
 

 

平成 24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 

◆ラジオ「まち、ひと、めぐり。北海道遺産」提供（通年） 

HBCラジオで平成 24年 4月～平成25年3月まで毎週木曜日17:00～17:10

に放送された「まち、ひと、めぐり。北海道遺産」の番組提供および出

演者の調整等を行った。52件の北海道遺産を毎回一つずつ紹介、前半で

アナウンサーが概要を紹介し、後半では地元の方と電話をつないで見ど

ころやイベント情報などをお話していただいた。 

  ※ほっかいどう遺産 WAON寄付事業                   

 

◆「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、道庁赤れんが庁舎売店、中央バス大通バスターミナル 2 階北海道遺産パネル展

示会場等において販売のご協力を得ている。 

平成 24年度販売実績 

・北海道遺産ＤＶＤ  10セット・17千円 

・北海道遺産公式ガイドブック 144冊・103千円 

 

◆「北海道遺産」映像コンテンツの提供（通年） 

「北海道遺産ＤＶＤ」に収録している内容を１件ごとに編集し、株式会社 GyaOの映像

コンテンツ配信サイトにて配信した。 

 

◆「ニュースレターの発行」（年 3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。 

 

◆「ホームページ・メーリングリスト等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2,990名）メールニュース（登録数

約 400名）、facebookページ（購読者 712 名）で配信した。 

また、人気の高い FB ページ「北海道 Likers」（購読者 22 万名以

上）にて、北海道遺産のシリーズ記事を連載中。 

 

 

 

 

●担当：船越ゆかりアナウンサー 

●北海道遺産公式 facebook ページ 



 

 北海道遺産ホームページ「最新情報」一覧 

掲載月 内 容 

４月 ＨＢＣラジオ「まち、ひと、めぐり。北海道遺産」毎週木曜日に放送中！ 

 森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21号」運行開始＜遠軽町＞（4/28～10/21） 

 松前町さくらまつり＜松前町＞（4/29～5/20） 

５月 サケ稚魚体験放流＜札幌市＞（5/3～5/6） 

 JRヘルシーウォーキング春・夏コース実施中＜道内各地＞（４月～8月） 

 第 49回しずない桜まつり＜新ひだか町＞（5/6～5/13） 

 第６回北海道炭鉱遺産写真コンテスト作品募集中！（～12/14） 

 「旧増毛小学校」校舎特別公開＜増毛町＞（5/26・27） 

 ばんえい競馬で「白毛馬」デビュー＜帯広市＞（5/21） 

 「北の縄文世界遺産」及び「北海道遺産」ラッピングバス お披露目＜札幌市＞（5/25） 

６月 テッシ－オ－ペッ 魅力発信フェア・パネル展開催中＜札幌市＞（6/4～6/15） 

 ダウン・ザ・テッシ-オ-ペッ 2012参加募集中！（6/1～6/29） 

 螺湾ブキのイベントが多数開催されます！＜足寄町ほか＞ 

 今年も鉄道トロッコを運行します＜上士幌町＞（７月～８月） 

 伊藤園『お茶で日本を美しく』キャンペーン実施中（～8/31） 

 第７回積丹ソーラン味覚祭り＜積丹町＞（6/24） 

 アートトークイベント『炭鉱の記憶 ART CAFE』を開催＜岩見沢市＞（6/16・6/17） 

 第７回北海幹線用水路ウォーキング参加者募集＜美唄市＞（7/29） 

 動画「天塩川（テッシーオーペッ） ～大河と共に 北へ向かえ～」配信中！ 

 『旧国鉄士幌線鉄道遺産スケッチコンテスト』を開催します。＜上士幌町＞（応募は 2/10～2/28） 

 道産子感謝 DAY！で「テッシ-オ-ペッ魅力発信フェア」＜札幌市＞（6/30～7/1） 

７月 フランスから松前に里帰り「夷酋列像特別公開」＜松前町・函館市＞（7/23） 

 旭橋 80歳を祝う記念フォーラム開催＜旭川市＞（8/4） 

 ピアソン記念館でグリーンコンサート開催＜北見市＞（7/14） 

 北海道庁に 2012年度版北海道マップが設置されました＜札幌市＞ 

 写生会 ピアソン記念館を絵に描こう＜北見市＞（7/22） 

 伊藤園「積丹町クリーン作戦 2012」が行われました＜積丹町＞（7/14） 

 第 17回石狩川下覧櫂＜砂川市＞（7/21・22） 

 情報マガジン『びも～る』に北海道遺産が掲載されています！ 

 幌内鉄道開通 130周年記念関連イベント開催＜三笠市＞（7/28） 

 「ほっかいどう遺産 WAON」感謝状贈呈式が行われました(7/24) 

