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平成30年度　基本評価調書

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策目標

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の早期の世界遺産登録に向けた取組を推進するとともに、北の
縄文道民会議と連携した事業の実施など官民一体となった道民運動を展開する。
・多言語で作成した映像や縄文文化を紹介する冊子などにより、情報発信の強化を図る。
・北海道博物館を核として地域の博物館などとも連携し、本道の固有の歴史や道内各地の様々な
民俗芸能・生活文化などを次世代に継承し、発信する取組を推進する。

・個性豊かな土偶や漆工芸を生み出した北海道と北東北３県（青森・秋田・岩手）に所在する縄
文遺跡群について、早期の世界遺産登録に向けての取組を推進するとともに、道民の理解を深
め、さらなる気運の醸成を図る必要がある。
・人々の生活意識や価値観の多様化などにより、物質的・経済的な豊かさだけではなく、日常の
暮らしの中にゆとりや潤いといった心の豊かさが一層求められるようになり、文化に対する関心
や期待の高まりがあることなどから、本道固有の歴史や様々な民俗芸能・生活文化などを継
承、発信する取組を推進する必要がある。

ふるさとの歴史・文化の発信と継承

施 策 名
照   会   先

環境生活部所 管 部 局

文化振興課
北海道独自の歴史・文化の発信と継承

施策コード作成責任者 環境生活部長　渡辺　明彦

中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性）

北海道創生総
合戦略

A4212
北海道

強靱化計画

総合計画の指標

人・地域

新・北海道
ビジョン

C00111,C00507,C02713,C08101,C08201,C08202,C08203,C08204,C083

05,C08404

１　目標等の設定

政
策
体
系

文化振興課調整G
（内24-404)

北海道独自の歴史・文化の発信と次代への継承 北海道博物館の利用者満足度

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

大項目（分野）

特定分野別
計画等

北海道文化振興指針、北海道博物館基本計画

現状と
課題



H28

H29

H30

559,768

569,196

３（４）A

【縄文】
〇世界遺産登録に向けた推薦書案作成
〇国際的合意形成事業の実施
〇縄文文化に係るパネル・出土品の展示、普及啓発資材配布
〇縄文文化に係るセミナー・フォーラムの開催
〇縄文文化の持つ特徴やその意義、価値の大きさを、映像資料や冊子等により国内外
に広く発信する

３（４）A

【ふるさとの歴史・文化（北海道博物館）】
○資料収集方針に基づく、北海道の生成、自然、歴史、文化に意義を持つ資料の収集
○総合展示の計画的な更新や、特別展（テーマ：Ｈ３０「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦
武四郎」）・企画テーマ展（テーマ：「野幌森林公園いきもの図鑑」ほか）の実施
○北海道の自然・歴史・文化などに関する専門的な調査研究、類似した地理的環境にある
アルバータ州、サハリン州の自然・歴史・文化に関する比較研究の実施
○北海道開拓の村における歴史的建造物の施設整備
○利用者満足度のアンケート調査等を通じた利用者ニーズの把握
○調査研究の成果を活用した講座等、利用者のニーズに対応した多彩なイベントなどの実
施
○広報体制の強化、多言語対応のプロモーション映像をさまざまな機会・場所で活用
○道内市町村の博物館などとの連携事業の実施、協働・交流を促進
○ICTなどを利用した博物館・アイヌ文化に関する情報の発信
○北海道ミュージアム構想の具体化の検討
〇百年記念施設（北海道博物館、開拓の村、百年記念塔）に関し、歴史文化体感交流空間
再生のための構想を策定する。

施策の
推進体制
（役割・取組等）

634,442

今年度の取組

【縄文】
〔縄文遺跡群世界遺産登録推進本部〕・・・４道県及び14市町
・推薦書原案の改訂、国への提出
・国内フォーラム開催、国際的合意形成の促進
〔道及び北の縄文道民会議〕
・パネル展、セミナー等普及啓発事業
〔道〕
・普及啓発事業や情報発信の強化　など

