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北海道命名150年

キーパーソン 松浦 武四郎

本事業計画は、2018年（平成30年）に行う北海道150年事業の検討・実施に当たり、道民の皆様などに対して、

本事業の全体像を理解していただき、参加していただけるよう留意し作成しました。

2018年（平成30年）に、本道が「北海道」と命名されてから150年目の節目を迎えます。

本道はかつて「蝦夷地」と呼ばれていましたが、1869年（明治2年）の7月17日に

松浦武四郎が「北加伊道」を含む6つの名前を候補とする意見書を明治政府に提案し

その後8月15日に、太政官布告によって「北海道」と命名されました。

ホッカイドウ

●蝦夷地の名称について明治政府に対して「北加伊道」という名前を提案した、いわば

北海道の名付け親です。

●明治政府に登用されて、開拓使の長官、次官に次ぐ判官に任じられ、その功績によっ

て従五位に叙せられますが、北海道の開拓政策をめぐって反発し、わずか半年で政府

の職を辞するとともに従五位も返上しました。

●武四郎が残した「天塩日誌」では、アイヌの古老から「“カイ”という言葉には、 “この地

で生まれたもの”という意味がある」と教えられたとの記述があり、「北加伊道」の「加伊」

には、この意味が込められているといわれています。

●蝦夷地調査の際には、アイヌの人々に道案内をお願いし、寝食を共にするなどアイヌ

の文化に深く触れるとともに、その生活や文化を紹介するために、多くの記録を残しま

した。

その先の、道へ。北海道
Hokkaido. Expanding Horizons.
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■基本理念等

■事業参画・協力体制

■事業の構成

1 事業の概要

基本理念

縄文文化やアイヌ文化をはじめとする本道独自の歴史や文化、国内外

に誇る豊かな自然環境は、かけがえのない道民の精神的豊かさの源

です。

本道が「北海道」と命名されてから150年目となる2018（平成30）年を節

目と捉え、積み重ねてきた歴史や先人の偉業を振り返り、感謝し、道

民・企業・団体などと一体となってマイルストーン（節目の年）として祝う

とともに、未来を展望しながら、互いを認め合う共生の社会を目指して、

次の50年に向けた北海道づくりに継承していきます。

また、道民一人ひとりが、新しい北海道を自分達の力で創っていく気概

を持ち、北海道の新しい価値、誇るべき価値を共有し、国内外に発信す

ることにより、文化や経済など様々な交流を広げていきます。

■北海道151年目の新たな一歩を踏み出す

■先人から受け継いだ財産を次の世代につなぐ

■“Hokkaido”の多様な魅力を世界に広げる

テーマ

基本姿勢

■未来志向

■価値創造

■道民一体

「世界の中の北海道」の視点で未来の姿を
見据えます。

北海道の可能性を見つめ直し、新しい価値
をつくります。

北海道を愛する多くの皆さんの参加により、
北の大地北海道を盛り上げます。

北海道150年事業実行委員会 北海道みらいメンバーシップ

北海道150年事業に参加・協力する
個人、企業、団体等で構成されます。総 会

事業計画や予算の承認等

役員会
運営に関することの審議等

運営会議
個別事業の企画・検討・調整

プロジェクトチーム
各プロジェクトチームが

「記念セレモニー関連企画」等の企画・実施

パートナー

スポンサー

サポーター

アドバイザー

事業を企画・実施する
プロジェクトチームの
メンバー

寄附・協賛

ボランティア、寄附

専門的助言

企業・団体等

企業・団体等

個 人

個 人

表彰等

寄付・
ボランティア等

実行委員会が実施 道民・企業、団体・市町村などが実施

記念セレモニー

北海道150年を象徴する式典や関連する企画等を実施

します。

■ 記念式典

■ 北海道150年ウィーク

■ プロジェクト形式による関連企画 等

（パートナー、実行委員会構成員の取組）

事業全体のPR等

様々なコンテンツ、手法で北海道150年事業をPRします。

■ 2018キックオフイベント

■ 事業PR

北海道みらい事業・応援企画

道民のみなさんや地域の視点を生かし、さまざまな主体

が道内外で企画・実施する事業です。

■ 北海道みらい事業

■ 北海道150年事業応援企画（2017年に実施）

道などが実施

北海道150年事業の基本理念に沿って、継続的に取り

組む施策や個別事業

関連推進施策
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■実施時期

原則として2018年1月～12月とします。

（事業終了が2019年以降となる個別事業を含みます）

■展開エリア

道内外

■主なスケジュール

記念セレモニー

実施
主体

項目 2017年 2018年 2019年

パートナー
事業

実
行
委
員
会

実
行
委
員
会

道

関連
団体
等

関連
団体
等

北海道みらい
事業等

関連推進施策

事業PR等

150年ウィーク
（7/14〜8/26）

記念式典
8/5

PR

4月〜12月

応援企画
4月〜12月

子ども未来・
夢キャンパス

カウントダウン
イベント

キックオフイベント
1月〜3月

キックオフ特別イベント
2/5

1 事業の概要

子ども交流
（三重・佐賀）

7月〜9月 音楽祭
12月

記録誌発行
3月

ほっかいどう
サイエンス・

フェスティバル
8/6～7

姉妹地域
ラウンドテーブル

8/4  

ウェブサイト等によるPR

2017年4月〜2018年12月

関連企画
1月〜12月

北海道みらい事業
1月〜12月



実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい・応援企画

道など

関連推進施策

3

（1）記念セレモニー

●時 期：2018年8月5日（日）

●場 所：北海道立総合体育センター「北海きたえーる」

●テーマ：先人に学び未来につなぐ

Ⅰ 記念式典

2 実施事業

Ａ：メインアリーナ会場
※登録者限定ゾーン

Ｂ：視聴覚室会場 Ｃ：サブアリーナ会場 ・ D：屋外会場

※ 登録者限定ゾーン：事前に応募を受け付けた方のみ入場可能な区域です。

※ 入場者の募集に当たっては、公式サイトやPRツール、各種メディア等を活用し、幅広い告知に努めます。

●記念式典

第1部 式典

第2部 記念プログラム

第3部 スペシャルライブ ●北海道映像

コンテスト

●北海道の未来

トークセッション

●エンターテインメント

●映像ミニシアター

●ブース展示

●グルメフェア

●記念式典放映
（パブリックビューイング）

●パネル展示

北海道の歴史、市町村紹介、パートナーの取組紹介、北海道遺産紹介 等
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【Ａ：メインアリーナ会場】＜登録者限定ゾーン＞

項目 実施概要

※スポンサー、サポーターのうち、100 万円以上ご寄附いただいた方が対象です。

内容の詳細は、今後調整し決定していきます。

開会

〈第2部〉

記念

プログラム

〈第3部〉

スペシャル

ライブ

閉会

〈第1部〉

式典

・若い世代の合唱

・アーティストのステージ

・式辞

・来賓紹介

・祝辞

・道内出身者のメッセージ

・海外道産子のメッセージ

・道内地域との中継

・特別表彰

・青少年の誓い

■歴史・文化

・北海道物語（映像）

・アイヌ文化

・開拓期のすがた

・地域の伝承芸能

■未来への躍動 150年のその先へ。

・テクノロジーと未来

・未来の北海道へのエール

・吹奏楽ダンス＆プレイ

・書道パフォーマンス

2 実施事業
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2 実施事業

項目 実施概要

【Ｂ：視聴覚室会場】 ＜一般開放ゾーン＞

項目 実施概要

【Ｃ：サブアリーナ会場】 【Ｄ：屋外会場】＜一般開放 ゾーン＞

【パネル展示】

項目

※内容の詳細は、今後調整し決定していきます。

北海道の歴史、市町村のすがた、

パートナーの取組、北海道遺産など

北海道映像コンテスト

北海道の未来トークセッション

エンターテインメント

映像ミニシアター

ブース展示

映像コンテスト決勝戦

〈テーマ〉 私が想う北海道

〈対 象〉 10代・20代

リレートーク

〈テーマ〉

○多様な文化創造

○クールHOKKAIDO

○未来型技術

○宇宙科学技術

○ＩＴがもたらす地方創生 等

パートナー企業との連携によるステージ等を実施

150年ＰＲ動画等を上映

パートナー、実行委員会構成員による関連展示

グルメフェア
パートナー、実行委員会構成員等による

道産食材や記念メニューの提供

パブリックビューイング メイン会場の放映（当日来場者向け）
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会場イメージ

2 実施事業
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●期 間：2018年7月14日（土）～8月26日（日）

●場 所：道内外の各地

Ⅱ 北海道150年ウィーク

2 実施事業

テーマ 実施内容（予定） 実施主体 地域

オープニング
(7/14)

道警音楽隊コンサート ・北海道警察本部【実行委】 札幌

オープニングステージ ・実行委員会主催 札幌

記念ポスト設置・記念切手発行（予定） ・日本郵便【実行委 4】 札幌

実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい応援企画

道などが実施

関連推進施策

学生の夏休み期を含む数週間に、様々な主体が各種の記念

イベント等を実施します。

①
道みんの日・

共生社会

北海道みんなの日（7/17） ・北海道（各道立施設） 全道

国際先住民族の日（8/9） ・北海道アイヌ協会【実行委】 全道

ミュージカル 「松浦武四郎 –カイ・大地との約束-」
札幌公演ほか（8月～9月）

・ミュージカル松浦武四郎
札幌公演事業実行委員会ほか【みらい 241】

札幌
ほか

ミナアンロー（笑いましょう）―アイヌ漫才＆アイヌ
語カラオケ大会―（7月～8月）

・札幌大学・札幌大学ウレシパクラブ
【みらい 159】

札幌

②
食

北海道の「食」の魅力再発見フェア（7月～8月） ・札幌市内ホテル連絡協議会【みらい 1】 札幌

ジンギスカンイベント（7月～8月）
・ジンギスカン食普及拡大促進協議会

【みらい 3】
札幌

バイヤーズマーケット北海道2018（7/19～22） ・北海道新聞社【みらい 412】 札幌

美幌観光和牛まつり（7/15）
・美幌観光和牛まつり実行委員会

【みらい 411】
美幌

Sea級グルメ全国大会 in もんべつ（8/24～26） ・紋別市【みらい 35】 紋別

北海道物産展 ・百貨店 等【ﾊﾟｰﾄﾅｰ等】 全国

あっさぶふるさと夏まつり（7/21～22）
・あっさぶふるさと夏まつり実行委員会

【みらい 49】
厚沢部

夏休み子ども見学デー（7月）
・農林水産省北海道農政事務所

【みらい 629】
札幌
ほか

土方歳三と開陽丸の歴史を食べ飲み歩く
（5月～12月）

・江差旅庭群来「群来和飲倶楽部」
【みらい 52】

渡島
檜山

フォーラム「北海道米ラブの礎となった中山久蔵を
知る」（6月～9月）

・北広島の未来を拓く会【みらい 53】 北広島

北海道 WHISKY FES 2018（8/5）
・北海道 WHISKY FES 実行委員会

【みらい 57】
札幌

③
アート

道民芸術祭（6月～12月） ・北海道文化団体協議会【みらい 75】 全道

スウェーデン芸術祭 IN 小樽（7月～9月）
・スウェーデン芸術祭IN小樽実行委

【みらい 76】
小樽

おおば比呂司、癒しの世界展（4月～10月）
・おおば比呂司アートコレクション

【みらい 78】
全道

北海道150年記念 鉾井直作作品展（～10月） ・鉾井直作【みらい 80】 砂川

サッポロ未来展 in Tomakomai（7月～8月） ・サッポロ未来展実行委【みらい 77】 苫小牧

35ar－日瑞 ガラス・木工作品展－（7月～12月）
・(一財)スウェーデン交流センター

【みらい 104】

当別
札幌
東京
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Ⅱ 北海道150年ウィーク

2 実施事業

テーマ 実施内容（予定） 実施主体 地域

④
北海道文学

松浦武四郎の書籍（現代語訳）出前授業 ・井村屋グループ【ﾊﾟｰﾄﾅｰ】
三重県

松阪 津

書籍「 写真館が視た北海道150 年」 出版事業
（7/17）

・(有)谷杉写真館【みらい 74】 全道

コラムに挑戦 私も書けた「忙中閑」（6月～9月） ・室蘭民報社【みらい 254】 西胆振

⑤
音楽

定期演奏会（7/16, 7/31） ・札幌国際情報高校吹奏楽部【みらい 122】 札幌

ミュージックキャラバンプロジェクト（4月～9月） ・北海道教育大学岩見沢校【みらい 131】 全道

イランカラプテ音楽祭 in 南ふらの（7/28）
・イランカラプテ音楽祭 in 南ふらの実行委員
会 【みらい 127】

南富良野

北海道教育大学・実験劇場
マドリガーレ・オペラ「土方歳三最後の戦い」（8月）

～北海道199日の軌跡～ 「函館戦争」シリーズ第二作

・北海道教育大学・実験劇場【みらい132】 全道

芸術鑑賞協会設立20周年記念事業（4月～12月） ・大樹町【みらい 154】 大樹

創業100周年記念 謝恩コンサート（7月） ・萩原建設工業(株)【みらい 176】
帯広
幕別

十勝最大の野外音楽フェス TOKACHI ALIVE

（8/25）
・萩原建設工業(株)【みらい 177】 道東

LOST∞WORLD MUSIC FESTIVAL（8/25）
・LOST∞WORLD MUSIC FESTIVAL実行委
員会【みらい 178】

札幌
道内

⑥
北海道の歴史、

文化、自然

150年記念フォーラム（7月） ・北海道新聞社【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 11】 札幌

150年記念パネル展 ・十勝毎日新聞社【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 22】
帯広
札幌

松浦武四郎ゆかりのルートを訪ねるバスツアー
（6月～9月）

・シィービーツアーズ【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 47】 全道

カルチャーナイト2018（7月） ・カルチャーナイト北海道【みらい 197】 札幌他

十勝建設の歴史展（7/21～22） ・帯広建設業協会【みらい 187】 帯広

伊達成実公生誕450年記念（7/22） ・伊達市能楽「摺上」上演実行委員会
伊達

～仙台藩能楽秘曲「摺上」上演～ 【みらい 240】

北海道150年と岩内～松浦武四郎と当時の岩内～
（5月～11月）

・(NPO)ぱとりあ岩内【みらい 253】 岩内

「北海道150年・松浦武四郎と黒松内」（7月～9月）
・(一社)黒松内町観光協会【みらい 194】 黒松内

～交通史・黒松内山道から函樽鉄道まで～

厚真を読み歩く 松浦武四郎さんの安都摩日誌
（7月～8月）

・厚真町教育委員会【みらい 200】 厚真

北海道命名150年記念 「鷲ノ木遺跡と榎本武揚
上陸地見学会」（7月～10月）

・森町教育委員会【みらい 211】 森

③
アート

アルテピア「北海道150年協賛事業」（4月～10月） ・(一社)北海道美術館協力会【みらい 105】
渡島
檜山
札幌

第16期 北海道150年記念展 松浦武四郎と幕末・
明治北海道ゆかりの人展（仮題）（8/7～11/30）

・小原道城書道美術館【みらい 115】 札幌

みんなのアート １，２，３（7/7～11/11） ・北海道教育委員会【みらい 117】 札幌
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Ⅱ 北海道150年ウィーク

2 実施事業

テーマ 実施内容（予定） 実施主体 地域

⑥
北海道の歴史、

文化、自然

プロジェクションマッピング 「KAMORI Wonder

Lights 大地」（4/28～10月）
・加森観光【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 116】 留寿都

松浦武四郎資料展 in 釧路（8/17～19）
・松浦武四郎展 釧路実行委員会

【みらい 252】
釧路

松浦武四郎根室管内巡回パネル展（8月～9月）
・根室振興局、根室管内各市町教育委員会

【みらい 222, 223, 224, 227, 228】
根室管内

日高育成牧場 場内見学ツアー（7月～10月）
・JRA日本中央競馬会日高育成牧場

【みらい 420】
浦河

北海道の木「木育フェア」（7月） ・イトーヨーカ堂【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 87】 札幌

飛鳥Ⅱ 北海道クルーズ（7月～9月） ・郵船クルーズ【みらい 444】 全国

松浦武四郎パネル展（7/14～22） ・新十津川町【みらい 266】 新十津川

栗山町開拓130年（町制施行70年）記念事業
（4月～12月）

・栗山町【みらい 267】 栗山

ふたりしずか文芸館（8/1） ・ユニット ふたりしずか【みらい 268】 札幌

赤平の炭鉱遺産 映像制作と活用プロジェクト
（4月～12月）

・赤平市教育委員会【みらい 275】 赤平

北海道命名150年記念特別展示及び講演会（8月） ・浜頓別町教育委員会【みらい 277】 宗谷

夕張市石炭博物館リニューアルオープン
（4月～11月）

・夕張市【みらい 278】 夕張

とうや湖縄文まつり第10回記念事業（7月）
・とうや湖縄文まつり実行委員会

【みらい 283】
洞爺湖

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018 とまこまい
（7/21～22）

・リレー・フォー・ライフ・ジャパンとまこまい実
行委員会【みらい 657】

苫小牧

「札幌人」養成カリキュラム 『夏休み札幌歴史・文
化探検隊』（8月）

・札幌商工会議所【みらい 635】 札幌

江別カルタで辿る江別物語2018（7月～8月） ・江別創造舎【みらい 294】
江別
ほか

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018 室蘭
（8/25～26）

・リレー・フォー・ライフ・ジャパン室蘭実行委
員会【みらい 658】

室蘭
西胆振

道立文書館企画展（7月） ・北海道【みらい 307】 札幌

北海道博物館特別展「松浦武四郎」展（6月～8月） ・北海道【みらい 308】 札幌

ほっかいどう民俗芸能振興事業（7月～8月） ・北海道教育委員会【みらい 310】 札幌

北海道開拓の村 特別展「北海道の暮らし走馬
灯」（6/30～8/26）

・（一財）北海道歴史文化財団【みらい 314】 札幌

北海道開拓の村 「まるごと昔の日」（8/5） ・（一財）北海道歴史文化財団【みらい 315】 札幌

山形県と北海道との繫がりを辿る（7/22） ・札幌山形県人会【みらい 323】 札幌

資料展示「北海道の150年をふり返る」（8月） ・北海道教育委員会【みらい 337】 道内

胆振150年記念フォーラム（7月～8月）
・胆振総合振興局
・室蘭民報社【みらい 347】

室蘭

北海道150年、温故知新 「とかちのむかし・いま・
みらい」を知り、学ぶ（7月）

・十勝総合振興局【みらい 353】 十勝

国有財産パネル展及び国有財産案内ツアーの実
施（8/4）

・北海道財務局【みらい 354】
札幌
函館
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Ⅱ 北海道150年ウィーク

2 実施事業

テーマ 実施内容（予定） 実施主体 地域

⑦
スポーツのチカラ

天塩川カヌーツーリング（7/14～17）
・ダウン・ザ・テッシーオーペッ実行委
【みらい 358】

上川

環北海道2400ライド（6/28～7/19） ・北海道サイクリング協会【みらい 355】 全道

北海道命名の地
イカダ下り・スポーツフェスティバル（7月、8月）

・音威子府村商工会【みらい 366】 音威子府

2018電動模型航空機世界選手権（7/19～29）
・2018電動模型航空機世界選手権地元
受け入れ協議会【みらい367】

石狩

空知

空から眺める150年目の北海道・十勝の大地
（7月～10月）

・上士幌町【みらい 368】 上士幌

北海道150年記念カーリング国際大会（8月） ・北海道銀行【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 112】 札幌

北海道マラソン2018（8/26） ・北海道マラソン2018組織委員会 札幌

第56 回北海道障がい者スポーツ大会（7/22）
・(公財)北海道障がい者スポーツ協会

【みらい 378】
全道

旧増毛小学校公開事業｢ぞうきん掛け選手権｣
（7/29）

・増毛町観光協会【みらい 380】 増毛

クラーク博士と日本野球の虹の懸け橋プロジェクト
（5月～10月）

・クラーク虹の懸け橋プロジェクト実行委員会
【みらい 383】

道内外

北海道トライアスロン大会（8/19）
・北海道トライアスロン実行委員会

【みらい 386】
後志
胆振

⑧
科学みらい

子ども未来・夢キャンパス（7月～8月）
・全道の各大学・短大・高専【みらい】 全道

・実行委員会主催（全体企画） 全道

ほっかいどうサイエンス・フェスティバル（8/6～7）
・実行委員会主催

札幌
・北海道大学【実行委】

積雪寒冷地対応技術の歴史”博物館”（7月） ・北海道科学大・短大【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 23】 札幌

科学であそぼ「おもしろ実験室」（7月） ・北海道電力【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 66】 札幌

北の四大学ビジネスプラン発表会（5月～12月）
・小樽商科大、はこだて未来大、

北見工大、帯広畜産大【みらい 396】

小樽
函館
北見
帯広

サイエンスパーク（7月）
・北海道立総合研究機構・北海道

【みらい 400】
札幌

（仮称）未来事業視察会（8月） ・北海道経済連合会【みらい 401】 道内

北海道150年記念立命館慶祥サマースクール
（7/28-29）

・立命館慶祥中学校・高等学校
【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 113】

江別

ACUまなびシェア北海道150年キッズワークショッ
プ （8/5）

・クレオテック【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 44】 札幌

バイオマス・水素エネルギー学習会（7月～8月） ・鹿追町（環境保全センター）【みらい 397】 鹿追

18青少年のための科学の祭典 札幌南大会
（8月）

・サイエンス・スパークス【みらい 403】
札幌
ほか
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Ⅱ 北海道150年ウィーク

