平成 22 年度ＮＰＯ法人北海道遺産協議会事業報告

（１）普及啓発活動事業
◆「北海道遺産スタンプラリー」（7 月～翌 3 月末）
「五稜星を探せ！」をテーマに札幌市内および近郊の五稜星のある建物をめぐるスタン
プラリーを実施した。ハガキの応募総数は 299 通（札幌市内 128、道内 23、道外 148）。
応募者の中から抽選でプレゼントを送付（提供：雪印メグミルク、サッポロビール）。
情報発信のためのホームページコンテンツを作成した。
○707 千円

●スタンプ帖台紙

＜参加者の感想から（抜粋）＞
〇初めての北海道を楽しみました。札幌は最終日で、今回は 2 ヵ所しか回れ
なかったけど、自分が住んでいる土地とは違う文化に触れることができたと
思います。（男性・京都府）
〇札幌に住んでいながら行ったことのないところ、中に入ったことがないと
ころが多いことに改めて驚きました。清華亭は、そこにあることを知りなが
らこんな歴史があったことを初めて知り、道庁旧本庁舎も中が広くて立派な
ことがわかり、豊平館は内部の豪華さを目にして、このような機会でなけれ
ばできない経験ができました。（50 代・女性・札幌市）
〇二度目の北海道でした！サッポロビール博物館は初めて行きましたが、赤
レンガの建物はステキでした。また行きたいと思います。その時には他の場
所も訪れてみたいと思います。（30 代・女性・岡山県）

◆「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サンクス、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 22 年度販売実績
・北海道遺産ＤＶＤ

27 セット・46 千円

・北海道遺産公式ガイドブック

349 冊・219 千円

○2 千円
◆「ニュースレターの発行」（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「北海道遺産だより」を作成、正会員・賛助会員に送付した。
○50 千円
◆「ホームページ・メーリングリストでの情報発信と管理運営」（通年）
北海道遺産関連のイベント・トピック等の情報をホームページ、ブログ、twitter（フ
ォロワー1,902 名）メールニュース（登録数約 300 名）により配信した。また、昨年度

新たに北海道遺産の facebook ページも作成した。
○108 千円

●twtter ページ

●facebook ページ

北海道遺産ホームページ「最新情報」一覧
掲載月
４月

５月

６月

内 容
北海道遺産ホームページ TOP 画像が春バージョンに
ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト「第 4 次登録」発表
大人のための「酒と食のスタンプラリー」終了しました
東京に「十勝川モール温泉豚」登場（～4/7）
旭橋が平成２１年度「手づくり郷土賞」に選定！
『北海幹線用水路を』活かした地域づくりフォーラム開催＜南幌町＞（4/24）
「十勝川モール湯めぐり手形」販売中＜音更町＞
バル街電車運行＜函館市＞（4/23）
「第１回別海ジャンボホタテまつり」開催＜別海町＞（5/2～4）
酒と食のスタンプラリー「参加者のみなさんのご感想」を公開
「2010 のぼりべつ桜まつり」開催＜登別市＞（5/1～5）
第 47 回しずない桜まつり＜新ひだか町＞（5/3～9）
「標津サーモンパーク春祭り」開催＜標津町＞（4/29～5/5）
北海道遺産協議会－GW 中休業のお知らせ
ニセコさくらウィーク開催＜ニセコエリア＞（～5/9）
「森林鉄道蒸気機関車 雨宮２１号」運行＜遠軽町＞
水中展望船「ニューしゃこたん号」運行開始＜積丹町＞
松前さくらまつり いよいよ開催＜松前町＞（4/29～約 1 カ月）
函館五稜郭祭開催＜函館市＞（5/15-16）
北海幹線用水路通水はじまる＜空知地域＞
十勝川温泉観光協会でレンタサイクル開始＜音更町＞
にしん番屋まつり開催＜小平町＞（5/23）
サッポロ開拓の歴史と豊平川・中島公園ウォーク＜札幌市＞（5/16）
野付半島「シギ・チドリ観察会」開催＜別海町＞（5/15）
国稀酒造「酒（さけ）ストラップ」発売＜増毛町＞
第 12 回全道フットパスの集い in くろまつない開催＜黒松内町＞（5/29-30）
清酒 船積み酒「漁師のちからみず」販売開始＜増毛町＞
サケたちの無料エサやり体験＜札幌市＞（5/22、29）
「旧国鉄士幌線鉄道遺産写真展」開催＜東京都＞（6/1～13）
登別温泉「鬼火の路」開催＜登別市＞（6/1～11/30）
「オホーツクフェア in 札幌 2010～Natural Factory OKHOTSK～」開催＜札幌市＞（6/19-20）
夷王山まつり開催＜上ノ国町＞（6/19-20）
時計台を ART する。 開催＜札幌市＞（～6/6）