今年度の
取組

役割等

【ふるさとの歴史・文化（北海道博物館）】
〔道〕
・北海道博物館において、資料の収集・保存、展示などを実施
・北海道の自然・歴史・文化の調査研究、アルバータ州、サハリン州との共
同研究の実施
・北海道開拓の村における歴史的建造物の施設整備
・魅力あるイベントの開催や教材の充実による教育普及事業の実施
・あらゆる広報媒体を活用した戦略的な広報活動の展開
・ウェブサイトやSNSを利用した北海道博物館の情報発信の強化
・ワークショップ等の開催による道民及び有識者意見の収集並びに再生構
想の策定。
〔市町村〕
・道内市町村博物館、関係施設との連携
〔博物館関係団体〕
・北海道博物館は、北海道の中核博物館として、日本博物館協会、北海道
博物館協会、全国歴史民俗系博物館協議会と連携

政策体系役割等 施策の予算額

今年度の取組

政策体系

３（４）A ３（４）A

政策体系 政策体系



各部局の対応（H30年3月末時点）

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

前年度付加意見への対応状況（H30年3月末時点）

施策

前年度付加意見

事務事業

事務事業
整理番号

前年度付加意見 各部局の対応（H30年3月末時点）

事務事業名 前年度付加意見

事務事業
整理番号

事務事業名

事務事業



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

○利用者ニーズの把握のため、特別展・企画テーマ展期間中に来館者アンケートを実施するとともに、来館者調査を実施
した（H29.8）。

（１）取組の実績と成果

政策体系 実績と成果等

３（４）A

C08201

３（４）A

○インバウンド向けの魅力ある施設環境の整備を行うため、「歴史文化施設におけるインバウンド交流施設整備事
業」を北海道開拓の村で実施した（H29.4～H30.3）。

C08202,C0830

5

３（４）A

○北海道の自然・歴史・文化などに関する専門的調査・研究として、「道民・地域との協働・連携による地域情報集積」プロ
ジェクト（5課題）、「北海道の自然・歴史・文化」総合研究プロジェクト（3課題）、「アイヌ文化に関する資料・情報の集積プロ
ジェクト」（4課題）、「アイヌ文化に関する総合的・学際的研究プロジェクト」（4課題）を継続して実施している。
○「北東アジアのなかの北海道」研究プロジェクトとして、平成29年度は、職員2名をロシア・サハリン州のサハリン州郷土博
物館に派遣し、現地で海岸漂着物及び生物相に関する調査研究を実施した（H29.8）。また、カナダ・アルバータ州のロイヤ
ル・アルバータ博物館から研究者2名を招聘し、道内において先住民関係資料及び鳥類を中心とする生物学資料に関する
共同調査を実施した（H29.9）。平成30年度は、サハリン州郷土博物館から研究者2名を招聘し（H30.7）、道内において共同
調査を実施した。

関連する計画等

備　考北海道創生総
合戦略

北海道強靱化
計画

新・北海道ビ
ジョン

３（４）A

◯北海道の自然、歴史、文化に関する貴重な資料の寄贈を受けた（弥永北海道博物館で収集・展示された資料410件、野
幌森林公園植物調査の会による野幌森林公園で採集された植物標本793件など。平成29年度は1,727件、H30年度は7月ま
でに237件の資料の寄贈を受けた）。

３（４）A

○総合展示では、来館者参加型展示の更新（H29.4）、第3テーマ「北海道らしさの秘密」の一部更新（H29.4）、第4テーマ「わ
たしたちの時代へ」の一部更新（H29.4）を実施した。
○収蔵資料を公表するために、定期的に展示を入れ替える「クローズアップ」展示コーナーの更新を実施した。H29年度は
「山田秀三とアイヌ語地名を歩く ―登別―」ほか全7か所で計27回の展示入れ替えを、平成30年度は７月までに北海道150
年事業関連展示も含めて全7か所で計8回の展示入れ替えを実施した。
○平成29年度特別展「プレイボール　北海道と野球をめぐる物語」（H29.7～H29.9）、平成30年度特別展「幕末維新を生きた
旅の巨人　松浦武四郎」（H30.6～）を実施した。
○平成29年度企画テーマ展「夜の森　ようこそ！動物たちの世界へ」（H29.4～H29.6）、「弥永コレクション」（Ｈ29.10～
H29.11）、「カムイとアイヌの ものがたり」（H30.2～H30.4）、平成30年度企画テーマ展「森林公園いきもの図鑑」（H30.4～
H30.6）を実施した。

