
[評価結果]　　　　 

③住民のニーズを的確に捉え、学びを地域づくりへ繋げる支援が

【担当課：生涯学習課】

【A】

【P】

【C】

④「まとめ」を市町村に周知し、今後の市町村での振興方策へ反映④生涯学習審議会等で、今後の推進方策を検討

③生涯学習に関する道内の現状を把握する調査を実施。生涯学習 （４管内４カ所６月～11月）の開催

究機能等の充実 （６管内６カ所７月～２月）、「課題対応型学習活性化セミナー」

①引き続き、インターネット講座の周知・広報に取り組むほか、

事業受託者と打合せを行い、北海道における旬の話題やテーマを

①インターネット講座の視聴回数及びレポートの提出数をこれま

で以上に増加させることが必要

③引き続き、令和２年度も「北海道の生涯学習の現状」をＨＰ公開

（秋に調査実施、市町村の推進状況や住民ニーズを把握）

②主催事業「地方創生塾」において、調査研究により導き出され

た重要な視点を組み込んだモデル事業を実施し、その効果を検証

①セミナー等の参加者が、研修の成果を地域での実践につなげて

いくための支援が必要

④審議会開催、審議結果の「まとめ」を作成

①「北海道社会教育セミナー」（札幌市５月）、「地域生涯学習活

②生涯学習推進施策の立案に向けた基礎データの提供など調査研 動実践交流セミナー」（札幌市２月）、「生涯学習推進専門講座」

②調査研究により導き出された、住民が主体となる地域づくりを

進めるための視点について、検証・追求していくことが必要

①地域間格差のない学習機会を提供するため、インターネット講

座の充実や、学びを促進させる動画教材の作成

供の機会を充実させる。

施策の実行先となる市町村へ情報提供を実施 ②新しい地域づくりに資する社会教育事業に関する調査研究の実施

①各セミナーの目的や位置付けを明確にし、参加者がより深く理

解して研究協議を行えるよう、研修テーマに関する説明・情報提

①地域で生涯学習を推進する人材の育成に向けた研修機会の充実

審議会等での推進方策の検討 状」としてＨＰ公開

②学びの成果を人づくりや地域づくりなどの実践に繋げていくた

①・北海道に関する文化や歴史など、大学講師が専門的な講義を

　行う「ほっかいどう学大学インターネット講座」を２本製作

　・地域活動に必要な知識や技能を習得する講座として「地域活

【A】

②地方創生塾で得られた成果を全道に発信していくことが必要設定するなど、受講者の興味・関心を高める講座内容とする。

【C】

評点 (a) (b) （c） (d)

定性評価 進展あり

②・ほっかいどう学地方創生塾　道内４町で実施

必要

(1)生涯にわたる学習活動の促進

(2)地域の実態に即した学習環境づくり

②効果があった取組をまとめ、モデル事業として全道に発信

【P】 【D】

④生涯学習に取り組む道民の割合がさらに高まるよう、生涯学習 ③R元年秋調査実施、年度末に「2019年版　北海道の生涯学習の現

　「自分のいる地域で、自ら学習に取り組もうとする人が多いと感じている」と回答した割合は、目標値を下回っているもの
の、前年から一定の伸びをみせており、また、生涯学習に取り組んだと答えた住民の割合は前年比＋4.5％、まちづくりやボラ
ンティアなど各地域活動に参加したいと答えた住民の割合は80％を超えていることから、実際の行動に繋げることで今後の伸び
も期待でき施策の進展が認められる。

[施策の推進状況]　 

《課題・背景》

(1)生涯にわたる学習活動の促進
　・本道の広域分散型の地域性や情報化社会の進展など時代の変化に対応しながら、道教委として、全道規模で学習機
　会を提供するための取組を進めていくことが必要
　・道民が主体的な学びをとおして自己の人生を豊かにするとともに、その成果を人づくりや地域づくりなどの実践に
　繋げていくための支援が必要