 道庁ロビーにて北海道遺産パネル展開催中（8/1まで） 

 雨宮 21号フォトコンテスト＜遠軽町＞（8/20～10/28） 

８月 「ポロトコタンの夜」開催しています＜白老町＞（8/3・4、8/10～12） 

 「東大雪の道」ウォーキング大会＜上士幌町＞（9/2） 

 姥神大神宮渡御祭＜江差町＞（8/9～8/11） 

 旭橋架橋 80年記念フォーラムが開催されました＜旭川市＞（8/4） 

 三笠鉄道村夏休みイベント＆三笠北海盆おどり＜三笠市＞（8/14・15） 

 第 49回登別地獄まつり＜登別市＞（8/25～8/26） 

 2012年市電フェスティバル＜札幌市＞（8/26） 

 まもなく申込締切り！「東大雪の道」ウォーキング大会＜上士幌町＞（9/2） 

 時計台で「札幌農学校 1期生と恩師たち」パネル展開催中＜札幌市＞（8/30まで） 

 北海道を知る・学ぶ『サッポロ歴史めぐりコース』定期観光バス運行中＜札幌市＞ 

 道公式ブログで天塩川流域の魅力発信中！＜上川総合振興局＞ 

 『第 1回天塩川 de水切り北海道大会』開催！＜中川町＞（9/9） 

９月 第５回てしお味覚まつり＜天塩町＞（9/16） 

 タパスカフェ＆「空知の記憶展」出展者トーク（9/6～9/8）、ぷらぷら岩見沢（9/8）を開催＜岩見沢＞ 

 『武利意（むりい）森林鉄道廃線跡ツアーⅣ』開催＜遠軽町＞（9/23） 



掲載月 内 容 

９月 奔別アートプロジェクト開催＜三笠市＞（9/22～10/28） 

 『2013年 北海道炭鉱遺産カレンダー』が発売開始 

 『北海道遺産を学ぶ講座～おたる謎解きツアー～』開催＜小樽市＞（10/6） 

 「森林鉄道雨宮 21号夢運行」開催＜遠軽町＞（9/30） 

10月 日本地理学会秋季学術大会シンポジウム「幕末蝦夷地陣屋の景観復原に向けて」＜神戸市＞

（10/7） 

 太陽北海道地域づくり財団が平成 25年度助成の募集を開始（10/4～11/2） 

 第７回ピアソン記念館リードオルガンコンサート開催＜北見市＞（10/27） 

 北海道遺産を学ぶ講座「おたる謎解きツアー」開催しました＜小樽市＞（10/6） 

 伊藤園・霧多布湿原清掃活動が行われました＜浜中町＞（10/7） 

 森林鉄道蒸気機関車『雨宮 21号』が準鉄道記念物に！指定書贈呈式開催＜遠軽町＞（10/21） 

 旭橋 80歳を祝う 記念講演会＜旭川市＞（10/29） 

 旭橋の歴史を語る会＜旭川市＞（11/18） 

11月 森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21号」待望の雪中特別運行！＜遠軽町＞（12/15・12/16） 

 『天塩川 13の冬 スタンプラリー』が行われます＜天塩川流域＞（12/20～2/28） 

H25．１月 訃報 北海道遺産協議会会長 辻井達一が逝去しました 

２月 『HOKKAIDO I CARD』が発行されました 

 天塩川周辺市町村ｄｅ移住モニターツアー＜流域市町村＞（2/22～2/24） 

３月 『帯広競馬場×リアル謎解きゲーム』開催＜帯広市＞（3/23・3/24） 

 

◆「イベントへの参加・展示ＰＲ」（随時） 

◇「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室において展示ブースを設営。北海道遺産 52件のパネル展示。 

◇「北海道遺産パネル展」開催（7/30～8/1：札幌市・北海道庁 1階道民ホール） 

 道庁ロビーにて北海道遺産のパネル展示を行った。今回は遠軽町のご協力をいただき、

遠軽町の北海道遺産（森林鉄道蒸気機関車「雨宮 21 号」、白滝遺跡）を中心にオホ

ーツク地域の北海道遺産のＰＲ。 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

●北海道遺産パネル展（道庁１階） 「ほっかいどう遺産 WAON」の PR も実施 



◇「北海道遺産写真展」（常設：札幌駅・北海道さっぽろ観光案内所） 

「ほっかいどう遺産 WAON」の寄付を活用し、北海道遺産の写真額の整備を行った。写

真額はＪＲ札幌駅内の「北海道さっぽろ観光案内所」に常設展示中。 

※ほっかいどう遺産 WAON寄付事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「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 