C08201,C0830

5

３（４）A

○調査研究の成果に基づく講座・講演会や子ども向け講座「ちゃれんが子どもクラブ」、収蔵資料を活用した「ハンズオン」
等の各種教育普及事業を実施し、H29年度には16,058人、H30年度には7月までに7,472人が参加した。

C08201



３（４）A

○博物館広報の一環として、ウェブサイトやSNS等を活用して博物館情報を随時更新するとともに、「赤れんがサテライト」
の一部コーナーを更新（H29.8）するなど、多角的な情報を発信して広報の強化を図った。

３（４）A

◯道内博物館の中核施設として、北海道博物館赤れんがサテライトにおいて、地域の博物館の情報発信を実施している。
◯道内のジオパークが所在する地域の博物館等と連携し、北海道博物館において「ジオパークまつり」（H29.7）を実施した。
○「博物館と市民をつなぐ博物館パートナー組織まつり」（H29.10.26～27）を開催し、「博物館における地域住民参加型組織
フォーラム」、体験型イベント「北の みゅぜふぇす」を実施した。
◯北海道ミュージアム構想の中核施設となる北海道博物館や開拓の村などについて、今後も愛される施設となるよう、一
体的な活用について推進を図るため、指定管理者との連絡調整会議を月１回開催している。

C00111,C0050

7,C02713,C082

01,C08202,C08

203,C08204,C0

8404

３（４）A

○ICTの活用として、多言語展示解説アプリ「ポケット学芸員」を赤れんがサテライト及び特別展「プレイボール　北海道と野
球をめぐる物語」、「松浦武四郎」で活用し、海外からの来館者に対するサービスの向上を図った。また、北海道開拓の村
で、「ポケット学芸員」及び「Uni Voice」を導入して多言語（５か国語）による歴史建造物の情報発信を実施した（H30.4）。

C00507,C0820

1,C08204,C084

04

C08201,C0820

2,C08204,C083

05,C08404

（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

【縄文】
・H29.4月　国会議員連盟と4道県知事により、早期の国内推薦決定について、官房長官・文部
科学大臣・文化庁長官へ要望
・H29.7月　平成３０年度国の施策及び予算に関する提案：要望において、早期の国内推薦決定
について要望（全庁要望・環生部要望）
・H30.4月　国会議員連盟と4道県知事により、早期の国内推薦決定について、官房長官・文部
科学大臣・文化庁長官へ要望
・H30.7月　4道県知事により、早期の国内推薦決定について、国会議員連盟役員や文部科学大
臣へ要望
・H30.7月　平成３１年度国の施策及び予算に関する提案：要望において、早期の国内推薦決定
について要望（全庁要望・環生部要望）

施策に
関する

道民ニーズ

［ふるさとの歴史・文化（北海道博物館）］
●北海道立総合博物館協議会委員（H30.3）、アイヌ民族文化研究センター専門部会委員
（H29.11）からの主な意見（下記意見は、上記協議会・専門部会委員からの共通意見）
・博物館資料の収集・登録、公開・活用については、博物館の基礎となる事業なので、しっかり実
施して欲しい。
・広報は、従来のやり方にとらわれない積極的・効果的な方法で取り組むべきである。

●道民ニーズの取組への反映状況
・特別展「プレイボール　北海道と野球をめぐる物語」、「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四
郎」では、会期前にマスコミ関係者向けの「展示説明会」を開催するなど、広報の強化を図った。
・赤れんがサテライトの一部更新を行い、特別展「プレイボール　北海道と野球をめぐる物語」、
「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四郎」の広報の強化を図った。
・旧弥永北海道博物館資料の整理作業を進め、企画テーマ展「弥永コレクション」を実施して、いち
早く収集資料の公開を行った。

