
北海道の縄文世界遺産の活用のあり方（仮称）懇談会
前回までの整理

資料１



あり方の考え方（めざすもの）と位置づけ（再整理）

○基本的な考え方（めざすもの）【P.2参照・第1回提示】

世界遺産登録を契機に、北海道の縄文を核とした地域の賑わい（活性化）を創出するため、

道としての考え方を示すもの

○４道県本部・北海道・構成資産所在市町それぞれの役割・関係【P.3参照・第1回提示】

・本 部 →１７構成資産全体の保存・管理・整備（公開・活用）に関する全体方針

・北海道 →本部の方針と整合を取り、道内構成資産の一体的な保存・活用に関する施策の企画、実施

・市 町 →所管する構成資産の保存・活用のための事業を企画、実施

○策定後の展開

・北海道の施策への反映

・市町や地域住民、民間事業者との連携による施策の実施

・将来的に民間主導の事業体による持続可能な取組への発展
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北海道の縄文世界遺産の活用のあり方（仮称）がめざすもの

世界遺産登録実現

地元に対する誇り・愛着の高まり

地域の活性化・にぎわいの創出へ
（受入体制の整備、誘客の促進）

世界遺産の保護・保全意識の向上

北海道の縄文世界遺産の活用のあり方
（仮称）

構成資産所管市町による保護・保全の推進
（各保存活用協議会）

保護 活用

関係市町・地域住民・民間事業者等と
連携した取組の推進

活用に向けた北海道としての考え方を示し、
取組の方向性を示すもの

北海道の縄文世界遺産の活用の
あり方（仮称）に関する懇談会

有識者からの活用に関する意見

来訪者の増加

めざすものめざすもの

取組の実施取組の実施

めざす方向性の共有

とりまとめ

連携するための土台

保護と活用を両立
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４道県による保存管理体制と北海道の縄文世界遺産の活用のあり方（仮称）の関係

「活用のあり方懇談会」を通して、一体的な活用に

向けた北海道としての考え方、取組の方向性を示す

北海道の縄文世界遺産の活用のあり方（仮称）

縄文遺跡群世界遺産登録推進本部（４道県及び関係１４市町）

包括的保存管理計画

策定

保存活用推進行動計画

資産全体の保存・管理及び整備（公開・活用）に
関する方針を示すもの

縄文遺跡群の価値の保全と両立した公開・活用のため
の基本的な理念や方針を共有し、施策の方向性、取組
内容等を示すもの

縄文遺跡群世界遺産保存活用協議会
【保存・活用に関する総合調整機関】

４道県
構成資産所管市町
（関係１４市町）

■域内の構成資産の保存・活用
について指導・助言・支援

■各構成資産がめざす
将来像と照らし合わ
せながら、構成資産
を保存・活用するた
めの事業を企画し、
実施

北海道、青森県
岩手県、秋田県

■域内の構成資産を一体的に
保存・活用するために必要
な施策を企画、実施

助言
支援

相談
報告

実施

地域の活性化・にぎわいの創出へ

・函館市縄文遺跡群保存活用協議会・入江・高砂貝塚保存活用協議会

・北黄金貝塚保存活用協議会 ・キウス周堤墓群保存活用連絡会議

【道内関係市町の実施体制】

関係市町・地域住民・民間事業者との連携縄文世界遺産を中心に、道内約８千の
縄文遺跡や豊かな食、自然を活かす
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前回までの議論と今回骨子への反映
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骨子について
これまでの懇談会での御意見及び前回の意見照会への回答内容を踏まえ、事務局で全体構成の再検討を実施

