜おすすめ北海道

2009/07/15 北海道新聞朝刊地方
すらり２５５センチ

15 ページ

写図

1482 文字

PDF 有

旬の旅＞祭り＊「姥神大神宮渡御祭」を見に行こう（檜山管内江差町）＊歴史を刻む豪華な山車
25 ページ

写図

3470 文字

画像有

本家・足寄全道一＊フキの長さ幕別で競う

2009/07/17 北海道新聞朝刊全道

32 ページ

写

360 文字

PDF 有

402 文字

PDF 有

ＳＬ夜間運行、花火…＊あすから観光まつり＊遠軽
2009/07/31 北海道新聞朝刊地方

20 ページ

写

電飾雨宮号見よう＊まるせっぷ観光まつり＊あすから
2009/07/31 北海道新聞朝刊地方
夏まつり

輝く思い出＊ＳＬ運行

20 ページ

359 文字

花火が彩り＊遠軽

PDF 有

2009/08/03 北海道新聞朝刊地方
北海道バルーンフェス

23 ページ

2009/08/05 北海道新聞朝刊全道
北海道バルーンフェス

14 ページ

写図

15 ページ

PDF 有

2585 文字

写図

画像有

風と戯れて（２の２）
画像有

風と戯れて（２の１）
2491 文字

画像有

華やか山車行列＊江差

2009/08/11 北海道新聞朝刊全道
＜イベントウイークリー

1 ページ

写

348 文字

PDF 有

今週のおすすめ＞三笠北海盆踊り＊巨大やぐら囲み楽しく

2009/08/13 北海道新聞朝刊地方
現役木造校舎で道内最古＊増毛小

27 ページ

写

306 文字

PDF 有

画像有

写

463 文字

PDF 有

画像有

写

306 文字

PDF 有

１６日一般公開

2009/08/14 北海道新聞朝刊全道
古里の舞

386 文字

７～９日上士幌で＊空を自由に

2009/08/05 北海道新聞朝刊全道
姥神まつる神宮

写

７～９日に上士幌で＊空を自由に

34 ページ

にぎやか＊三笠で「北海盆おどり」

2009/08/15 北海道新聞朝刊全道

28 ページ

歴史刻む木造校舎＊北海道遺産の増毛小初公開＊卒業生や帰省客４００人感嘆
2009/08/17 北海道新聞夕刊地方

11 ページ

道遺産の旧住友赤平炭鉱＊立て坑やぐら
2009/08/21 北海道新聞朝刊全道

写

709 文字

PDF 有

一般見学中止＊老朽化、安全確保できず

30 ページ

写

610 文字

PDF 有

画像有

北防波堤ドームで歌や踊り楽しもう＊稚内・あすコンサート
2009/08/22 北海道新聞朝刊地方

25 ページ

＜お知らせ＞秋のブナ林ウオーキング
2009/09/02 朝日新聞
＜十勝

朝刊

234 文字

PDF 有

黒松内へバスツアー

25 ページ

知の森へ

／北海道

526 文字

初秋の空から＞３＊タウシュベツ川橋梁（上士幌）＊水面に走る一筋の幻

2009/09/18 北海道新聞朝刊地方
雨宮号とディーゼル

28 ページ

2009/09/18 北海道新聞朝刊地方
＜スケッチ

339 文字

PDF 有

画像有

29 ページ

318 文字

PDF 有

北のまちかど＞ＪＲ稚内駅かいわい（稚内市）＊色あせぬ「最北」の思い出

2009/09/20 北海道新聞朝刊地方
きょうとあす

写

初めての同時運行＊あすから５日間

27 ページ

写図

2335 文字

画像有

石狩でまつり＊存分にサケ堪能を＊即売会や千人鍋、つかみ捕り

2009/09/26 北海道新聞朝刊地方
海生かし町おこし

30 ページ

2009/10/06 北海道新聞朝刊全道
＜おすすめ北海道

写

632 文字

PDF 有

画像有

小樽でフォーラム＊１０、１１日
28 ページ

325 文字

PDF 有

旬の旅＞景観＊「ぬかびら」で湯めぐり、味めぐり（十勝管内上士幌町）＊紅葉の懐

源泉に浸

る＊食材も地元産
2009/10/14 北海道新聞朝刊地方

23 ページ

写図

2273 文字

画像有

十勝川温泉の泉質生かす、
「モール温泉豚」特産品に、ホテルなども食材利用。
2009/10/15 日本経済新聞

地方経済面 北海道

1 ページ

絵写表有

431 文字

PDF 有

「札幌ら～めん共和国」開業５周年祝う
2009/10/15 交通新聞

3 ページ

「モール温泉豚」特産品に

530 文字

十勝川温泉の泉質生かす

2009/10/15 08:32 日経速報ニュースアーカイブ

417 文字

北海道・十勝川温泉、温泉水で育てた豚、歯応え・うまみをＰＲ。
2009/10/19 日経ＭＪ（流通新聞）

18 ページ

418 文字

PDF 有

北見のピアソン記念館＊２カ月かけ大改修＊傷み激しく＊あすから臨時休館
2009/10/23 北海道新聞朝刊地方
廃線アーチ、守りたい
2009/10/24 朝日新聞