３（４）A

○文化庁文化審議会世界文化遺産部会において、平成30年度の世界文化遺産の推薦候補に選定された。(H30.7)
○早期の世界遺産登録を目指し、関係県、市町と共同で推薦書案を作成するとともに、有識者を招いたフォーラムや「北の
縄文道民会議」と連携したパネル展やセミナー等の普及啓発事業を実施するなど情報発信を行った。
　・フォーラム(H29年度1回H30年度2回※予定)・パネル展（H29年度6回、H30年度6回※予定）
　・セミナー（H29年度5回、H30年度4回※予定）・啓発イベント（H29年度2回、H30年度3回）
○遺跡群の学術的価値の国際合意形成を図るため、海外から専門家を招聘し、国際会議を東京都で開催。（4道県事業）
(H30.5)

○北海道の縄文文化の魅力や特徴を紹介する映像(多言語対応）や小冊子（日･英）をホームページで公開（H28～）すると
ともに、パネル展で放映・配布（H30.2）することで広く発信した。

A4212 C08101

３（４）A

○百年記念施設については、北海道立総合博物館協議会（H30.6）ならびに同専門部会（H30.7）において、議論の経過を説
明するとともに、同協議会・専門部会委員の意見を得る機会とした。

C08202,C0830

5
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

（１）施策間・部局間の連携 （１）施策間・部局間の連携

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

平成30年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

政策体系
関係部・関係課施策コード

北海道独自の歴史・文化の発信と継承 施策コード

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果連携内容
連携先

Ｎ０３１３

道立近代美術館、道立帯広美術館

総合政策部政策局、広報広聴課

環境生活部アイヌ政策推進局
･教育庁文化財博物館課と連携し、世界遺産登録に向けた推薦書素案を作
成するとともに、縄文文化に係るパネル・出土品の展示及び縄文文化に係る
セミナーを開催した。（・パネル展[H29年度6回、H30年度6回※予定]・セミ
ナー[H29年度5回、H30年度4回※予定]）

・総合政策部政策局に対して、松浦武四郎を北海道150年事業のキーパーソ
ンとするにあたっての専門的知識の提供を行った。
・道立帯広美術館と連携し、道立近代美術館、道立文書館、道立図書館等に
よる資料借用協力のもと、松浦武四郎の生涯などを紹介する特別展「幕末維
新を生きた旅の巨人　松浦武四郎」を、平成30年6月30日から開催した。
・同展の広報のため、総合政策部広報広聴課の協力により、北海道のホー
ムページ（トップページ）に特別展のバナー広告掲示を平成30年6月から開始
した。

３（４）A

世界遺産登録に向けた推薦書案作成、縄文文化に係るパネル・出土品の
展示、縄文文化に係るセミナー・フォーラムの開催等や北海道立総合博物
館の事業実施等にあたっては、必要に応じて教育庁文化財博物館課やア
イヌ政策推進室と連携。

教育庁生涯学習推進局文化財・博物館
課

Ｎ１１１０

N１１１０
北海道150年事業の一環として、北海道の歴史・文化・芸術などに関する
政策課題の対応、関係部局と情報の共有を図るとともに、北海道博物館第
４回特別展「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四郎」を開催する。

N０２１４

－



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

北海道博物館は、北海道の中核的博物館として、日本博物館協会、北海道博物館協
会、全国歴史民俗系博物館協議会と連携し、道内各地の博物館活動を支援する。

北海道博物館協会

北海道･北東北の縄文遺群の登録をめざす道民会議
（略称：北の縄文道民会議）

北海道縄文のまち連絡会

札幌国際大学縄文世界遺産研究室

松浦武四郎記念館、三重県総合博物館

全国歴史民俗系博物館協議会

北海道博物館は、三重県松阪市の松浦武四郎記念館や新聞社等と連携し、北海道命
名150年、松浦武四郎生誕200年を迎える機会に、松浦武四郎の生涯やアイヌ民族との
交流などについて紹介する目的で、第４回特別展「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武
四郎」を開催する。

北海道博物館は、札幌市厚別区・江別市に位置する博物館や水族館・図書館など１０の
文化施設で構成する「かるちゃるnet」の中心館として、北海道の歴史や文化、自然、科
学を楽しく体験できるイベントを協働で実施する。

日本博物館協会

連携先

北海道歴史文化財団

北海道新聞社、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞
社、十勝毎日新聞社、NHK札幌放送局等