(2)地域の実態に即した学習環境づくり
　・市町村の地域づくりにつながる生涯学習を推進する人材の育成が必要
　・市町村における生涯学習推進施策の立案に向けた支援が必要
　・道民の生涯学習は、スポーツや趣味的なものと比べ、地域の良さに触れる機会や課題を学ぶものが少ない現状にあ
　る。また、学んだ成果をまちづくりやボランティア、子どもたちを育むための活動に活かしている道民の割合は６割
　程度

【D】

めの講座の提供

　・道民が自由に視聴し学習できるよう、様々な学びに関する動

　・他部局と連携し、道庁内で制作している動画教材を収集し配信

　動インターネット講座」を２本制作

　画教材「教材ライブラリー」を２本制作

　・地域活動実践講座　帯広市

施策項目２７　生涯学習の振興

評価数 0 2 0 1

総合評価 進展あり

定量評価 Ｃ
指
標

ｄ評価となった指標
「自分のいる地域で、自ら学習に取り
組もうとする人が多いと感じている」
と回答した割合(%)

次

年

度

へ

次

年

度

へ

【Ｐ】・・・「Plan 令和元年度の主な施策」 【Ｄ】・・・「Do 主な取組の状況」

【Ｃ】・・・「Check 施策の課題」 【Ａ】・・・「Action  今後の方向」
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(H29) (H30) (R元) (R2) (R3) (R4)

(H28) 38.0 42.0 44.5 50.0

32.0 32.0 30.7 32.2

(H28) 63.8 65.0 67.5 72.5

58.6 61.7 58.3 59.8

(H28) 140,000 148,000 156,000 174,000

101,009 133,415 132,245 134,152

（a）
指標数

（ｂ）
指標数

（ｃ）
指標数

（ｄ）
指標数

0 2 0 1

　[指標の状況及び評価]

評価結果
ｄ評価に対
する今後の
取組

・「自分のいる地域で、自ら
学習に取り組もうとする人
が多いと感じている」と回
答した割合(%)

・学習機会の充実や地域活
動に参加する住民の割合を
市町村と連携し向上

②

定量評価 Ｃ

生涯学習に関
する道民の意
識調査

道教委
R元.11～

12
一般道民76.7% d

③

「自分のいる地域で、自ら学習に取り組もうとする人
が多いと感じている」と回答した割合(%)

90.6% b
道立生涯学習
推進センター
業務委託実績
報告書

道教委道民カレッジの主催講座・連携講座の受講者数（人）

一般道民92.0% b
「生涯学習」を行った人のうち、「身につけた知識、技
術や経験をまちづくりやボランティア、子どもたちを
育むための活動などに生かしている」と回答した割
合(%)

生涯学習に関
する住民の意
識調査

R2.4
道民カ
レッジ受
講者

道教委
R元.11～

12

①

 実績値（下段）指標の内容
基準
値

目標値 (上段)

進捗率 評価
出典

(調査名等)
実施主体

調査期
日又は
調査対
象期間

指標の
対象
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【C】
　地域指導者研修会の継続的な開催が必要

　する場を引き続き設定

　・社会教育主事の役割や重要性の理解を図るため、市町村を

①・②・③・④

　から、引き続き、地域や学校の実情を踏まえた研修の機会を

【A】

　施するとともに、社会教育主事講習の地方会場での実施

①・②・③・④

　する場を引き続き設けることが必要

　・研修のより一層の充実を図るため、地域の実態に応じた研

　修の機会が必要

　・社会教育主事の役割や重要性について、市町村の理解を図

　るとともに、社会教育主事講習に参加しやすくできるような

　環境整備が必要

　・社会教育主事講習受講者数（受講者数減少に伴い定員も減

　らされており、過去５年は定員30名となっている）

　・各種研修等の実施により、指標の数値が改善していること 　・地域住民や社会教育関係団体等が、地域課題について議論

　対象とした会議や研修会において、より一層の働きかけを実

評価数 0 2 0 0

施策項目２８　社会教育の振興

総合評価 計画どおり

定量評価 Ａ 指
標

評点 (a) (b) （c） (d)

