
【議案第２号】 

 

平成 25 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 

 

◆「北海道遺産情報発信アプリの制作」（～3月） 

  各北海道遺産所在地域と連携して、スマートフォンを活用したまちの情報発信アプリ

を制作。本年度については、アプリ制作に必要な地域の情報収集・整理を行った。 

 

◆「リーフレットのリニューアル」（6～9月） 

  北海道遺産 52 件を紹介するリーフレットのリニューアルを行った。これまで掲載され

ていなかったサポーター募集ほか、ウェブサイト、「ほっかいどう遺産 WAON」に関する

情報等も新たに掲載した。作成部数 15,000 部。アプリの完成後、QR コードを掲載した

ものを増刷予定。 

 

◆「Web 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公式ウェブサイ

ト、ブログ、twitter（フォロワー3,466 名）、メールニュース（登

録数約 400 名）、Facebook ページ（購読者約 1,100 名）で配信し

た。日々の情報発信手段については Facebook がメインになって

いる。 

 

北海道遺産ホームページ「最新情報」一覧 

掲載月 内 容 

４月 事務局移転のお知らせ 

 馬めくり万年カレンダーに使用する写真を募集中（～7/31） 

 ＪＲ札幌駅北海道さっぽろ観光案内所で北海道遺産の写真展示 

５月 東京で写真展『タウシュベツ拾遺』開催 写真家・岩崎量示さん（5/24～30） 

 ほっかいどうムラの宝物さがしプロジェクト第 6 次登録をしました 

 「北海道の馬文化」写真展開催中（5/10～16） 

６月 北海道地理学会シンポジウム「文化遺産としての幕末蝦夷地陣屋・囲郭の景観復原」開催＜札幌

市＞（6/30） 

 「いしかり浜サンドパーク 2013」開催！ （6/22～6/30）・砂像コンテスト参加チーム募集中！＜石

狩市＞ 

 「第８回北海幹線用水路ウォーキング」を開催します。参加者大募集中！＜美唄市＞（7/28） 

 「ポロトコタンの夜」が開催されます＜白老町＞（8/3 など） 

７月 『HOKKAIDO I CARD』が入会キャンペーン中 

 伊藤園『お茶で日本を美しく』キャンペーン実施中（～9/30） 

 函館市中央図書館郷土の歴史講座「幕末箱館の囲郭と当時の気候」開催＜函館市＞（7/20） 

 『線路の灯り 2013』が開催されます＜三笠市＞（7/20） 

 室蘭南部陣屋史跡の会講演会「室蘭南部陣屋研究の今」開催＜室蘭市＞（8/25） 

 アイヌ民族博物館特別プログラム「ポロトコタンの夜」開催＜白老町＞（8/3～） 

 料理講座『シニアのためのジンギスカン』が開催されます＜札幌市＞（8/9） 

８月 池島炭鉱（長崎県）写真展＜三笠市＞（8/14、8/21） 



 スケッチ絵はがきを販売中です＜上士幌町＞ 

 平成 25 年度白老歴史講座 第 4 講 夏期特別講演会で「文化遺産としての幕末蝦夷地陣屋・囲郭

の景観復原成果報告会」が開催されます＜白老町＞（8/24） 

 「廣井勇が小樽に残した遺産を未来につなごう！」開催＜小樽市＞（9/14） 

 「第 35 回北海道和種馬・第 18 回ポニー共進会」開催＜八雲町＞（9/8） 

 「ジンギスカン フォーラム」開催＜札幌市＞（9/2） 

 「第 6 回全国ロングトレイルフォーラム」開催＜中標津町＞（10/4 ※9/25 申込締切り） 

９月 松前マグロまつり＜松前町＞（9/21・22） 

 『2014 年版北海道炭鉱遺産カレンダー』が出来上がりました 

 『「釧路海底炭鉱」見学会』のお知らせ 

 『「露頭炭鉱と炭鉱遺産」めぐりのお知らせ』 

10 月 公益財団法人太陽財団が平成 26 年度助成対象事業を募集（10/1～10/31） 

 伊藤園「お茶で北海道を美しく」キャンペーン・ボランティア活動が行われました＜上士幌町町＞

（10/13） 

 どさんこ馬フォーラム in 函館 開催のお知らせ＜函館市＞（11/24） 

 北海道立図書館 北方資料展示「空知の炭鉱の暮らしとその記憶」のご案内＜江別市＞（10/5～

12/28） 

12 月 岩崎量示 写真展 『タウシュベツ拾遺』のご案内＜札幌＞（12/3～12/18） 

 馬めくりカレンダー展のご案内＜札幌市＞（12/17～12/23） 

H26．３

月 

H25 年度北海道遺産交流会議を開催しました＜札幌市＞（2/28） 

 

