【議案第１号】

平成 26 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）
昨年度、各北海道遺産所在地域と連携して収集した情報をもとに、ス
マートフォン向けアプリ（Android・ios 対応）
、北海道遺産アプリ『北
海道遺産 navi』を制作、3 月に公開した。ダウンロード実績：約 250
件（H27.5 月現在）

＜北海道遺産 navi＞

◆「リーフレット増補版の制作」（3 月）
昨年度リニューアルしたリーフレットにアプリの QR コードを掲載した増補版を作成し
た。（制作部数：15,000 部）
◆「北海道遺産公式サイトのリニューアル」（6 月）
リニューアル自体は H27 年度へ持越。H26 年度はサーバーの移行を実施した。
◆「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3,722 名）、メールニュース（登録数約 400 名）、Facebook ページ（購読者
約 1,658 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
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内 容
平成 26 年度「ほっかいどう遺産 WAON」による助成活動の募集を開始しました
平成 26 年度「お茶で北海道を美しく（伊藤園）」キャンペーンによる寄付活動の募集を開始しました
『ダウン・ザ・テッシ-オ-ペツ 2014』参加者募集は６月１日から＜美深町＞（1 次募集は 6/30 まで）
『第 9 回 北海幹線用水路ウォーキング』参加者募集のお知らせ＜美唄市＞(7/27）
『NPO 炭鉱の記憶推進事業団』よりイベントのご案内
助成活動寄付に係る感謝状贈呈式を行いました＜札幌市＞(8/5)
道立図書館「北海道から発信！ひと足早い「マッサン」を学ぼう！」のご案内(8/16～9/11)
「土の館」が機械遺産に認定されました！＜上富良野町＞
サッポロ生ビール黒ラベル「北海道遺産の旅缶」が発売されます！（9/9）
『どさんこフォーラム』が開催されます＜札幌市＞（11/8～9）
H26 年度北海道遺産交流会議を開催しました＜札幌市＞（12/18）

◆「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（7/14～7/16：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「ジンギスカン」を主テー
マに、ジンギスカン応援隊にご協力いただいたパネル展示と、ジンギスカンアンケ
ートを実施。また、ほっかいどう WAON の H25 年度助成金活動と伊藤園「お茶で北海
道を美しく」キャンペーンの H25 年度助成金活動の紹介を行った。

＜北海道遺産パネル展（道庁１階）＞

◇「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
・『北海道生活 2015.2-3 月号』
・『JP01』
・『北海道ドライブマップ』（ニッポンレンタカー）
・『tabitte』
（昭文社）北海道遺産特集ページ
・『Scene 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）
・『労働政策局だより』（北海道経済連合会）
・『2014 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）

『北海道ドライブマップ』主な北海道遺産のアイコンを掲載

『北海道生活』50 数ページにわたる北海道遺産の特集

毎号表紙に遺産の写真掲載

『Scene 北海道』遺産の公募写真掲載

◇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
・イオン北海道、サッポロビール：黒ラベル北海道遺産缶の発売
・川崎近海汽船（シルバーフェリー）：パンフへのロゴ掲載
・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
・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

『サッポロ黒ラベル北海道遺産缶』北海道遺産数点がデザインされたサッポロ黒ラベルをイオン系列の店
舗で販売、売り上げの一部をご寄付いただいた

◆「ニュースレターの発行」（年 2 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 2 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 26 年度販売実績
・北海道遺産ＤＶＤ

95 セット・141 千円（H25 年度:11 セット）

・北海道遺産公式ガイドブック

218 冊・143 千円（H25 年度:41 冊）

（２）地域活動促進支援事業
◆「北海道遺産地域活動支援」（7 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、14 件/500 万円の活動
に対する助成を実施した（H25 年度 10 件/350 万円）。
※助成先の活動については「資料 1：平成 26 年度「ほっかいどう遺産 WAON」助成活動報告」参照

◆「北海道遺産交流会議の開催」（12 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 26 年度北
海道遺産交流会議」を実施した。今回助成を受けた計 7 件の地域から活動報告、また
「北海道遺産を核とした地域と企業のよりよい関係づくり」と題したパネルディスカ
ッションが行われた。
・日時：平成 26 年 12 月 18 日（木）
・場所：ホテルオークラ札幌
・参加者：72 名
＜WAON・伊藤園助成活動報告＞
WAON：5 件
・福山醸造 森 氏（札幌苗穂地区の工場・記念館群）
・北海道和種馬保存協会 白井 氏（北海道の馬文化）
・ピアソン会 伊藤 氏（ピアソン記念館）
・余市観光協会 伊藤 氏（ニッカウヰスキー余市蒸溜所）
・白老アイヌ民族博物館 野本 氏（アイヌ文化）
・ご挨拶：星野三郎 様（イオン北海道株式会社代表取締役社長）
伊藤園：2 件
・ファウンド 徳間 氏（京極のふきだし湧水）
・足寄観光協会 伊藤 氏（螺湾ブキ）
・ご挨拶：川崎 潤 様（株式会社伊藤園北海道・東北地域営業本部長）
＜パネルディスカッション＞
テーマ：北海道遺産を核とした地域と企業のよりよい関係づくり
進行・コーディネーター：池ノ上真一 氏（北海道教育大学函館校）
パネリスト：竹垣吉彦 氏（イオン北海道株式会社総合企画本部長）
唐沢進治 氏（株式会社伊藤園北海道地区営業部長）
水間博史 氏（第 746 なよろ煮込みジンギス艦隊、名寄市営業戦略課 課長）
上田裕文

氏（札幌市立大学デザイン学部）

◆「北海道遺産満足度向上 PT：パイロットプロジェクトの実施」（9 月～）
H25 年度に発足したプロジェクトチームによる検討を継続して実施した。年度途中より
理事会の検討部会と統合する形で、北海道遺産の今後の方向性に関する議論を行った。
※検討結果については「資料 2:検討部会検討結果まとめ」参照

（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」（休止中）
※今年度は募集・登録とも実施していない。今後については、北海道遺産全体の将来
構想の検討と合わせて検討。
※現在の登録数
・257 件（平成 27 年 5 月現在）

（４）その他の事業
◆理事会の開催
◇日時 平成 26 年 5 月 28 日（水） 13：30～15：15
◇会場

北海道遺産協議会事務局

◇内容 平成 25 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 26 年度事業計画（案）
及び収支予算（案）
◆総会の開催
◇日時 平成 26 年 6 月 24 日（火） 13：30～15：30
◇会場

北海道庁

別館 9 階

第一研修室

◇内容

平成 25 年度事業報告、収支決算及び監査報告、平成 26 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 26 年度会員
・個人正会員

8人8口

・団体正会員

44 法人 57 口

・個人賛助会員

37 人 40 口

・団体賛助会費

6 法人 22 口

