平成３０年３月２３日
北百五十第２１５号
北海道 150 年事業実行委員会 委員各位
北海道 150 年事業実行委員会
会長

北海道知事 高橋

はるみ

平成 29 年度第３回総会（書面）の開催について
日頃より、北海道 150 年事業の推進にご理解・ご尽力をいただき心より感謝申し上げます。
さて、実行委員会規約第９条第３項の規定に基づき、次の事項について審議するため、平成 29 年
度第３回総会を開催します。
なお、本総会は、規約第９条第７項の規定に基づき、書面により開催します。
記
１

議題
【１号議案】平成 29 年度事業報告について
【２号議案】平成 29 年度収支決算（見込）報告について
【３号議案】北海道 150 年事業 事業計画（案）について
【４号議案】平成 30 年度予算（案）について

２

議決等
別紙議決書に記載願います。
・
【１号議案】から【４号議案】に係る承認の可否についてご記入ください。
・３月３０日（金）までにメール又はＦＡＸで提出願います。

３

提出先
北海道総合政策部政策局北海道 150 年事業室 主査 早田 武志
TEL：011-204-5995

FAX：011-232-6313

E-mail：hayata.takeshi@pref.hokkaido.lg.jp

北海道総合政策部政策局北海道 150 年事業室
（担当）早田、今田
札幌市中央区北３条西６丁目
TEL：011-204-5995

FAX：011-232-6313

E-mail：hayata.takeshi@pref.hokkaido.lg.jp

【1 号議案】

平成 29 年度事業報告
１

北海道 150 年事業 事業計画の策定
平成 30 年１月～12 月に実施する北海道 150 年事業の事業計画を、次のとおり作成
策定するとともに、事業計画の実施に向けた調整等を順次進めました。
事業計画（素案）
事業計画（原案）
事業計画（案）

２

区
分
北海道 150 年事業の骨格
事業の具体的な実施方法を含めた詳細計画
（Ｈ30 年４月以降分については予算議決未了）
事業の具体的な実施方法を含めた詳細計画
（道予算議決を踏まえて改訂）※【３号議案】を参照

作成時期
【６月】
【12 月】
【３月】

事業ＰＲの実施
パートナーをはじめとする企業・団体、各メディア等の協力をいただきながら、道内
外の皆様に対して、北海道 150 年事業のＰＲを実施しました。
 カウントダウンイベントの実施

【８～９月】

・みんわらウィーク（8/5 サッポロファクトリー）
・さっぽろオータムフェスト 2017 （9/23 大通公園）

 キックオフイベントの実施

【１月～２月】

・札幌モーターショー2018（1/19～21 札幌ドーム）
・第 69 回さっぽろ雪まつり（2/5～12 大通公園）
・キックオフ特別イベント「キタデミー賞」
（2/5 ニトリ文化ホール）
・第 23 回武四郎まつり（2/25 三重県松阪市松浦武四郎記念館）
・PR イベント＠イオン北海道（1～2 月 苫小牧市・北斗市・帯広市・釧路市・北見市・旭川市）

 パートナー・実行委員会構成員と連携したＰＲ 【４月～３月】※H30 継続実施予定
＜イベントでの事業ＰＲ＞
（例）北海道クラシックカーラリー2017（7/7 札幌市）
、
北海道フェア in 代々木（9/28～10/1 東京都）
、
スポーツの楽しさを学ぼう

ジュニアスポーツチャレンジ！（12/10 釧路市）

＜記事紹介＞
（例）北海道情報紙「北海道 NOW」別冊（1/1 （公社）北海道倶楽部）
札幌商工会議所会員企業向け広報誌「さっぽろ経済」１月号（1/10 札幌商工会議所）
道経連会報 2018 年 1・2 月号掲載（1/25 北海道経済連合会）

 ウェブサイトを活用したＰＲ

等

【４月～３月】※H30 継続実施予定

・アクセス数：418,683PV（４月～２月累計）
・発信ニュース件数：242 件（４月～２月累計）

 ＰＲ資材（ポスター、チラシ、動画等）の作成 【４月～３月】
・ポスター：B1（500 枚）、B2（500 枚×２種）
・チラシ：A3（2,500 枚）、A4（20,000 枚）
・ユニフォーム（４種 53 着）
、のぼり（100 枚）
・ポケットティッシュ（20,000 個）
、クリアファイル（17,500 枚）
、ボールペン（10,000 本）
、
メモ帳（5,000 冊）、シール（5,000 枚）
、ミニタオル（1,500 枚）
、うちわ（1,000 枚） など
・ＰＲ動画：３分、30 秒、15 秒×２種（北海道の歴史、人物、出来事、自然などを紹介）






広報紙ほっかいどう（特集号）の発行
【２月】
公式ガイドブック（第１版）の作成（5,000 部）
【12 月】
ロゴマークの使用承認（110 件）※２月末現在 【４月～３月】
北海道 150 年事業応援企画によるＰＲ
【４月～12 月】

３

北海道みらいメンバーシップの募集、選任等
寄附や協賛、事業にご参画いただく皆様である「サポーター」
、「スポンサー」、「パー
トナー」を募集しました。
また、記念式典等に関してご助言いただくとともに、
「北海道 150 年事業」や「北海道
の魅力」を世界に広く発信していただく「アドバイザー」を選任しました。
 サポーター（ご寄付いただける個人）の募集
・９件 10 名