2 実施事業

テーマ 実施内容（予定） 実施主体 地域

⑨
世界へ☆北海道

子どもたちの交流事業（7月～9月） ・実行委員会主催
札幌

三重県
佐賀県

友好提携地域とのラウンドテーブル（8/4） ・実行委員会主催 札幌

ゆかりの地との交流事業（7月） ・遠別町国内交流を進める会【みらい 626】
遠別

福井県
越前市

道民倍増計画（Domingo）（～12月）
・クリプトン・フューチャー・メディア
【ﾊﾟｰﾄﾅｰ 5】

全道

北海道150年記念 北海道応援団フォーラム2018

（8月）
・北海道150年物語実行委員会【みらい 471】 道内

⑩
北海道150年の夏

道新・UHB花火大会（7月） ・北海道新聞・UHB【ﾊﾟｰﾄﾅｰ】 札幌

北海道風車まつり（7/22） ・北海道風車まつり実行委員会【みらい 429】 苫前

大沼湖水まつり（7/28～29）
・一社）七飯大沼国際観光コンベンション

協会【みらい 445】
七飯

みんわらウィーク
・よしもとクリエイティブ･エージェンシー
【ﾊﾟｰﾄﾅｰ】

札幌

長万部町祭典イベント（8/10） ・長万部商工会【みらい 234】 長万部

勝毎花火大会（8/13） ・十勝毎日新聞社【ﾊﾟｰﾄﾅｰ】 帯広

きこない咸臨丸まつり（8/15～16） ・きこない咸臨丸まつり実行委【みらい 238】 木古内

しかべ海と温泉のまつり（8/18）
・しかべ海と温泉のまつり実行委員会

【みらい 421】
鹿部

第63回道新花火大会と函館夕景クルーズ in ナッ
チャンWorld（8/1）

・リベラ(株)【みらい 476】 函館

江差かもめ島まつり（7月） ・江差観光コンベンション協会【みらい 489】 江差

青少年キャンプ村「こんがり王国」（8/4～11） ・江別市【みらい 573】 江別

第6回北の酒まつりinきたひろしま（7/14～15） ・北広島市観光協会【みらい 513】 石狩

第40回北広島ふるさと祭り（8/4～5） ・北広島市観光協会【みらい 514】 石狩

エンディング

北海道マラソン2018（8/26）（再掲） ・北海道マラソン2018組織委員会 札幌

エンディングステージ ・実行委員会主催 札幌

凡例 【みらい ○】：北海道みらい事業（p.61～129）のNo.○に該当

【ﾊﾟｰﾄﾅｰ ○】：関連企画（パートナーの取組）（p.14～58）のNo.○に該当

【実行委 ○】：関連企画（実行委員会構成員の取組）（p.59～60）のNo.○に該当
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2 実施事業

全道各地の子どもたちに学ぶ楽しさを伝えるため、大学、短大、高等専門学校等が、北海道150年ウィーク

期間等に、科学技術の体験、スポーツなどをテーマとした様々なイベントを開催します。

＜時 期＞ 北海道150年ウィーク期間 等

＜実施主体＞ 全道各地の大学、短大、高等専門学校

（実行委員会は全体企画を実施）

＜対 象＞ 小中学生など

＜テーマ例＞ ○機械工学・科学技術等の体験イベント

○スポーツ・音楽・美術のイベント

○保健福祉の体験イベント など

Ⅲ 子ども未来・夢キャンパス

世界的に著名な研究者を招へいし、北海道の未来を担う若者に最先端の科学技術などを伝えます。

【各イベントは、P14の「関連企画」及びP61以降の「北海道みらい事業」に として表示しています。

（3月26日現在 27校・48事業） 】

Ⅳ ほっかいどうサイエンス・フェスティバル

本道と姉妹友好提携を結んでいる海外の地域の代表を招へいし、円卓会議を実施します。

Ⅴ 北海道姉妹友好提携地域ラウンドテーブル2018

＜時 期＞ 2018年8月4日

＜場 所＞ 札幌市内等

＜交流地域＞6カ国10地域

■カナダ／アルバータ州

■中国／黒竜江省

■米国／マサチューセッツ州、ハワイ州

■ロシア／サハリン州

■韓国／ソウル特別市、釜山広域市、慶尚南道、済州特別自治道

■タイ王国／チェンマイ県

＜協議内容＞今後の発展ビジョン、11地域の取組事項 等

① 一般向け（小中高生を含む）

＜時 期＞ 2018年8月6～7日

＜実施主体＞ 実行委員会

＜場 所＞ 北海道立総合体育センター「北海きたえーる」

＜内 容＞ ○マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボ副所長 石井 裕教授による講演

○国立研究機関、民間企業等による展示

○サイエンス・ショーや体験学習

○北海道大学によるサイエンス・カフェ

② 学生、若手研究者をはじめとする教職員向け

＜時 期＞ 2018年8月6～7日

＜実施主体＞ 北海道大学

＜内 容＞ ○マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボ副所長 石井 裕 教授による講演会

○若手研究者向けのシンポジウムなど
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2 実施事業

子どもたちが、本道と他地域との交流の歴史などを学び、北海道にゆかりのある道外地域を訪れ、現地の子ども

たちとの交流を行います。

Ⅵ 子どもたちの交流事業

＜時 期＞ 2018年7月～9月

＜交流地域＞ ■三重県（松阪市）

～「北海道」の名付け親「松浦武四郎」の出身地

■佐賀県（佐賀市）

～初代開拓判官「島義勇」の出身地

＜概 要＞ ・ワークショップ（7月）

・三重、佐賀との交流（現地訪問交流・視察）（8月）

・探検成果発表会（9月）

若い世代の方々などによる音楽ステージで、北海道150年を締めくくります。

Ⅶ 北海道150年音楽祭

＜時 期＞ 2018年12月26日

＜場 所＞ 札幌コンサートホール Kitara

＜概 要＞ ・子どもたち・若手ミュージシャン等の参加により、

合唱、演奏、パフォーマンスを実施します。

北海道150年事業の取組内容を詳細に伝える記録誌及び記録映像を作成します。

Ⅷ 記録誌・記録映像の作成



実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい・応援企画

道など

関連推進施策

14

パートナー及び実行委員会構成員が、企画力やノウハウを

生かした取組を行います。

Ⅸ 関連企画（パートナー、実行委員会構成員の取組）

■関連企画（パートナーの取組）

2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

事業名 伊福部昭氏トリビュートコンサートの実施
区分 関連企画

時期 2018年3月20日

場所 札幌コンサートホール Kitara

概要

北の大地が生んだ偉大なる音楽家でアイヌとの関わりの深い故・伊福部昭氏を称賛する
コンサートをkitara大ホールで実施。
音楽監督・指揮には、帯広市で生まれ、東京音楽大学作曲科にて伊福部昭から学んだ
愛弟子の一人である藤田崇文氏を迎える。

事業名 松浦武四郎特別番組の制作・放送（ＢＳおよび地上波）
区分 関連企画

時期 ＢＳ：8月上旬オンエア予定、地上波：7月下旬オンエア予定

場所 ＢＳ）全国 地上波）道内

概要

番組名：「北海道を愛した夢追い人 松浦武四郎（仮）」
「北海道」命名150年、松浦武四郎生誕200年の節目の年を迎えるにあたり、武四郎の軌
跡をたどる『歴史紀行エンターテイメント』を制作・放送。（60分番組を想定）
※内容は変更となる場合あり

3

（株）北海道クラウン 事業名
オフィス用品イベント「ビジネスグローバリーフェア」等での
北海道150年事業のPR

区分 PR

時期 2018年2月～10月

場所 札幌、旭川等

概要

当社主催の次の各イベントで北海道150年事業と北海道ステーショナリーのPRを実施
（日程は予定を含む）。

・2018スプリングフェア（2月1～2日・札幌パークホテル）
・2018ビジネスグローバリーフェア（7月5～6日・ホテルロイトン札幌）
・クラウンはまなす会 総会（8月14日）
・2018オータムフェア（9月6日・札幌パークホテル）
・ビジネスグローバリーフェアin旭川（10月2～3日・道北地域旭川地場産業振興センター）

事業名 北海道150年を盛り上げる企画商品の開発・販売
区分 関連企画

時期 2018年2月～10月

場所 道内

概要
北海道150年の盛り上げにつなげる企画商品として北海道150年ロゴマークをあしらった
「北海道150年マスキングテープ」、子どもたちが楽しみながら北海道各地の名産や歴史
を学べるぬりえ「NuRIE（ヌーリエ）北海道版」を開発・販売。

4

HTB 北海道テレビ放送（株）
事業名 朝日新聞×ＨＴＢ 北海道150年 あなたと選ぶ重大ニュース
区分 関連企画

時期 2017年春～2018年春

場所 道内を中心に全国から投票を受け付け

概要

朝日新聞と共同で、ウェブサイトを開設するとともに、2017年6月に朝日新聞別刷り特集
紙面を発行し、この150年に北海道で起きたニュース150項目を紹介。この中から、読者・
視聴者に「重大ニュース」を選んでもらう投票を実施。HTBでは、ニュース項目からピック
アップし、重大ニュースを映像で振り返る企画を実施。
2017年9月、中間集計の結果を公表。10月、作家で道立文学館館長の池澤夏樹氏らを
招いて「重大ニュース」をテーマにしたパネルディスカッションを開催。
2018年1月に最終ランキング発表。その後も、放送・新聞紙面で企画実施。

事業名 「HTB・朝日 ジルベスタ―コンサート」における北海道150年の祝福
区分 関連企画

時期 2017年12月31日 22時開演～2018年1月1日 0時15分終演

場所 札幌コンサートホール Kitara 大ホール

概要
コンサート会場内で2018年の幕開けをカウントダウンし、 新年を迎えた直後に北海道命
名150年イヤーを祝福。

1
HBC 北海道放送（株）

2 （株）HBCフレックス
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

5

クリプトン・フューチャー・メディ
ア（株）

事業名 雪ミクによる北海道150年コラボ展開
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年

場所 道内・道外

概要
北海道を応援するキャラクター「雪ミク」のオリジナルビジュアルを公開。メインとサブのビ
ジュアル2種の幅広い普及により、北海道150年事業のＰＲを実施。

事業名 SNOW MIKU 2018での北海道150年事業PR
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年2月5日～12日

場所 サッポロファクトリーなど

概要
北海道の冬を応援する「雪ミク」のフェスティバル「SNOW MIKU 2018」にて北海道150年
のＰＲを実施。

事業名 「Domingo」バージョンアップ及び北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2017年～2018年

場所 Android/iOSアプリ

概要
アプリ内「イベント」ページを中心とした、北海道150年事業のイベントＰＲをアプリ内で継
続的に実施。

6

（株）電通北海道
事業名 道内各メディアの参加による北海道150年事業PRチームの運営
区分 ＰＲ

時期 2017年～2018年

場所 道内・道外

概要 道内各メディアの参加による北海道150年事業PRチームを運営。

7

（株）ＡＩＲＤＯ
事業名 航空機の機体を用いたロゴマーク掲出によるメッセージの発信
区分 ＰＲ

時期 2017年12月～2018年12月

場所 AIRDO保有航空機

概要
当社保有の全13機（B767-300型機 4機、B737-700型機 9機）の搭乗ドア横に「当社就航
20周年」と「北海道150年」のロゴマークを掲出し、メッセージを発信。
2017年12月から順次機体の掲出を開始し、2018年12月まで実施。

事業名
ポスター、交通広告、カレンダー、ドリンクサービス用紙コップ、名
刺等へのロゴマークの掲出

区分 ＰＲ

時期 2017年12月～

場所 空港などの公共空間、取引先等

概要

ポスター、交通広告、カレンダー、ドリンクサービス用紙コップなどの媒体を活用して、当
社の就航20周年のキャッチフレーズ「叶える翼に。」のロゴマークとともに、北海道150年
のロゴマークを掲出し、北海道のあしたを応援するメッセージを発信。また、名刺をリ
ニューアルし、新たに採用した2つのデザインパターンいずれにも2種（就航20周年、北海
道命名150年）のロゴを採用し、広く道内、道外へPR。

事業名
飛行機内・羽田空港カウンター放映VTR映像での北海道150年
ロゴマークの使用

区分 ＰＲ

時期 2017年5～6月春編、7～9月夏編、10～12月秋編、2018年1～3月冬編を放映予定

場所 AIRDO飛行機内、羽田空港当社カウンター

概要
映画「生きとし生けるもの」（今津秀邦監督）の素材を活用し、四季に応じて作成した北海
道プロモーション映像（約8分）に北海道150年ロゴマークを使用し、機内及び羽田空港当
社カウンターで放映。北海道の大自然と暮らす生き物たちの紹介とあわせてPR。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

7

（株）ＡＩＲＤＯ
事業名 就活支援割引運賃の設定期間を150日間に拡大
区分 関連企画

時期 2018年3月1日～7月31日の150日間（7月14,15,16日は対象外）

場所 当社就航全路線

概要

北海道との包括連携協定に基づく協働事業の一環として、就職活動中の学生負担の軽
減と道外居住学生の道内就職を促し、道内定住を進めるため、「就活支援割引運賃」を
設定し、これまでに延べ34,600名の利用をいただいているが、2018年度は、北海道命名
150年の節目にちなみ割引運賃設定期間を前年の135日間から150日間に拡大する。

事業名 2018航空教室での北海道命名150年の紹介・PR
区分 PR

時期 2018年6月～11月

場所 道内就航地周辺の小中学校

概要

運航乗務員、客室乗務員、整備士が道内小中学校を訪問し、それぞれの仕事の内容や
飛行機の素晴らしさを伝え、子どもたちのキャリア教育に役立ててもらう「AIRDO航空教
室」を2009年から実施。2018年は、北海道命名150年に関する紹介やPRを盛り込み、子
どもたちの理解が深まるよう取り組みを進める。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

8

全日本空輸（株）
事業名 プロジェクトの立ち上げと専用サイトのリリース
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年7月20日

場所 弊社自社サイト

概要

「北海道150年×ANA プロジェクト」と題し、食と観光の様々な取組を開始。
自社サイト内にプロジェクトページを立ち上げ、道内路線6,300円の運賃を継続発売した
り、新しいバスプランを発売。食に関しても通販サイトで北海道食材特集を展開したり、
道内各地域のふるさと納税をご紹介することで、道産食材のＰＲにも貢献。

事業名 ロゴを使用した北海道150年のPR
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年10月～2018年10月

場所 弊社パンフレット内、社員名刺

概要
2017下期ANAスカイホリデー全国発北海道行きの全パンフレットに北海道150年ロゴ
マークを掲載。また、北海道支社社員の名刺に同ロゴ掲載。

事業名 ANAオープンゴルフトーナメントでの北海道150年専用ブース設営
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年9月14日～17日、2018年9月12日～16日

場所 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース

概要
ANAオープンゴルフトーナメント2017で北海道広報ブースを設置し、北海道150年含め
様々な道庁事業をPR。2018年度のトーナメントでも継続して設営予定。

事業名 松浦武四郎記念館を含めた三重県商品の展開
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年12月～2018年10月

場所 弊社パンフレット

概要
2017下期ANAスカイホリデー全国発「三重行き」パンフレットを作成し、松浦武四郎記念
館と150年ロゴを掲載し、展開予定。

事業名 機内や空港ラウンジでの北海道食材の提供とPR
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年12月～2018年2月、2018年3月～5月

場所 機内、空港ラウンジ、自社WEBサイト等

概要

「Taste of Japan by ANA -Explore the regions-」と題して、北海道150年を記念し、全国
に先駆けて北海道から半年間におよび、機内やラウンジ、通販等で北海道食材を提供。
また機内誌や機内動画、専用WEBサイトなどあらゆるANA媒体を活用し国内・海外へ発
信し、「食」だけでなく、実際に来て頂けるよう「誘客」に繋がる取組みとする。2018年3月
～5月は機内食メニューを一新し、新千歳空港のSUITEラウンジには、北海道ワインを提
供。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

8

全日本空輸（株）
事業名 「おおば比呂司、癒しの世界展」との連携
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年8月

場所 機内誌「翼の王国」での掲載等

概要

ANAのタイムテーブルや機内誌「翼の王国」の表紙を描いていたおおば比呂司氏の展
覧会との連携。
8月14～9月9日に開催される札幌市内3カ所での展覧会の告知など、2018年8月に機
内誌で取り上げる。

9

日本航空（株）
事業名 自社搭乗キャンペーンでの北海道150年PR

区分 PR

時期 2018年1～4月

場所 機内誌・WEB

概要
搭乗キャンペーン（北海道発着便に期間中2回搭乗で応募可能）において、北海道命
名150年をタイトルに打ち出し、北海道のすぐれた海産物や農産品、また、北海道150

年にちなんだ賞品が抽選で当たる企画を実施。

事業名 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！

区分 関連企画

時期 2017年12月、2018年12月（予定）

場所 2017年12月：釧路市、2018年12月：未定

概要
プロ選手らとのふれあいを通じて北海道のプロスポーツに親しみを持ってもらうとともに、
北海道の課題とされている子どもの体力・運動能力の向上や人口減少地域の交流人
口を増やし、地域活性化につなげる。

12

（株）WITH
事業名 アイドルグループ「EverZOne」と連携した北海道150年ＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2017年6月～（新譜リリースキャンペーン：2017年11月4日～2018年3月）

場所 道内・道外

概要

新譜リリースにあわせて作成するポスターに北海道150年事業ロゴマークを記載すると
ともに、道内及び道外でのリリースイベントでの周知を実施。
ニコニコ動画のEverZOne公式チャンネル（毎週生放送）内での北海道150年事業のPR

等を実施。

13

リコージャパン（株）
北海道支社

事業名 北海道150年事業ＰＲ活動
区分 ＰＲ

時期 2017年4月～

場所 道内

概要

次により、北海道150年事業のPRを実施中。
・『RICOH Presents 2017 働き方改革』イベント（2017.11.14～15）における北海道150年

ブース開設
・北海道内28拠点への『北海道150年』ポスター掲示
・社有車両400台への『北海道150年』ロゴシール添付
・北海道150年ロゴバッジ、及び北海道150年ロゴ名刺の活用 等

事業名 遠隔コミュニケーション支援
区分 技術支援

時期 2018年8月5日等

場所 全国

概要
記念式典において、当社コミュニケーションシステムを活用したライブ中継で、遠隔拠
点間コミュニケーションを支援。
カウントダウンイベント、北海道みらい事業等での活用を含め実行委員会と協議予定。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

日本航空（株）【再掲】

サッポロビール（株）

（株）北海道新聞社

（9）

10

11
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

事業名 北海道のごはんがおいしいね！プロジェクト
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年3月～12月

場所 道内全域

概要

北海道の四季の食材や食文化に着目し、販促・イベントを通して伝統的な食べ方のみ
ならず新たな食べ方を提案。生産者の声を消費者に届けることで北海道の食の魅力を
最大限に発信。
・四季のメニュー・食材を訴求する販促と生産者トークショー（イオン北海道）
・エリアに特化したメニュー提案とクッキングショー（マックスバリュ北海道）
・オリジナル缶の発売

＜連携パートナー＞ サッポロビール(株)、イオン北海道(株)、マックスバリュ北海道(株)、(株)マツオ他

事業名 「北海道の森に海に乾杯！」キャンペーン
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年7月上旬～9月上旬

場所 道内

概要

「北海道の森に海に乾杯！」共同キャンペーンを実施。対象商品によるカーボンオフ
セットを実施し道内の森林保全活動に協力するとともに、多くの方々に、「森を守ること
は海を守ること」という思いを訴求。
・オリジナルデザインビール等の発売

「サッポロ麦とホップThe gold 北海道の森に海に乾杯！缶」
「Ribbonナポリン」ペットボトル（キャンペーンシール付き) （他多数実施予定）

・森カフェの開催
家族等を対象として、植樹後に森でキッチンカーを使ったカフェを企画。

＜連携パートナー＞ サッポロビール(株)、ポッカサッポロ北海道(株)、生活協働組合コープさっぽろ

事業名
「コンサドーレＥＺＯＣＡ缶」の発売及びサンクスマッチにおける
記念行事

区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年7月1日～

場所 道内全域

概要

北海道150年スペシャル北海道コンサドーレ札幌応援缶「コンサドーレＥＺＯＣＡ缶」を発
売。サンクスマッチにおける150年記念行事を開催し、北海道のスポーツ文化を訴求。

＜連携パートナー＞ サッポロビール(株)、(株)コンサドーレ、(株)リージョナルマーケティング

事業名 「競馬缶」（仮称）北海道150年事業企画商品発売
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年5月1日～8月末（未定）

場所 道内量販店等

概要

北海道の馬文化を応援するオジリナル缶（ビール）を発売。北海道の馬文化の大切さ、
素晴らしさを北海道民に訴求。

＜連携パートナー＞ サッポロビール(株)、日本中央競馬会

事業名
道内流通企業×サッポログループ北海道各地の食材・食文化を
応援

区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年10月～準備、2018年1月～実施

場所 道内全域

概要

道内流通企業と協働し、各エリアに根ざした誇れるべき食材・文化の情報発信を通じ、
北海道民の豊かな生活に貢献。
・道内各地域の食材・文化をデザインし、北海道150年ロゴマークを入れたオリジナ

ルデザインビールを発売。
・ “地域の人に喜ばれる景品”を提供するオリジナルキャンペーンを実施。
・北海道Likers（Webコンテンツ）を使った情報発信を実施。

＜連携パートナー＞ サッポロビール(株) ほか

事業名 北海道150年事業企画商品発売
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年6月1日～8月末

場所 道内全域

概要
北海道の食文化、食材の素晴らしさを北海道民に再認して頂く北海道150年事業企画
商品の販売を実施。
＜連携パートナー＞ サッポロビール(株)

(10)

14

15

16

17

18

19

20

21

サッポロビール（株）【再掲】

イオン北海道（株）

マックスバリュ北海道（株）

（株）マツオ

ポッカサッポロ北海道（株）

生活協同組合コープさっぽろ

（株）コンサドーレ

（株）リージョナルマーケティング

日本中央競馬会

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

(17)

ポッカサッポロ北海道（株）
【再掲】

事業名 商品パッケージに北海道150年ロゴマーク掲載
区分 ＰＲ

時期 2018年2月～8月

場所 道内

概要
発売107年を迎える北海道限定商品「リボンナポリン」、北海道原料を使用した「富良野
ラベンダーティー」などの商品パッケージ並びに広告物への北海道150年ロゴマーク掲
載によるＰＲ。

(18)

生活協同組合コープさっぽろ
【再掲】

事業名 トドック「お酒カタログ」による北海道の歴史の発信
区分 関連企画

時期 2018年1月

場所 全道

概要
北海道の歴史と共に歩み、発展してきた北海道のビール工場の歴史と特長を、トドック
「お酒カタログ」を活用して発信。

事業名 トドックスマイルキャラバン
区分 関連企画

時期 2018年4月～

場所 道内

概要
昨年から実施している「トドックスマイルキャラバンfor179」、「いっしょにトドックダンス
179」ページ内に、北海道150年ロゴマークを掲出してＰＲ。

(19)