26 ページ

写

552 文字

PDF 有

旧国鉄士幌線の橋梁修復へ、ＮＰＯが募金
朝刊

28 ページ

絵写表有

1198 文字

北海道遺産：大正生まれ、まだまだ現役－－夕張・滝の上発電所
2009/10/28 毎日新聞

地方版

22 ページ

画像有

／北海道
／北海道

306 文字

第３音更川橋梁保全へＮＰＯと町が募金開始＊９０００万円目標に＊上士幌
2009/11/15 北海道新聞朝刊地方

26 ページ

写

607 文字

PDF 有

十勝川温泉観光協、冬場も無料送迎バス、１月下旬から２ヵ月間。
2009/11/25 日本経済新聞

地方経済面 北海道

1 ページ

＜わが道あの時＞ＮＰＯ法人ひがし大雪アーチ橋友の会会長
2009/12/05 北海道新聞夕刊地方

11 ページ

写

絵写表有

352 文字

PDF 有

那須襄太郎さん（２の１）＊歴史も含め残したい

1381 文字

PDF 有

モールの湯

維持を＊図書館１０周年記念で講座＊音更

2009/12/05 北海道新聞夕刊地方
市民大学

14 ページ

写

330 文字

PDF 有

画像有

１２日体験講座＊ビール醸造の歴史、ホームレス問題学ぼう＊来年２月開校＊「札幌オオドオリ」＊一般

向けパーティーも
2009/12/06 北海道新聞朝刊地方

30 ページ

図

559 文字

PDF 有

＜わたしの十勝＞吉岡均さん＊ばん馬に恋して＊共に働いた「よき友」ばん馬を写真で応援
2009/12/26 北海道新聞夕刊地方

11 ページ

写

2224 文字

PDF 有

［北海道の明日を読む］（１７）林真二・国稀酒造社長（連載）＝北海道
2010/01/30 東京読売新聞
小樽港の歴史

朝刊

絵本に＊若手経営者

2010/02/03 北海道新聞夕刊全道
［風向計］世界を駆けろ

道産子馬

2010/02/11 東京読売新聞
不祥事後の足跡も

朝刊

34 ページ

写

3636 文字

グループ制作＊北防波堤建築の様子描く
10 ページ

写

560 文字

32 ページ

写

0 文字

雪印史料館、２３日から展示内容を一新

2010/03/06 朝日新聞

朝刊

PDF 有

石森秀三（寄稿）＝北海道

28 ページ

／北海道

285 文字

幻の橋・ＩＳＳ共演＊上士幌
2010/03/07 北海道新聞朝刊全道

35 ページ

写

391 文字

PDF 有

画像有

ナショナルトラスト「地域遺産」顕彰へ東京でフォーラム開催
2010/03/16 交通新聞

4 ページ

1062 文字

福山醸造、
「トモエホットカップ北海道素材」３品発売
2010/03/17 日本食糧新聞

7 ページ

401 文字

雪印史料館を刷新＊２３日から公開＊「負の遺産」も
2010/03/18 北海道新聞朝刊全道

28 ページ

写

502 文字

帯広でフォーラム＊ばんえいを観光資源に＊競馬存続
2010/03/23 北海道新聞夕刊地方

11 ページ

写

PDF 有

十勝圏一体で
1520 文字

PDF 有

画像有

今日のあの時・１９８７年３月２３日，その前日に廃止された国鉄士幌…
2010/03/23 建設通信新聞

1 ページ

264 文字

雪印メグミルク、
「雪印乳業史料館」改修し一般公開
2010/03/24 日本食糧新聞

3 ページ

“歩みと姿勢”示す

1121 文字

◇掲載記事例：北海道新聞朝刊連載

H21 年 5～6 月（9 回）

（２）地域活動促進支援事業
◆「地域活動の取材および発信」
（通年）：17 千円
◇地域トピックスの取材と特集記事の制作、ホームページの更新
北海道遺産の活用事例や地域イベントなど、選定地域での活動などで特徴的なもの
や、北海道遺産の楽しみ方を提案する取材を行い、ホームページにおいて特集記事
「地域トピックス」として掲載した。
・地域トピックス３：