○将来像（キャッチコピー）について

【御意見】

・取りまとめ結果（P.6参照）

【骨子への反映】

・継続協議

○ターゲットについて

【御意見】

・取りまとめ結果（P.8参照）

【骨子への反映】

・ターゲットの設定に固執せず、取り組むべき方向性やどのような仕組みを構築し、展開していくかを重視

・「北海道の縄文の魅力」を関係者の共通認識のもと「北海道の縄文ストーリー」として構築し、ストーリー

を核とした取組を基本とする。

・取組の進め方は、道内の縄文世界遺産への取組の現状を踏まえ、段階的に進める仕組みとする。

第1段階は「ストーリーの構築と北海道の縄文ファンの拡大、及び価値への道民の気づき」をめざす。

第2段階は「道民自身が北海道の縄文世界遺産を活かす取組への参加を通して地域コミュニティの再生や賑

わいの創出につなげる」ことをめざす。

・構築したストーリーを具体的に展開する際にマーケティング戦略を策定（ターゲット設定やプロモーション）

○これまでの御意見

【骨子への反映】個別施策に位置づけ（P.9～P.11参照）



北海道の縄文世界遺産を活かす方向性（事前意見照会での配付資料）

・国の文化政策は「文化観光」へシフト

・訪日外国人客の増加

・２０２０年ウポポイ開設

・２０２１年アドベンチャートラベル・ワール

ドサミットの開催

・ヨーロッパとの直行便（冬季のみ）

・旅行形態の変化（団体から個人旅行へ）

・アウトドア志向の拡大

・縄文女子など“縄文を楽しむ”層の拡大

・世界遺産の増加による希少性の低下

（文化遺産：１９、自然遺産：４）※Ｒ１

・全国を上回る人口減少（地域力の低下）

（2015→2030年 全国：-2.8%、北海道：-

4.5%）

（2015年：5,382千人→2030年：4,792千人）

・オーバーツーリズム（観光公害）の増加

・遺跡を広域に周遊させる仕組みが不足

・遺跡へのアクセスの改善余地

・遺跡と住民の生活域が近接（イベントの実施の考慮）

・ボランティアの高齢化、会員減少、外国語への

対応

・遺跡地域のコミュニティの結びつきの低下

・統一的情報発信の不足

・縄文文化以降、本州と異なる独自の歴史

（続縄文～擦文～オホーツク～アイヌ文化への変遷）

・北海道全域に8,000カ所以上の縄文遺跡

・道南、道央、道東、道北で異なる地域色

(道南は北東北道北・道東は大陸とのつながり)

・地域資源の豊富さ

（自然、アクティビティ、食）

・縄文関連団体や民間における縄文をテーマとし

たグッズ製作、イベント開催等の盛り上がり

機 会 脅 威

強

み

弱

み

○（異）文化や自然に関心が高いツーリスト

に向けた本格的な体験の提供

○“均一な縄文”ではなく、“北海道だけの縄文”

の提供（続縄文、縄文＋α※）

※自然、アクティビティ、キャンプなど）

○縄文を楽しむ層に対する展開

○世界遺産を入口に、全道各地の遺跡を訪れ

たくなる仕掛け（入口）を用意

○目的・レベルに応じたガイドの育成や組織

の整備

○ターゲットに応じたPRの展開

○新たな生業（ガイドなど）や持続可能性

を考慮した取組による交流人口拡大を通

じた地域活性化

【機会を捉えるため、強みをどう活かすか】 【強みでどう脅威を回避するか】

【機会を逃さないよう弱みをどう克服するか】

【凡例】

赤 字：前回（第2回）で反映した内容

青文字：今回事務局で追加した内容

〈まとめ〉北海道がめざす方向性

❶本格的な体験の提供

❷“北海道だけの縄文”の提供（続縄文、縄文＋α）

❸縄文を楽しむ層に対する展開

❹全道各地の遺跡を訪れたくなる仕掛け

❺ターゲットに応じたPRの展開

❻交流人口拡大を通じた地域活性化
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北海道の縄文世界遺産がめざす将来像を示すキャッチコピー（意見集約）