ｄ評価となった指標

[評価結果]　　　　 

①「生涯学習推進専門講座（道内5市町）」、「課題対応型学

　習活性化セミナー（道内４ブロック）」、「地域生涯学習活

　動実践交流セミナー」を開催

②・市町村における社会教育主事の未配置市町村に対する働き

(1)地域における組織的な教育活動を促進するための人材育成

【P】 【D】

③事業委託する大学が開催する運営協議会に出席（４回開催）

①地域住民自らが自主的に取り組むための指導者を育成する研

修会の開催

②社会教育施設等の機能を活用し、地域住民や関係団体、行政

場所などについて、文科省からの事業委託先である大学ととも 　・地域指導者研修会を開催（道内56市町村）

に検討 　・公民館等の社会教育施設等の機能を活用し、地域住民や関

　を実施（道内８町村）

④社会教育主事等の資質向上に向けた研修の充実 　係団体、行政の協働による地域課題を解決する社会教育事業

④北海道社会教育セミナーを開催

(2)社会教育施設等の機能充実
　・多様化・高度化する学習ニーズや地域課題の解決に向けた学習の拠点となる社会教育施設等の機能充実が必要

定性評価 進展あり
　社会教育の振興に向けて、研修会等の実施による人材の育成や、社会教育活動の活性化、市町村の求めに応じた指導助言を行
い、住民が主体的な事業参加を促したり、学んだ成果を生かす場を設定することができたが、２つの指標がどちらも目標値に達し
なかった。しかし、各種研修等の実施や市町村支援の継続により、前年度と比較して数値が改善していることから、施策の進展が
認められる。

[施策の推進状況]　 

《課題・背景》

(1)地域における組織的な教育活動を促進するための人材育成
　・地域コミュニティの機能低下により、地域課題の解決に資する社会教育活動の活性化が必要
　・地域の課題に対して、当事者意識を持ち、能動的に行動することができる住民の育成が必要
　・市町村における社会教育主事の設置が７割前後で推移しており進んでいない状況

(3)社会教育計画等の策定支援
　・社会を取り巻く環境が大きく変化し、これまで以上に、社会の情勢や地域の実態に応じた社会教育施策の推進
　が必要

【担当課：生涯学習課】

【A】

【P】

①社会教育施設の機能を活用し、地域住民が継続的に研修会 ①「北海道社会教育セミナー（札幌市）」「生涯学習推進専門講座

の協働による地域課題を解決する社会教育事業の実施

③社会教育主事講習にかかわり、その実施期間や内容、開催 　かけ

に取り組むための支援 （道内５市町）」「課題対応型学習活性化セミナー

②社会教育施設等の機能充実に向けた職員の専門性向上に向

　・社会教育主事講習については、令和２年度から教育職員を

けた研修等の充実

　充実させるため、社会教育施設等を活用した研修や学習を支

　援

　・地域住民や社会教育関係団体等が、地域課題について議論

(2)社会教育施設等の機能充実

　市町村を通じて教育職員以外の者にも受講を呼びかける。

【C】

【D】

会を継続して取り組めるよう、市町村の求めに応じた支援を

実施

②各社会教育施設等における、研修の開催（通年）

　前提としない「社会教育士」の資格も付与されることから、

　H26：30名　H27:34名　H28：33名　H29：27名　H30：38名

（札幌市）」「地域指導者研修会を開催（道内56市町村）」

（道内４ブロック）」「地域生涯学習活動実践交流セミナー

①・②

　社会教育施設の機能を活用し、地域住民を対象にした研修

①・②

次

年

度

へ

次

年

度

へ

【Ｐ】・・・「Plan 令和元年度の主な施策」 【Ｄ】・・・「Do 主な取組の状況」

【Ｃ】・・・「Check 施策の課題」 【Ａ】・・・「Action  今後の方向」
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(H29) (H30) (R元) (R2) (R3) (R4)