札幌市厚別区・江別市の文化施設

連携内容

縄文文化に係るパネル・出土品の展示及びセミナー・フォーラムの開催等

取組の実績と成果

早期の世界遺産登録を目指し、有識者を招いたフォーラムやパネル展、セミ
ナー等の啓発事業を連携して実施した。
　・フォーラム(H29年度1回、H30年度2回※予定)
　・パネル展（H29年度6回、H30年度6回※予定）
　・セミナー（H29年度5回、H30年度4回※予定）
　・啓発イベント（H29年度2回、H30年度3回）

北海道博物館は、三重県松阪市の松浦武四郎記念館、三重県総合博物館、
北海道歴史文化財団、道内各新聞社等と連携し、松浦武四郎の生涯などを
紹介する特別展を、平成30年6月30日から開催した。
広報にあたっては、センチュリーロイヤルホテルでのＰＲパネル展の実施、特
別展を題材にした期間限定ランチメニューの実施などで協力いただいた。

北海道博物館は、札幌市厚別区・江別市に位置する博物館や水族館・図書
館など１０の文化施設で構成する「かるちゃるnet」の中心館として、各館の広
報ならびに普及事業等の活動における連携強化を図り、ワークショップイベン
トや、「かるちゃるnet」加盟館をめぐるスタンプラリーを実施した。

・北海道博物館に北海道博物館協会事務局を置き、道内各地の博物館と連
携し、北海道の中核的博物館の役割を担う取組を進めている。
・北海道博物館が日本博物館協会北海道支部長館ならびに全国歴史民俗
系博物館協議会幹事館となり、全国的な博物館ネットワークにおける道内の
窓口として、道内各地の博物館活動に対して連携・支援を行っている。



03 ― 14

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 ３－２　成果指標の達成度合

● 本施策に成果指標を設定できない理由

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 北海道独自の歴史・文化の発信と継承

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

主① 指標名

根拠計画
北海道博物館の利用者に対して行う
オーディエンスリサーチ（利用者調査）
で、施設全般に関して「満足」と回答した
人の割合

達成率の算式増減方向

増加

政策体系

北海道総合計画
((実績値-基準値)／(目標
値－基準値))×100

3(4)A

最終年度 H37

基 準 値 65.8% 70.0% 最終目標値 80.0%目標値

年度

目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

北海道博物館の利用者満足度
基準年度 H25 H30

達成度合 Ａ 評価年度 H29
達成度合の分析　ほか

北海道の自然、歴史、文化を学ぶことが
できる展示構成やわかりやすい解説の実
施、研究成果に基づく各種イベントやハ
ンズオンなど来館者を楽しませる工夫、
特別展「プレイボール　北海道と野球をめ
ぐる物語」など企画展示の取組などに対
して来館者から高い評価を受けている。
総合展示の運営や魅力的な企画展の実
施、各種イベントなどの活動に取り組ん
だ結果、事業効果が現れている。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 70.0% 70.0% 80.0%

実 績 値 73.0% -

施策コード

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

73.0%

達成率 171.4% - 91.3%

●　達成度合について

達成度合 A B C D -



平成30年度　基本評価調書 施策名 施策コード 03 ― 14

Ｐｌａｎ

0801 3(4)A
野幌森林公園施設整備費（施設建設
事業費）

野幌森林公園の施設改修等に関する業務 文化振興課 9,000 9,000 0.0 0.1 0.1 9,803

0802 3(4)A 野幌森林公園管理費 北海道博物館及び野幌森林公園の維持運営のための業務 文化振興課 4,135 4,135 0.1 0.6 0.7 9,756

0803 3(4)A 野幌森林公園利用指導業務 野幌森林公園利用者の指導、苦情対応、普及啓発、広報、統計事務等 文化振興課 0 0 0.0 0.8 0.8 6,424

0804 3(4)A 野幌森林公園許認可業務
道立自然公園である野幌森林公園内における各種行為の申請等に係る許
認可等業務

文化振興課 0 0 0.0 0.3 0.3 2,409

0805 3(4)A
北海道博物館事業費（情報システム
分除く)