６月

７月

８月

９月

10 月

内 容
第 2 回十勝川温泉フットパスウォーキング開催＜音更町＞（6/12）
イオン道産デーにて「らわんブキ」販売＜札幌市＞（6/19-20）
「きたキッチン」で「るもいフェア」開催＜札幌市＞（～6/29）
「アーチ橋友の会」が官民パートナーシップ優良事例に！
ジンギスカン王国滝川 2010 開国＜滝川市＞（7/4）
らわんブキの収穫はじまる＜足寄町＞
路面電車の日記念「のって eco！クイズ」開催中＜札幌市＞（～6/30）
霧多布湿原花フェア 2010 開催＜浜中町＞（6/20～7/31）
火まつり開催＜積丹町＞（7/4-6）
イカ刺しまつり・かもめ島まつり開催＜江差町＞（7/2-4）
サッポロビール「ばんえい十勝缶」発売＜帯広管内＞
「お茶で北海道を美しく。」キャンペーン（㈱伊藤園）がスタート。｢北海道遺産｣の自然環境の保全活
動に寄付
えべつやきもの市開催＜江別市＞（7/10-11）
モール温泉夢ボタル鑑賞会開催＜音更町＞（6/26～7/11）
美唄市制施行 60 周年記念「美しい唄 SPRCIAL」開催＜美唄市＞（7/11）
全国近代化遺産活用連絡協議会フォーラム開催＜小樽市＞（7/15）
ピアソン記念館グリーンコンサート開催＜北見市＞（7/3）
旧商家丸一本間家内茶菓サービス＜増毛町＞（7/9-10）
登別温泉「鬼花火」開催＜登別市＞（6/1～8/13）
「江差山車（やま）会館」オープン＜江差町＞
ハコダテ歴史建物フォトコンテスト作品募集＜函館市＞（～8/27）
オリジナルフレーム切手「北海道遺産」発売（7/23～）
鉄道トロッコに乗ろう！試乗会開催＜上士幌町＞（7～8 月）
「不思議遺産オホーツク」開催＜オホーツク地域＞（～10/31）
レトロな建物を活用してみませんか＜江別市＞(7/29～)
江差姥神大神宮御渡祭 本日から開催！＜江差町＞（8/9-11）
北海道遺産スタンプラリー「五稜星を探せ！」開催中（～2011/3/31）
エゾ地の火まつり開催＜上ノ国町＞（8/14）
松前城下時代まつり開催＜松前町＞（8/13-15）
セブンイレブン「湧別・オホーツクフェア」開催＜道内＞
北の近代三都物語開催＜小樽・空知・室蘭＞（～11/3）
そらちの炭鉱鉄道展開催＜岩見沢市＞（～8/23）
空知とドイツの炭鉱遺産写真展開催＜美唄市＞（～8/18）
函館奉行所復元オープン＜函館市＞
シニヨラプ・イノミ～8 月のまつり～開催＜札幌市＞（8/22）
都心まちづくりフォーラム開催＜札幌市＞（8/24）
北海道遺産＆ムラの宝物さがしプロジェクトパネル展開催中（9/6-8）
松前・江差・上ノ国観光ツアーのお知らせ
「縄文人はどこから来たか？」連続講座開催
天塩川紅葉ツーリング開催
「露頭炭鉱と炭鉱遺産」巡りツアーのお知らせ＜空知＞
「“北海道遺産”バナナ」の発売がスタート（9/16）
知里幸恵 銀のしずく記念館がオープン（9/19）＜登別市＞
アーチ橋見学会を開催！（10/9）＜上士幌町＞
炭鉱遺産モニターツアー『賛炭エクスカーション』ツアー参加者募集中
薩摩・島津と北海道の近代展開催＜岩見沢市＞
赤平フットパスウィーク～立杭を歩く～＜岩見沢市＞
まちの記憶-手宮線がつないだもの-写真展開催＜小樽市＞
雨竜沼湿原散策・清掃登山会のご案内＜雨竜町＞(10/10)
産業考古学会 2010 年全国大会開催！＜江別市＞（10/9）