(H28) 80.4 81.6 82.7 85.0

78.0 79.2 80.9 80.5

(H28) 88.4 92.3 94.8 100

84.9 85.5 86.0 86.6

（a）
指標数

（ｂ）
指標数

（ｃ）
指標数

（ｄ）
指標数

0 2 0 0

生涯学習体制
の整備状況

道教委 R元.10.1 市町村

　[指標の状況及び評価]

評価結果
ｄ評価に対
する今後の
取組

定量評価 Ａ

98.7% b
各地域活動について「参加したことがあり、今後も参
加したい」又は「参加したことがないが、今後は参加
してみたい」と回答した住民の割合(%)

社会教育の推進に向けた構想・計画（中期計画・単年
度計画等）を策定している市町村の割合(%)

①

② 93.8% b

生涯学習に関
する住民の意
識調査

道教委 R元.10.1 一般道民

 実績値（下段）指標の内容
基準
値

目標値 (上段)

進捗率 評価
出典

(調査名等)
実施主体

調査期
日又は
調査対
象期間

指標の
対象

(3)社会教育計画等の策定支援

【P】 【D】

①市町村の求めに応じて計画の策定を支援 ①・市町村における社会教育計画の策定に向けた働きかけを行う

　とともに、市町村の求めに応じて策定に関わる指導助言の実施

　・市町村教育委員会訪問を実施（通年、各管内）

【A】 【C】

①社会の情勢や地域の実態に応じた社会教育施策を計画的・継続

的に進めていくことができるよう支援を進めた結果、数値が改善

していることから、市町村の求めに応じて引き続き、計画策定の

支援を実施

①社会の情勢や地域の実態に応じた社会教育施策を計画的・継続

的に進めていくことが必要

次

年
度

へ

－107－



[評価結果]　　　　 

　バウンド対応を検討

【P】 【D】

③利用促進に向けた対応 　の随時発信（施設情報、展覧会・イベント情報等）

　・電子マネー等の導入や外国人利用者の拡大に向けた取組

【A】 【C】
　・ＡＧＨ連携館との連携や企業・団体への協力を要請 　・継続した事業展開と連携の強化のための事業構築と事業費確

　保が必要

　・事業の充実と事業周知のため、より効果的な広報展開が必要

①・②・③ ①・②・③

　・道立美術館とＡＧＨのＷｅｂサイトの連動による情報発信

　・国の補助金を活用し、道立美術館のホームページの更新やイン

①道立美術館における道内美術館等との連携や若手作家を紹介する ①全道で開催（道立６館９展）

アートギャラリー北海道企画展の開催 ②助成金を活用して実施（道立６館７事業）

②教育普及事業「みんなのアートプロジェクト」の実施 ③・専用Ｗｅｂサイトによるアートギャラリー北海道(ＡＧＨ)情報

　アート教室」の実施（小３校、中１校、特支３校）

　・鑑賞学習支援ツール（学校貸出用美術鑑賞教材）の作成・貸出

④部活動指導員を道立学校の文化部活動に配置するとともに、市町

村立中学校への配置を支援（道立学校149人、中３人）

(2)美術館等を核とする地域文化の振興や魅力発信

【A】 【C】

①・③ ①・②・③・④

　・市町村と連携した鑑賞機会の提供 　様々な地域、学校で芸術文化に触れる機会の提供が必要

④引き続き文化部活動に部活道指導員を配置

　・学校における芸術に関する教科指導充実のため、引き続き、

　「出張アート教室」の実施、「鑑賞教育支援ツール」の貸出

 （小12校、中15校、特支３校、大学２校）

②魅力ある展覧会の開催

　道立美術館と地域の美術館等との連携により、美術館を訪れる人を増やし、地域に賑わいをもたらすことを目指す「アート
ギャラリー北海道」展開方針に基づき、約80施設と連携し、展覧会や各種PR事業等の取組を実施した。また、各道立美術館、博
物館において、魅力的な展覧会の開催、教育普及事業等の実施により、新型コロナウイルスの感染防止のため２月29日から3月
31日まで休館となったものの約82万人と目標値を上回ったところであり、施策の進展が認められる。