（株）コンサドーレ
【再掲】

事業名 2018シーズン新ユニフォームへの北海道150年ロゴマーク使用
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 全国

概要
2018シーズン北海道コンサドーレ札幌の新ユニフォームに北海道150年ロゴマークを使
用し、北海道命名150年を発信。

事業名 2018松山光プロジェクト
区分 PR

時期 2018年3月～2019年１月

場所 札幌市

概要
『キャプテン翼』の人気キャラクターで北海道出身の松山光選手のような世界に通用す
る選手を数多く育成することを目的に実施するプロジェクトにおいて、北海道150年ロゴ
マークを使用して道民に訴求。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

22

十勝毎日新聞社グループ 事業名
松浦武四郎関連イベントの企画運営や支援、関連グッズの企
画・販売等によるＰＲ

区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年1月～2018年12月

場所 道東圏、道内、三重県

概要
十勝管内のイベントでの北海道150年、松浦武四郎のＰＲ。道内２会場（札幌市、帯広
市）、三重県１会場（津市）で行う企画展での松浦武四郎グッズの企画提案・販売など
を実施。

事業名
十勝毎日新聞紙面、道内地方紙連合などと連携した北海道150

年、松浦武四郎生誕200年のＰＲ
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2017年1月～2018年12月

場所 道東圏、道内

概要
十勝毎日新聞の紙面や電子版で北海道150年、松浦武四郎生誕200年の企画を展開。
道内地方紙連合（釧路新聞、十勝毎日新聞、室蘭民報、苫小牧民報、函館新聞）発行
のJIMOTO新聞（vol.7、3月29日発行）での企画により周知。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

(11)

（株）北海道新聞社【再掲】
事業名 道新フォーラムの開催
区分 関連企画

時期 2018年7月

場所 道新ホール（札幌市）

概要
北海道150年にあわせて「北海道の歴史と未来」を有識者、関係者で話し合う。一般来
場者は最大700名を想定。フォーラムの様子は北海道新聞朝刊の特集紙面で全道に
伝える。

事業名 北海道旅行博
区分 関連企画

時期 2018年2月24日～25日

場所 札幌グランドホテル

概要
「北海道命名150年」と縁の深い三重県のほか、道内や国内各地、そして海外の旅の
魅力を広め、北海道の交流人口拡大による経済・文化活動の活性化を目的とした「北
海道旅行博」を開催。

23

北海道科学大学・
北海道科学大学短期大学部

事業名 北海道の積雪寒冷対応技術の歴史”博物館”
区分 関連企画

時期 2018年7月

場所 北海道科学大学 手稲前田キャンパス

概要
北海道博物館の協力のもと、大学キャンパスを北海道の積雪寒冷対応技術の歴史”
博物館”として開放する企画イベントを開催。展示と併せて、子どもたちの公開授業、工
作教室などを展開。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

24

（株）よしもとクリエイティブ
・エージェンシー

事業名 北海道150年カウントダウンステージによるPR

区分 関連企画

時期 2017年8月5日

場所 サッポロファクトリー

概要
みんわらウィークオープニングステージにて、タカアンドトシによる150年カウントダウン
ステージを展開。また、北海道じゃらんとのタイアップで、紙面展開を実施。

事業名 北海道150年ロゴマーク掲載によるPR
区分 ＰＲ

時期 2018年3月～

場所 道内

概要
札幌よしもとが発行するライブ情報フリーペーパーにて、北海道150年ロゴマークを掲
載し、若年層へのPRを図る。

事業名 お笑いライブでの北海道150年コーナー企画
区分 ＰＲ

時期 2018年3月～

場所 札幌市内

概要
札幌よしもとで行うお笑いライブ内で、北海道150年にまつわるコーナーを企画。（月に
１回程度）

25

（株）ACT NOW 事業名
クラウドファンディングを活用した「北海道みらい事業」の企画
支援

区分 ＰＲ、企画支援

時期 2017年6月～

場所 道内

概要
クラウドファンディングを活用した「北海道みらい事業」の企画支援を行うため、自社サ
イトに特設ページ「北海道みらい事業×クラウドファンディング」を開設。あわせて北海
道150年事業のPRを実施。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

26

北海道味の素（株）
事業名 北海道150年ロゴマーク入りPR資材による量販店での展開

区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 道内の量販店

概要
北海道150年事業パートナーの全量販店が店頭で150年事業＆勝ち飯をアピールする
PR資材を作成し、年間を通じてテーマ等を各店で発信。

事業名 味の素グループ施策商談会での北海道150年事業のPR
区分 ＰＲ

時期 2018年1月18日

場所 京王プラザホテル

概要

1月18日に京王プラザホテルで実施した味の素グループ施策商談会のブースで、北海
道150年事業＆「勝ち飯」のエンドを作り、量販店、卸店様、約250名に対してPR活動を
実施。

27

（株）マルハン 事業名 自社広報媒体による北海道150年事業のPR

区分 ＰＲ

時期 2017年9月～2018年12月

場所 道内

概要
テレビCM、新聞折込チラシ、協賛イベントなどの自社広報媒体を活用し、北海道150年
事業のPRを実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

28

北海道コカ・コーラボトリング
（株）

事業名 電光掲示板付き自動販売機を活用した北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 随時

場所 道内

概要
全道に設置する約1,300台の電光掲示板付き自動販売機において、北海道150年事業
をＰＲ。

事業名 自社施設における工場見学にて北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2017年11月～

場所 本社工場

概要 年間約2万人が訪れる工場見学者に対して、北海道150年事業に関するパネルを展示。

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

29

UHB 北海道文化放送（株） 事業名
テレビ番組「未来へ伝えたい キセキの北海道めし」での郷土料
理紹介

区分 ＰＲ

時期 2017年6月～

場所 全道

概要

道内各地で育まれてきた郷土料理を再発掘し、その料理ができた歴史や人々の想い
を紹介する番組を制作、放送。これまで、三平汁（松前町）、ばたばた焼き（遠軽町）、イ
モカス団子（東川町）、石狩鍋（石狩市）、ガタタン（芦別市）、にしん漬け（留萌市）、カジ
カ汁（小樽市）、たちかま（岩内町）を紹介。クリエイティブオフィスキューと連携して実施。

事業名 テレビ番組「北海道プライド SEASON6」制作・放送
区分 ＰＲ

時期 2018年1月～3月

場所 全道

概要
これまで、北海道の独自の文化、雄大な自然、魅力ある人々に焦点を当てて放送して
きた「北海道プライド」。シーズン6となる今回は、北海道150年の歴史をテーマに制作。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

29

UHB 北海道文化放送（株）
事業名 地上デジタル放送自治体情報提供サービス
区分 関連企画

時期 2018年1月～

場所 全道

概要
地上デジタル放送のデータ放送を利用し、全道各自治体の情報を発信。北海道150年を
機に、全道179市町村において自治体からの情報を素早く住民へ届けるサービスを提供。

30

SDエンターテイメント（株）
事業名 自社店舗等の活用による北海道150年事業のPR等
区分 ＰＲ

時期 シネアド：2018年5月～6月、プロボウラーユニフォーム：2018年5月～12月

場所 道内、自社店舗等

概要
ディノスシネマ各店のシネアドにてＰＲ動画を上映。また、所属プロボウラーのユニフォー
ムに北海道150年ロゴマークを掲載。

31

アサヒビール（株）
事業名 北海道150年ロゴ記載のスーパードライキャンペーンパックの発売
区分 PR

時期 2017年10月～

場所 道内

概要
スーパードライ350ml缶を対象として、北海道150年ロゴマークを入れたキャンペーンパッ
クを発売。当選景品として道産米「ゆめぴりか」を提供。

事業名
北海道限定商品「ブラックニッカ ハイボール香る夜」による協力、
発信

区分 ＰＲ・関連企画

時期 2018年4月～

場所 道内

概要

北海道限定商品「ブラックニッカ ハイボール香る夜」の売上（6月～8月）に対し、1本1円
を北海道の未来を担う人財育成のために寄附するほか、北海道の魅力発信にこだわっ
た販売を展開。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

32

総合商研（株） 事業名
北海道応援マガジン「JP01」への北海道150年事業PRページの
常設

区分 ＰＲ

時期 2017年11月～（4回）

場所 「JP01」紙面

概要 北海道応援マガジン「JP01」への北海道150年事業PRページの常設等を実施。

33

（株）内田洋行北海道支店
事業名 会社受付のディスプレイ、名刺等による北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2017年7月～

場所 内田洋行 ユビキタス協創広場U-cala 他

概要
自社ショールームにおける北海道150年事業パネルの設置、サイネージでの紹介。社員
の名刺貼付用北海道150年ロゴシールの作成により、北海道150年事業のＰＲを実施。

事業
名 自社施設でのイベントで北海道150年事業のＰＲ

区分 PR

時期 2017年7月～10月

場所 内田洋行 ユビキタス協創広場U-cala

概要
自社施設を利用したイベントの冒頭の挨拶で150年事業のＰＲを実施。
紹介コンテンツを用意し、事業の紹介や、2018年北海道みらい事業に関してもＰＲ。

事業
名 教育用品販売店・事務機販売店の会合等でのＰＲ

区分 PR

時期 2017年8月、9月、11月（2回）

場所 札幌、旭川等

概要
教育用品や事務機販売店の会合等において、北海道150年事業の説明時間を設けＰＲ
を実施。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

33

（株）内田洋行北海道支店
事業名 「UCHIDA  FAIR 2018 in SAPPORO」での北海道150年事業のＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年2月8～9日

場所 内田洋行 ユビキタス協創広場U-cala

概要

オフィス家具の新製品フェア「UCHIDA  FAIR 2018 in SAPPORO」において、招待状3,000

部に北海道150年事業の概要を掲載。来場者向け粗品として北海道150年ロゴマーク入
りストラップ・クリアファイルを作成。来場社向け抽選会において、「『2018年は北海道命
名150年』記念北海道の名産品 大抽選会」を実施しＰＲ。

事業名 ショールーム来場者向け、営業活動用としての粗品の作成

区分 ＰＲ

時期 2018年1月～

場所 内田洋行 ユビキタス協創広場U-cala 他

概要
北海道150年ロゴマーク及び北海道150年事業概要を記載した台紙付ストラップ、ロゴ
マーク入りクリアファイルを作成。今後来場者や、営業活動を行う上で粗品として使用し、
ＰＲを実施。

事業名 未来の教育、北海道150年事業に関連したイベントの実施

区分 関連企画

時期 2018年6月～8月（予定）

場所 内田洋行 ユビキタス協創広場U-cala他

概要

未来の教育、北海道150年事業に関連した内容をテーマにイベントを実施。6月には
NewEducationExpoにてリアルセミナーを実施し、7～8月はＩＣＴ機器を活用した公開授業
の実施と遠隔地への配信を検討中。イベントを通して、ICTを活用した最先端の授業を子
どもたちが体験できるように企画中。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

34

サントリー酒類（株）北海道支社 事業名 北海道150年ロゴマーク入りオリジナル製品及び販促展開

区分 PR

時期 2018年 2月～7月

場所 道内

概要
販売促進キャンペーンにおいて、北海道150年ロゴマーク入り製品の販売を道内主要小
売チェーンで展開。あせて各種媒体での告知も実施。

35

（株）東急百貨店札幌店
事業名 北海道「カイタクなる福袋」の販売

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2017年11月～2018年1月

場所 さっぽろ東急百貨店内

概要
北海道命名150年にちなみ、北海道を代表する企業とコラボし、北海道にスポットを当て
た7種類の北海道「カイタク（開拓、買いたく）なる福袋」を企画し、販売。

事業名 星に関連する商品の展開（星のクリスマス）

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年10月～12月（順次）

場所 さっぽろ東急百貨店内

概要 北海道の★のマークにちなみ、Star Town をテーマに星に関連する商品を展開。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

35

（株）東急百貨店札幌店
事業名 北海道150年・広尾町150年連動「サンタランドフェア」

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年10月～12月

場所 さっぽろ東急百貨店内

概要 広尾町の150年と連動した企画「サンタランドフェア」において、北海道150年をＰＲ。

事業名 北海道150年のパネル展示等

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年6月～7月（1～2週間程度）

場所 さっぽろ東急百貨店内

概要
市街地の変遷や生活の変化など、北海道150年の歩みを写真で示すパネル展示、店内
でのＰＲ。

事業名 〈ＯＪＩＣＯ〉北海道150年記念デザインＴシャツ限定販売

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年3月16日～3月28日

場所 さっぽろ東急百貨店内・新千歳空港売店

概要
ＴシャツメーカーのＯＪＩＣＯとコラボし、北海道１５０年記念デザインのＴシャツを、北海道
限定デザインとして製造し、札幌店及び新千歳空港売店限定で販売。

事業名 北海道の食・工芸フェア

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年8月～12月の期間内（1週間～2週間）

場所 さっぽろ東急百貨店内

概要
北海道産の食品や工芸品など、道産品のＰＲ及び販売イベントの実施により、北海道の
持つ価値を発信すると共に、ロゴマーク掲出などにより北海道150年をＰＲ。

36

（株）クリエイティブオフィス
キュー

事業名 北海道150年100日前カウントダウンイベントの実施支援
区分 ＰＲ

時期 2017年9月23日

場所 札幌大通公園「さっぽろオータムフェスト」会場内

概要
実行委員会が開催した北海道150年100日前カウントダウンイベントにおいて、当社所属
のボーイズユニット「NORD（ノール）」が司会進行を担当。北海道150年事業紹介や北海
道150年クイズなどを実施。

事業名
テレビ番組「未来へ伝えたい キセキの北海道めし」での郷土料理
紹介

区分 ＰＲ

時期 2017年6月～

場所 道内

概要

道内各地で育まれてきた郷土料理を再発掘し、その料理ができた歴史や人々の想いを
紹介する番組を制作、放送。これまで、三平汁（松前町）、ばたばた焼き（遠軽町）、イモカ
ス団子（東川町）、石狩鍋（石狩市）、ガタタン（芦別市）、にしん漬け（留萌市）、カジカ汁
（小樽市）、たちかま（岩内町）を紹介。UHB 北海道文化放送と連携して実施。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

37

38

39

STV 札幌テレビ放送（株）

（株）STVラジオ

（株）札幌映像プロダクション

事業名 「ブギウギ専務 ブギウギ銅像見聞録 ～幕末維新英雄伝～」

区分 関連企画

時期 2018年4月～

場所 道内・道外

概要

旅のテーマは幕末・維新期の偉人たちの「銅像」。北海道に建てられた銅像の人物たち
のルーツを探るべく、出生地やゆかりの地など全国各地を巡る。そこでは知っているよう
で知らなかった人物像や功績、悲運の最期など意外な事実が次々と明らかに。行った先
のその土地のグルメや観光も楽しむ、お堅い教養番組とは一味違う「ブギウギ流」歴史
探訪バラエティ企画。（第1シリーズは、島 義勇）。ＳＴＶラジオでも放送。

40

（株）ピーアールセンター
事業名 さっぽろ雪まつり「ＩＣＥ ワールド」会場内 北海道150年ＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年2月

場所 さっぽろ雪まつりすすきの会場

概要
さっぽろ雪まつり「ＩＣＥ ワールド」会場内において、「北海道遺産」をテ―マとした氷像へ
の北海道150年ロゴマーク掲示等によるPRを実施。

事業名 北海道新聞 別刷「ｊｉｍｏｔｏ地元再発見」紙面での北海道150年PR

区分 ＰＲ

時期 2018年1月から12月

場所 札幌市内37万部

概要
独自媒体 北海道新聞 別刷生活情報誌「ｊｉｍｏｔｏ地元再発見」（毎月末土曜日・朝刊発
行）紙面上で北海道150年PRを実施。

41 井村屋グループ(株)
事業名 十勝日誌の自由訳発行と出前授業

区分 関連企画

時期 発行：2017年11月（出前授業は未定）

場所 帯広市、三重県松阪市、津市

42

（株）たけしろうカンパニー

概要

松浦武四郎著「十勝日誌」を読みやすくした「自由訳十勝日誌」を編集・発行し、物語の
舞台である帯広市、武四郎の生まれ故郷である松阪市、2社の本社がある津市（一部）
の小学5年生に無料で配布。巻末には武四郎が無類の豆好きだったことにちなみ、十勝
地方のあずきについても紹介。
松阪市、津市では日誌をもとに出前授業も実施。

NO. パートナー名 項目 取組内容

43

（株）アウラ
事業名 北海道クラシックカーラリー2017
区分 関連企画

時期 2017年7月7日～9日

場所 札幌～富良野・美瑛～オホーツク網走～知床峠～釧路～鹿追・新得～札幌

概要
往年の名車が走る北海道クラシックカーラリー2017を開催。出発セレモニーでは、北海
道150年事業ＰＲブースを設置。

事業名 ロイズチョコレートショップキャラバン
区分 関連企画

時期 2018年8月1日～12月31日

場所 九州全域

概要
ロイズの35周年と命名150年を迎える北海道150年事業を連携させ、九州エリアでのロイ
ズチョコレートショップキャラバンの広告活動を機に、ロイズ35周年と北海道150年事業の
啓発活動を実施。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

44

（株）クレオテック／
会議・研修施設ＡＣＵ

事業名 社内各部署における北海道150年事業PRポスターの掲出
区分 PR

時期 2017年9月～

場所 ㈱クレオテック

概要 社内各部署（京都・大阪・滋賀・大分）において北海道150年ポスターを掲出。

事業名 150年ロゴ入りイベントパンフレット作成・配布
区分 PR

時期 2017年10月～11月23日

場所 会議・研修施設ACU

概要 北海道150年ロゴマーク入りイベントパンフレットを作成、配布。

事業名 北海道150年イベントコーナー企画
区分 関連企画、PR

時期 2017年11月23日

場所 イベント会場（会議・研修施設ACU-Y）

概要
イベント会場に北海道150年イベントコーナーを設置し、北海道にまつわるクイズラリーを
実施。北海道150年事業ポスターの掲出等による、北海道150年事業のPRを実施。

事業名 ACUまなびシェア北海道150年キッズワークショップ
区分 関連企画、PR

時期 2018年8月5日

場所 会議・研修施設ACU

概要 小学生を対象として北海道150年をテーマに産学官連携ワークショップを開催。

事業名
ACUまなびシェアさっぽろバリアフリー映画上映会
映画「生きとし生けるもの」

区分 関連企画、PR

時期 2018年3月31日～4月1日

場所 会議・研修施設ACU-Y

概要

日頃、映画館での鑑賞が難しいハンディキャップをもった方々にも映画を楽しんでいただ
くため、車いす・子ども用バギーにも対応した会場で、映画「生きとし生けるもの」を上映し
北海道150年事業のＰＲを実施。
ワンドリームピクチャーズ（有）、（株）20パーセントとの共同企画・運営。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

45

（株）読売新聞東京本社
北海道支社

事業名 編集連載企画 先人探訪 北海道150年
区分 関連企画

時期 2017年12月6日～2018年

場所 読売新聞北海道支社版紙面

概要
明治から平成まで、北海道の歴史を彩った各界の偉人を紹介する大型企画を年間を通
じて連載。第1回は北海道の名付け親といわれる松浦武四郎について紹介。

事業名 フォーラム「世界から北海道からみる150年（仮称）」の開催
区分 関連企画

時期 2018年10月

場所 札幌市内

概要
基調講演とパネルディスカッションの2部構成。基調講演は世界史からみた北海道の150

年を識者に解説してもらい、パネルディスカッションでは北海道の歴史に詳しい識者に
入ってもらい、地域の歴史を見つめ直すのが狙い。入場無料。400人を招待。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

46

（株）北日本広告社 事業名
第29回北海道フェアiｎ代々木～ザ・北海食道における北海道150

年事業のPR
区分 PR

時期 2017年9月28日～10月1日

場所 代々木公園（東京都）

概要

第29回北海道フェアiｎ代々木～ザ・北海食道～の来場者に北海道150年をPR。看板や
ポスター・パンフレット等に北海道150年ロゴマークを入れて告知（会場配布他、東京メト
ロ中刷り・原宿駅駅貼り・渋谷ハチ公口デジタルサイネージ他）。ステージMCによる北海
道150年の紹介、PRブースの設置、ポスターの掲出などを実施。

事業名
第30回北海道フェアiｎ代々木～ザ・北海食道における北海道150

年事業のPR
区分 PR

時期 2018年10月5日～10月8日

場所 代々木公園（東京都）

概要

第30回北海道フェアiｎ代々木～ザ・北海食道～の来場者に北海道150年をPR。看板や
ポスター・パンフレット等に北海道150年ロゴマークを入れて告知（会場配布他、東京メト
ロ中刷り・原宿駅駅貼り・渋谷ハチ公口デジタルサイネージ他）。ステージ上での北海道
150年PR、PRブースの設置、150年ポスターの掲出などを実施予定。

47

（株）シィービーツアーズ
事業名 松浦武四郎の蝦夷地探査ルートを訪ねるバスツアー
区分 関連企画

時期 2018年6月～10月

場所 道内5コース（日帰り：1コース、1泊2日：3コース、2泊3日：1コース）

概要
松浦武四郎の蝦夷地探査ルートを訪ねるバスツアーを企画。
松浦武四郎の生誕地松坂市を訪ねるツアーも実施予定。

事業名 北の大地、「今こそ知りたいアイヌ民族の世界観」ツアー
区分 関連企画

時期 2018年5月～12月 （毎月実施）

場所 道内各地

概要
日高管内平取町をはじめ、道内各地のアイヌ民族生活文化の地を訪ねるバスツアーを実
施。

事業名 ツアー広告における北海道150年事業のPR
区分 ＰＲ

時期 2017年9月～2018年12月

場所 チラシ等

概要 北海道150年ロゴマークをツアー広告に印刷し、北海道150年事業のＰＲを実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

48

（株）ニトリ 事業名
小樽芸術村における、日本や世界の優れた美術品・工芸品の展
示公開

区分 関連企画

時期 2017年9月～

場所 小樽芸術村

概要
2017年9月1日にグランドオープンした小樽芸術村において、日本や世界の優れた美術
品・工芸品の展示公開を実施。

49

（株）アサツー ディ・ケイ
北海道支社

事業名 企業・団体の企画・実施サポート
区分 企画支援

時期 2018年1月以降

場所 メディア掲載、イベント会場

概要 企業・団体が実施する北海道150年事業の企画・実施をサポート。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