北海道博物館の展示事業、教育普及事業等の実施 文化振興課 7,407 7,407 0.3 18.7 19.0 159,977

0806 3(4)A
北海道博物館事業費(情報システム
分）

収蔵資料データベースの管理、HP閲覧システムの運用経費 文化振興課 4,757 4,757 0.0 0.0 0.0 4,757

0807 3(4)A 地域文化発信推進事業費
北海道の魅力ある文化を国内外へ発信する、北海道博物館における特別
展の開催

文化振興課 25,326 12,663 0.0 0.3 0.3 27,735

0808 3(4)A 北海道博物館試験研究費 北海道博物館の調査研究活動 文化振興課 15,070 10,300 0.0 10.0 10.0 95,370

0809 3(4)A 北海道博物館管理運営費
北海道博物館（本館）、北海道開拓の村、自然ふれあい交流館の管理運営
（指定管理業務）

文化振興課 346,757 346,372 0.7 2.0 2.7 368,438

前年度から
の繰越事
業費
（千円）

北海道独自の歴史・文化の発信と継承

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）



前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

0810 3(4)A 開拓の村・百年記念塔施設整備費 開拓の村の維持管理運営等に関する業務 文化振興課 4,969 4,969 0.4 0.4 0.8 11,393

0811 3(4)A
歴史文化施設におけるインバウンド
交流施設整備事業費

北海道開拓の村の歴史的建造物、馬車鉄道、多言語解説板等の整備を行
う。

文化振興課 224,000 0 0 0.2 0.1 0.3 2,409

0812 3(4)A 象徴空間誘客促進・地域連携事業 象徴空間の一般公開に向けた機運醸成等に係る経費 文化振興課 10,000 5,000 0.2 0.1 0.3 12,409

0813 3(4)A
【繰越明許】歴史文化資源を活かした
交流人材育成拠点整備事業費

旧若狭タタミ倉、旧龍雲寺の改修（研修等施設に活用） 文化振興課 100,000 50,000 0.2 0.1 0.3 102,409

0814 3(4)A
オホーツク流氷科学センター費（管理
運営費）

オホーツク流氷科学センターの維持管理運営（指定管理業務） 文化振興課 78,767 78,116 0.6 0.0 0.6 83,585

0815 3(4)A
オホーツク流氷科学センター費（施設
建設事業費）

流氷科学センターの施設老朽化に伴う施設・設備の改修等 文化振興課 6,514 6,514 0.1 0.0 0.1 7,317

0816 3(4)A オホーツク流氷科学センター費 流氷科学センターの施設老朽化に伴う施設・設備の改修等 文化振興課 0 0 0.1 0.0 0.1 803

0817 3(4)A 世界遺産登録推進費
北海道・北東北の縄文遺跡群や大規模竪穴住居跡群の世界文化遺産への
登録へ向けた取組の推進

文化振興課 16,039 15,040 3.0 0.0 3.0 40,129

0818 3(4)A
歴史文化「体感」交流空間再生事業
費

北海道百年記念事業の一環として整備した百年記念施設（北海道博物館、
開拓の村、百年記念塔）に関し、歴史文化体感交流空間再生のための構想
を策定する。

文化振興課 5,701 5,701 1.5 0.0 1.5 17,746

634,442 559,974 7.4 33.5 40.9 962,869計



―

(1)成果指標の分析

平成３０年度　基本評価調書 施　策　名 北海道独自の歴史・文化の発信と継承 施策コード 03 14

-

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価　一次評価結果（各部局等による評価）　
5  一次評価結果

政策体系

達成度合の集計

判定 成果指標の分析
A B C D

A・B指標
のみ

＜北海道博物館の利用者満足度【A】＞
北海道の自然、歴史、文化を学ぶことができる展示構成やわかりやすい解説の実施、研究成果に基づく各種イベントやハンズオンな
ど来館者を楽しませる工夫、企画展示の取組などに対して来館者から高い評価を受けている。総合展示の運営や魅力的な企画展の
実施、各種イベントなどの活動に取り組んだ結果、効果が現れている。

-

３（４）A 1

-

-

-

-

A・B指標
のみ

1
計

1 0 0 0 0



(2)取組の分析

1

2

3

(３)総合評価

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○
北海道独自の歴史・文化の発信と継承を図るため、北海道の縄文遺跡に係る情報発信や、北海道博物館を核とした本道固有の歴史・文化を継承・発信
する取り組みを着実に推進している。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○あり→対応している）