『アイヌ伝統文化とイオルを学ぶ旅』
アイヌ伝統文化伝承とイオルを学ぶ旅バスツアーに参加し、
平取町二風谷地区のみ
どころと活動を紹介した。
◇各広報誌等へ連載記事執筆
季刊誌カイ、中道リース広報誌、消防新聞へ連載記事を執筆した（H22 年度も継続）
。
◆「北海道遺産所在地域の取組みおよび観光客受入体制等の情報更新」
◆「北海道遺産選定地域概況調査」
◇北海道遺産選定地域の情報収集（6 月）
北海道遺産選定地域の現況、観光客受入れ体制、地域イベント等をインターネット
を通じて各地域へ調査し、ホームページへ反映させた。
◇イベントカレンダーの設置（2 月）
北海道遺産関連のイベントを一覧表で見ることができるイベントカレンダーと各イ
ベントの詳細ページを作成した。各イベントタイトルから詳細と関連ホームページへ
リンクさせた。
◆「交流会議の開催」
（12 月）
：206 千円
地域で映画づくりを行う団体「
“田んぼ de ミュージカル”委員会」斎藤氏、札幌市内が
キャンパスというユニークな生涯学習を行う「札幌オオドオリ大学」猪熊氏の講演、北
海道遺産・ムラの宝物の所在地域の活動事例発表、北海道遺産協議会辻井会長の資源活
用についての提言を行った。その後、参加者の情報交換や新たな連携を生み出す場づく
りを目的とした懇親会を開催。

●猪熊氏の講演

●交流会会場の様子

●懇親会の様子

（３）保全活用推進事業
◆「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト」
（通年～継続中）：118 千円
◇第 5 回～第 6 回実行委員会の開催
昨年度に引き続き下記 5 名の委員により「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェク
ト実行委員会」を開催した。委員会では、応募された案件の登録審査を行うとともに、
本プロジェクトの今後の展開等について検討した。
【委員】
辻井

達一（NPO 法人北海道遺産協議会 会長）

佐藤

誠 （北海道大学観光学高等研究センター 教授）

戎谷

侑男（株式会社シィービーツアーズ 代表取締役社長）

かとうけいこ（有限責任中間法人シーニックバイウェイ支援センター事務局長）
山重

明 （株式会社ノーザンクロス 代表取締役）

○第 5 回実行委員会開催：平成 21 年 9 月 30 日（水）13 時～
【議題】第 3 次審査・登録、公募予定、活用方策
○第 6 回実行委員会開催：平成 22 年 3 月 18 日（木）16 時～
【議題】第 4 次審査・登録、応募範囲の拡大、活用方策
◇ムラの宝物の公募（地域からの申請）
各地に応募の呼びかけを実施し、自治体・団体等から応募（登録申請）のあった様々
な地域資源を「ムラの宝物」候補として、第 3 次新ジャンル及び第 4 次登録の応募
（登録）受付を行った。
○申請公募方法：
市町村、商工会・商工会議所、観光協会へメールによる応募の呼びかけ
・実施時期：平成 20 年 8 月（第 3 次登録公募）
、平成 21 年 2 月（第 4 次登録公募）
◇ムラの宝物の登録（H22 年 3 月 31 日現在）
前年度公募分の第 3 次登録分、第 4 次登録分計 2 回の審査と登録を実施した。
○全登録件数：233 件（62 市町村・エリア）
「ムラの宝物」＝144 件（44 市町村・エリア）
「ムラの売りもの」＝43 件（21 市町村・エリア）
「ムラのごはん」＝36 件（19 市町村・エリア）
「ムラの宝物活動事例」＝10 件（8 市町村・エリア）
◇「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト」の告知および情報発信
平成 19 年度に開設した「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクトホームページ」
を情報発信の軸として、データベースの公開、更新・運営管理を行った。