11 月

12 月

H23.１月

２月

３月

内 容
大丸札幌店にて「北海道遺産パネル展」開催中！＜札幌＞
「写真で振り返る北海道鉄道 130 年の歴史」開催＜小樽＞(10/16)
ＪＲヘルシーウォーキング・旭橋登場（旭川市）＜11/3＞
旧士幌線沿線の風景がＮＨＫテレビで全国放送！<上士幌町>
「炭鉱全盛期の歴史的建物を見に行こう！！」ツアー開催＜空知＞(10/21)
ワークショップ／検証「炭鉄港 2010 北の近代三都物語」開催＜札幌＞(11・3)
ブログ更新「【レポート】ヴォーリズ建築文化全国ネットワーク大会＜北見市＞」
太陽北海道地域づくり財団平成 23 年度助成対象事業募集中
「北海道遺産だより Vol.4」アップしました
上士幌アーチ橋梁群が準鉄道記念物に＜上士幌町＞
イザベラ・バードの道を活かした地域づくりフォーラム＜札幌市＞（11/27）
冬場の留萌の伝統食 留萌にしん漬け教室＜留萌市＞（11/20）
平取町「匠の道」モニターツアー開催＜平取町＞（11/20・23）
どっこい積丹冬の陣「鍋の競演」開催＜積丹町＞（12/4）
北海道遺産を巡ったカソリさんの「北海道遺産コラム」
炭鉱遺産風景画「谷藤 茂行 絵画展」開催＜岩見沢市＞（～11.1.10）
北海道遺産を学ぶ講座「江別のれんが見学会」開催＜江別市＞（12/11）
「北海道遺産フレーム切手」販売開始！（12/10）
ブログ更新「【レポート】北海道遺産を学ぶ講座「江別のれんが」見学会＜江別市＞」
五稜郭がイルミネーションに包まれる「五稜星の夢」＜函館市＞（～11/2/28）
「第 1 回 ジンギスカン普及賞」実施のお知らせ
「天塩川川柳コンクール」作品募集中！（2/4 まで）
霧多布湿原 au 携帯寄付キャンペーン実施のお知らせ＜浜中町＞
サッポロクラシック“北海道遺産をめぐる旅”プレゼントキャンペーンスタート！
「天塩川フォーラム開催のお知らせ」＜名寄市＞(2/26)
「北海道遺産フレーム切手」第 2 弾 販売開始！（1/31）
すすきの「氷の祭典」に今年も北海道遺産の氷像が登場（2/7-13）
十勝スイーツめぐりと広尾名産品お買い物ツアーでばんえい十勝競馬場見学（2/26-2/27）
共育フォーラム２０１０ in びらとり開催＜平取町＞（3/5-6）
ブログ更新「【レポート】天塩川フォーラムが開催されました＜名寄市＞」
炭鉱をテーマにした映画上映会開催＜三笠市＞（3/20）
図書館で竹鶴正孝展 道立図書館（2/12-3/6）・余市町図書館（3/20-4/29）
北海道開拓記念館で「北の土偶 縄文の祈りと心」展（4/15-5/22）
「ウィークリー赤れんが」で空知の炭鉱遺産を紹介（3/19-21）
「DIVE★DOCUMENT～琴似屯田兵村～」開催のお知らせ<札幌市>(3/28-4/8)

◆「イベントへの参加・展示ＰＲ」
（随時）：10 千円
◇北海道遺産パネル展示（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『ピアソン記念館』
・ほっかいどうムラの宝物パネル展」開催（7/8～9：
札幌市・北海道庁 1 階道民ホール）
◇「大雪おみやげ博 2010in セントレア」展示（8/21～29：愛知県）
◇「北海道遺産パネル展」開催（9/6～8：札幌市・北海道庁 1 階道民ホール）
◇「日本都市計画家協会『全国まちづくり会議 2010in 熊本』にて『ほっかいどうムラ
の宝物プロジェクト』展示」（10/9～10：熊本県）
◇「大丸札幌店北海道遺産パネル展」（10/20～26：札幌市・大丸札幌店）

●北海道遺産パネル展（道庁１階）

●全国まちづくり会議 2010in 熊本（熊本市）

◆「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
・「北海道遺産『北海幹線用水路』を活かした地域づくりフォーラム」講演：辻井会
長（4/24：南幌町）
・
「ヴォーリズ建築文化全国ネットワーク全国大会」事例報告：事務局・萩（10/16：
北見市）
・「三笠の未来を考える会」講演：事務局・萩（2/17：三笠市）

