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別記第２号様式

北海道における縄文世界遺産の活用のあり方（仮称）（素案）についての意見募集結果

令和３年（２０２１年）３月３日

※「意見に対する道の考え方」のA～Eの区分は次のとおりです。

Ａ 意見を受けて案を修正したもの ２件

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの ６件

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの １０件

Ｄ 案に取り入れなかったもの ５件

Ｅ 案の内容についての質問等 ０件

北海道における縄文世界遺産の活用のあり方（仮称）（素案）について、道民意見提出手続により、道民の

皆様からご意見を募集したところ、７人から延べ２３件のご意見が寄せられました。

ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。

意見の概要 意見に対する道の考え方

（１章 策定の趣旨と位置づけ） ご意見の趣旨を踏まえ、第１章３の「『持

「２ あり方の位置づけ」に記載のある「持 続可能な開発目標（SDGs）』の主に以下の
続可能な開発目標（SDGs）」について、どの ゴールの推進に資する」の記載について、

ようなことでゴール１１の推進に資するの 「『持続可能な開発目標（SDGs』に関する
か、具体的な記載を盛り込んで欲しい。 主に以下のゴールについて、『北海道の縄文』

の価値が様々な取組に浸透していくことを通

して、その推進に資する」と記載します。

Ａ

（６章 将来像の実現に向けて） ご意見の趣旨を踏まえ、第６章３の「持続

この項目は、住み続けられるまちづくりに 可能な運営の仕組みを確立することが大きな

資する位置づけを持つ、本「あり方」の、最 課題」という記載を、「持続可能な運営の仕

も重要な項目であると感じる。その観点から 組みを確立することが重要」と記載します。

みると当該記載内容では説得力に欠けると感

じる。本「あり方」の戦略と施策において最

重要事項であることを強く表現できないか。

A
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意見の概要 意見に対する道の考え方

（６章 将来像の実現に向けて） 本「あり方」においても ICT の活用は重
持続可能な運営ということであれば、アフ 要と考えており、「新たなインタープリテー

ターコロナにおける社会の変容も視野に置き、ションのあり方などを検討」（第５章３（１）

その対応策も明記しておく必要がある。 ②参照）していくほか、「先端技術の活用や

インバウンドを含む観光まちづくりのあり コンテンツ作成」（第５章３（２）②参照）

方も変化しており、バーチャルガイドツアー に取り組んでいくこととしております。

やオンラインでのセミナー・イベント開催な

ども視野に、非対面による活動や事業、およ

び課金の仕組みづくりも可能な時代が到来し

ている。将来に向けた持続可能な運営の「あ

り方」の項目に、IT による活動についての記
載は必須であることから、反映して欲しい。 B
持続可能な世界が可能であるとすれば、縄 本「あり方」では、「多言語に対応した統

文的な自然と共存する考え方を世界中の人々 一的なホームページの整備」（第５章３（１）

が共有することが重要。このことを世界中に ②参照）に取り組むこととしており、今後、

知ってもらうために、インバウンド対策はも ご意見も参考にしながら、海外への情報発信

とより、海外への様々な言語に対応したホー に取り組んでまいります。

ムページや SNS などで情報発信を強力に行っ
て欲しい。 【同様の意見ほか１件】 B
縄文文化に関する副読本を制作し、教材と 本「あり方」では、「『北海道の縄文』の