■過去から未来へ―縄文文化

■日本の心―縄文文化

■日本の原点―縄文文化

■古くて新しい縄文文化

■1万年を旅しようー縄文文化

■縄文はWow！

■ディープな日本を見つけようー縄文文化

■縄文―新しい日本に出会う

■世界の未来を開く縄文文化

■過去から未来を見つめる_縄文

■体感しよう雄大な自然と縄文スピリット

■世界で北海道ならではの縄文

■最強ミステリー

■ひらこう！未来へと繋がる新たな世界の扉

■深い精神性

■縄文文化が世界の未来を拓く

■世界が憧れるSDGsの島・北海道

■多様性を生むウェットランド・北海道

阿部構成員

臼井構成員

池ノ上構成員

戎谷構成員

佐賀構成員

■なぜ、世界は驚いたのか。

■北の縄文の、何がスゴイのか？

■世界が息をのんだ。縄文人の奇跡。
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■土器にドキドキ、土偶にグー！イセキが軌跡を！

■豊かさを紬ぐ縄文の風１万年

■縄でつながる北海道

■みんなが集う環状列石

■今を生きるJOMON

■縄文旅で笑顔に

■縄文家族物語

■縄文の和の輪の環

佐賀構成員



北海道の縄文世界遺産が想定するターゲットについて（事前意見照会での配付資料）

ターゲット層 特 徴 対応方向

①

「知的好奇心が旺盛で」、
「その土地ならではのモノ・
コトを求める」人たち

文化や自然などに対する関心が高く、自ら情報を収集し求めるレベル
が高い。地域を訪れた際は、その土地ならではの食やその土地でしか
体験出来ないコトに出会えることを重視し、環境に配慮した取組や行
動を好む。求める質が高いことから、それに合致するモノ・コトに対
しては、金額へのこだわりがない。

メインターゲット
・アドベンチャートラベル層
であり、北海道ならではの自
然や、本物の異文化体験を提
供

②

「歴史・文化に関する興味
が強く」、「知識を追求
する」人たち

縄文文化をはじめとした歴史・文化が好きで、新しく発見された遺跡
の情報や著名な研究者の講演会に積極的に参加するなど、好きな分野
における情報感度が高い。常に新しい発見や解釈を求めており、あり
きたりな解説だけでは満足出来ない。
書籍や精巧なレプリカ等には金額を惜しまないが、一般向けグッズ等
には関心が低い。

これまでのメインターゲット
・北海道の縄文世界遺産を支
える基盤層。縄文文化に関す
るより専門性のある情報発信
や展示の仕掛けにより、惹き
つける取組を展開

③

「価値観・ライフスタイルに
合致することを重視し」、

「特別な体験を期待する」
人たち

文化や自然など特定分野への関心よりも、自分の価値観やライフスタ
イルに合致するものに興味をもつ。情報感度が高く、価値観やライフ
スタイルを満足させる特別な体験であれば積極的に参加する。自分の
価値観に合致するものであれば、金額へのこだわりがない。

メインターゲット予備軍
・現状、縄文文化そのものへ
の興味は強くないが、縄文と
個人のライフスタイルが合致
するような取組により、将来
的に基盤層になり得る層。

④

「流行に敏感で」、「お目当
てを追い求める」人たち

世間の流行に敏感で、自分も発信したいと思っている。流行のものは
自分も見たり、体験したいと考えているが、それ以外には関心が低く、
目的達成後はすぐに別の目的地へ移動する傾向。流行っているモノ・
コトには体験したいと思っているが、比較的リーズナブルであること
を好む。

・流行が落ち着くと関心を示
さなくなるため、特別の対応
は行わないが、裾野拡大を図
るためには、これらの層に届
く情報発信を展開し、将来的
な基盤層への移行を期待。
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ターゲットに関する御意見