●北海道遺産『北海幹線用水路』を活かし
た地域づくりフォーラム（南幌町）

●ヴォーリズ建築文化全国ネットワーク大会
（北見市）

◇視察・ヒアリング
・熊本県議会視察・ヒアリング（8/4～5：豊平館、サッポロビール博物館、札幌農学
校第 2 農場）
・広島県議会視察・ヒアリング（10/20：サッポロビール博物館）

●熊本県議会視察（8 月）

●広島県議会視察（10 月）

◇雑誌・定期刊行物などへの掲載
・『日経新聞掲載広告

北海道遺産こぼれ話』（中道リース株式会社）

・『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）
・『Namara［なまら］』（北海道観光振興機構）
・『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）
・『GREEN』（ホクレン農業共同組合連合会広報誌）
・『報 No.477』（9 月号：財団法人日本ナショナルトラスト会報誌）
・『都道府県展望』
・『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）
・『ぶらら』
（株式会社ぶらんとマガジン社）
・『道新 春の観光特集 はる NAVI’11』（北海道新聞社）
・
『2010 年版 HOKKAIDO MAP 179 北海道市町村区域図』
（NPO 法人日本自治アカデミー）
・『ケア』（北海道医療新聞社）
◇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）

◆「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
・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
・天塩川流域活性化コンソーシアム「天塩川鳥瞰図」
◇企業による販促・ＰＲなど
・株式会社札幌フルーツ：「北海道遺産バナナ」
・㈱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
・トヨタカローラ札幌㈱：2011 年カレンダー（テーマ：北
海道遺産）に使用
・郵便局㈱：北海道遺産フレーム切手発売（第１弾 12/10、

●天塩川鳥瞰図

第 2 弾 2/1）※第 4 弾まで発行予定
・㈱伊藤園：
「お茶で北海道を美しく。
」キャンペーン（売上
の一部計 113 万円を寄付）
・株式会社永岡書店：「大人の白地図」
・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
・イオン北海道：「イオン道産デー」でラワンぶき販売ブー
スにてロゴ・のぼりを掲示
・㈱サッポロビール：「サッポロクラシックで当たる「北海
道遺産をめぐる旅」」（平成 22 年 1 月～）

●トヨタカローラ札幌カレンダー

●サッポロクラシック「北海道遺産をめぐる旅」ウェブサイト

●伊藤園「お茶で北海道を美しく」キャンペーンポスター

（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）
◇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
◇各広報誌等へ連載
北海道観光振興機構季刊誌「Namara」、消防新聞、中道リース広告、他県メルマガ（静
岡、長野、兵庫の各県）
◆「北海道遺産を学ぶ講座」（12 月）
◇「江別のれんが」をテーマに開催。江別市郷土資料館の石垣館長のガイドにより、
江別市セラミックアートセンター、旧ヒダ工場、郷土資料館等を見学。参加者 14 名。

●案内チラシ

●江別市郷土資料館

●セラミックアートセンター

●参加者へのプレゼント（ミニチュアレンガ）

（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）
◇第 7 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）
◇現在の登録数
・249 件（平成 23 年 4 月現在）
◇今年度の活動
・これまでは自治体、観光協会、商工会からのみ応募を受け付けていたが、昨年度
は中小企業団体中央会に応募枠を拡大した。
・将来的に、500 件程度の登録を目標とし、今後も引き続き随時応募を受け付け、デ
ータベースの拡充を図る。
・本年度についても２回前後の登録審査会を実施予定。
◇その他
・『ケア』（北海道医療新聞社）連載「探訪
〇96 千円

●『ケア』5 月号

北海道のお宝発見！」

（４）その他の事業
◆理事会の開催
◇日時 平成 22 年 5 月 27 日（木） 16：30～18：00
◇会場

北海道遺産協議会事務局

◇内容 平成 21 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 22 年度事業計画（案）
及び収支予算（案）、役員の選任について
◆総会の開催
◇日時 平成 22 年 6 月 14 日（月） 16：30～18：00
◇会場

ホテルポールスター札幌 4 階「しゃくなげ・あかしあ」

◇内容

平成 21 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 22 年度事業計画（案）
及び収支予算（案）、役員の選任について

◆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。
◇平成 22 年度会員
・個人正会員

10 人 10 口

・団体正会員

27 法人 52 口

・個人賛助会員

39 人 46 口

・団体賛助会費

8 法人 28 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。
また、会員（賛助会員は 2 口以上）へ「季刊誌カイ」の送付を行った。
○230 千円
◆ロゴマークの有料化
・北海道遺産のブランド化を進め、昨年度商標登録したロゴマークを、企業等の営利
目的での利用に対して有料化することを公表（10 月～）