50

（株）ニッセンレンエスコート
事業名 ポスター掲出、名刺による北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2017年10月～

場所 店頭、名刺

概要
本支店7店の店頭に北海道150年事業PRポスターを掲出。営業社員の名刺に北海道
150年ロゴマークシールを貼付し、名刺交換の際に事業のＰＲを実施。

事業名 販促キャンペーンによる北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2018年中

場所 WEB等

概要
カード会員向け販促キャンペーンを、北海道の魅力発信につながる内容で実施。告知媒
体上に北海道150年ロゴマークを掲載。

事業名 会報誌による北海道150年特集の掲載
区分 PR

時期 2018年中

場所 会報誌

概要 2018年中に数度、会報誌内に北海道150年の歴史・文化に関する特集を掲載。

51

（株）ノースアンビシャス 事業名
北海道の若者の志を発信するメディア「Youngtious」と北海道150

年パートナーとのコラボ企画
区分 PR、関連企画

時期 2017年9月～

場所 WEB（Youtube）

概要

北海道の若者の志を発信するメディア「Youngtious」と、北海道150年事業パートナーと
のコラボレーション企画として、パートナー企業で活躍する若者に焦点を当てたショートド
キュメンタリー映像を制作。北海道の志高い若者を紹介するとともに、北海道150年事業
のＰＲを実施。
HTB北海道テレビの福田太郎アナウンサー、SDエンターテイメント（SDボウル所
属プロボウラー）の寺下智香さん、十勝毎日新聞社の高橋奬さんなどの映像を公開。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

52

国分北海道(株)
事業名 酒類展示商談会の開催、北海道150年記念純米酒4品の発売
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2017年9月5日、10月20日

場所 京王プラザホテル札幌

概要

9/5、会場内において、北海道150年ＰＲブースを実行委員会へ提供。当社は北海道150

年を記念した道産酒造好適米を100％使用した道内蔵元4社（男山、国稀酒造、高砂酒
造、日本清酒）の純米酒4品の発売を発表。
10/20から、道内の道内の小売業を中心に1万本を販売。

事業名 北海道150年記念シール付き「缶つまＪＡＰＡＮ」の試食販売
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2017年10月7日・10月8日

場所 厚岸味覚ターミナルコンキリエ

概要
あっけし牡蠣まつりにおいて、北海道150年記念シール付き商品「缶つまＪＡＰＡＮ北海道
厚岸産かき燻製油漬け」、「厚岸産灯台つぶ水煮」を中心に、北海道原料を使用した缶
つま6品の試食販売を展開。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

52

国分北海道(株) 事業名
国分北海道春季商品展示商談会の開催
・テーマ「北海道命名150年」

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年1月30日

場所 札幌パークホテル

概要
北海道命名150年記念開発商品を一同に集め紹介するとともに、北海道の食の歴史を
紐解き、今に残る北海道の食品を展示。あわせて北海道命名の親松浦武四郎のふるさ
と三重県の商品も展示し、北海道＋三重物産展を展開。

事業名 北海道150年記念商品の販売
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2017年12月～

場所 道内小売店、道外物産展など

概要
北海道命名150年を記念して、道内老舗蔵元の酒粕を使用した「北海道 造り酒屋の甘
酒餅」や、十勝の自然が作り上げた30年という長期熟成の原酒のみを使用した「島梟
十勝ブランデー」などを販売。

53

（株）大丸松坂屋百貨店
大丸札幌店

事業名 北海道150年記念「HOKKAIDOいいモノいいコトマルシェ」の開催
区分 関連企画

時期 調整中

場所 館内イベントスペース調整中

概要
毎年、春・秋に開催している「HOKKAIDOいいモノいいコトマルシェ」を北海道150年と弊
社開店15周年記念の冠を掛け合わせスケールアップし開催。「北海道の‘イマ‘をフレッ
シュにお届けする」テーマの下、グルメやクラフト・雑貨などを今日的な視点で編集し販売。

事業名
北海道150年缶バッジ作成し、全従業員で北海道150年事業を応
援

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年3月7日～2018年12月末

場所 大丸札幌店 店内

概要

北海道150年の缶バッジを作成し、全従業員3,500人が着用することで、北海道150年事
業を広く道内外の方にＰＲ。
今年で大丸が開店15周年を迎えることができたのも、北海道のお客様に支えていただい
たからであり、その北海道に対する感謝の意も込め、従業員全員で北海道150年を支援
する。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

54

（株）朝日新聞北海道支社
事業名 朝日新聞×ＨＴＢ 北海道150年 あなたと選ぶ重大ニュース

区分 関連企画

時期 2017年春～2018年春

場所 道内を中心に全国から投票を受け付け

概要

ＨＴＢ 北海道テレビ放送と共同で、ウェブサイトを開設するとともに、2017年6月に朝日新
聞別刷り特集紙面を発行し、この150年に北海道で起きたニュース150項目を紹介。この
中から、読者・視聴者に「重大ニュース」を選んでもらう投票を実施。HTBでは、ニュース
項目からピックアップし、重大ニュースを映像で振り返る企画を実施。
2017年9月、中間集計の結果を公表。10月、作家で道立文学館館長の池澤夏樹さんらを
招いて「重大ニュース」をテーマにしたパネルディスカッションを開催。2018年1月に最終ラ
ンキング発表。その後も、放送・新聞紙面で企画実施。

事業名 「HTB・朝日ジルベスタ―コンサート」における北海道150年の祝福

区分 関連企画

時期 2017年12月31日 22時開演～2018年1月1日 0時15分終演

場所 札幌コンサートホール Kitara 大ホール

概要
コンサート会場内で2018年の幕開けをカウントダウンし、新年を迎えた直後に北海道命
名150年イヤーを祝福。

事業名 ウォーキングイベント「第41回北海道を歩こう」定山渓コース新設

区分 関連企画

時期 2018年5月

場所 札幌市、千歳市、恵庭市

概要

真駒内を起点に、従来の支笏湖コース（10㎞、33㎞）に加えて、松浦武四郎が蝦夷地調
査でたどったルートを中心に定山渓温泉まで歩く「定山渓コース」20㎞を新設する。
（周辺には、武四郎ゆかりの案内板やアイヌ文化交流センターなど「150年」の歴史を今
に伝えるスポットがある。）

事業名 「北海道命名150年」記念シンポジウム
区分 関連企画

時期 2018年10月

場所 札幌市

概要

北海道博物館と連携し、基調講演とパネルディスカッションを開催する。北海道出身のノ
ンフィクション作家や自治体の若手リーダー、アイヌ文化の専門家ら各界の識者を招き、
150年の歴史を見直し、北海道の未来を考える。入場無料、ＨＴＢ北海道テレビ放送とも
連携する。

55

男山（株）
事業名 男山 北の稲穂大吟醸の発売

区分 PR、関連企画

時期 2017年12月～2018年9月

場所 道内、道外、海外の小売店、料飲店

概要
北海道150年を祝福して、北海道産酒造好適米を100％使用した「北の稲穂シリーズ」の
大吟醸酒を製造、道内・道外・海外に向けて新発売。

事業名 北海道の「てしごと」の紹介

区分 ＰＲ

時期 2018年1月～

場所 「てしごとクラブ」ホームページ

概要
「てしごとクブラ」ホームページに北海道150年事業の特設ページを開設し、北海道の陶
芸、ガラス、木工等様々な様々な分野の「てしごと」を「てしごとクラブ」のフォーマットでPR。
てしごとクラブFBとも連動。

56

57

しゃかいデザイン（株）

ブレインデザイン合同会社

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

58

雪印メグミルク（株）
事業名 商品パッケージに北海道150年事業のＰＲ掲載

区分 ＰＲ

時期 2018年4月～12月

場所 北海道

概要
発売60周年を迎えた乳酸菌飲料「ソフトカツゲン」の商品パッケージ側面に、北海道150

年事業のＰＲを掲載。

事業名 北海道150年記念「なまらむパフェ」の発売
区分 ＰＲ

時期 2018年2月26日～2018年12月

場所 雪印パーラー本店のみ

概要
北海道のクリームチーズアイスを使用し、苺で彩りした、「なまら可愛い羊（ラム）ちゃん
パフェ」を販売。北海道150年ロゴマークのフラッグ付き。

事業名 赤れんが庁舎前庭における花壇での北海道１５０年ＰＲ
区分 PR

時期 2018年6月～10月

場所 北海道庁赤れんが庁舎前庭

概要
道との包括連携協定として赤れんが庁舎前庭に設置する花壇の看板に、北海道150年
のロゴマークを掲出し、北海道150年をＰＲ。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

59

北海道旅客鉄道（株）
事業名 自社広告スペースを使用した北海道150年事業PR
区分 ＰＲ

時期 2017年9月～2018年12月

場所 ＪＲ北海道の有人駅、全道の普通列車、特急列車内及び北海道新幹線

概要
自社広告スペース（有人駅、普通列車等）、特急列車及び北海道新幹線（下り）での文
字ニュース配信により北海道150年事業をＰＲ。

事業名 自社宣伝物による150年事業ＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2017年9月～2018年9月

場所 JR北海道の有人駅及び全道普通列車

概要
自社商品（おトクなきっぷ・旅行商品等）のパンフレットにおいて、北海道150年事業のPR

を実施。

事業名 青函トンネル開業30周年記念パネル展の開催
区分 PR、関連企画

時期 2018年3月10日～当面の間

場所 北海道新幹線の駅の他、道内主要駅で順次開催

概要
北海道150年の歴史のうち、30年を占める青函トンネルについて、その着工経緯から現
在までの歴史を振り返るパネル展を実施。

事業名 特別企画乗車券の発売
区分 関連企画

時期
①2018年4月1日～22日（日曜日のみ）
②2018年3月1日～4月22日

場所 JR北海道全線利用可 （※①は道南いさりび鉄道線も利用可）

概要

①北海道150年日帰り周遊パス
北海道150年を記念し、4月の日曜日限定（4/29を除く）に利用可能な、JR北海道全線及
び道南いさりび鉄道全線の普通列車（快速含む）の普通車自由席が1日乗り放題のフ
リーパスを発売。別途、特急券購入で北海道新幹線や道内特急列車も乗車可。
②北海道＆東日本パス北海道線特急オプション券
北海道150年を記念し、「北海道＆東日本パス」（普通列車乗り放題）と組み合わせること
で、北海道新幹線の新函館北斗～新青森の立席や道内の特急列車の普通車自由席が
乗り放題になるオプション券を発売。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

59

北海道旅客鉄道（株）
事業名 自社ホームページにおける北海道150年パートナー事業紹介
区分 ＰＲ

時期 2018年3月～当面の間

場所 当社ホームページ

概要 北海道150年事業の紹介及び当社が行う北海道150年パートナー事業の紹介。

事業名
キハ40「北海道の恵み」シリーズ 北海道150年特別バージョンの
運転

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年3月以降順次～12月頃（予定）

場所 ＪＲ北海道線（詳細はJR北海道ホームページ プレスリリース(2018/2/15)参照）

概要
キハ40形気動車の一部を「北海道の恵み」シリーズとして運転。平成30年はヘッドマーク
を北海道150年ロゴマークを入れた特別バージョンで運転。

事業名 北海道ご当地めぐりスタンプラリー
区分 関連企画

時期 2018年4月1日～9月30日

場所
JR北海道の主な駅、
2018年ファイターズ北海道179市町村応援大使該当自治体など

概要

JR北海道の旅行商品（JR+宿泊セット）ご購入者を対象にしたスタンプラリーを実施。集
めたスタンプの数に応じて、札幌ドームで実施するＪＲ北海道イベントデーの始球式や
ダッグアウトツアー参加などのプレゼントが当たる抽選を実施。
※北海道日本ハムファイターズとJR北海道のコラボ企画として実施。「ファイターズ北海
道179市町村応援大使」の2018年該当自治体（18市町村）が協力。

事業名 商品説明会場での150年事業ＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2017年9月以降～2018年9月

場所 全国の商品説明会場

概要
旅行会社向けの商品説明会場において、企画書での北海道150年紹介及びＰＲ動画の
上映等により、北海道の魅力発信及び北海道150年事業のＰＲを実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

60

日糧製パン（株）
事業名 北海道150年ロゴマーク入り製品の展開

区分 ＰＲ

時期 2018年2月1日～12月31日

場所 道内、東北地方（一部）

概要
自社製品の「絹艶」、「ラブラブサンド」や北海道産原料を使用した製品に、北海道150年
ロゴマークを掲載。

事業名 「ほっかいどうみらいチャレンジ基金」による事業ＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年4月1日～6月30日

場所 道内、東北地方（一部）

概要
自社製品の売上の一部を、若者の海外挑戦を応援する基金に寄附するキャンペーンを
実施。キャンペーンの販促ツールに北海道150年ロゴマークを掲載し事業をＰＲ。

事業名 北海道150年オリジナル商品の発売

区分 ＰＲ

時期 2018年4月1日～12月31日

場所 道内、東北地方（一部）

概要
北海道150年事業をＰＲするオリジナル商品を発売。
道産原料を使用した、パン・菓子を開発、パッケージには北海道150年ロゴマークを掲載
し事業をＰＲ。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

61

ＴＶｈ （株）テレビ北海道 事業名 自社制作番組・イベントを活用した北海道150年事業ＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年4月～

場所 道内

概要
テレビ北海道の自社制作番組や主催イベント「ゴールデンマーケット」を活用して北海道
150年事業をＰＲ。

62

（株）日本旅行 事業名 企画商品パンフレットを中心とした北海道150年のＰＲ

区分 PR、関連企画

時期 2017年10月～2018年12月

場所 日本旅行グループ店頭、パンフレット紙面

概要

・日本旅行作成の企画商品パンフレット紙面に北海道150年ロゴマーク等を掲載（全体
で50万部印刷予定）。全国の自販店・提携販売店で随時掲出。
・日本旅行ホームページに北海道150年事業公式サイトバナーリンクを掲載。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

63

キユーピー（株）
事業名 メニュー提案と北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2018年3月20日～4月22日（マックスバリュは3月19日～4月22日）

場所 ラルズ、マックスバリュ、東光ストア、北雄ラッキーの各店舗

概要
消費者キャンペーンの応募はがきにおいて、北海道産食材を使用したサラダメニューを
提案するとともに、「北海道は命名150年」をＰＲ。

事業名 北海道150年ロゴマークを使用した商品の発売
区分 関連企画

時期 2018年2月6日～無くなり次第終了。5月～7月にも販売予定。

場所 道内

概要
北海道150年ロゴマークを使用したキユーピーマヨネーズ450gを発売。
この他に記念商品の発売を準備中。

64

（株）セブン-イレブン・ジャパン
北海道ゾーン

事業名 道産原料を使用した記念商品の販売による北海道150年PR

区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年7月

場所 セブンイレブン北海道内店舗

概要
北海道150年を記念し、北海道の原料を使用した商品開発を行い、店舗にて弁当等を
販売。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

65

三菱食品（株）北海道支社
事業名 “北海道をもっと元気に”
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 道内・道外

概要
オリジナル道産食品に北海道150年ロゴを貼付（シール又は印刷）してＰＲ。生活者には
道産食品の利用をアピ－ル。

事業名 「北海道命名150年」フェア
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年5月～10月

場所 道内・道外

概要
北海道フェア企画書（初夏の北海道フェア・秋の北海道フェア）を作成し、全国各地の弊
社取引先小売業へ提案。その際、「北海道命名150年」をアピール。
同時に、北海道150年事業の関連イベントを紹介。

事業名
三菱食品 「ダイヤモンドフェア2018」における「北海道命名150

年」のＰＲ
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年7月10日～12日

場所 東京

概要
弊社展示会にて、オリジナル開発道産商品・取扱道産商品を、来場する全国の小売業の
方々へ提案。「北海道命名150年」企画を通じて北海道の魅力を発信。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

66

北海道電力（株）
事業名 「北海道150年記念 ほくでんファミリーコンサート」の開催
区分 PR、関連企画

時期 2018年4月～6月

場所 訓子府町、清水町、根室市、札幌市、蘭越町、美唄市

概要
「ほくでんファミリーコンサート」（札幌交響楽団の演奏による）において、北海道にゆかり
のある曲をメドレーで演奏。また、札幌会場では「松浦武四郎パネル展」も同時開催。

事業名
北海道150年記念特別イベント「見て、さわって科学を楽しも
う！！」

区分 PR、関連企画

時期 2018年7月 ※期間は1日（予定）

場所 北海道電力㈱科学であそぼ「おもしろ実験室」（札幌市）

概要
科学であそぼ「おもしろ実験室」において、明日の北海道を担う小中学生を対象に、実
験教室、ワークショップなどに参加できる特別イベントを開催。

事業名 松浦武四郎パネル展

区分 PR、関連企画

時期 2017年11月27日～12月8日

場所 北海道電力㈱本店（札幌市）

概要
社屋内の展示スペースを活用し、北海道博物館・北海道経済連合会の協力により「松
浦武四郎パネル展」を開催。

事業名
自社会員制Webサービス「ほくでんエネモール」での北海道150年
事業記念企画開催

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年1月29日～3月29日

場所 Webサイト

概要
会員制Webサービス「ほくでんエネモール」において、「我がふるさと北海道」をテーマに
した写真投稿イベントを開催。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

66

北海道電力（株）
事業名 「週刊 武四郎」の連載
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年3月～2019年2月

場所 Webサイト、フェイスブック

概要
自社Webサイトおよびフェイスブックにおいて、松浦武四郎の蝦夷地探検などのエピソー
ドを紹介する「週刊 武四郎」を連載（毎週水曜日掲載・全52回）。

事業名 北海道150年記念植樹
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年9～10月 ※期間は1日（予定）

場所 石狩湾新港火力発電所建設所構内

概要 建設中の石狩湾新港発電所構内において、記念植樹を実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

事業名 北海道150年ロゴマークをプリントした商品の発売によるＰＲ活動

区分 PR、関連企画

時期 2018年6月～8月

場所 道内量販店・キリンビール千歳工場等

概要
・北海道150年ロゴマークをプリントした製品の発売

（キリンビール・キリンビバレッジ）
・各社のイベントや量販店でのキャンペーンを通じた北海道150年事業のＰＲ

70

ＮＨＫ札幌放送局
事業名 特集番組「北海道版 あなたのファミリーヒストリー（仮）」
区分 関連企画

時期 2018年 夏

場所 道内を中心に全国からエピソードを受け付け

概要

NHK総合テレビで全国放送している「ファミリーヒストリー」の特別版。視聴者の皆様から
北海道に関わるルーツの謎やドラマチックなエピソードをお寄せいただき、北海道の歴
史に根差した家族史を紹介するドキュメンタリー番組として道内放送。その他、北海道
150年に関連する番組の放送やイベントの実施、北海道150年を冠したイベントを順次実
施。

事業名 札響×NHK 10代とつくるコンサート
区分 関連企画

時期 2018年1月7日

場所 札幌コンサートホールKitara 大ホール

概要

札幌交響楽団とＮＨＫ札幌放送局が主催する学生参加型コンサート。クラシックの名曲
のほか、ゲストの藤澤ノリマサさんやＮコン合唱団（ＮＨＫ全国学校音楽コンクール参加
校）の歌など、音楽の魅力を通して札幌ならではの文化発信と北海道の未来を担う人材
育成につなげる。コンサートの模様はＮＨＫ総合テレビで放送。

67 キリンビール（株）

69 メルシャン（株）

68 北海道キリンビバレッジ（株）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

70

ＮＨＫ札幌放送局
事業名 JOMON カックウ fes
区分 関連企画

時期 2018年3月17日

場所 函館 金森ホール（函館市末広町14-12）

概要

北海道唯一の国宝「中空土偶（愛称：カックウ）」の話題をはじめ、様々な縄文の魅力や
縄文の新しい楽しみ方をゲストの片桐仁さん（俳優）や多彩な出演者のみなさんと一緒
に考える公開録音イベント。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け
て、機運を盛り上げる。
イベントの模様はNHKラジオ第一で道南地域向けに放送。

事業名
NHK釧路放送局 開局80周年記念
企画展「映像でよみがえる簡易軌道と道東開拓のあゆみ」

区分 関連企画

時期 2018年1月18日～2月18日

場所 釧路市立博物館 講堂

概要
かつて道東に存在した「簡易軌道」から地域の開拓・酪農の歴史をたどり、道東地域の
あゆみを振り返る企画展をNHK釧路放送局と釧路市立博物館で共催。

事業名 北洋銀行・毎日新聞社 第46回中学生作文コンクール
区分 関連企画

時期 2018年4月～

場所 道内

概要

2018年度の作品募集テーマを北海道150年と関連した内容とし、道内在住の中学生に、
北海道150年の年であることを印象づける。道内の中学校に配布する応募促進ポスター、
指定原稿用紙に北海道150年ロゴマークを掲載。
優秀作品をまとめた作品集の表紙に北海道150年ロゴマークを掲載。

71

（株）毎日新聞社北海道支社

72

（株）北洋銀行

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

73

74

ワンドリームピクチャーズ（有）

（株）２０パーセント

事業名
映画「生きとし生けるもの」上映会における北海道150年事業の
ＰＲ等

区分 PR

時期 2017年9月～2018年12月

場所 道内外

概要 映画「生きとし生けるもの」上映会における北海道150年事業のＰＲを実施。

事業名 北海道150年事業ＰＲ動画への映像・楽曲提供
区分 PR

時期 2017年7月

場所 道内外

概要
実行委員会が制作した北海道150年PR動画に、映画「生きとし生けるもの」の映像、オリ
ジナル楽曲を提供。

75

（株）カネカ
事業名 自社協賛するイベントにおける北海道150年PR
区分 ＰＲ

時期 2018年8月

場所 大通公園（札幌市）

概要
自社協賛するイベントにおいて、北海道150年をPRするシール等を貼付した自社原料使
用商品を配布。

事業名 自社新聞広告における北海道150年PR
区分 ＰＲ

時期 不定期

場所 道内版

概要 自社グループ新聞広告の際に北海道150年事業をＰＲ。



37

2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

76

（株）ＪＲ東日本リテールネット
事業名 自社運営店舗における北海道150年事業のPR等
区分 PR

時期 2018年7月10日～8月6日（予定）

場所 JR東日本リテールネット店舗内

概要
2018年夏に開催する「北海道フェア」のほか、自社運営店舗での北海道の食文化の紹
介や食材を用いた商品、上野駅等の商業施設でのイベント事業による北海道150年事
業のPR等を実施。