◆「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（8/19～8/21：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実施。今回は日高町、ばんえい競馬、北

海道和種馬保存協会のご協力をいただき、「北海道の馬文化」をテーマにした。 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

＜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」の寄付により整備した北海道遺産の写真額をＪＲ札幌駅内

の「北海道さっぽろ観光案内所」に常設展示中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「その他のＰＲ活動」（随時） 

◇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） 

・『シーン北海道』（ボドニ） 

・『さっぽろ東本願寺』（真宗大谷派札幌別院広報誌） 

・『GREEN』（ホクレン農業共同組合連合会広報誌） 

・『2013 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） 

◇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、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ロゴマークの活用 

・（株）GyaO：映像コンテンツ配信サイトにて北海道遺産の映像配信 

・（株）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 

 
◆「ニュースレターの発行」（年 3回） 

手づくりのニュースレター「北海道遺産だ

より」を発行（年 3 回）。協議会の活動情報、

地域の行事情報など。正会員・賛助会員・

関係者等に送付した。 
 

 

＜北海道遺産だより＞ 



◆「北海道遺産ＤＶＤ」と「公式ガイドブック」の販売（通年） 

平成 25 年度販売実績 

・北海道遺産ＤＶＤ  11 セット・20 千円 

・北海道遺産公式ガイドブック 41 冊・33 千円 



（２）地域活動促進支援事業 

 

◆「北海道遺産地域活動支援」（6月～） 

「ほっかいどう遺産 WAON」（イオン北海道、マックスバリュ北海道発行）のご寄付によ

り、北海道遺産所在地域における遺産保全・活用事業を募集し、10 件（計 350 万円）

の活動に対する助成を実施した。 

  ※助成先活動については別紙参照 

 

◆「北海道遺産交流会議の開催」（2月） 

  北海道遺産選定地域、正会員、賛助会員他関係者にご参加いただき、「平成 25 年度北

海道遺産交流会議」を実施した。会議の中で、北海道遺産へのご支援をいただいてい

るイオン北海道、マックスバリュ北海道、伊藤園各社に石森会長より感謝状を贈呈、

今回助成を受けた計 6件の地域から活動報告が行われた。 

  ・日時：平成 26 年 2 月 28 日（金） 

  ・場所：ホテルオークラ札幌 

  ・参加者：60 名 

     
 

   
 

   



 

   

 

      

 

    

 

◆「北海道遺産満足度向上プロジェクトの発足」（10 月～） 

北海道遺産を訪れる人、受け入れる側双方の満足度を高め、北海道遺産をブランド化

していくための必要方策について検討を行うプロジェクトチームを発足、計 3 回の会

議を行い、検討結果を提案書としてまとめた。 



（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） 

◇ウェブサイト運営・管理・修正 

 サーバーの更新にともない、サイトの移行を実施した。 

  

※今年度は都合により登録は実施していない。今後の実施方針・体制について平成 26

年度に検討を行う予定。 

※現在の登録数 

・257 件（平成 25 年 5 月現在） 

 

 

（４）その他の事業 

 

◆理事会の開催 

◇日時 平成 25 年 6 月 3日（月） 15：00～17：00 

◇会場 北海道遺産協議会事務局 

◇内容 平成 24 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 25 年度事業計画（案） 

及び収支予算（案） 

 

◆総会の開催 

◇日時 平成 25 年 6 月 21 日（金） 10：00～12：00 

◇会場 ポールスター札幌 

◇内容 平成 24 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 25 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 25 年度会員 

   ・個人正会員  7 人 7 口 

・団体正会員  40 法人 54 口 

・個人賛助会員 28 人 31 口 

   ・団体賛助会費 7 法人 26 口 

 

 