[施策の推進状況]　 

《課題・背景》

(1)芸術文化に接する機会の充実
　・学校、地域によっては美術館の利用が困難
　・芸術文化に触れる機会の提供が必要

(2)美術館等を核とする地域文化の振興や魅力発信
　・北海道の美術館等がネットワークでつながり双方向でアートを紹介・発信するとともに、若手作家等の活動の場
　や機会の提供など美術館の機能を充実させることで「美術館を行き交う人々があふれ、北海道全体がアートの舞台
　となる」ことを目指す「アートギャラリー北海道」について、事業周知のための効果的な広報や利用促進のための
　インバウンド対策などが必要

①美術館の収蔵品等を活用した鑑賞機会提供等

②魅力ある展覧会の開催

①・道立美術館の収蔵品を活用し、市町村の施設等で展覧会を開催

　する「移動美術館」の実施（２町）

(1)芸術文化に接する機会の充実

【P】 【D】

③芸術文化に触れる機会の提供 　・学芸員が学校に作品を持参し、鑑賞の手ほどきを行う「出張

④文化部活動指導体制の充実

②道立美術館・博物館におけるコレクション展、特別展の開催

　（５美術館、３博物館で通年開催）

③北海道巡回小劇場の開催(19会場、21市町村)

定性評価 進展あり

ｄ評価となった指標

施策項目２９　芸術文化活動の推進

【担当課：文化財・博物館課（教育環境支援課、生涯学習課）】

総合評価 計画どおり

定量評価 Ａ
指
標

評点 (a) (b) （c） (d)

評価数 1 0 0 0

次

年

度

へ

次

年

度

へ

【Ｐ】・・・「Plan 令和元年度の主な施策」 【Ｄ】・・・「Do 主な取組の状況」

【Ｃ】・・・「Check 施策の課題」 【Ａ】・・・「Action  今後の方向」
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(H29) (H30) (R元) (R2) (R3) (R4)

(H28) 728,000 746,000 764,000

710,385 984,576 960,347 816,926

（a）
指標数

（ｂ）
指標数

（ｃ）
指標数

（ｄ）
指標数

1 0 0 0

　[指標の状況及び評価]

指標の内容
基準
値

目標値 (上段)

進捗率 評価
出典

(調査名等)
実施主体 実績値（下段）

①
１年間の道立美術館等の展覧会や教育普及事業など
の利用者数（人）

109.5% a

調査期
日又は
調査対
象期間

指標の
対象

各美術館等の
事業実績報告
書から集計

道教委
各年４月
～３月

道立美術
館利用者

評価結果 定量評価 Ａ
ｄ評価に対
する今後の
取組
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①・② ①・②

　診断・専門診断・耐震化を実施することが困難な場合にお

①・② ①・②

　成事業を実施 　成が引き続き必要

　会と検討協議 　いるため他の地区での実施検討が必要

　・文化財の指定に向け関係者の意向の把握が必要

　関係者の意向の把握に努める

(1)文化財の調査・保存・活用の推進

(2)アイヌ民族文化財の調査・保存・伝承活動の推進

総合評価 計画どおり

定量評価 Ａ
指
標

評点 (a)

定性評価 進展あり

ｄ評価となった指標

(2)アイヌ民族文化財の調査・保存・伝承活動の推進
　・アイヌ文化財の保存伝承
　・アイヌ文化財の文化財指定の取組

(4)文化財に関する情報の発信と文化財に親しむ機会の確保
　・文化財に対する道民の理解促進

　国及び北海道が指定する文化財の増加に向けて、文化財の現状等の把握が課題となっていることから、未指定文化財の調査を実
施した。その結果、目標値を上回る337件の指定となった。
　北海道文化財保護強調月間に「文化財を活用した事業」を実施している市町村の増加に向けて働きかけを行った。その結果、目
標値を大きく上回る80.5%の市町村が実施した。