77

凸版印刷（株）東日本事業本部
北海道事業部

事業名
全国向け電子チラシサービス「Shufoo!」での告知記事配信による
北海道150年PR

区分 PR

時期 2018年

場所 WEB

概要 北海道150年ＰＲ情報を最適なタイミングで2回配信。

78

（株）北海道
日本ハムファイターズ

事業名 平成30年全新生児への記念球贈呈
区分 PR、関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 全道

概要
2018年の全新生児を対象に、大谷翔平選手（現ロサンゼルス・エンゼルス）のサインと
北海道150年ロゴマークが印字された記念球を贈呈。

事業名
北海道179市町村応援大使×松浦武四郎の足跡をたどる
ウォーキングイベント

区分 PR、関連企画

時期 2018年5月～

場所 全道各地

概要
応援大使が就任する18市町村のうち、松浦武四郎が訪れた記録が残る市町村で実際
に歩いたルートをたどり、幕末に思いをはせながら健康志向を高めるきっかけを提供。

事業名 「北海道シリーズ」での北海道150年事業のPR等
区分 PR、関連企画

時期 2018年公式戦開催日

場所 札幌ドームほか

概要
「北海道シリーズ」と題して開催する公式戦の球場内で北海道150年事業をＰＲするほか、
北海道150年記念試合の開催を予定。

事業名 「みらい大志』B☆Bの北海道150年各種事業参加
区分 PR、関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 道内各地

概要
今年から球場を離れて活動する球団マスコットのB☆Bが、北海道各地で開催される北
海道150年関連行事に参加し、イベントのＰＲや盛り上げに一役買う。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

79

80

81

82

83

84

85

（株）アークス

（株）ラルズ

（株）福原

（株）道北アークス

（株）東光ストア

（株）道南ラルズ

（株）道東アークス

事業名
アークスグループ北海道150年記念企画
「アークスRARAカード150万ポイントプレゼントキャンペーン」

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年7月1日～31日

場所 アークスグループ各店（道内のみ）

概要
キャンペーン対象商品を含む税込1,500円以上お買い上げのRARA会員の方に、アーク
スRARAカードのポイントを抽選で最大15,000ポイント（総計で150万ポイント）プレゼント。

事業名
サッポロ黒ラベル「北海道150年記念缶（北海道名産品デザイン）」
をアークスグループ限定発売及び名産品プレゼントキャンペーン

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年2月上旬～4月上旬

場所 アークスグループ各店（道内及び東北）

概要
サッポロビール「黒ラベル」350ml缶の北海道150年記念缶を発売。付帯キャンペーンとし
て、北海道名産品が抽選で300名様に当たるキャンペーンを実施。

事業名 サントリー金麦「道内の温泉宿が当たる」キャンペーン
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年2月下旬～4月下旬

場所 アークスグループ各店（道内及び東北）

概要
サントリー「金麦」のアークス限定キャンペーンとして、北海道の温泉宿他が抽選で150名
様に当たるキャンペーンを実施。

事業名
アサヒビール「北海道150年記念 RARAポイント150万プレゼント」
キャンペーン

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年3月上旬～5月下旬

場所 アークスグループ道内各店

概要
アサヒスーパードライ他の対象商品を購入したアークスRARAカード会員に抽選で800名
に総計150万ポイントが当たるキャンペーンを実施。

事業名
北海道150年を記念した道産品フェア及び各種キャンペーンの実
施

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年1月～12月（随時）

場所 アークスグループ各店

概要

・北海道産の食材や地元メーカーの産品を集めたフェアの開催
・味の素「勝ち飯」とのコラボで道産野菜の消費拡大に向けた各種キャンペーンを実施
・各メーカー協賛にて映画「北の桜守」特別上映会を実施（㈱道東アークス限定）
・ハウス食品との共同企画でルスツリゾートにて道産野菜を使った親子カレー教室を実
施（㈱ラルズ、㈱東光ストア限定） 他

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

86

日本アクセス北海道（株）
事業名 北海道150年コラボ商品の展開
区分 ＰＲ、関連企画

時期 随時

場所 全国スーパー、百貨店、他

概要
メーカーとのコラボ企画にて商品開発した商品を北海道フェアで展開し、全国の消費者
へ北海道150年事業ＰＲを展開。

事業名 ピンバッジ、北海道150年ロゴマーク入り名刺の作成
区分 ＰＲ

時期 2018年11月

場所 社内

概要
北海道150年事業ピンバッチを独自に作成し、社内の一体感をもった取組を推進。
また、ロゴマーク入り名刺を作成し、社外への北海道150年事業ＰＲを実施。

事業名 日本アクセス春季展示会における北海道150年事業PR

区分 ＰＲ

時期 2018年1月

場所 東京、大阪等

概要
日本アクセス春季展示会において、「北海道命名150年」企画ブースで開発商品の提案
を実施し、北海道150年事業の全国向けPRを実施。

事業名 日本アクセス北海道展示会における北海道150年事業PR

区分 ＰＲ

時期 2018年8月

場所 札幌

概要
日本アクセス北海道（株）展示会において、北海道150年事業企画ブースを展開するとと
もに、北海道150年ロゴマークを使用した商品を来場者への土産品として配布。

87

（株）イトーヨーカ堂
事業名 農業高校フェア「食彩フェア」
区分 ＰＲ

時期 2018年10月上旬

場所 函館・旭川・北見・帯広・釧路・札幌

概要
北海道150年を契機に、当社各店舗の販売協力により、道内の農業高校で生産された
食材を高校生みずから販売。青果物、バターなどの乳製品やハム・ウインナーなど肉の
加工品を販売。

事業名 北海道の木「木育フェア」
区分 ＰＲ

時期 2018年7月予定

場所 アリオ札幌

概要
北海道150年を契機に、北海道が「木育」の発祥の地であることを踏まえ、子どもたちに
木を通して森林や木材の循環利用の大切さや北海道の木の文化を伝える北海道「木育
フェア」を開催。北海道の木で作られたおもちゃで遊べるスペースなどを提供。

事業名 北海道150年記念北海道産食品フェア
区分 ＰＲ

時期 2018年3月・6月・9月予定

場所 北海道全店11店舗

概要
北海道150年を記念して、北海道産の乳製品・肉・魚・野菜を中心とした販売を実施。旬
の北海道商品をお買い得に提案することにより、あらためて北海道の食文化を提案。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

88

（株）ファミリーマート
北海道ディストリクト

事業名 道産食品を使用した商品開発等による北海道150年事業のＰＲ
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年

場所 ファミリーマート道内約230店舗

概要
道産食品を使用した商品開発、北海道150年にちなんだセールの実施、北海道150年ロ
ゴマークの使用による事業のＰＲ等を実施。

89

道南食品（株）
事業名 北海道179市町村サイコロキャラメルの販売

区分 関連企画

時期 2017年12月～2018年12月

場所 道内

概要

北海道150年ロゴマークと北海道の市町村名が記載されたサイコロキャラメルを開発し、
道内のお土産店などで販売。松浦武四郎が作成したすごろく「新板蝦夷土産道中寿五
六」のレプリカをおまけとして添付し、裏面には道内179市町村名の入った北海道地図を
印刷。本商品により、北海道150年及び北海道を発信。

90

（株）ＪＴＢ
事業名 道内自治体と連携した「北海道150年モニターツアー」の実施
区分 関連企画

時期 2018年9～11月

場所 企画中

概要
北海道150年の「歴史・文化・コト」などを体感できる札幌発着の日帰りのツアーを実施。
訪問先自治体からのお土産もお楽しみに。

91

学校法人北星学園
事業名 北海道150年と北海道における女子教育130年
区分 関連企画

時期 2018年6月～10月

場所 北星学園創立百周年記念館、北星学園大学 等

概要
北海道150年と北海道における女子教育に関する研究会・トークセッション、北海道150

年とタイアップしたコンサート・定期演奏会の実施等を実施。

92

クラブツーリズム（株）
事業名 北海道命名150年記念ミステリーツアーの造成

区分 関連企画

時期 2017年12月～

場所 道内

概要
歴史や文化、自然、食など北海道の魅力を盛り込んだ北海道命名150年記念ミステリー
ツアーを造成。

事業名 「旅の友」北海道版創刊150号記念企画との連動

区分 関連企画

時期 2018年2月

場所 道内

概要
クラブツーリズム「旅の友」北海道版創刊150号と北海道命名150年を連動させ、「北海
道」をテーマとするツアーを展開。

93

三井不動産（株）
事業名 三井不動産×赤れんが庁舎イルミネーション
区分 ＰＲ

時期 2017年11月24日～2018年3月14日

場所 道庁赤れんが庁舎前庭

概要
赤れんが庁舎前庭のオンコの木などに、LEDのイルミネーションを施す。赤れんが庁舎
を望む景観を鮮やかに演出し、道民および国内外の観光客に対し、冬季の赤れんが庁
舎の魅力を発信するとともに、北海道150年をＰＲ。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

94

東日本高速道路（株）
北海道支社

事業名 「北海道スマホスタンプラリー」の実施
区分 ＰＲ

時期 2017年7月14日～11月6日、2018年1月20日～4月2日、4月～（予定）

場所 WEB

概要

道内の観光スポットや道の駅、ジオパーク、SA・PA等を巡り、スマホ上でスタンプを取得
するスマホスタンプラリーを実施。抽選で北海道の特産品等が当たる「北海道命名150年
賞」「松浦武四郎賞」を設置。また、広報物に北海道150年ロゴマークを掲載し、北海道
150年事業をＰＲ。

事業名 「北海道観光ふりーぱす」の販売
区分 ＰＲ

時期 2018年1月20日～4月2日、2018年4月27日～11月5日

場所 WEB

概要
道内の周遊観光を目的として、ETC車を対象に北海道内の高速道路が定額で乗り降り
自由となる「北海道観光ふりーぱす」を販売。広報物に北海道150年ロゴマークを掲載し、
北海道150年事業をＰＲ。

事業名 「北海道ドライブマップ」における北海道150年事業ＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年3月、10月（予定）

場所 道内

概要
北海道内の高速道路情報や道内各地の観光資源の魅力を伝えるための広報誌におい
て、北海道150年事業の特集ページを設け、事業をＰＲ。

事業名 高速道路SA・PAにおける北海道150年事業ＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年

場所 道内のサービスエリア・パーキングエリア

概要
北海道内の高速道路サービスエリア・パーキングエリアにおいて、北海道150年事業をＰ
Ｒ。

95

東洋水産（株）
事業名 製品パッケージに北海道150年ロゴマークを使用したPR
区分 PR

時期 2018年2月～8月頃

場所 北海道内及び道外北海道フェアー実施店舗

概要
北海道工場製造商品「赤いきつねうどん 北海道」「緑のたぬき天そば 北海道」「やきそ
ば弁当」｢マルちゃん焼そば3人前」に、北海道150年ロゴマークを入れPRを実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

事業名 旅行ルート生成アプリ「travel assist」北海道150年連携事業

区分 ＰＲ

時期 2018年5月～12月31日

場所 国内および台湾・香港など中文繁体字圏

概要
旅行ルート生成アプリにおいて北海道150年特集コンテンツを掲載するとともに、レンタ
カー比較予約サイト「レンナビ」、台湾訪日No1メディア「楽吃購！日本」において、共有拡
散を実施。

98

96 エアライン・アライアンス合同会社

97 NEXT IT（株）

（株）ジーリーメディアグループ
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

99

（有）エアーダイブ 事業名
漫画イラスト「【北海道150年事業応援キャラクター】松浦武四郎」
の制作

区分 ＰＲ

時期 2018年3月～12月31日

場所 道内・道外

概要

松浦武四郎をモデルとした北海道150年事業応援キャラクターの漫画イラストを劇画タッ
チで制作。実行委員会やパートナー企業が作成する制作物やサービス、グッズなどのデ
ザインとして提供し、北海道150年事業のＰＲを支援。

事業名 北海道開拓の歴史パネル展開催
区分 関連企画

時期 2018年3月10日 10：00～17：00

場所 紀伊国屋書店札幌本店

概要
漫画「義男の空」出版記念イベントにて、『北海道開拓の歴史パネル展』を同時開催。漫
画イラスト「【北海道150年事業応援キャラクター】松浦武四郎」を初公開するほか、北海
道・札幌の歴史を描いた歴史漫画「島義勇伝」に関するパネルを展示。

100

（株）札幌丸井三越
事業名 懸垂幕の掲出

区分 ＰＲ

時期 2018年1月～

場所 丸井今井、札幌三越

概要 2018年が北海道命名150年であることをＰＲする懸垂幕を、各店舗の外壁に掲出。

事業名 どさんこプラザでのデジタルサイネージ等によるＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年1月～12月

場所 どさんこプラザ

概要

道外のどさんこプラザのデジタルサイネージやレジコーナー近辺の告知パネルなどにお
いて北海道150年のＰＲを実施。
バレンタインデーなど、店内催事のフライヤーで、北海道150年ロゴマークを掲出。

事業名 イベントや催事等での北海道150年事業のＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年1月～10月

場所 丸井今井催事場、札幌三越催事場、きたキッチン、どさんこプラザ

概要

北海道のものづくりにこだわったイベントや道産食材に関する催事のチラシ等において、
北海道150年事業のＰＲを実施。
札幌三越の第4回北海道味覚めぐり（1/23-2/5・本館10階催事場）のメインタイトル部に、
北海道150年ロゴマークを掲出。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

101

宝酒造（株）北海道支社
事業名 宝酒造（株）北海道支社 北海道150年プロジェクト
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 道内

概要
北海道限定商品の甲類焼酎「大自然」「レジェンド」、チューハイ「焼酎ハイボール北海道
限定缶」を中心に、北海道150年事業のロゴマークシールを添付し、お酒売場などで幅広
くＰＲを行う。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

102

ロッテ商事（株）北海道統括支店
事業名 自社オリジナル商品を活用した北海道150年事業のＰＲ等
区分 PR

時期 2018年4月17日～

場所 道内空港売店限定

概要
北海道内空港売店限定で、おおきなパイの実＜北海道チーズ仕立て＞を発売し（数量
限定）、北海道150年事業をPR。

103

合同会社Hokkaido Design Code
事業名 ウェブサイト「くしろはてな」における北海道150年事業PR
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 webサイト

概要 ローカルメディア「くしろはてな」内で北海道150年事業の紹介記事を掲載。

事業名 学生向けキャリアセミナー
区分 関連企画

時期 2018年1月～2018年12月

場所 釧路など

概要
地場産業や地元企業の方と協力し、北海道の歴史から学び未来を展望するとともに、北
海道ならではの働き方を学生と一緒に考えるワークショップを開催。

事業名 首都圏での北海道150年事業PR
区分 PR

時期 2018年6月～

場所 東京

概要
首都圏に在住する北海道出身者を対象に、北海道への応援に繋がるアクションを考え
るパネルディスカッションやワークショップを開催し、あわせて北海道150年事業のPRを
実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

104

東洋印刷（株） 事業名
地域密着型情報サイト「TON×TON」などでの北海道150年事業
PR

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2017年11月中～2018年12月

場所 ＷＥＢ上・紙面上

概要

情報サイト「TON×TON」に、「松浦武四郎特集ページ」を公開。
広報・観光情報サイト「広報・観光まるごと検索くん」に、北海道150年ＰＲ広告を公開。
主婦向けクッキングフリーペーパー「クイッキング」に、北海道150年ＰＲ広告を掲載。
求人情報サイト「TON×TON JOB」に、ＵターンＩターン求人特集を公開。

事業名 自社運営イベント「ママとコとかち」での北海道150年事業PR
区分 ＰＲ

時期 2018年6月または7月

場所 帯広イベント会場

概要 自社運営イベント「ママとコとかち」で、北海道150年事業のパネル展示を実施。

105

（株）須田製版
事業名 電子書籍ポータルサイト「北海道150年ebooks」
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 ＷＥＢ

概要
当社で運営する電子書籍ポータルサイト「北海道ebooks」において、北海道の各地域の
偉人や歴史等を紹介するコンテンツを制作。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

106

（株）北海道バスケットボールクラブ
事業名 北海道150年記念試合の開催、ホームゲームでのPR等
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2017年12月、2018年4月、10月

場所 北海きたえーる他

概要
プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」のホームゲームにおいて「北海道150年
記念試合」を開催するほか、ＰＲブースの設置や来場者配布プログラムなど、チーム・選
手が一体となって北海道150年事業のＰＲを実施。

事業名 北海道150年キャンペーンの実施等

区分 ＰＲ

時期 2017年10月～

場所 道内

概要
オリジナルデザイン商品の展開、自社工場の活用による北海道150年事業ＰＲ、北海道
150年キャンペーン、道産羊肉の提供を実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

(31)

アサヒビール（株）【再掲】

107

アサヒ飲料（株）北海道支社

108
アサヒフードクリエイト（株）

109
ニッカウヰスキー（株）北海道工場

110

土屋グループ
／（株）土屋ホールディングス

事業名 北海道150年限定商品販売
区分 ＰＲ、関連企画

時期 北海道150年ウィーク（2018年7月～8月）

場所 道内各事業所

概要
北海道150年をテーマとした記念住宅商品の開発、北海道150年ウィークにあわせた限
定販売による北海道の寒冷地技術・住文化の継承及び北海道150年事業のPRを実施。

111

（株）アドバコム 事業名
こども環境教育情報紙「エコチル」紙面での北海道150年事業の
PR等

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 札幌市内小学生向け情報紙紙面等（2018年4月から北海道版創刊）

概要
こども環境教育情報紙「エコチル」紙面でのロゴマーク及び北海道150年特集記事の掲
載等を実施。

112

（株）北海道銀行
事業名 北海道150年を冠したカーリング国際大会の開催
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年8月

場所 どうぎんカーリングスタジアム（札幌市豊平区）

概要
北海道150年を冠したカーリング国際大会開催による、カーリングの普及促進及び北海
道150年事業のＰＲを実施。

事業名 北海道150年を冠したクラシックコンサートの開催
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年5月

場所 札幌コンサートホールKitara

概要
北海道150年を冠したクラシックコンサート開催による、芸術の普及促進及び北海道150

年事業のＰＲを実施。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

113

立命館慶祥中学校・高等学校
事業名 北海道150年記念立命館慶祥サマースクールの実施
区分 PR、関連企画

時期 2018年7月28日・29日（予定）

場所 立命館慶祥中学校・高等学校（江別市）

概要
立命館慶祥中学校・高等学校の個性あふれる教員が講師となり、北海道の歴史や文化
など、北海道の未来を担う人材の育成を目標においた小学生対象のサマースクールを
実施。

事業名 北海道地域創生人材育成制度の発足
区分 関連企画

時期 2018年4月～

場所 立命館慶祥高等学校、立命館大学、各自治体

概要

北海道150年を契機に、立命館大学との共同により、道内の自治体の未来を担う人材を
育成するための制度を発足。本制度に参加する自治体と協定を締結し、立命館慶祥高
校および立命館大学在学中に出身自治体の活性化・課題解決に向けた研究を進め、卒
業後、地元の発展に貢献できる人材を長期的・継続的に育成する。

114

豊栄建設（株）
事業名 「さっぽろ雪まつり」大氷像を活用した関連企画等
区分 PR、関連企画

時期 2018年1月中旬～2月

場所 札幌大通公園

概要
「さっぽろ雪まつり」大氷像を活用した関連企画のほか、自社広報媒体・キャンペーンを
通じた北海道150年事業のPR等を実施。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

115

（株）北菓楼
事業名 菓子をテーマとした北海道150年事業
区分 PR、関連企画

時期 2018年3月～12月末

場所 砂川市、札幌市

概要

北菓楼札幌本館での北海道150年ＰＲ、北海道150年とのコラボ商品の販売、自社店舗・
商品を活用した、地域の歴史等を学ぶ企画を実施。なお、コラボ商品第一弾として、北
菓楼札幌本館限定商品のチョコサンドクッキー「北海道廳立圖書館」を北海道150年記
念パッケージで3月中旬より発売。

(72)

（株）北洋銀行【再掲】
事業名 「ほっくー基金」助成先の公募及び新コース創設
区分 関連企画、PR

時期 募集時期2017年11月9日～2018年1月31日

場所 道内全域

概要

生物多様性保全を目的にした「ほっくー基金」を、北海道150年を契機に、幅広い活動に
支援するため、助成先を公募制としたほか、申込条件や書類を簡素化した「トムコース」
を創設。
ロゴマークを使用した募集ポスター・チラシによる北海道150年事業のＰＲを実施。

事業名 北海道命名150年を記念した「北海道ものづくり産業」の発信
区分 関連企画、ＰＲ

時期 2018年7月

場所 アクセスサッポロ

概要
毎年開催している「ものづくりテクノフェア」専用ブースにて、北海道命名150年を記念し、
北海道のものづくり産業に関連する展示を実施。あわせて、北海道150年ロゴマークを掲
出し事業をＰＲ。

116

加森観光（株）
事業名 プロジェクションマッピング「KAMORI Wonder Lights 大地」
区分 関連企画

時期 2018年1月19日から2月25日（毎日18：30～20：30）、4月28日から10月下旬

場所
北海道庁赤れんが庁舎前庭（1月19日から2月25日）、ルスツリゾート（4月28日から10月
下旬）

概要
プロジェクションマッピング「KAMORI Wonder Lights 大地」を、北海道庁赤れんが庁舎前
庭、ルスツリゾートで開催。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

117

金滴酒造（株）
事業名 北海道150年を記念した純米吟醸酒の製造・販売
区分 関連企画

時期 2018年

場所 全国

概要
北海道150年を記念したラベルを作成し、北海道産酒造好適米100%使用した純米吟醸酒
の製造・販売。

118

（株）セコマ 事業名
道産食材を用いた自社商品を中心とする北海道150年記念
フェアの開催等

区分 関連企画

時期 2018年8月

場所 セイコーマート北海道内全店（1,093店舗／2017年12月末時点）

概要 道産食材を用いた自社商品を中心とする北海道150年記念フェア等を開催。

事業名 さっぽろ東急百貨店、他企業との共同企画「カイタクなる福袋」
区分 関連企画

時期 2017年11月

場所 全国（インターネット通販）

概要
さっぽろ東急百貨店で、北海道命名150年にちなみ北海道にスポットを当てた福袋を企
画。セコマからはグループで直輸入しているワインを提供。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

