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１　構成資産の保護・管理に関する観察

Ⅱ-12.
資産の調査研究

資産に関わる調査研究の実施状況及び
その内容、調査研究成果等を掲載した報
告書等の発刊数を把握する。

Ⅱ-13.
関連文化財の調査研究

構成資産に関連する文化財の調査研究
の実施状況及びその内容、調査研究成
果を掲載した報告書等の発刊数を把握
する。

Ⅱ-14.
調査研究体制の充実

構成資産の調査研究等を担う専門職員
の数を把握する。

２　顕著な普遍的価値の伝達に関する指標

Ⅶ-1.
資産に関する研修会等へ
の参加者数

資産に関する研修会、セミナー等への参
加者数を測定する。

Ⅷ.地域住民、民
間団体の活動

Ⅷ-1.
資産に関する地域住民、
民間団体の活動

構成資産での地域住民、民間団体等の
活動内容や参加人数等を測定する。

Ⅶ.顕著な普遍
的価値の伝達

表５参照

9，997人 15,263人

Ⅶ-3.
パンフレットやホームペー
ジによる情報提供

刊行されているパンフレット等、地方公共
団体共通のホームページにより、情報提
供の回数・状況を把握する。

パンフレット等の発行回数 パンフレット等の発行回数 表４参照
パンフレット等の発行部数：　39,200部。
ホームページのアクセス数：　35,431件。

2回 6回

ホームページの更新回数 ホームページの更新回数

47回 40回

表１参照

表２参照

備考指標 前年度結果

0件

0件

 3人

項目

項目

Ⅱ.資産の保全
状況と保護・管
理 0件

今年度結果

今年度結果

0件

 3人

指標 備考

表３参照

11,692人12，955人

前年度結果



表１　資産の調査研究
【調査研究の実施状況】

補助金等

【調査研究成果等を掲載した報告書等】
補助金等

表２　関連文化財の調査研究

補助金等概要

該当なし

名称 作成主体 規格・頁数 発行部数 言語

調査研究の内容 実施主体 実施期間 概要 別添資料の有無

該当なし □　あり　　□　なし

□　あり　　□　なし

□　あり　　□　なし

概要

該当なし

名称 作成主体 規格・頁数 発行部数 言語



表３　資産に関する研修会等の開催状況

表４　パンフレットやホームページによる情報提供
パンフレット等

2021年3月5日～3月7日 北海道 6,500人
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた機運を盛り上げるた
め、北海道・北東北を代表する土偶のレプリカ11点を展示した。

名称 作成（改訂）主体 規格・頁数 発行部数

北海道の縄文遺跡（中学生用） 北海道教育庁 A4・８頁 8,000部

渡島の縄文ガイド研修会 2021年3月24日 北海道渡島総合振興局 142人
渡島管内のタクシードライバーやバスガイド、及びや観光ガイド等を対象とした
管内の縄文遺跡や出土品等の魅力等を学ぶ研修会を実施。

言語 概要

北海道の縄文遺跡（小学生用） 北海道教育庁 A4・８頁 16,000部 日本語

縄文遺跡群
世界遺産登録推進本部

60人
縄文遺跡群に対する理解を深めていただくことを目的に、「縄文遺跡群のこれ
から～登録を見据えた活用を考える～」」をテーマにフォーラムを開催した。

北の縄文パネル展（道庁本庁舎1階）
2020年4月16日～4月17日、10月20日
～10月22日、2021年1月18日～1月20
日

北海道 1,768人
北海道庁本庁舎1階ロビーで、北海道の縄文文化の価値や魅力を紹介するパ
ネル等を展示した。

北の縄文リレー展
2020年9月19日～10月1日（様似）、9
月10日～10月15日（北斗）、11月6日～
11月18日（枝幸）

北海道 1,527人

北の縄文パネル展
2020年8月18日～26日、11月18日～
24日、2021年１月12日～28日

北海道胆振総合振興局 1,600人
公共施設・道の駅で「北海道・北東北の縄文遺産群」や胆振管内の縄文遺跡に
関するパネル等を展示（苫小牧市、伊達市、むかわ町で各１回開催）