【４月～３月】※H30.12 月まで継続募集

※３月 13 日現在

 スポンサー（ご寄付・ご協賛いただける企業・団体等）の募集 【４月～３月】※H30.12 月まで継続募集
・寄附・協賛：66 企業・団体

※３月 13 日現在

・物 品 協 賛：17 企業・団体

※３月 13 日現在

 パートナー（事業にご参画いただける企業、団体等）の募集、決定 【４月～12 月】
・第１～第４次募集、165 企業・団体

 アドバイザー（事業へのご助言・情報発信いただける個人）の選任 【12 月】
・小磯修二氏（開拓、開発の歴史）
・東村有三氏（主催イベントの企画・演出）
・本田優子氏（アイヌ文化）

４

総会の開催
事業計画の策定等に係る審議を行うため、規約第９条の規定に基づく総会を開催しました。
【5 月 26 日（書面）
、12 月 19 日、3 月 23 日（書面）】

５

役員会の開催
事業の運営に係る審議を行うため、規約第 10 条の規定に基づく役員会を開催しました。
【9 月 1 日】

６

運営会議の開催
個別事業の企画、検討及び必要な調整を図るため、規約第 12 条の規定に基づく運営
会議を開催しました。
【6 月 5 日、７月 20 日、10 月 27 日】※H30 継続実施予定

７

関連企画
パートナーが、企画力やノウハウを生かし、実行委員会と連携して、様々な企画を実
施しました。
（例）2018 年新生児への記念球プレゼント、道庁赤れんが庁舎プロジェクションマッピング、
自社主催イベント・商品等でのＰＲ、フォーラムの開催、記念フェアの実施、
記念商品の発売、松浦武四郎関連ツアー（道内・三重県松阪市等）の実施、
記念テレビ・ラジオ番組の放送 等

８

北海道みらい事業
(1) 北海道みらい事業等の募集・登録
様々な主体が実施する個別事業を、募集・登録しました。
【４月～３月】
（実施主体：道民、関係団体、企業、市町村等）
● 北海道みらい事業（Ｈ30 年１月～12 月実施分）※H30.11 月まで継続募集
・678 事業 ※3 月８日現在
● 北海道 150 年事業応援企画（Ｈ29 年４月～12 月実施分）
・90 事業

(2) 北海道みらい事業への支援
登録を行った「北海道みらい事業」に対して支援を行いました。
● クラウドファンディングによる支援（パートナー：(株)アクトナウ）
・３件実施
● 道の「地域づくり総合交付金」による支援（Ｈ29 年度予算 1,600 万円）
・４事業（予定）

【２号議案】

平成29年度 収支決算見込

（単位：円）
区
1
２

予算額

分

決算見込額

（補正後）

負担金
寄附金

決算-予算

備

15,000,000

15,000,000

0

10,481,000

21,354,150

10,873,150

考

収
入

・前年度繰越金：792,055

３

その他収入

793,000

795,372

2,372 ・雑収入：3,213
・預金利子：104

収入計
４

（Ａ）

事業費

26,274,000
19,003,000

37,149,522

10,875,522

17,790,392 ▲ 1,212,608
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ：673,380

ＰＲツール関係

・PRｸﾞｯｽﾞ：4,120,042

10,983,000

9,523,822 ▲ 1,459,178 ・ｳｪﾌﾞｻｲﾄ：1,944,000
ほか

支

・ｷｯｸｵﾌｲﾍﾞﾝﾄ：999,000

出

イベント関係

8,020,000

8,266,570

246,570 ・計画策定等：7,182,000
・ｲﾍﾞﾝﾄ参加旅費：85,570

５

その他
支出計

（Ｂ）

収支差額（A－Ｂ）

7,271,000

26,114 ▲ 7,244,886

26,274,000

17,816,506 ▲ 8,457,494

0

19,333,016

・雑費：8,618
・振込手数料：17,496

19,333,016 翌年度へ繰越

【３号議案】

北海道 150 年事業 事業計画（案）

１

北海道 150 年事業 事業計画（案）の概要
別添１のとおり

２

北海道 150 年事業 事業計画（案）
別添２のとおり

【４号議案】

平成30年度 予算（案）
（単位：千円）
区

分

１

負担金

収 ２

寄附金

入 ３

その他収入
収入計

４

事業費

内

予算額

訳

231,197 道負担金
7,519 寄附金受入見込
19,333 前年度繰越金
258,049
256,859
・記念式典（8月5日）
・北海道150年ウィーク（7月14日～8月26日）

記念セレモニー 228,845 ・サイエンスフェスティバル（8月6日～7日）
・子どもたちの交流事業（7月～9月

三重県、佐賀県）

・北海道150年音楽祭（12月）
・公式ウェブサイトの運営

支
出

事業ＰＲ

19,198

・ＰＲ資材（ポスター、チラシ、ノベルティグッズ）の作成
・公式ガイドブックの作成（4月、7月）
・ＰＲイベントの実施

５

記録誌等作成

8,816 ・記録誌、記録映像等の作成

その他

1,190 予備費

支出計

258,049

※１ 上記の他、国際交流事業「姉妹友好提携地域ラウンドテーブル2018」を道予算で措置（25,477千円）。
※２ 北海道みらい事業に対する支援として、道予算で補助事業実施（H30.4～12月実施事業分
※３ 事務局費については、事務局を構成する各機関の予算により対応。

50,000千円）。