施策項目３０　文化財の保存及び活用の推進

[評価結果]　　　　 【担当課：文化財・博物館課】

評価数 2 0 0 0

(b) （c） (d)

[施策の推進状況]　 

《課題・背景》

(1)文化財の調査・保存・活用の推進
　・文化財の現状、修理状況、耐震化の状況の把握が必要

(5)日本遺産の認定と活用支援
　・R2新規認定に向けた取組
　・認定地域の活用支援

(3)世界遺産の登録と保存活用の推進
　・包括的･個別保存管理体制の設置･運営

【P】 【D】

①・文化財パトロールの実施（14管内）

　・未指定文化財の調査と指定及び登録の推進（建造物、

　きかけ

　・有形文化財（建造物）の耐震対策（耐震化又は地震に

　考古資料、無形民俗文化財の現地調査を実施）

　・有形文化財の修復等に係る利用可能な助成制度の周知

①指定文化財の現状調査の実施及び修復等助成制度の周知

②文化財の耐震化に係る働き掛け

　・アイヌ文化財専門職員等研修会の開催（１月28日、札

②・有形文化財（建造物）の耐震予備診断の完全実施の働

　対する対処方針の作成）の働きかけ

　・現状把握のために引き続き文化財パトロールを実施

　・有形文化財（建造物）について、耐震予備診断の完全実

　用できる助成制度を周知

　・文化財保護の必要性を市町村や所有者に周知し、未指定

　け

　施及び地震発生時の地震に対する対処方針の作成の働き掛 　・有形文化財（建造物）の耐震予備診断の完全実施を市町

【A】 【C】

【A】 【C】

【P】 【D】

②無形民俗文化財であるアイヌの民俗芸能や民俗技術の保存 ②・アイヌ民族の伝統的な民俗技術、民俗芸能に関する講

　幌市内で実施）

③アイヌ無形民俗文化財の調査

①アイヌ文書の翻訳

　文化財の指定及び登録の促進を図るとともに、修復等に利

　・文化財の現状、修理の必要性等の更なる把握に向けて文

　化財パトロールの継続的な取組が必要

　村や所有者に対して働き掛けるとともに、引き続いて基礎

　いては地震発生時の対処方針の作成を働き掛けることが必要

　・アイヌ文書の翻訳のために引き続き翻訳整理、報告書作

　・講座の広報の工夫と他の地区での実施に向けてアイヌ協

　・無形民俗文化財の伝承状況の把握とともに保護団体など

　・アイヌ文書の更なる翻訳に向けて翻訳整理、報告書の作

　・講座参加者の増に向けた広報と実施地区が限られてきて

①叙事詩「ユーカラ」の翻訳整理、報告書の作成

伝承活動 　座の実施（６月～１月、４管内６市町村で計100回実施）

③アイヌ文化財の調査

次

年

度

へ

次

年

度

へ

【Ｐ】・・・「Plan 令和元年度の主な施策」 【Ｄ】・・・「Do 主な取組の状況」

【Ｃ】・・・「Check 施策の課題」 【Ａ】・・・「Action  今後の方向」
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(H29) (H30) (R元) (R2) (R3) (R4)

(H29) 333 337 339 341

331 331 336 337

(H29) 59.0 64.0 70.0 70.0

56.6 56.6 70.1 80.5

（a）
指標数

（ｂ）
指標数

（ｃ）
指標数

（ｄ）
指標数

2 0 0 0

R2.3.31

 実績値（下段） 評価
出典

(調査名等)
実施主体

調査期
日又は
調査対
象期間

指標の
対象

 指定文化財
 数の把握

指標の内容
基準
値

目標値 (上段)