○「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト」ＷＥＢサイトの拡充
「私のこだわりタカラモノ」ページを増設。ムラの宝物に限らず北海道に存在する
興味深い宝物を専門家や事務局員が選んで紹介する
「北海道の 10 選」
を公開した。
1）袋澗 10 選
ニシン漁が栄えていた時代に、ニシンの水揚げのために作られた袋澗を紹介。北
海道遺産協議会監事山田大隆氏が選定。
2）北海道のゆるキャラ 10 選
全国各地でＰＲを目的として作られているご当地キャラクターで、特に北海道で
気になるキャラクターを紹介。北海道遺産事務局員が選定。

●袋澗 10 選

●北海道のゆるキャラ 10 選

○「ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト」ＷＥＢサイトの更新・運営管理
実行委員会による審査終了後、第 4 次・第 3 次登録案件をデータベースで公開し
た。本データベースは、所在地エリア・ジャンル・キーワード・フリーワードで
検索をかけられ、各データの詳細を見られる構成としている。
1）第 3 次登録分公開時期：平成 21 年 10 月
2）第 4 次登録分公開時期：平成 22 年 4 月
◇その他
○ＮＨＫまるごと北海道にて美唄のムラの宝物を紹介：会長・辻井達一、正会員：戎
谷侑男（4/27）
○読売テレビ「ケンミンショー」よりエスカロップについて問合せ
○日本ハムファイターズ北海道シリーズパネル展示
○美唄の魅力まるごとフェアパネル展示（3/26～27：札幌駅西コンコースイベント広
場）

◇ムラの宝物／記事

平成 22 年３月 26 日（金）～27 日（土）美唄の魅力まるごとフェア
札幌駅西コンコースイベント広場にて、2 日間にわたり美唄のみどころを紹介したイベント。
北海道遺産やムラの宝物のパネルが展示され、関連商品等多数展示、販売された。

北海道新聞 2010 年 3 月 30 日朝刊

●北海道遺産のパネル

●美唄やきとりややきそばの販売

●ムラの宝物のパネル

●サッポロビールと美唄ご当地キャラのコラボ

（４）協議会の運営について
◆総会の開催
○日時 平成 21 年 6 月 24 日（水）

16：30～17：30

○会場 ＫＫＲホテル札幌 7 階「北斗」
○内容 平成 20 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 21 年度事業計画（案）
、
収支予算（案）
◆理事会の開催
○日時

平成 21 年 6 月 24 日（水）

15：30～16：30

○会場 ＫＫＲホテル札幌 7 階「北斗」
○内容 平成 20 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 21 年度事業計画（案）
、
収支予算（案）
◆会員の募集
北海道遺産会員に対し引き続き継続をお願いした。さらに、北海道遺産、ムラの宝物所
在地域、旧北海道遺産応援団の関係者に新たに入会をお願いする案内を行った。
○平成 21 年度会員
・個人正会員

9 人 10 口

・団体正会員

23 法人 53 口

・個人賛助会員

43 人 52 口

・団体賛助会費

8 法人 30 口

◆会員特典の拡充
より多くの方々に入会いただくため、会員特典の拡充を図った。
会員になることにより、
北海道遺産関連の施設等で特典を受けられる制度を開始。
現在、
「土の館」
「標津サーモン科学館」
「松尾ジンギスカン直営店」
「㈱シィービーツアーズ」
にて特典が受けられる。それに伴い会員証をプラスチックカードにリニューアルした。
また、会員（個人賛助会員は 2 口以上）へ「季刊誌カイ」の送付を行った。
○164 千円