対応しているとする理由

4

施策の推進に当たり、他の施策・部局との
連携による成果を確認できるか

○
北海道150年事業としての特別展「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四郎」展に関連した取組などにおいて、関係する政策間・部局間で連携した成果
が確認できる。

施策の推進に当たり、地域・民間との連携･
協働による成果を確認できるか

○ 企画展の開催や普及事業の実施、博物館活動の支援など、政策の実現に向けた取組において地域や民間と連携・協働した成果が確認できる。

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を
行い、実現に向けて進捗しているか

○
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録の早期実現に向けて、国等に要望を行い、平成30年度の世界文化遺産の推薦候補に選定されるなど
状況の進捗が認められる。

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

○
北海道立総合博物館協議会からの意見とともに、博物館の利用者に対して特別展や企画展の際にアンケート調査を実施し、満足度調査を実施して利用
者のニーズの把握に努め、施策の推進に役立てている。

A・B指標のみ a 概ね順調に展開

判　　　　　定
（基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→a、それ以外→ｂ） a

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定
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対応方針
番号

政策体系 内　　　　容 方向性
事務事業
整理番号

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　１次評価結果（各部局による評価）　

６　施策・事務事業の翌年度に向けた対応方針

対応方針 関連する事務事業 関連する計画等

事務事業名 視点
北海道創生
総合戦略

北海道強
靱化計画

新・北海道
ビジョン

C08201

② ３（４）A

広報体制の強化を図るため、あらゆる媒体を活用した積極的な広報活動を展開するとともに、「赤れんが
サテライト」の運用や、北海道歴史・文化ポータルサイト「AKARENGA(あかれんが)」の活用、多言語に対
応したＰＲ映像などによる情報発信機能を強化する。アイヌ民族文化に関する情報発信機能の強化を図る
ために、情報システム（ウェブサイト）の改善などを検討し効果的に実施する。

① ３（４）A

北海道固有の歴史や文化、自然の魅力などを伝え守っていくために、資料の収集・保存及び利活用も含
めた北海道の自然・歴史・文化に関する専門的な調査研究（「道民・地域との協働・連携による地域情報集
積」プロジェクト、「北海道の自然・歴史・文化」総合研究プロジェクト、「アイヌ文化に関する資料・情報の集
積プロジェクト」、「アイヌ文化に関する総合的・学際的研究プロジェクト」）、アルバータ州・サハリン州との
共同研究（「北東アジアのなかの北海道」研究プロジェクト）を継続する。その研究成果を総合展示、企画
展示、博物館の教育普及事業等に反映させる取組を進めるとともに、道民参加型の展示、民間企業や地
域と連携した企画展示などの企画を通して、地域の博物館を含めた外部との連携強化を進める。

C00111,C005

07,C02713,C

08201,C0820

3,C08204,C0

8404

③ ３（４）A

北海道ミュージアム構想の推進に向けて、北海道立総合博物館の指定管理者との連絡調整会議で情報
の共有を図り、北海道開拓の村、野幌森林公園自然ふれあい交流館の一体的な運営を継続するととも
に、道民参加型組織の整備や地域博物館との連携強化を図る。

C08201,C082

02,C08204,C

08305,C0840

4

事務事業評価　前年度評価結果への対応状況など（評価時点）

④ ３（４）A

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目指し、関係県、市町と共同で、審査機関の現地調査
等の対応を進めるとともに、海外プロモーション等を実施し、国際的な評価獲得に取り組む。

A4212 C08101

視点

１　成果指標の達成度を高めていく必要がある

２　更に取組が必要な事項がある

３　より一層の成果発現に向け、取組を強化する必要がある

４　より効果的・効率的に取り組む必要がある

事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（評価時点）



施　策　名 施策コード

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

平成３０年度　基本評価調書 北海道独自の歴史・文化の発信と継承 03 ― 14

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　二次評価結果（知事による評価）

７　二次評価結果（知事による評価）

対応方針
番号

事務事業
整理番号

事務事業名 付加意見

施策

事務事業
Ⅰ 0817 世界遺産登録推進費

「ふるさとの歴史・文化の発信と継承」の推進に向け、アイヌ文化や縄文遺跡など北海道独自の歴史・文化について、北海道の
「価値」として道民全体が共有し、国内外に北海道ブランドとして発信する環境整備をするため、道民が学ぶ・体験する機会等に
関する取組を着実に推進できるように検討すること。