進捗率

ｄ評価に対す
る今後の取組

定量評価 Ａ

　[指標の状況及び評価]

100.0% a
国・道指
定文化財
(国選定
文化財も
含む）

道教委

北海道文化財
保護強調月間
における文化
財展示公開・活
用事業の実施
状況の調査

道教委
R元.10.8
～11.7

市町村125.8% a

①

②

国及び北海道が指定する文化財の数(件)

北海道文化財保護強調月間(10月８日～11月７日)に、
指定文化財が所在する市町村のうち｢文化財を活用
した事業｣を実施している市町村の割合(%)

評価結果

①・関係自治体と共同で「北海道・北東北の縄文遺跡群」

　推薦書案等の提出・保存活用協議会の正式運用開始

　・構成資産（キウス周堤墓群ほか）の保全状況改善に係

　る指導・助言

②・世界遺産登録に向けた機運醸成のためのフォーラム・

　パネル展の開催（石狩管内5回、留萌管内2回）

　・民間団体と連携した普及啓発事業の実施（石狩管内2回）　　

③関係自治体とともに国にR1年度の世界遺産登録の推薦を

要望

①キウス周堤墓群の保存活用計画の策定に係る指導・助言を ①キウス周堤墓群の追加指定に伴う保存活用計画の策定に

保護グループと連携して行う 係る指導・助言が必要

　引き続き開発局の協力の在り方について協議する。 　保存活用協議会の協力者として参加する開発局の協力の

　引き続き経過観察の試行について関係機関と調整した上 在り方について協議中

で、試行の結果を保存活用連絡会議に報告する。 　包括的保存管理計画に基づく経過観察の試行について関係

②引き続き普及活用事業を実施する 機関と調整が必要

①・② ①・②

　日本遺産に認定された地域の取組推進のため、市町村及び 　日本遺産に認定された地域の取組推進のため、市町村にお

知事部局の担当部署（文化・地域振興・観光）との一層の連 ける関係部局（文化・地域振興・観光担当部課）間や、道の

携の充実 出先機関（教育局・振興局）との連携の充実が必要

(3)世界遺産の登録と保存活用の推進

(4)文化財に関する情報の発信と文化財に親しむ機会の確保

(5)日本遺産の認定と活用支援

【A】

①市町村による文化財を活用した事業の更なる推進を図るた ①の取組による文化財の公開、展示活用など市町村への働

【C】

め、引き続き市町村への働きかけを実施 きかけにより目標達成

②民俗芸能の伝承に係り、引き続き、各保存会への情報提供 ②の取組により、道内の民俗芸能団体が他県の先進的な取

や、他団体との交流機会の提供、保存会間の連携を図るため 組に触れ、他団体との交流の機会を得た。R元は道央、道南

の取組を実施 で実施したが、今後、道内の他の地域でも実施が必要

②観光や地域振興などへの日本遺産の活用の促進に向けて、

①文化財保護強調月間（10月8日～11月7日）における文化財

②民俗文化財伝承に係る情報提供 公開事業等関連事業の促進

②民俗芸能の保存会等に対し、他団体との交流の機会や他県

の先進的な取組に触れる機会を提供（民俗芸能伝承フォーラ

ムの開催）

①日本遺産の認定を目指す市町村の取組への支援

【C】

【A】 【C】

【D】
「日本遺産連絡調整会議」を通じて、知事部局の担当部署

（文化・地域振興・観光）に働き掛けを実施

【A】

【P】

①認定を目指す地域の支援

②認定地域の取組に対する支援

【P】 【D】

【P】 【D】

①文化審議会意見等に基づく推薦書案の改訂

②世界遺産登録に向けた更なる気運醸成

③国等への働きかけ

①文化財を活用した事業実施に係る市町村への働きかけ

次

年
度

へ

次

年
度

へ

次

年
度

へ
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