するべき。 学習参考教材の作成、配布」（第５章３（１）

③参照）に取り組むこととしております。

B
当該世界遺産の対象区域は主として道南部 第 1 章３に記載のとおり、本「あり方」で

の設定であることを大前提としながら、道内 活用を図る範囲は、道内の世界遺産登録をめ

各地にも縄文遺跡・遺物が現存していること ざす構成資産が中心となりますが、「北海道

を踏まえると「オール北海道」という視野で の縄文」全体の活用が図られるよう配慮する

の取り組みが欠かせない。観光周遊、学術振 こととしております。

興、情報発信のどの分野であっても、全道の

人々が置き去りにならないよう制度設計が求

められる。 Ｂ

縄文文化は科学的な調査と分析は必要だが、 ストーリーの重要性については、第３章５に

重要なことはその縄文的思想。数値に裏打ち 記載しており、また、第５章３（１）④にお

された博物館的な結果だけではなく、それら いてストーリーの構築に取り組むこととして

の遺跡とつじつまの合う論理の破綻がない物 おります。

語として面白いロマンのあるストーリーも語

り継ぐことも必要。 Ｂ



- 3 -

意見の概要 意見に対する道の考え方

知事を本部長とし、副知事・（縄文世界遺 本あり方では、「北の縄文ファン」を広げ

産所在地の）総合振興局局長・振興局局長を る取組を図るため、官民の幅広い主体が連携

副本部長とする、「縄文世界遺産の活用に関 する場の設置を進めることとしております

する施策推進会議」を設置し、各界の代表を （第５章３（１）④参照）。

委員として、縄文世界遺産の活用に関する提 なお、いただいた御意見につきましては、

言等を受けてもらうべき。 今後の取組の参考とさせていただきます。

Ｃ

遺跡巡りのスタンプラリー、遺跡単体のロ 本あり方では、「北の縄文ファン」を広げ

ゴマーク、縄文世界遺産のロゴマークなどの る取組を図ることとしております（第５章３

作成をすべき。 （１）④参照）。

なお、いただいた御意見につきましては、

今後の取組の参考とさせていただきます。

Ｃ

「あり方」を全道に広げていくために、計画 本「あり方」を全道に広げていくためには、

推進課が全道を対象に取り組んでいる「SDGs 道民の皆様への意識啓発と情報発信が重要と
に関する交流セミナー」等と連携・協働すべ 認識しております。

き。本「あり方」のさらなる活動推進を図る なお、いただいた御意見につきましては、

など、全道民への意識啓発と情報発信に双方 今後の参考とさせていただきます。

のシナジー効果が期待できる。 Ｃ

（５章 戦略と施策の展開） アクセスの整備については、第５章３（１）

「（３）遺跡へのアクセスの向上」につい ②に記載しております。

て、遺跡に訪れる際、バスの乗り換え案内に なお、いただいた御意見につきましては、

ついて、日本語と英語で説明した、分かり易 今後の参考とさせていただきます。

い案内チラシを配布・掲示すべき。また、縄

文文化交流センターの開館時間内に行けるバ

スの増便が必要。さらに、南茅部支所や縄文

文化交流センター・道の駅で、レンタサイク

を貸し出すべきである。 Ｃ

北海道として、統一的な情報発信を行う拠点 本「あり方」では、「北の縄文ファン」を

となる施設が必要。ポストコロナを見据え、 広げる取組として、統一的な情報発信を図っ

ＡＩや５Ｇを活用した非接触型の新しい観光 ていくこととしております（第５章３（１）

スタイルを提案する象徴的な空間として、世 ④参照）。

界遺産センターの誘致を進めるべき。 なお、いただいた御意見につきましては、

【同様の意見ほか２件】 今後の参考とさせていただきます。

Ｃ
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意見の概要 意見に対する道の考え方

縄文世界遺産の知名度不足を補うため、国 本「あり方」では、「北の縄文ファン」を

内の各種メディア、駐日外国大使館・駐日代 広げる取組として、統一的な情報発信を図っ

表部・海外メディアなどへの広報やガイドツ ていくこととしております（第５章３（１）

アーなどを行うべき。 ④参照）。

なお、いただいた御意見につきましては、

今後の参考とさせていただきます。

Ｃ

世界遺産を擁する地域に、「それ自体を掘 本「あり方」では、「『北海道の縄文』を

り下げて捉え、その価値をその地域に浸透さ 支える人づくり」を地域戦略の柱として第５

せることのできる人材」を創り出せる構造が 章３（１）①に記載しており、「あり方」を

あるべき。 実現していくために重要と認識しておりま

す。

なお、いただいた御意見につきましては、

今後の施策の進め方の参考とさせていただき

ます。 Ｃ

縄文は芸術としても相当なポテンシャルが 縄文文化に対する関心の高まりについて

ある。芸術面からの視点も大きくすべき。 は、第３章１（３）及び（６）に記載してお

ります。こうした現状認識のもと、いただい

た御意見につきましては、「北の縄文ファン」

を広げる取組（第５章３（１）④参照）を進

めるにあたり、今後の参考とさせていただき

ます。

Ｃ

東北３県との縄文世界遺産連携協定を締結 北海道と北東北３県は、平成１９年に開催

すべき。 した北海道・北東北知事サミットの合意以

降、「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を連携して進めてお

り、今後とも、４道県及び関係市町が連携し

ながら「北海道・北東北の縄文遺跡群」の活

用に向けた取組について検討して参ります。

Ｄ

北海道以外の各県にも縄文文化に関する拠 縄文文化は日本列島全体に広がっていたも

点を決めてネットワークで情報共有し、日本 のであり、北海道以外との情報共有について

全土の縄文文化を網羅することが重要。縄文 は、いただいたご意見も考慮してまいります。

文化は今回の指定エリアだけではない。扱い

を間違うと特定の人々、特定の場所のものに

なる。 Ｄ
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意見の概要 意見に対する道の考え方

（５章 戦略と施策の展開） 「本あり方」、北海道における縄文世界遺

「２戦略の進め方の章 ３施策の展開」の表 産がめざすべき地域の賑わいを北海道全体に

等で、本「あり方」の取組において、ゴール 波及させていくための方向性を示すものとし

１１の推進に資するための具体的な活動内容 て策定するものであり（第１章１参照）、第

について、項目を設けるなどして記載をする ５章３に示した取組例等によりゴール１１の

べき。 推進に資することとしております。

Ｄ

日本の神様を日本神道という宗教として扱 日本列島に広く展開した縄文文化は、一万

われることが多いが、その対象は太陽であり 年以上にわたり、狩猟・漁労・採集を中心と

自然崇拝。縄文の思想と日本の神様は切って して安定した生活を営むとともに、土偶や環

も切れない関係がある。様々な考え方があり 状列石などに見られるように、高い精神文化

難しいとは思うが関係性はつなげて頂きたい。を構築した世界的にも極めて稀な先史文化

（第２章１参照）です。

本「あり方」では、「北海道の縄文」の価

値を通じて「北の縄文ファン」を広げる取組

（第５章３（１）④参照）を進めてまいりま

す。

Ｄ

スタートはこの構成資産で良いが、北海道 「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、縄文

には他に多数の縄文遺跡があり、今後他の遺 時代の始まりから終わりまで一貫して縄文文

跡も世界遺産の中に含めるべき。 化が栄え、その遺跡が良好に現在まで保存さ

れてきた１７の遺跡で構成されており、「縄

文一万年の歴史を一つの自然環境のもとで語

ることができるもの」として、世界遺産に推

薦されているものです（第２章１参照）。

本「あり方」では、道内６つの構成資産と

１つの関連資産を活用の中心としながら、世

界遺産登録による縄文文化への注目の高まり

を、道内全域に波及させ、「北海道の縄文」

全体の活用が図られるよう配慮することとし

ております。

Ｄ