事務事業

対応方針
番号

事務事業
整理番号

事務事業名 付加意見



03 － 14

対応方針
番号

①

②

③

④

対応方針
番号

対応方針
番号

（３）事務事業への反映状況

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 北海道独自の歴史・文化の発信と継承 施策コード

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価
８　評価結果の反映
（１）一次評価結果への対応

対 応

＜新たな取組等＞
利用者ニーズに幅広く対応し、調査研究成果を反映した展示・教育普及事業等を計画的、かつ効果的に実施する。また、特別展「アイヌ語地名と北海道」（仮）に関わる教育普及事業において、道内各地で実践されている
アイヌ文化の普及・振興事業についての情報発信等を行うことによって、道内地域や民間企業等との協働・連携を進める。（令和元年度特別展「アイヌ語地名と北海道」（仮）など企画展・教育普及事業の実施）
・北海道札幌視覚支援学校との連携を図り、視覚障がい者にとって利用しやすい博物館づくりに向けた教材開発等を進める。（新規：バリアフリーな博物館教材開発事業）

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

＜新たな取組等＞
・赤れんがサテライト内に設置したデジタルサイネージでのPR映像放映、道内博物館紹介コーナーにおけるパンフレット類の閲覧冊子配置等、博物館の魅力を伝える戦略を柱とした取組を進める。
・アイヌ民族文化および関連する歴史・文化・自然に関する情報の集約・発信を行ない、必要な情報システムの構築を図る。さらに、ウェブサイトやSNSの活用による情報発信を強化し、利用者の要望に応える取組を進め
る。（情報システム整備事業）

＜新たな取組等＞
・指定管理者との情報の共有を図り、連携を強化してサービス向上に向けた取組を強化する。また、地方創生拠点整備交付金を活用した北海道開拓の村の歴史的建造物の施設整備を実施し、地域の文化資源を活用した
歴史文化体感交流空間の再生に向けた取組を進める（新規：歴史文化資源を活用した観光拠点整備事業）。
・道民参加型組織の整備を進め、図書室の運営補助を目的とする「図書室支援員」制度を創設したことから、他の分野においても関係機関・団体と協議を進め、実施に向けた取組を進める。
・日本博物館協会北海道支部、全国歴史民俗系博物館協議会北海道幹事館として、北海道の中核的な役割を果たすとともに、北海道博物館協会の事務局として、胆振東部地震による被災文化財の救援活動等、道内博
物館ブロックの活動の支援を行う。
・ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想の実現に向けて、周辺地域を含めたエリア全体を対象に、構想中の「具体的な取組」に係る事業を進めていく。

＜新たな取組等＞
・関係県、市町と連携し、各遺跡共通のサインの整備等を行うなど、登録実現に向けた審査機関の調査対応を推進する。（世界遺産登録推進費）
・世界遺産登録の早期実現に向けた更なる気運醸成のため、道内の縄文関係者を集めた総決起大会の開催や空港・JR駅でのPRを行うとともに、「北の縄文道民会議」等の民間団体と連携したセミナーや出土品展などを
開催する。
・H31.3月にフランス（パリ）にて、縄文文化や遺跡群の魅力を伝える海外プロモーションを実施した。（世界遺産登録推進費）

事務事業
整理番号

事務事業名 各部局の対応（2019年3月末時点）

施策

事務事業

0817 世界遺産登録推進費 ・道民が学ぶ・体験する機会づくりに向けた取組として、関係市町や団体と連携したセミナーやイベントを開催するとともに、縄文文化
や遺跡群の認知度向上のため、空港やＪＲ駅などにおいて、国内外に向けたＰＲに取り組む。（世界遺産登録推進費）Ⅰ

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞
事務事業
整理番号

事務事業名 各部局の対応（2019年3月末時点）

事務事業

終　　了 合　　　計
次年度新規事業
（予定）

反 映 結 果

方　向　性 拡　　充 改　　善 縮　　小 統　　合 廃　　止

0

整理番号 事務事業名 次年度の方向性