119

劇団四季／四季（株） 事業名
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」を通じた北海道150年
のＰＲ

区分 PR

時期 2018年7月7日～10月28日

場所 北海道四季劇場（札幌市）

概要
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」を北海道150年記念として実施し、チラシ・ポス
ターに北海道150年ロゴマークを掲載。

120

（株）松原米穀
事業名 北海道産米の全国向け新商品における北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2018年1月～2018年12月

場所 道内・道外における小売店及び自社インターネット通販サイト

概要
北海道150年ロゴマークを活用した新商品パッケージや販促物を作成し、見本市や道内
外スーパー等でＰＲするとともに、店頭イベント（試食会等）において北海道150年事業の
PRを実施。

事業名 平成30年産新米イベントにおける北海道150年事業のＰＲ
区分 PR

時期 2018年9月

場所 松原米穀本社予定

概要 平成30年秋に開催予定の「新米フェア」にて、北海道150年事業をＰＲ。

121

（株）伊藤園
事業名 「お茶で北海道を美しく」キャンペーンによる北海道150年のＰＲ
区分 PR

時期 2018年1月22日～2018年3月15日

場所 道内全域

概要
売上げの一部を北海道遺産の保全活動に寄附するキャンペーンの販促用ツールに北海
道150年ロゴマークを掲載し、北海道150年事業をPR。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

121

（株）伊藤園 事業名
北海道とうきび茶150年記念ボトルおよび150年ロゴ入り北海道限
定新商品の発売

区分 PR

時期 2018年6月～12月

場所 道内全域、道外の北海道フェア等

概要
北海道限定販売「北海道とうきび茶」の北海道150年事業記念ボトル（500ml）および新た
な北海道限定新商品を150年ﾛｺﾞﾏｰｸ入りで発売。道外の北海道フェア等でも販売し、道
内外で北海道150年事業をPR。

122

中央バス商事（株）
事業名 北海道150年×ぴりかる
区分 ＰＲ

時期 2018年1月1日～12月31日

場所 北海道中央バス札幌市内路線全域（200台）

概要
札幌市内を走る北海道中央バス200台で展開しているバス車内映像広告「ぴりかる」に
おける北海道150年事業ＰＲ映像の放映等を実施。

123

岩田醸造（株）
事業名 北海道のみそでおいしさと健康をお届けする
区分 ＰＲ

時期 2018年2月～12月

場所 道内（一部関東、東北ほか）

概要
「紅一点 無添加みそ」の北海道150年記念ラベルバージョンを発売し、北海道150年事
業をＰＲ。

事業名 流通各店舗でのイベント・試食販売による北海道150年事業のＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年2月～12月

場所 道内量販店等

概要
流通各店舗における「紅一点 無添加みそ」関連イベント・試食販売等において、北海道
150年事業をＰＲ。

事業名 自社工場における北海道150年事業のＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年2月～12月

場所 自社工場

概要 自社工場見学者への試食やお土産、リーフレットを活用し、北海道150年事業をＰＲ。

124

（株）宇治園
事業名 北海道150年ラベルの作成によるPR
区分 PR

時期 2018年2月～12月

場所 道内（一部関東、東北ほか）

概要
ロングセラー商品を中心に、北海道150年ラベルを作成し、道内外で北海道150年事業を
PR。

事業名 道内量販店での試飲販売における北海道150年のPR
区分 PR

時期 2018年2月～12月

場所 道内量販店等

概要
北海道内量販店での試飲販売において北海道150年ラベルを貼付した商品を露出し、北
海道150年事業をPR。

125

（一財）
北海道電気保安協会

事業名 北海道150年事業を広く知ってもらおう
区分 ＰＲ

時期 2017年12月（カレンダー作成）、2018年2月～10月（広報誌5回）

場所 道内全域（広報誌24,000部、卓上カレンダー1,000部）

概要
広報誌「でんき保安」誌面への北海道150年事業のＰＲ記事・ロゴマークの掲載、2018年
卓上カレンダーへのロゴマークの掲載により、北海道150年事業をＰＲ。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

126

タカハシグループ 事業名
カラオケの祭典「カラオケアワーズ2018」での北海道150年事業
ＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年11月

場所 札幌ファクトリー（札幌市）

概要
運営ブースにおいて北海道150年事業のパネル展示を行うほか、決勝ステージ上でコー
ナーを設けて北海道150年事業を紹介。

事業名 「流氷砕氷船おーろら」での北海道150年事業ＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年1月～4月

場所 道内観光施設等

概要
「流氷砕氷船おーろら」船内に自社作成の北海道150年紹介ポスターを掲出。また、パン
フレットに北海道150年ロゴマークを掲載。

事業名
グループ各社が展開するカラオケ店における北海道150年事業
ＰＲ

区分 ＰＲ

時期 2018年1月～12月

場所 道内

概要
当社グループが展開する「カラオケ歌屋」「スリラーカラオケ」「監獄カラオケ」「キャッツア
イ」の店内に自社作成の北海道150年紹介ポスターを掲出。また、折り込みチラシに北海
道150年ロゴマークを掲載。

事業名 「レストランバス」による北海道150年事業のＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年5月～8月

場所 札幌、小樽、函館等

概要

開閉式オープンルーフの2階建てバスにシェフが同乗し、車内のキッチンで道産食材を調
理・提供する「レストランバス」を活用したツアーの展開により、北海道の観光と食の魅力
を一体的に発信。あわせてロゴマークの使用により北海道150年事業のＰＲを実施。
（網走バス(株)が実施）

127

北海道酒類販売（株）
事業名 自社企画による道産酒を活用した北海道150年関連商品の展開
区分 関連企画

時期 2018年2月～12月

場所 全道

概要
自社企画により、道内メーカーが製造した酒類製品に北海道150年ロゴマークを貼付す
るとともに、北海道150年道産酒頒布会（仮）を企画し、道内酒販店での販売を促進。

事業名
自社主催商品展示商談会や自社ホームページにおける北海道
150年事業のPR

区分 PR

時期 2018年2月～12月

場所 札幌他道内8ヵ所

概要
全道8か所で開催する自社主催の商品展示商談会や自社ホームページにおいて、北海
道150年事業をPR。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

128

(株)ローソン 北海道エリア
事業名 道産食材を使用した北海道150年オリジナル商品の販売
区分 関連企画

時期 2018年5～10月の間で2回程度を予定

場所 道内ローソン650店舗

概要
道産食材を使用した北海道150年オリジナル商品（パン、デザートなど）を開発し、全道の
ローソン店舗で販売。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

128

(株)ローソン 北海道エリア
事業名 道内店舗を活用した北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年4月～10月

場所 道内ローソン650店舗

概要
北海道エリアで制作する販促ポスター等に北海道150年ロゴマークを活用し、北海道150

年事業をPR。

129

（株）はこだてわいん
事業名

「北海道100シリーズ」ワインによる北海道150年記念キャンペーン
の実施

区分 関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 全国小売店、道内直営店舗、WEBサイトなど

概要
北海道産原料を100％使用した「北海道100シリーズ」ワインに、北海道150年記念ボトル
ネックを添付し、北海道150年事業をPR。

事業名
自社店舗及び主催イベント、展示会、WEBサイトなどを活用した北
海道150年事業のPR

区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 道内直営店舗、WEBサイトなど

概要
道内直営2店舗、年1回の主催イベント、酒類展示商談会、WEBサイトなどを活用して、北
海道150年事業をPR。

130

（株）エフエム北海道
事業名 北海道150年記念特別番組の放送
区分 関連企画

時期 2018年元旦

場所 全道（FMラジオ放送エリア）

概要

AIR-G’の元旦恒例の生放送特別番組「HAPPY GO LUCKY」（8:30～21:40 13時間10

分）を、2018年は北海道命名150年をテーマに放送。1日で150曲を目標に「未来へつなぐ
名曲リクエスト」、「北海道出身アーティスト名曲MIX」などのコーナー企画で記念の年の
幕開けを盛り上げる。

事業名 自社制作番組内における北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 全道（FMラジオ放送エリア）

概要
自社制作番組内において、北海道150年事業PRイベントの告知、パートナー事業の紹介
など北海道150年事業をPR。

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

131

（株）えんれいしゃ／北海道生活 事業名
全国誌「北海道生活」連載／
北海道150年 歴史のレシピ～北の郷土料理

区分 関連企画

時期 2017年9月～ （2019年以降も継続）

場所 全国書店、道内全図書館、ＡＩＲＤＯ機内

概要
北海道150年を契機に、北海道に移住し暮らした人々の食の歴史を振り返り、食卓に上
らなくなったが今でも作れる家庭料理のレシピを紹介する。
（ＵＨＢ北海道文化放送「みんなのテレビ」「キセキの北海道めし」連動企画）

事業名
全国誌「北海道生活」巻頭特集／
北海道150年 ディスカバー北海道

区分 関連企画

時期 2018年1月

場所 全国書店、道内全図書館、ＡＩＲＤＯ機内

概要
北海道独自の歴史、風土の魅力や秘境などを巻頭40ページで紹介。「北海道150年」を
フックに、北海道の知られざる魅力を掘り起こす。
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2 実施事業

NO. パートナー名 項目 取組内容

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

133

（株）マルハニチロ北日本 事業名
北海道産原料を使用した自社商品を活用した北海道150年事業の
PR

区分 PR

時期 2018年8月以降 順次発売

場所 道内スーパー、道外百貨店等

概要
北海道産原料を使用した自社商品に北海道150年ロゴマークを貼付し、道内スーパーや
道外百貨店の北海道物産展等における「北海道150年」関連企画において、北海道150年
事業をPR。

134

（一社）日本自動車連盟
北海道本部

事業名 JAFMate 誌「北海道命名150 年 北海道ダイナミックドライブ特集」
区分 関連企画

時期
2018 年4 月～12 月
（4 月号・5 月号・6 月号・7 月号・8-9 月合併号・10 月号・11 月号・12 月号 計8 回掲載）

場所 JAF 会員向け機関誌（道内版／各52 万部）に掲載

概要
北海道命名150 年を記念し、道内各地の歴史・グルメ・ドライブスポット紹介することで、
各地へのドライブ旅行による地域振興に寄与。

事業名 北海道150 年事業 JAF 北海道スタンプラリー
区分 関連企画

時期 2018 年5 月12 日～10 月31 日

場所 道内約50のJAF 優待施設（レジャー施設・道の駅・温泉等）が参加予定

概要
各施設を巡るスタンプラリー。ラリー参加者には北海道命名150 年にちなみ150 名に抽選
でカニや宿泊券を含む、記念品をプレゼント（予定）。
※3か所以上のスタンプ押印から応募可能。

135

ニッポンレンタカー
北海道（株）

事業名 2018年度版ロードマップ製作プロジェクト
区分 ＰＲ

時期 2017年12月～2018年3月（製作期間）、2018年4月～2019年3月（配布期間）

場所 北海道内29営業所で配布（130,000部）

概要

レンタカー利用客へ配布するロードマップに、北海道命名に関連する施設や土地などをド
ライブの立ち寄りポイントとして紹介。また、北海道150年ロゴマークの掲載により北海道
150年事業をＰＲ。
〔連携団体〕ホクレン農業協同組合連合会

136

北海道中央バス（株）
事業名 バスでつなぐ、北海道150年
区分 ＰＲ

時期 2018年4月1日～12月31日

場所 札幌市内路線及び小樽市内路線

概要
北海道150年に関連する広告・北海道150年ロゴマーク等をラッピングしたバス車両の運
行、バス車内でのポスター掲載などを通じて、北海道150年事業のＰＲを実施。
時刻表と定期観光パンフレット等にロゴマークを掲載し、道民・観光客に広くＰＲを実施。

132

（株）カンディハウス
事業名 北海道150年×カンディハウス 対談用家具の貸出提供
区分 関連企画

時期 2018年2月～8月

場所 主として札幌市・旭川市

概要
北海道150年事業（キックオフイベント・記念式典等）における対談用等の家具として、北
海道産材を使用した自社製品を貸出提供。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

137

日清食品
ホールディング（株）

事業名
北海道日本ハムファイターズスポンサーデーにおける北海道150

年事業のPR
区分 PR

時期 2018年

場所 札幌ドーム

概要
2018年に3回実施する北海道日本ハムファイターズスポンサーデーにおいて、来場者全
員に配布するチラシ等により、北海道150年事業をPR。

事業名 ラーメン記念日フェスタにおける北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年8月

場所 日清食品千歳工場

概要
日清食品千歳工場で開催するラーメン記念日フェスタにおいて、イベント参加者に配布す
るチラシ等により、北海道150年事業をPR。

事業名 キッチンカーの販促物による北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年2月～10月（予定）

場所 全道

概要 道内を回るキッチンカーの販促物（ポスター等）により、北海道150年事業をPR。

138

（一社）エスポラーダ
北海道スポーツクラブ

事業名 オフィシャルサイトやホームゲームで北海道150年事業PR
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 WEB、北海きたえーる他

概要
「エスポラーダ北海道」オフィシャルサイトにおける北海道150年ロゴマークの掲載、北海
道150年事業公式ウェブサイトへのリンク設定やホームゲーム会場でのＰＲブース出展、
来場者配布プログラムなどでのＰＲ、公式ユニフォームでのロゴマーク掲載を実施。

139

（株）小原
事業名 北海道150年ロゴ入りパッケージガラナの販売によるＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年4～10月

場所 道内

概要
北海道150年ロゴマークを使用した特別パッケージのガラナを道内量販店や観光売店な
どで販売し、北海道150年事業をＰＲする。

事業名 来道観光客及び道外展示会等での北海道150年のＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年2～10月

場所 道内、東北一部、関東圏

概要
2月の千葉県幕張での「北海道展示会」など道外での展示会等において、北海道150年特
別パッケージのコアップガラナの案内及び試飲会を行うほか、展示ブースにおいて北海
道150年をＰＲする。

140

（株）北のグルメ
事業名 来道観光客への北海道150年事業PR
区分 ＰＲ

時期 2018年4月～12月

場所 全国

概要
・旅行情報誌、フーリーペーパーにおいて、北海道150年ロゴマーク入り広告を展開。
・年2回の自社イベント「豊漁祭」で、のべ1万人の市内顧客に150円割引券を配布。
・道産いか使用の塩辛などの商品開発を行い、ロゴマークをラベル等に印刷して販売。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

141

（株）ほくせん 事業名
行くたび、知るたび、北海道を好きになる。ほくせんスプリングキャ
ンペーン2018 当たってから選べる道内旅行

区分 ＰＲ

時期 キャンペーン期間：2018年3月1日～5月31日、応募締切：2018年6月30日

場所 道内（一部道外）

概要

北海道150年を記念して、カード会員を対象に、道内各地域の特色を紹介しつつ、道内各
地の温泉施設へ抽選でカード会員を招待する企画を実施。併せて、会員情報誌やホーム
ページ、メールマガジン、オリジナルクオカード等に北海道150年ロゴマーク掲出し北海道
150年事業をＰＲ。

142

(29)

（株）明治

UHB 北海道文化放送（株）
【再掲】

事業名 「夢応援塾」イベントを通じた北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年3月

場所 帯広市、全道

概要
スケート教室や食育活動「夢応援塾」及び関連イベント・番組等において、北海道150年事
業をPR。

事業名
「北海道ｍｅｉｊｉカップ」ジュニアゴルフ大会における北海道150年事
業のPR

区分 PR

時期 2018年6月

場所 北広島市

概要 「北海道ｍｅｉｊｉカップ」ジュニアゴルフ大会において、北海道150年事業をPR。

事業名
女子プロゴルフトーナメント「北海道ｍｅｉｊｉカップ」における北海道
150年事業のPR

区分 PR

時期 2018年8月

場所 北広島市、全国

概要
女子プロゴルフトーナメント大会「北海道ｍｅｉｊｉカップ」及び関連イベント・番組において、北
海道150年事業をPR。

143

クロスホテル札幌
事業名 Hokkaido 150 CROSS TEN DINER（クロス・テン・ダイナー）
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年7月初旬～8月末

場所 クロスホテル札幌前庭

概要
ホテル前広場にて屋外飲食店を設置し、北海道で活躍するミュージシャンを迎えたライブ
や北海道文化を発信するエンタテインメントショーや、北海道の食文化を伝えるメニュー展
開。イベントタイトルにHOKKAIDO150を冠表示。

事業名 Hokkaido Harvest 150 北海道のこだわり生産者・市町村ギフト販売
区分 ＰＲ

時期 2018年2月～12月

場所 クロスホテル札幌

概要

北海道のこだわりの生産物、加工食品をシーズンごとにピックアップし、その食材をレスト
ランでの提供や、広報誌などでの紹介によりPR。その商品をホテルで申し込む産地直送
ギフトとして販売。
クロスホテル札幌の食企画を「Hokkaido Harvest 150」とネーミングをし、年間通して北海
道の食を紹介。ギフト告知物にはロゴマークと、北海道150年の概要を明記。

事業名 北海道を感じるオリジナルアメニティ「AND C」宿泊プラン
区分 ＰＲ

時期 2018年1月準備、2月プラン販売、4月～11月受け入れ期間

場所 道内外、海外旅行サイト

概要

北海道の素材を使い、北海道の生産者による良質なホテルアメニティをオリジナルで開
発。宿泊プランとして道外客へ北海道の良さをアピール。宿泊プラン販売にあたり北海道
150年ロゴマーク及び、プラン名にパートナー事業として「HOKKAIDO150」を露出。販売
ページに北海道150年の概要を掲出。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

144

（株）近畿日本ツーリスト
北海道

事業名 北海道150年記念宿泊プランの造成・販売
区分 関連企画

時期 2018年4月～

場所 道内

概要 北海道150年を記念して、企画内容や価格帯でちなんだ宿泊プランを造成・販売

事業名 北海道マラソンにおける北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年4月～（募集開始時点～）

場所 札幌市内

概要 北海道マラソンにおいて、記念プランや記念メニューなどにより、北海道150年事業をPR

事業名 Japan Vietnam Festivalにおける北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年1月27日～28日

場所 ベトナム ホーチミン

概要
Japan Vietnam Festivalにおいて、北海道関連10ブースを独自に北海道150年ロゴ等で統
一し、北海道150年事業をPR。

145

（株）三省堂書店札幌店
事業名 北海道150年デザインブックカバー
区分 PR

時期 2018年1月～4月

場所 札幌市、留萌市、函館市

概要
道民が北海道や北海道150年を意識してデザインしたブックカバーの配布による北海道
150年事業PRを実施。

事業名 北海道150年ブックフェア
区分 関連企画

時期 2018年5月～12月

場所 札幌市

概要

北海道の歴史を振り返るとともに、現在や未来に想いを馳せるブックフェア等を実施
①1月30日の知床の日にちなんだブックフェア
②7月～8月に北海道150年記念ブックフェア
③その他の期間にも北海道に関わるブックフェアを実施予定

146

北海道ガス（株） 事業名
北ガスの『積雪寒冷地北海道における「エネルギー」について学
ぶ』バスツアー（仮称）

区分 ＰＲ、関連企画

時期
7月中旬～8月上旬（募集～当選案内）、9月中旬（ツアー開催）、10月中旬（イベント実施
報告）

場所 道内

概要

北海道の未来をつくる子どもたちを対象に、環境問題や積雪寒冷地北海道におけるエネ
ルギーと省エネについて学ぶバスツアーを開催。小学生の親子（1回当たり20組40名）を
招待し、体験しながら広くエネルギーについて学ぶプログラムを提供。ツアー募集チラシ
や当日配布パンフ等において、北海道150年ロゴマークを掲示。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

147

148

(93)

（株）クールスター

（株）キロロホテルズ

三井不動産（株）【再掲】

事業名 アイススターホテル＆レストラン,キロロ

区分 PR

時期 2017年11月27日～（準備期間）、12月23日～2018年3月31日（開催期間）

場所 キロロリゾート（赤井川村）

概要
スキー場「キロロリゾート」において、雪と氷による新しい魅力を創出するイベント「アイス
スターホテル＆レストラン」において、ロゴマークを彫り込んだ氷のテーブルの設置などに
より北海道150年事業PRを実施。

事業名 Akarenga ICE TERRACE

区分 PR

時期 2018年1月19日～（準備期間）、2月3日～11日（開催期間）

場所 札幌市北3条広場「アカプラ」

概要
Hokkaidoの魅力である冬の雪と氷に、Hokkaidoらしい食を組み合わせて新しい付加価値
を生むコンテンツの創造を目指すイベント「アイスウォール＆バーwithクルーズキッチン」
において、ロゴマークをかたどった氷壁の設置などにより北海道150年事業PRを実施。

149

（株）HBA 事業名
北海道150年協賛記念イベントとしての「HBAソリューションフォーラ
ム」の開催

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年10月15～16日

場所 札幌市内

概要

自社主催のイベント「ＨＢＡソリューションフォーラム」を北海道150年協賛記念イベントとし
て開催。北海道150年にちなんだ講演を実施するほか、会場内に北海道150年記念ブース
を設置し、ＰＲ映像や関連資料の展示等を実施。また、開催案内のパンフレットやポス
ター等においても協賛事業であることを掲げて、北海道150年をＰＲ。

事業名 北海道150年ロゴの入った販促品を活用したＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年2月～12月

場所 道内・道外

概要
北海道150年ロゴマークを入れた販促品を作成し、年間を通して活用することで、北海道
150年をＰＲ。

150

伊藤組土建(株)
事業名 自社歴史館とパネルを活用した北海道150年事業のPR
区分 PR、関連企画

時期 （準備期間）2018年1月～3月、（実施）2018年4月～

場所 札幌本社

概要
北海道150年を契機に、北海道とともに歩んできた自社125年の資料を展示する「伊藤組
歴史館」を公開するとともに、北海道150年に関するパネルを展示し、事業のPRを実施。

151

カルビー（株）
北海道事業本部

事業名 記念ポテトチップスの企画・販売による北海道150年PR（仮）
区分 PR、関連企画

時期 2018年8月～

場所 道内

概要
北海道命名150年を記念した記念ポテトチップスの企画・販売により、北海道150年事業を
ＰＲ。

事業名 「♥JPN（ラブジャパン）」プロジェクトによる「北海道150年」PR
区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年2月～

場所 道内

概要
「掘り出そう、日本の力」をテーマに47都道府県の「地元ならではの味」をポテトチップスで
再現し、地域の方々、日本を元気にする企画。北海道味で北海道150年をPR。
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Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