名称 開催日 事業主体 参加者数 概要

北の縄文セミナー in北斗 2020年10月14日 北海道 75人
縄文文化の価値や魅力を地域の方々に知ってもらうことを目的に、地元教育委
員会の学芸員によるセミナーを行った。

北の縄文セミナー in様似 2020年10月1日 北海道 20人
縄文文化の価値や魅力を地域の方々に知ってもらうことを目的に、地元教育委
員会の学芸員によるセミナーを行った。

縄文春まつり2021 inチカホ

北海道の縄文文化の魅力発信を目的に、道内各地（様似町、北斗市、枝幸町）
において、出土品や解説パネル等を展示した。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」
世界遺産登録推進フォーラム

2021年3月7日

渡島の縄文ガイド 北海道渡島総合振興局 Ａ5・４９頁 400部 日本語
タクシードライバーやバスガイド、地元ボランティアガ
イド向けに、渡島の縄文遺跡や遺物などの魅力等を
理解してもらうための資料。

A5・１８頁 9,000部 日本語
小学生以下を対象に北海道の縄文文化の魅力を紹
介する資料

日本語
世界遺産と北海道の縄文遺跡に関する学習資料や
掲載図版データ、道や市町村刊行の縄文に関する
資料、道内の縄文関連施設で実施している事業等

日本語 世界遺産と北海道の縄文遺跡に関する学習資料

北海道の縄文遺跡（高校生用） 北海道教育庁 A4・８頁 4,000部 日本語 世界遺産と北海道の縄文遺跡に関する学習資料

CD-ROM北海道の縄文遺跡(CD-ROM版） 北海道教育庁 1,800部

世界遺産と北海道の縄文遺跡に関する学習資料

小冊子　『Let's 北の縄文』 北海道



ホームページ

言語 更新回数 アクセス数

日本語 13回 32,476件

日本語 26回 671件

日本語 1回 1,860件

日本語 0回 424件

表５　資産に関する地域住民、民間団体の活動

2020年10月10日～11月3日

石狩の縄文 北海道石狩振興局
石狩振興局管内の縄文文化施設や登録を目指す
取組の紹介

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/ishi
karijomon.htm

名称 開催日 事業主体 参加者数 概要

縄文夏まつり inチカホ
－Road to 2021！ めざせ世界遺産！
－

2020年8月1日～8月4日 北の縄文道民会議 8,980人
縄文文化の価値や魅力を伝える出土品や映像作品の展示を通じ、広く道民に
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた取組に対する理解を
深める機会を提供する。

縄文ブース設置 2020年6月21日
縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェ
クト

200人
はこだてみらい館にブースを設置し、子供向けに縄文文化を学ぶ縄文紙芝居
やクラフトワークを実施。

縄文講座開催 2020年10月～３月（全6回）
函館市縄文文化交流セ
ンター

60人
函館市縄文文化交流センターにおいて、縄文文化と函館市南茅部地区の関わ
りについて説明する講座の実施。

はこだてみらい館 6,000人
はこだてみらい館において、渡島総合振興局や函館市教育委員会、縄文ＤＯ
ＨＮＡＮプロジェクト等関連団体との協力により、縄文文化の理解促進を図るた
めのパネルや土器の展示、子供向けの縄文体験イベント等を実施。

ガイドツアー実施 2020年10月3日、10月4日
縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェ
クト

23人
縄文文化についての座学や実際のガイド経験談を聞き、遺跡見学を通じて基
礎知識を養ってもらうことを目的に実施。

「ＤＯＫＩ！ ＤＯＫＩ！ ＪＯＭＯＮ ＥＸＰＯ
ｉｎ はこだてみらい館」

いぶりの縄文 北海道胆振総合振興局
胆振総合振興局管内の市町による取組や縄文文化
施設の紹介

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/jomon
/toppage.htm

名称 運営主体 概要 アドレス

渡島の縄文 北海道渡島総合振興局 渡島総合振興局の取組や管内の縄文文化施設の紹介
http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/jom
on.htm

縄文世界遺産推進室/世界遺産登録
推進ポータルサイト

北海道 北海道内の縄文文化や縄文遺跡群の紹介
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/jomon/inde
x.htm
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