阿部構成員

■ターゲットとして特定の層を設定せずに、複数の異なる層を想定して異なる
アプローチを考えたほうがよいと思います。
具体的には、
①一般観光客（感覚的に可愛いとか面白いと思って関心を持つ層を含む）、
②修学旅行生、
③歴史・文化に興味のある層、
④欧米系
アジア圏の観光客については、国内の一般観光客と同様の志向の人たちと欧米的な
関心を持つ層に分かれるような気がします。

ターゲットの設定と対応方向は良いと思います。
これをもとに、
①具体の対応
②ビジネスモデルの想定
③マーケティングの方法
④課題
を話し合うと、あるべき形が見えてくると考えています。

縄文文化を生かす方法とターゲット設定について、以下のとおり２段階での実施が
よいと考えます。今般のグローバルな感染症被害等を考えると、外部からの訪問へ
の期待だけでなく、北海道内・地域内の住民を主なターゲットとした文化を楽しみ、
価値を継承する仕組みの構築を目指すべきだと思います。

■第1段階：縄文文化の親しみ方等を広くグローバルに普及する段階、北海道民が
価値への気付きを起こす段階

（メインターゲット）：観光やMICE等をとおした活用
・「知的好奇心が旺盛で」、「その土地ならではのモノ・コトを求める」人たち
・SDGsや先住民族に興味をもつインテリジェンスな欧米豪を中心とした訪日客

（サブターゲット）：地域コミュニティの再構築や経済振興のための活用
・遺産地域を中心とした道民
→誇り（シビックプライド）形成のための正確な情報の共有、ガイド（インター

プリター）の育成等

■第2段階：北海道民が新たな価値を創造する段階

（メインターゲット）：地域コミュニティの再構築や経済振興のための活用
・ビジネス起業や地域づくりに取り組む地域住民
→新たな生業（ガイドや体験プログラムや商品開発等）の起業
→縄文文化の継承や活用等のマネジメントを行うための地域プラットフォームの
構築による地域コミュニティの再構築

（サブターゲット）：観光やMICE等をとおした活用
・新しい知識や特別な体験を求める人
→ガイドや体験プログラムや商品開発等の新たな価値提供の手段を開発する際の
マーケティング目的

■アプローチの仕方（例えば）
① 漫画とか面白いキャッチ、キャラクターグッズ、ユニークなフェスティバルなど。
② 教育的な見地からまず先生方を啓蒙するー日本史における縄文文化の重要性と世
界史的な意義。

③より深い解説ができるガイドを育成する。学術的、芸術的な独自性、重要性をア
ピールする。

④ ③とも重複するが、アクティビティと組み合わせた旅行プログラムの造成と英語
ガイドの育成。

臼井構成員

池ノ上構成員

戎谷構成員

佐賀構成員
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北海道の縄文は、現段階では広く人々の注目を集める資源としては未熟。ファンを
作っていくためには、そこに「なぜ、世界に認められるほど北の縄文はすごいのか」
という興味と関心を起こしていくことが不可欠。ボランティアを含めて、「北の縄文
のストーリーづくり」が綿密になされ、人々をストーリーに巻き込んでいくことが重
要になる。別紙2の③の人たちをファンにしていけなければ、大きな広がりは期待で
きない。③がメインターゲットになるだろう。さらに、④の人たちを流行を追うだけ
にしてしまっているのは、推進する側のコミュニケーション戦略と展開が貧弱だから。
④の層を定着化させ、基盤層に変えていけるかが試されている。北の縄文が大きな
ムーブメントになるかどうかは、ストーリーづくりとその展開のやり方にかかってい
る。あっと驚くような発見、思わず他人に話したくなるような知識、面白すぎる雑学
＆蘊蓄、魅力あふれるトリビアなどを組み立てるストーリーテラーがカギになる。別
紙2の①②の層は、北の縄文が世界遺産に登録され、通常の展開をしていけば自ずと
ついてくる人たち。ファンを広げる挑戦的な展開が求められていると感じる。