152

（株）クレディセゾン
北海道支社

事業名 自社広報誌を活用した北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 自社広報誌、ＷＥＢサイト

概要
自社広報誌およびＷｅｂサイトを活用し、「歴史・文化・自然・食」など北海道の魅力を発信
するとともに、北海道150年事業をPR。

事業名 北海道の魅力発信に係る取組強化
区分 関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 全国

概要
これまで実施してきた北海道ツアー造成、「会員優待による道産品を扱う飲食店の紹介」
「永久不滅ポイントにおける道産品の取扱い」などを、北海道150年を契機として更に強化
し、北海道の魅力を道内外に発信。

事業名 北海道150年ロゴマーク入り名刺による事業のＰＲ
区分 ＰＲ

時期 2018年3月1日～

場所 名刺

概要 営業社員の名刺に北海道150年ロゴマークを使用し、名刺交換の際に事業のＰＲを実施。

153

（株）NTT東日本-北海道
事業名 「北海道150年」の幅広い情報発信と関連イベント企画
区分 PR、関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 道内

概要
「いっしょに、一生懸命に。」をモットーに、自社ホームページや日頃の営業活動、社内

外イベントで「北海道150年」のＰＲ及び関連イベントの企画を実施。

154

ホテルポールスター札幌
事業名 「開業30周年特別企画」と連動した北海道150年事業関連企画
区分 関連企画

時期 2018年4月～12月

場所 ホテルポールスター札幌

概要
「開業30周年特別企画」の中で、レストランをメインとして、道産食材の積極的な活用によ
り、北海道の「食」の魅力を発信。

事業名
「市町村連携事業」とのコラボレーションによる北海道150年事業の
PR

区分 PR

時期 2018年4月～12月

場所 ホテルポールスター札幌

概要
「市町村連携事業」において、道内市町村とのコラボレーションによる物産展の開催及び
特産品を使用したメニューの提供を行う際の各種広報媒体を活用して、北海道150年事業
をPR。
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Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

155

千秋庵製菓（株）
事業名 銘菓「山親爺」・「ノースマン」の北海道150年記念商品の展開
区分 関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 道内直営店舗ほか

概要 北海道150年を記念して、銘菓「山親爺」・「ノースマン」の限定パッケージ商品を販売する。

事業名 北海道産食材を使用した商品により、北海道150年事業をPR
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 道内直営店舗ほか

概要
北海道産食材を使用した商品に、北海道150年ロゴマークを貼付して、北海道150事業を
PR。

事業名 自社ホームページ等を活用した北海道150年事業のPR
区分 PR

時期 2018年1月～12月

場所 道内直営店舗ほか

概要 自社ホームページ・店頭POP・ポスター等の広報媒体を通じて、北海道150年事業をPR。

事業名 北海道150年関連イベント・展示会等における関連商品の展開
区分 関連企画

時期 2018年1月～12月

場所 未定

概要
北海道150年を記念した各種イベントや展示会等に積極的に参加し、自社の北海道150年
関連商品を展開し、販路拡大を図る。

156

札幌駅総合開発（株）
事業名 179市町村のふるさと納税返礼品プレゼント抽選会
区分 PR

時期 2018年3月1日～31日

場所 JRタワー東コンコース

概要
道内179市町村のふるさと納税返礼品及び特産品をプレゼントする抽選会において、北海
道150年のＰＲパネルを掲出。

事業名 北海道150年記念イベント 子ども向けワークショップ
区分 PR、関連企画

時期 2018年7月下旬～8月上旬

場所 JRタワー東コンコース

概要
子どもの自由研究に役立つ体験型展示会に、アイヌ文様での工作や北海道150年関連の
パネル展の開催など、北海道150年に関連する内容を盛り込んで開催する。

事業名 クリスマスツリーへの北海道150年ロゴマークの掲出
区分 PR

時期 2018年11月下旬～12月下旬

場所 札幌駅南口広場

概要
さっぽろホワイトイルミネーションの会場である札幌駅南口駅前広場のクリスマスツリーに
北海道150年ロゴマークを掲出してPRする。

157

ジャパンフリトレー（株） 事業名
北海道150年事業を北海道素材を使ったオリジナル商品、関連商
品にてＰＲ

区分 ＰＲ、関連企画

時期 2018年7月～12月

場所 道内

概要 限定商品の発売で北海道150年事業をＰＲするとともに、関連企画、キャンペーンを実施。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

158

ヤフー（株）
事業名 Yahoo! JAPAN特別企画
区分 PR、関連企画

時期 2018年4月～

場所 WEB

概要
北海道150年事業の主要なイベントと連動したウェブページ「Yahoo! JAPAN特別企画」内
のYahoo!トラベルなどを活用し、北海道の魅力を伝えることで北海道への「行く」「買う」「貢
献する」など、インターネットユーザーの行動を促進する企画等を実施。

159

日本製粉（株）札幌支店
事業名 北海道地産地消商品の販売とご当地メニューのPR
区分 関連企画

時期 2018年2月～12月

場所 道内小売店

概要
北海道原材料を使用した地産地消商品「ザンギミックス」「ザンギミックスうま塩味」「北海
道野菜のクリーミーグラタン」の販売と、ご当地メニューであるザンギのアレンジレシピを
発信。これら3商品のパッケージには北海道150年ロゴマークを表示。

(159)

(10)

160

(17)

日本製粉（株）札幌支店
【再掲】

サッポロビール（株）【再掲】

北雄ラッキー（株）

ポッカサッポロ北海道（株）
【再掲】

事業名 北海道食材を使ったイベントの実施とレシピの発信

区分 関連企画

時期
2018年5月30日 テアトロディマッサ クッキングショー実施
2018年6月～ クッキングショーレシピの発信

場所
①teatro di massa（テアトロディマッサ）
②北雄ラッキー店内

概要

北海道150年の記念イベントとして、北海道食材を活かした創作イタリアンで人気のテアト
ロディマッサでクッキングショー（料理教室）を実施。クッキングショーでは北海道の旬の
食材を使ったメニューを新田裕也シェフが披露。クッキングショーのメニューレシピを北雄
ラッキー店内、ＷＥＢサイトで発信し、北海道の食文化の向上に貢献。

161

（株）小松製菓
事業名 北海道命名150記念菓子の製作・販売
区分 関連企画

時期 2018年1～12月

場所 道内、青森県、岩手県、宮城県

概要
北海道出身の画家おおば比呂司氏の作品を活用した包装紙を新たに作成し、北海道命
名150年を記念する新たな菓子を製作。おおば比呂司記念館や、百貨店等での「おおば
比呂司展覧会」会場、東北新幹線車内等でも販売。

162

山崎製パン（株）
事業名 北海道産食材を活用した「北海道フェア」の展開
区分 関連企画

時期 2018年5月～6月

場所 日本全国の量販店、コンビニエンスストア等

概要
北海道産食材を活用した商品を開発し、全国の量販店やコンビニエンスストアを中心に
「北海道フェア」を展開して「北海道」及び「北海道150年」を強く訴求する取組を実施。

事業名 関連企業と一体となった「北海道150年」PR商品の展開
区分 関連企画

時期 2018年4月～6月

場所 沖縄県を除く日本全国のコンビニエンスストア、量販店等

概要
山崎製パン（株）子会社の（株）サンデリカ、（株）不二家と連携し、「北海道150年」PR商品
を製造、販売。
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2 実施事業

Ⅸ 関連企画 （パートナーの取組）

NO. パートナー名 項目 取組内容

163

ハウス食品（株）
札幌支店

事業名 カレーアクション北海道フォーラム
区分 関連企画

時期 2018年4月25日

場所 札幌パークホテル

概要

北海道産の一次産品をたっぷり活用したカレーを通じて北海道を盛り上げるとともに、食
の歴史を振り返るカレーフォーラム及びカレーパーティを実施。その中で150年前の北海
道のカレーを想像再現し参加者に試食頂く。

事業名 オリエンテーリングカレー料理教室
区分 関連企画

時期 2018年7月

場所 道内

概要
北海道の歴史や自然の魅力、地産地消の取組を再認識するための北海道150年オリエン
テーリングカレー作りを道内量販店とタイアップして実施。

164

ロート製薬（株）
札幌営業所

事業名 北海道150年を記念した、歯の健康に関する市民公開講座の開催
区分 関連企画

時期 2018年6月17日

場所 札幌市

概要
北海道150年を記念し、次の50年に向けて歯の健康を願い、健康寿命の延伸を進めるた
めの市民公開講座を開催。

事業名 北海道150年を記念したオリジナルハンドクリームの開発、販売
区分 関連企画

時期 2018年1月～

場所 道内

概要
北海道150年を記念し、室内湿度も外気温も低い過酷な冬の環境でも手を守ることのでき
るオリジナルハンドクリームを開発し、道内各地で販売。

165

国稀酒造（株）
事業名 北海道産米を使用した北海道150年記念酒の販売
区分 関連企画

時期 2018年5月～

場所 全道

概要 北海道150年を記念して、北海道産米を使用した日本酒を地域のまつりなどで販売。
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Ⅸ 関連企画 （実行委員会構成員の取組）

2 実施事業

NO. 団体名 項目 取組内容

1

NPO法人

北海道遺産協議会

事業名 北海道遺産第3回選定および関連プロモーション

区分 関連企画

時期 2017年12月～2018年12月

場所 道内各地

概要

北海道150年を契機に、新たな北海道遺産の選定（第3回選定）事業を実施。
また、イオン北海道㈱・マックスバリュ北海道㈱、サッポロビール㈱では、新たな選定に
伴う北海道遺産のPRおよび関連企画を道内各地のイオングループ店舗等で展開予定。

＜連携パートナー＞
イオン北海道(株)、マックスバリュ北海道(株)、サッポロビール(株)

2 北海道教育委員会

事業名 北海道版道徳教材作成事業

区分 関連企画

時期 2017年～2018年

場所 全道

概要
本道の歴史や発展を支えた偉人に関する児童生徒の理解を深めるため、本道にゆかり
のある人物を題材とした北海道版道徳教材「きた ものがたり」を、道内の小学校５・６年
生及び中学校１年生に配付する。

3
公益財団法人

北海道体育協会

事業名 北海道150年体育の日記念事業「History of Hokkaido Sports」

区分 関連企画

時期 2018年10月8日

場所 北海きたえーる

概要
体育の日の施設無料開放事業において、150年記念事業として、体育・スポーツのターニ
ングポイントとなった出来事や人物等の写真パネルや縁の品物などを掲示。

事業名 北海道150年 子どもたちにスポーツで広めよう

区分 PR

時期 2018年

場所 道内各地、北海きたえーる

概要
スポーツ少年団や幼児期～小学生対象の教室事業において、「北海道150年記念事業」
のサブタイトルを付して実施するとともに、各事業生に配布するＴシャツや参加賞等に150

年ロゴマークを掲示。

■関連企画（実行委員会構成員の取組）
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Ⅸ 関連企画 （実行委員会構成員の取組）

2 実施事業

NO. 団体名 項目 取組内容

4
日本郵便（株）
北海道支社

事業名 記念ポストの設置

区分 関連企画

時期 2018年7月～

場所 北海道庁赤れんが庁舎前庭

概要
北海道庁敷地内に記念の丸型ポストを設置。また、2018年7月～12月の期間中、同ポス
トに投函された定形郵便物に記念の日付印を押印。

事業名 特殊切手「北海道150年」の発行

区分 関連企画

時期 2018年7月13日（予定）

場所 全国

概要 北海道150年の特殊切手を発行し、全国の郵便局等で販売。

事業名 北海道150年事業オリジナルかもめ～るの利用提案

区分 関連企画

時期 2018年6月1日～

場所 全国

概要
北海道150年事業の全国への幅広いPRに向けて、企業向けに、北海道150年ロゴマーク
が入ったオリジナルかもめーるの利用提案を実施。

事業名 北海道150年事業ポスターの掲出

区分 PR

時期 2017年7月～12月末

場所 郵便局1,191局

概要 北海道150年事業ポスターを全道の郵便局窓口で掲出し、来局者にPR。

5
公益社団法人

北海道アイヌ協会

事業名 松浦武四郎北海道命名150年記念アイヌ民族文化祭

区分 関連企画

時期 2018年11月（予定）

場所 調整中

概要
松浦武四郎の功績を反映した「アイヌ民族文化祭」を開催する。次の151年目に向けた第
一歩とし、2020年の象徴空間開設に向けた普及事業として3ヶ年のシリーズ事業とする。
また、開催地域と連携し、武四郎の歩いた道のりを辿るイベント等を組み入れる。



実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい・応援企画

道など

関連推進施策
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（2）北海道みらい事業

2 実施事業

全道各地等で様々な主体（道民、団体、企業、市町村、

国、道（振興局）等）が実施します。

テーマ ① 【 食 】

№ 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

1
札幌市内ホテル連
絡協議会

団体
北海道150年事業
応援プロジェクト

加盟ホテル共同企画として、以下の事業を
実施。
・ホームページでロゴマーク掲載
・スタッフ制服にロゴバッチ着用
・松浦武四郎クイズウォーク
・レストランスタンプラリー
・スタッフ出演ポスター制作・掲出
・北海道の「食」の魅力再発見フェア

（第1部：北海道ランチフェア、第2部：北海道
朝食フェア、第3部：まるごと北海道フェア）

札幌
2017.7.17～
2018.8.31

2
ジンギスカン食普及
拡大促進協議会

団体
未来へつなげよう、
食べよう
親と子の大ジンパ

・ジンギスカンコンテスト
全道の子どもたちから「愛されるジンギス

カン」をテーマに絵画を募集。
・親と子の大ジンギスカンパーティー

札幌・旭川・函館・帯広・釧路で、親子に参
加してもらうジンギスカンパーティーを開催。

全道
2018.2～
2018.3

3
ジンギスカン食普及
拡大促進協議会

団体
世界に広げよう、ジンギス
カンの食文化と粋、そして
未来へ（仮称）

北海道遺産「ジンギスカン」誕生の歴史と未
来へ向けての可能性について、基調講演、
パネルディスカッション、世界の人々と楽し
むジンギスカンパーティーを通じて国内外に
発信。

札幌
2018.7～
2018.8

4 三浦 和春 個人
松浦武四郎の足跡を辿る
～古稀の蕎麦職人が歩く
北海道一周2,500km、150日

北海道周囲2,500kmを150日間で歩いて巡り、
全道各地の福祉施設等を訪問し、道産そば
粉による手打ち蕎麦を振る舞い、そば打ち
体験会を実施。

全道
2018.5.11～
10.8

5
定山渓らーめん忍
者

企業
北海道命名150年記念
「北海道の味めぐり」

北海道各地の名物料理のメニュー数を増や
し、説明文も添えることによって、道外の方
にも北海道の魅力を再認識してもらう。

札幌
2018.7.1～
8.31

6 (株)わたらい 企業
北海道150年記念の日本酒
「北海道プレミアム」の製造
・販売

道産米を使用した日本酒を道外の蔵元と協
力して製造・販売し、北海道の酒米の魅力
を道内外へアピールするほか、SAKEを通じ
て世界にも発信する。

全国
2018.5～
販売開始

7
北海道酒造協同組
合

団体
さっぽろ雪まつり
「地酒販売所」PR

北海道酒造協同組合が設置するさっぽろ雪
まつり「地酒販売所」で実施する道産酒類の
PR活動において、北海道150年のPRも実施。

札幌 2018.2.5～12

8
北海道酒造協同組
合

団体
全国日本酒フェア
「北海道ブース」PR

全国日本酒フェアで北海道酒造協同組合が
設置する「北海道ブース」で実施する道産酒
類のPR活動において、北海道150年のPRも
実施。

東京 2018.6月中旬

■北海道みらい事業 合計678件

テーマ ①食 ②アート ③音楽
④歴史
文化自然

⑤スポーツ ⑥科学
⑦産業
経済観光

⑧子ども
・未来

⑨その他 合計

件数 73 47 60 173 41 12 158 77 37 678



62

テーマ ① 【 食 】

№ 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

9
しんとく新そば祭り
実行委員会

団体
北海道そば祭り
（第17回しんとく新そば祭
り）

「そば」を通じた地域おこしと地域の活性化
を目的に毎年開催している「しんとく新そば
祭り」を、北海道150年にあわせて規模を拡
大。全国一の生産量を誇る北海道の「そば」
を全国にアピールする。

新得 2018.9.29～30

10
星澤クッキングスタ
ジオ

企業 北海道料理本出版

150年を機に、長年食べ継がれてきた北海
道の地方料理を調査、選択してまとめ、誰も
が作りやすい量と内容、料理法を写真と共
に掲載する料理本の出版。

全道
2018.5～6

出版予定

11

札幌国際観光株式
会社センチュリーロ
イヤルホテル

企業 ハスカップエントティー提供

ホテル内ティーラウンジにおいて、アイヌの
人たちが愛用していた「エント茶」とアイヌ語
「ハシカプ」を由来とする北海道産ハスカッ
プのジャムを用いたオリジナル茶を販売し、
食を通じて北海道150年事業を応援。

札幌
2017.9～
2018.8

12

札幌国際観光(株)

センチュリーロイヤ
ルホテル

企業
北海道150年を冠した宴会
料理（プラン）の提供

北海道の食の魅力再発見と銘打ち、良質な
道産食材を用いた和食・洋食・中華折衷の
特別料理を提供。

札幌
2017.11.16～
2018.2.28

13 (株)美好屋 企業
北海道150年記念菓子
販売事業

道内企業として、北海道150年を機会に松
浦武四郎の功績、アイヌ文化について道内
外へ情報発信できるよう、「武四郎もち」、
「武四郎まんじゅう」の販売を通じて、北海
道150年事業をPR。

全国
2018.1～
販売開始

14

北星学園大学オリ
ジナルワインプロ
ジェクト

大学
北星学園大学オリジナルワ
インプロジェクト10周年記念
プロジェクト

学生たちが、実際にブドウ畑の中に入り、ブ
ドウを育てるのを手伝い、収穫したブドウを
ワインにする。ラベルデザインの考察やマー
ケティングリサーチを行い、ワインの販売を
目指すプロジェクト。

全道
ほか

2018.1～
2018.11

15 宮永 明子 個人
せんだがや餅つき大会にお
ける「北海道命名150年」
PR・祝賀事業

千駄ヶ谷で毎年12月に開催される「せんだ
がや餅つき大会」において、北海道産の餅
米による餅の無料配布、北海道ブースでの
ザンギ等の販売のほか、北海道の食と「北
海道命名150年」をPR。

東京 2018.12初旬

16
野菜ソムリエコミュ
ニティ函館

団体
つながるDo食育～道産じゃ
がいもの魅力再発見

道産じゃがいもの歴史や食材としての魅力
をイベントや農業体験などを通じて、子ども
を含めた広い世代の方々と一緒に学び、
様々なツールを活用して広く発信。

道南
2018.1～
2018.12

17
(株)FMノースウェー
ブ

企業
札幌スパークリングフェス
2018 オープニングイベント
（仮）

世界のスパークリングワイン50種類を楽し
めるスペシャルイベントを開催。 札幌 2018.10

18
野菜ソムリエコミュ
ニティ札幌

団体
地域ブランド“SAPPORO野
菜”を盛り上げる事業

札幌近郊エリアの農業の歴史や消費地札
幌を学ぶ教育イベント、畑を舞台にした農業
体験イベント、“SAPPORO野菜”の美味しさ
を再発見する調理体験イベントを開催。

札幌
2018.4～
2018.11

19 (有)ヤマコしらかわ 企業
北海道150年記念
お米・お酒・お菓子販売事
業

北海道150年を記念して、室蘭の歴史をPR

するお米・お酒・お菓子を販売。 室蘭
2017.11～
2018.12

20 北広島市
市町
村

（仮称）お米にまつわるシン
ポジウム

寒地稲作発祥の地である北広島市におい
て、「北海道米」をテーマにしたシンポジウム
やイベント等を開催。

北広島 2018.10

21
日本ハム北海道販
売(株)

企業 北海道150年事業のＰＲ

北海道日本ハムファイターズ開幕戦で、日
本ハム北海道ファクトリー（旭川工場）で製
造された美味しいハム・ソーセージなど道内
販売商品に北海道150年ロゴを使用するな
どして、北海道全体を応援。

全道
2018.1～
2018.12

2 実施事業

（2）北海道みらい事業
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

22
十勝芽室コーン炒飯
地域活性化協議会

団体
十勝芽室コーン炒飯10周
年事業

十勝芽室コーン炒飯が来年で10周年を迎え
ることから、町民への感謝の気持ちを伝える
ため、町民還元の事業を実施するとともに、
北海道150年を契機に、将来の芽室町を支
える子どもたちを育成するための食育事業
を実施。

芽室 2018春～秋

23 (株)スハラ食品 企業
北海道食材を使用した加
工食品及び酒類の商品開
発

北海道原料、北海道加工などを基本とし、北
海道150年の歴史を考えたラベルデザインを
用いた商品開発を行い、道内外・海外での
販路拡大を目指す。

全国 2018.3～

24

(株)ホテルグラン
コート名古屋(ANAク
ラウンプラザホテル
グランコート名古屋）

企業 HOKKAIDO FAIR2018

ホテルレストラン各店合同で開催している北
海道フェアを北海道150年記念として、北海
道のグループホテルからのレシピ協力や津
別町、太平洋フェリーとタイアップして北海道
の魅力を「食」で発信。

名古屋 2018.1～2

25

札幌国際観光(株)セ
ンチュリーロイヤル
ホテル

企業
三重県と北海道の自慢味
会席

「北海道」の名付け親松浦武四郎の故郷・三
重県の食材と北海道の食材を融和させた特
別会席を販売し、食を通じて北海道150年事
業を応援。

札幌
2017.12～
2018.1

26
MC-CLUB実行委員
会

団体
北海道をいただきまーす
お赤飯編

北海道150年を記念し、「北海道のハッピー
ソウルフード」として、小学校、中学校、高校、
主婦団体などに、赤飯を作ってもらうきっか
けの1年にし、日本・北海道のお祝い文化と
して次代へ継承。

全道 2018.11.23

27 Neeth(株) 企業

ミシュランガイド北海道を切
り口とした、北海道の食文
化・素材の150年の歴史と
発信事業

北海道150年の機会を捉え、ミシュランガイド
を切り口とした、北海道の食素材や食文化を
体験できるエクスカーションを実施するととも
に、地域の食文化の担い手を育成する。