・平取町地域資源活用検討会：事務局・伊田 

 

◇雑誌・定期刊行物などへの掲載 

・『日経新聞掲載広告 地域の魅力を掘り起こそう！北海道ムラの宝物さがしプロジ

ェクト』（中道リース株式会社） 

・『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） 

・『GREEN』（ホクレン農業共同組合連合会広報誌） 

・『ケア』（北海道医療新聞社） 

・『北シーン』（ホクシンラマナプロジェクト） 

・『2012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） 

  

   

●HOKKAIDO MAP 

（道庁 1 階ロビーにて展示・配布） 

●道新ポケットブック～好評につき「オントナ」で今後 3 回ほど特集掲載予定 



◇リーフレット・情報誌などの設置・配布 

羽田空港（AIR DO のご協力）、北海道さっぽろ食と観光の情報館（札幌駅構内）、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 9 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。 

 

◆「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 

・北海道上川総合振興局：ウェブサイト「てっし散歩」などを作成 

・足寄町：パンフレット、記者会見パネルに掲示 

 

◇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 

・楽天競馬「ばんえい十勝応援企画 2013！」特設サイト 

●楽天競馬「ばんえい十勝応援企画 2013!」特設サイト 

●JR ヘルシーウォーキング（北海道遺産がルートに含まれるものにはアイコンを表示） 

●上川総合振興局天塩川ＰＲサイト「てっし散歩」 



（２）地域活動促進支援事業 

 

◆「地域情報の収集および発信」（通年） 

◇ホームページの更新 

◇各広報誌等へ連載 

中道リース広告、他県メルマガ（静岡、長野、兵庫の各県）、北海道庁ブログ、北シ

ーン、北海道 Likers 

 

◆「北海道遺産を学ぶ講座」（10月） 

◇株式会社シィービーツアーズ、株式会社Ｐ＆Ａリンケージの協力で、北海道遺産を

学ぶ講座「おたる謎解きツアー」を開催した。北海道遺産「小樽みなとと防波堤」

にまつわる物語をもとに、行く先々で展開される謎を解きながら、小樽の歴史的な

街並みを散策した。謎解きの要素が加わることで、より小樽の歴史や街並みにじっ

くりふれていただくことができた。 

日 時：平成 24 年 10月 6日（土）9：00～17：00 

場 所：小樽市内（運河公園、運河プラザ、観光船のりば、天狗山など） 

参加人数：26名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●小樽運河公園 

●ラストは天狗山山頂より防波堤を見る ●紙芝居の中にもヒントが 



※その他の地域関連情報 

 ◇㈱伊藤園道内各支店のスタッフおよびご家族の皆さんによる清掃活動 

  「積丹半島と神威岬（積丹町）」（平成 24年 7月 14日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「霧多布湿原（浜中町）」（平成 24年 10月 7日） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◇伊藤園寄付金贈呈式（平成 25 年 4 月 17 日） 

 



（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） 

※ほっかいどう遺産 WAON寄付事業  

◇第 6次登録実施 

年度の初めに第 6 次登録応募の呼びかけを行い、全 13 件の応募があり 13 件の登録を

行った。 

 

【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 

・257件（平成 25年 5月現在） 

 

※委員、体制について要検討 



（４）その他の事業 

 

◆理事会の開催 

◇日時 平成 24年 6月 29日（金） 13：00～14：15 

◇会場 ポールスター札幌 

◇内容 平成 23年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 24年度事業計画（案） 

及び収支予算（案） 

 

◆総会の開催 

◇日時 平成 24年 6月 29日（金） 14：30～16：00 

◇会場 ポールスター札幌 

◇内容 平成 23 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 24 年度事業計画（案）

及び収支予算（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。 

  ◇平成 24年度会員 

   ・個人正会員  9人 9口 

・団体正会員  35法人 44口 

・個人賛助会員 33人 37口 

   ・団体賛助会費 9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、昨年同様、会員特典を継続。会員（賛助会員は 2

口以上）へ「季刊誌カイ」の送付を行った。 

 

 