■道 内 方向性を見極める、縄文女子力

■国 内 全国に多彩な縄文文化がいきずいているので世界遺産の印象を

■国 外 欧州、欧米などの人たちは興味が強いので期待が持てる

■その他 興味のない人への対応



○ガイド（ボランティア・プロ）の育成
・ボランティアの高齢化が課題（池ノ上）
・地域の新たな生業づくりという流れにも期待（池ノ上）
・お金を取れるガイドを育成することが必要（佐賀）

○ターゲットによってボランティアのレベルも変えていくことが必要（阿部）

○アドベンチャートラベルの来訪者は、遺跡だけではなく周辺の自然や環境についても尋ねてくる（阿部）

○その土地の自然、歴史、生き物も網羅して話すことができるレベルのガイドが必要（佐賀）

○既存組織のサポートの方法
・ボランティアについて、統一的なマネジメントの仕組みを確立し、それを６遺跡以
上に広げていけるような戦略を立てることが必要（阿部）

人材育成・組織 誘客・活用 情報発信・普及啓発

あり方（仮称）を実現するための意見交換項目①

9

これまでの御意見と骨子への反映状況

４章３「取組の展開」STEP1、STEP２ ②

４章３「取組の展開」STEP１ ②

４章３「取組の展開」STEP1、STEP２ ②

4章２基本的な姿勢と取組の方向性
４章３「取組の展開」STEP１ ②

４章３「取組の展開」STEP1、STEP２ ②



○受入体制の整備
・遺跡までの確実な誘導（サイン等）や二次交通の整備が必要（戎谷）

○地域づくり
・地域の基盤であるコミュニティの再生というベース作りが重要（阿部）
・ベース作りといくつかのベースをつなげて活用していくという２層構造となり、これを
共通認識として持ちながら、各主体の役割分担を行うことが必要（阿部）

○周遊促進、アドベンチャートラベルとの連携
・遺産が広域に分散するという弱みであっても、視点を変えると道内を巡ってもらうと
いう強みになる（臼井）

・縄文遺跡は世界遺産の構成資産以外にも約七千箇所存在していることが強みであり、遺
跡が広域に分散していることを逆手に、北海道全体として観光のツールなどとして活か
していくべき（戎谷）

○来訪者満足度の向上
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人材育成・組織 誘客・活用 情報発信・普及啓発

あり方（仮称）を実現するための意見交換項目②

めざすべき方向性を実現するための方向性について（第２回までをふまえた整理）

４章３「取組の展開」 STEP1 ③

４章３「取組の展開」STEP1 ⑤

４章３「取組の展開」STEP1 ⑤

４章２「基本的な姿勢と取組の方向性」



○効果的な情報発信
・個人旅行を引き込むためのデジタルマーケティングの視点や情報発信の強化が重要（阿部）

・縄文に関する全道統一のキャッチフレーズがあるといい（戎谷）

・現地に行きたいと思わせるような、目的地化していく戦略が必要（池ノ上）

・「北海道の縄文」と聞いてすぐに思い浮かぶようなシンボルが必要。考古学的価値とは
別の軸をおかないと、大きな力にならない（臼井）

・海外向けに人気のあるテレビ番組に取り上げてもらうことも効果的（佐賀）

○次代を担う人材育成につながる普及啓発のあり方
・学校教育の中に縄文文化を取り入れることで、興味をもつ子どもが増える（池ノ上）
・夏休みなどに子どもが遺跡の解説（ガイド）を行うと話題になる（戎谷）
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人材育成・組織 誘客・活用 情報発信・普及啓発

あり方（仮称）を実現するための意見交換項目③

めざすべき方向性を実現するための方向性について（第２回までをふまえた整理）

検討中

4第３「取組の展開」STEP1 ⑤

４章３「取組の展開」STEP1 ⑤

４章３「取組の展開」STEP1 ④

４章３「取組の展開」STEP1 ⑤

４章３「取組の展開」STEP1 ⑤