全国

2018.6～
2018.8 

2018.9～
2018.10

28
おしゃまんべ毛がに
まつり実行委員会

団体
2018おしゃまんべ毛がにま
つり

長万部町の特産品である毛がにの漁期にあ
わせ、町の魅力をＰＲするとともに、食と観光
を磨き上げ、北海道の可能性を見つめ直す。

長万部
2018.6.30～
2018.7.1

29
はこだてグルメサー
カス実行委員会

団体
はこだてグルメサーカス
2018

函館が誇る豊かな食の魅力を生かし、食の
まち函館を内外に発信するイベントとして実
施するとともに、北海道150年事業として特
別企画を実施する。

函館 2018.9上旬

30
北海道豆腐油揚商
工組合

団体
ニッポン豆腐屋サミット 札
幌2018

北海道命名150年を機に、北海道または全
国の豆腐屋が豆腐や大豆の価値を見つめ
直し、北海道大豆の良さ、豆腐の美味しさを
全国の豆腐屋、道民に広く知ってもらえる
ニッポン豆腐サミットを開催する。

札幌 2018.9.29～30

31 札幌市
市町
村

さっぽろオータムフェスト

「北海道・札幌の食」をメインテーマとし、札
幌市内の魅力発信はもとより、北海道内の
市町村や民間事業者との連携を図り、道内
各地からの旬の食材、ご当地グルメを一堂
に取り揃えたイベントを実施。ポスター、ガイ
ドブック等に北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業のPRを行う。
（主催：さっぽろオータムフェスト実行委員会）

大通
公園

2018.9月上旬
～下旬

32 札幌市
市町
村

食のまち・さっぽろフェストin

チ・カ・ホ2018

「食の安全・安心」について総合的に市民啓
発を行うイベントを開催。ロゴマークの使用
等により北海道150年をPRする。
（さっぽろＨＡＣＣＰ認証事業者等と共催）

札幌駅
前通
地下
歩行
空間

2018.1.27～28
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

33 札幌市
市町
村

札幌市中央卸売市場消費
拡大フェア2018

中央卸売市場を市民に開放して、市場が果
たす役割を広くＰＲするイベントを開催。ポス
ター、チラシ等に北海道150年事業のロゴ
マークを掲載し、150年事業のPRを行う。
（主催：札幌市中央卸売市場イベント事業実
行委員会）

札幌市
中央卸売

市場
2018.9.16

34

日本料理名匠塾・北
海道郷土料理保存
会

団体

日本料理名匠塾・北海道料
理保存会 郷土料理を体系
的にまとめ、食・観光・人材
育成につながる書籍の作成

北海道の観光と食の発展に寄与するととも
に、将来に向けた人材育成につながるよう、
北海道の郷土料理に関する書籍を出版。

全国
2017.11～
2018.12

35 紋別市
市町
村

Sea級グルメ全国大会inも
んべつ

全国のみなとオアシスが一同に集い、各オ
アシスの地元の港で水揚げされた海産物や
地産地消される名産品を用いて作られた
「Sea級グルメ」の全国大会を開催する。

紋別 2018.8.24～26

36 紋別市
市町
村

北海道1周・Sea級クルーズ
（仮）

Sea級グルメへの更なる誘客及び全国の
方々に北海道を広くPRし、北海道の雄大さ
や世界に誇れる「食」を満喫していただくた
め、「北海道1周・Sea級クルーズ」を実施す
る。

全道 2018.8.22～29

37
（株）札幌駅立売商
会

企業
北海道150年事業応援駅弁
販売キャンペーン

・海外観光客を含む幅広いお客様に駅弁を
通して北海道の食文化をPR 

・150年記念としてアイヌ料理をメインとした
限定駅弁を製造・販売

札幌
ほか

2017.12～
2018.6

38 (株)稚内サンホテル 企業 北海道150年記念企画

北海道150年記念として、次の事業を実施
・北海道150年限定宿泊プラン
・北海道150年記念「ジンギスカニ定食」
・スタッフが北海道150年記念バッジを着用
・ホームページへのロゴマーク掲載 など

稚内

2018.1～
2018.12

（ジンギスカニ
定食：2018.5

～2018.9）

39 (株)トンデンファーム 企業
北海道産原料を使用した加
工肉の販売・北海道150年
事業PR

「北海道150年」ロゴを使用した商品を開発
する。北海道原料を使用した加工肉に北海
道150年ロゴを使用し販売するなど、北海道
産食材の魅力と北海道150年をPRするとと
もに全国へ販路拡大を行う。

全国
2018.4～
2018.12

40
天野通信(株) 天野
珈琲

企業 天野珈琲

北海道150年ロゴマーク入り商品の販売す
る。
販売する自家焙煎コーヒー豆（開拓ブレンド、
雪町ブレンド等）は北海道に関連した商品
名が多く、また販売形態が札幌駅前通り地
下歩行空間や他イベント会場での出店販売
が多い。

道内
全国

2018.4～
2018.12

41
チーズの店コンテ
CON TE

企業

チーズの店コンテ「道産
チーズフェア」
～北海道150年アニバーサ
リー 道産チーズでみんな
笑顔に！～

北海道150年の節目の年に、道産チーズを
もっと食べてもらい、美味しさを知ってもらう
ことで、道産チーズファンを増やすため、道
産チーズの店頭販売や道産チーズの生産
者を招いての交流会、北海道の酪農の歴
史を学ぶセミナー開催、道内チーズ工房見
学ツアーなどを実施する。

札幌
道内

2018.5～
2018.10
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

42 天塩町
市町
村

眠れる食資源活用プロジェ
クト

天塩町の眠れる食資源を、北海道のスター
シェフ達が料理をし、眠れる食の可能性を
再定義し、新たな価値を創造するとともに、
北海道食材の魅力を日本中に力強く発信。
また、アジアNo.1パティシエであるJanice 

Wong女史を招聘し、北海道食材で新たな
スィーツを開発し、北海道の多様な魅力を
全世界に発信し、北海道を愛する世界中の
人々の交流を広げ、北海道ファン、北海道
訪問者数を増やす機会とする。

札幌
東京

シンガ
ポール
など

2018.1～
2018.12

43

山形屋商事(株) ホ
テルスプリングス幕
張

企業 北海道まるごと満喫フェア

食を通じて「北海道150 年事業」を応援する
ため、館内のレストランで北海道を代表す
る食材を使用したメニューで北海道の魅力
を1 年を通してアピールしていく。
また「北海道150 年事業」に添ったパネル
展示等を館内で行い、北海道の歴史や観
光名所等を紹介することで北海道への誘客
促進を図る。

千葉
2017.12～
2018.12

44
伊藤ハムデイリー
(株)

企業
ロゴマークを使用した商品等
による北海道150年PR及び
応援企画

販売商品について「北海道150年」ロゴを商
品パッケージ及びPOP等で表現し、お得意
先様を通じてPRし、北海道全体を応援する。
※道外にも「北海道小樽工場」ブランド商品
でPRしていく。

道内
全国

2018.1～
2018.12

45
増毛春の味まつり
実行委員会

団体 増毛春の味まつり 2018

増毛の特産品の販売や飲食屋台が並び、
増毛の味覚が堪能できる初夏の一大イベ
ントを実施する。

増毛
2018.5.26～
27

46
増毛秋の味まつり
実行委員会

団体 増毛秋の味まつり

ホタテ、鮭などの海産物や果物、水産加工
品の販売や飲食屋台が並ぶ、海の幸、山
の幸を集めた増毛の秋の味覚まつりを実
施する。

増毛
2018.9.30予
定

47
甘エビまつり実行委
員会

団体 第8回はぼろ甘エビまつり

町最大のイベントである「はぼろ甘エビまつ
り」を通じて地元の方と来場者の方々に当
該事業をPRするとともに、ステージイベント
などで地域交流を深め、甘エビまつり及び
当該事業を盛り上げることにより、北海道
羽幌町の「甘えび」の価値を高めていく。

羽幌
2018.6.23～
24

48
「きのこの里」フェス
ティバル実行委員会

団体
第32回あいべつ「きのこの
里」フェスティバル

愛別町特産の「きのこと牛肉食べ放題」をメ
インとした愛別町最大のイベントである本
フェスティバルにおいて、ポスターやロゴ
マークの使用、アナウンス等により、北海道
150年事業のPRを行う。

愛別 2018.9.9

49
あっさぶふるさと夏
まつり実行委員会

団体 あっさぶふるさと夏まつり

メークイン発祥の地厚沢部町において特産
のメークインを全国にPRするために、世界
一大きなメークインコロッケをつくるお祭りを
実施する。

厚沢部
2018.7.21～
22

50 幌延町
市町
村

ワイン樽による「北緯45度の
まち幌延町」創生事業

2018年は北海道命名150年と幌延町開基
120年という節目の年に当たることから、未
来に向けたチャレンジとして、北大天塩研
究林と連携し、希少価値の高い国産材（ミ
ズナラ）によるワイン樽の製造と樽を活用し
た地域振興に取り組む。併せて、ブドウの
栽培、ワイン醸造の研究・試験を進め、
100％幌延町（北海道）産ワインの実現を目
指す。

幌延 2017年～

テーマ ① 【 食 】
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

51 小料理 なごみ 個人
北広島の日本酒「久蔵翁」
の酒粕で作った「酒粕アイ
ス」

現在の北広島市で中山久蔵が改良し北海
道の稲作の原点となった米「赤毛種」から
作った純米吟醸酒「久蔵翁」の酒粕で作っ
た「酒粕アイス」を、会席料理の最後のデ
ザートとして提供し、併せて、北海道の稲作
の歴史をＰＲする。

北広島 2017.11～

52
江差旅庭群来「群
来和飲倶楽部」

企業
土方歳三と開陽丸の歴史を
食べ飲み歩く

函館戦争の行方を大きく左右することに
なった開陽丸の江差沖での沈没。榎本武揚
と土方歳三は、開陽丸が沈んでいく様を江
差町の郡役所前で見て、そばにあった松を
拳で叩いた、という言い伝えがある。
そうした歴史遺産を改めて道内外にPRしな
がら日本遺産に選ばれた江差のマチの魅
力を語るイベントを実施。合わせて、ニシン
料理や開陽丸で出されたであろう料理を再
現するなど「食べ飲み歩く」ツアーなどを企
画する。

江差
上ノ国
乙部

厚沢部
函館

2018.5～
2018.12

53
北広島の未来を拓
く会

団体
フォーラム「北海道米ラブの
礎となった中山久蔵を知る」

北海道米が国内最高ブランドになるまでに
は、先人たちの多くの苦労があった。その中
でも寒冷地稲作を北海道に定着させた北広
島の中山久蔵の功績は目を見張るものが
ある。その中山久蔵の足跡をたどりながら、
北海道米ラブに至るまでの労苦を振り返る
フォーラムを実施する。

北広島
2018.6～
2018.9

54

北海道ジンギスカン
フェスティバル2018

実行委員会
団体

北海道ジンギスカンフェス
ティバル2018（仮称）

北海道遺産でもある「ジンギスカン」のさら
なる普及拡大を図るため、道内の精肉店、
ジンギスカン店が出展し、観光客・市民が気
軽にジンギスカンを楽しめるイベントを開催
する。イベントの実施に当たっては、北海道
命名150年及び150年事業のＰＲを合わせて
行う。

札幌 2018.5.25～27

55 (株)不二屋本店 企業
北海道150年記念 土産製
造事業

道内企業との企画、連携等により、150年記
念の北海道の観光土産品の製造・卸売りを
行う事で、北海道150のPRを行う。

全道
2018.1～
2018.12

56 さくら食品(株) 企業

北海道産原料にこだわった
アイスクリームの製造とロゴ
マークによる北海道150年
PR

北海道産の乳製品、砂糖、卵黄を100％使
用したアイスクリームの製造を行う。北海道
内外、国内外に出荷している商品や段ボー
ル等に北海道150年ロゴマークを使用し、北
海道150年の普及啓発も併せて行う。

国内外 2018.4～

57
北海道 ＷＨＩＳＫＹ
ＦＥＳ 実行委員会

団体 北海道 WHISKY FES 2018

北海道初の試みとなるウイスキーイベントを
開催する。国内外の有名メーカーをはじめ、
話題のクラフトディスティラリー、インポー
ター等が多数出展を予定している。併せて、
各種セミナーの開催や記念ボトルのボトリ
ング等の企画を予定している。
この取組により、ジャパニーズウイスキーの
聖地としての北海道の存在感をアピールす
る。

札幌 2018.8.5

58
丸大食品株式会社
北海道営業部

企業
「北海道150年」を自社製品
にてPR

自社の北海道工場製造商品のパッケージ
に北海道150年ロゴマークを表示することで、
北海道150年をＰＲし、北海道150年事業を
応援する。

札幌
2018.4～
2018.12

テーマ ① 【 食 】
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

テーマ ① 【 食 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

59

みらいの食べる北
海道スープレシピコ
ンクール実行委員
会

団体
みらいの食べる北海道スー
プレシピコンクール（仮称）

伝統の食文化の伝承及び保存のみならず、
次世代に愛され親しまれる料理として磨き
上げた「新しい北海道」を地元・北海道に根
付かせ、道内外から訪れる観光客をおもて
なしする料理の開発、提供するとともに、料
理、調理に携わる人材を育成することを目
指し、レシピコンクールを開催する。

札幌
道内

2018.4～
2018.8

60
サッポロウエシマ
コーヒー(株)

企業
道産品付加価値化ＰＪＴ～
藤女子大学協働ＰＪＴ

北海道命名150年である2018年は、サッポ
ロウエシマコーヒー設立60周年の年であり、
記念事業の一環で、藤女子大学との産学
連携により、北見産のさらさらゴールドたま
ねぎを使用した製品の共同開発を行い、開
発、販売を通じて北海道ブランドの発信を
行う。

全国
2018.1～
2018.10

61 天塩町観光協会 団体 第11回てしお味覚まつり

本まつりは、その味の良さから｢天塩モノ｣
｢天塩鮭｣として珍重されてきた天塩町のサ
ケをメインとした町の一大イベントであり、北
海道命名150年の今年は、これまでの町の
歴史も踏まえ開催する。併せて、北海道命
名150年もPRも行う。

天塩 2018.9

62
株式会社 北海道
農村研究所

団体 北大マルシェ Café & Labo

北海道農業の担い手、⾷の作り手とお客様
を繋ぐ場として立ち上げた北大マルシェ
Cafe & Labo 。ここに来れば、「北海道⼤
学」と「北海道」の今が分かる。「北海道の
農業の価値を伝えたい。」「安心安全で、美
味しく、適正な価格でこだわりのものを提供
したい。」そんな想いをこめ、北大ならでは
の「食」をブランド化し、北海道の新たな魅
力発信を目指す。北海道命名の150年の今
年、さらなる発展を図る。

札幌
2018.2～
2018.12

63
(株)イノヴェッグ（幸
せのレシピ）

企業
北海道150年ロゴマークを

使用したシメパフェの開発、
販売

北海道札幌を中心に、一過性のブームに留
まらず、新たな食文化として定着しつつある
「シメパフェ」。北海道命名150年のこの記念
すべき年に、北海道発の食文化としてのシ
メパフェのさらなる発展を目指し、150年ロゴ
マークを使用したパフェの開発し、北海道内
に留まらず、道外百貨店等における催事で
の販売を行う。

札幌
道内
道外

2018.1～
2018.12

64 北海道ほか 道
道主催・後援「北海道物産
展」

全国で開催の道主催物産展や後援名義使
用許可の物産展において、北海道150年を
ＰＲする。

全国 通年

65 北広島商工会 団体
北海道米の原点“赤毛種”
で造った奇跡の日本酒“久
蔵翁”

当時、寒冷地の北海道では不可能と言わ
れた稲作を、明治６年に北広島で赤毛種と
いう品種で成功させた中山久蔵。北広島市
内の生産者が栽培した赤毛米を100％使っ
た日本酒製造を企画し、会員の酒類取扱店
13店舗で販売することで、中山久蔵の偉業
を讃えるとともに、北海道のお米の歴史を
振り返り、全国的にも評価が高く、人気ブラ
ンドとなった北海道米の原点を見つめ直し、
地域振興に役立てる。

北広島
全道

2018.6～

66
(有)ラッキーピエロ
グループ

企業
ラッキーピエロ北海道150年
おめでとう記念事業

北海道150年記念バーガーを発売するとと
もに、北海道150年ロゴマークを使用したマ
グカップをスタンプラリーの景品とすることで、
北海道150年をPRする。

道南

記念バーガー
2018.3～
マグカップ・ス
タンプラリー
2018.6～
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（2）北海道みらい事業

テーマ ① 【 食 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

67 北海道 道 愛食の日

毎月第３土曜日・日曜日を、道民が身近な
道産食品の良さを理解し、もっと愛用しよう
という「愛食の日：どんどん食べよう道産
DAY」として制定している。
H30年度は愛食運動の取組と合わせたPR

など、関係機関への協力を呼びかける。

道内
2018.1～
2018.12

68 空知総合振興局 道
空知の次世代食育リーダー
育成事業

次世代の食育リーダーの育成を推進するた
め、岩見沢農業高校が継続して取り組んで
いる市内小学生向けの多様な食育プログラ
ム「岩見沢食農塾」の効果を高めるよう、講
義や農作業体験機会の提供など、継続的
に支援しており、その中で啓発資料等を配
布するなど、北海道150年のPRを実施。

岩見沢 2018.6

69

北海道空知地域創
生協議会（事務局：
空知総合振興局）

道 北海道空知魅力発信事業

空知地域の食をPRするため、首都圏の飲
食店チェーンと連携し、主に首都圏在住者
に向けた「北海道空知フェア」を開催。
空知の食を通じて、北海道の魅力発信を行
うとともに、飲食店に設置されているモニ
ターや壁を活用して北海道150年PR動画の
再生や、ポスターの掲示、啓発資料の展示
等を実施。

首都圏
2018.8～
2018.9

70

JAグループ北海道
（JA北海道中央会、
北海道信連、ホクレ
ン、北海道厚生連、
全共連北海道本
部）

団体
テレビ番組「あぐり王国北海
道」における北海道150年関
連番組の放映

JAグループ北海道が企画しているテレビ番
組「あぐり王国北海道」において、北海道
150年と本道農業の発展の歴史を絡めた番
組を制作・放映する。

道内
道外

2018.7

71

JAグループ北海道
（JA北海道中央会、
北海道信連、ホクレ
ン、北海道厚生連、
全共連北海道本
部）

団体
日本農業新聞における北海
道150年関連記事の掲載

北海道150年に関連し、本道農業の「これま
で」と「これから」を紹介する企画記事を日
本農業新聞に掲載する。

道内 2018.7

72

JAグループ北海道
（JA北海道中央会、
北海道信連、ホクレ
ン、北海道厚生連、
全共連北海道本
部）

団体 歩く「北海道150年」PR事業

JAグループ北海道の連合会・中央会役職
員（約3,000名）の名刺や封筒にロゴシール
を貼付し、道内外にて、北海道150年のPR

を行う。
道内
道外

2018.4～

73

JAグループ北海道
（JA北海道中央会、
北海道信連、ホクレ
ン、北海道厚生連、
全共連北海道本
部）

団体
わらび座公演ミュージカル
の開催

北海道開拓の先駆者である大友亀太郎が
二宮尊徳の門下生であったことから、劇団
わらび座公演のミュージカル「KINJIRO！本
当は面白い二宮金次郎」の公演を開催する。

道内 2018.1

74 (有)谷杉写真館 企業
書籍「写真館が視た北海道
150年」出版事業

道内各地の貴重な古写真にスポットを当て
ながら、北海道の礎を築いた先人たちの物
語を綴った書籍を出版。

全道
2018.7.17 

出版予定
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

テーマ ②【 アート 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

75
北海道文化団体協
議会

団体 平成30年度道民芸術祭

全道で展開する舞台公演・展示会・文芸大
会・研修会などにより、地域に密着した特色
ある芸術文化活動に地域住民が参加する
機会を提供するとともに、広く道民に鑑賞の
機会を提供し、本道における芸術活動の振
興を図る。 また、子どもたちによる郷土芸
能などの継承・舞台発表や様々な作品展示
を行う。

全道
2018.6～
2018.12

76

スウェーデン芸術
祭 IN 小樽 2018 実
行委員会

団体
スウェーデン芸術祭 IN 小
樽 2018

北海道150年と日本・スウェーデン国交150

周年の記念すべき年に、スウェーデンの
アーティストをお迎えし、絵画や彫刻、イン
スタレーションによる現代アートの展覧会を
開催。

小樽
2018.7～
2018.9

77
サッポロ未来展実
行委員会

団体
第17回サッポロ未来展 in 

Tomakomai

北海道にゆかりのある40歳未満の若手芸
術家が中心となって、北海道の芸術・文化
の振興を図ることを目的に、美術展覧会を
開催。ワークショップや講演会などの交流イ
ベントも企画。

苫小牧
ほか

2018.7～
2018.8

78
おおば比呂司アー
トコレクション

団体
おおば比呂司、癒しの世界
展

道広報紙「ほっかいどう」の表紙絵をかつて
描くなど道とも縁の深い画家であるおおば
比呂司が2018年に没後30年を迎えるに当
たり、その功績を広く知ってもらうため、挿絵
から油絵まで多彩な作品を集めた「おおば
比呂司、癒しの世界」展を開催。

全道
2018.4～
2018.10

79
EOS DANCE 

STUDIO
企業

EOS DANCE STUDIO 第2

回発表会「Step toward ～
その先の道へ」

北海道の歴史と未来をテーマとした映像に
インスパイアされたダンスという世界共通の
身体芸術を通して、北海道の中心に位置す
る旭川から北海道命名150年を発信。

旭川
ほか

2018.3.4

80 鉾井 直作 個人
北海道150年記念
鉾井直作作品展

北海道に感謝し、かけがえのない風土から
力をいただいて創作を重ねてきた作品の一
部を「北海道命名150年」を記念して地方か
ら発信。

砂川
2017.12～
2018.10

81
(NPO)岩内美術振
興協会

団体
めざせ次代の木田金次郎
（仮称）

有島武郎と木田金治郎が出会って100年の
年に、「絵の町 岩内」のさらなる発展を願
い、絵画教室生徒の作品を商店街に展示。

岩内
ほか

2018.6～

82
有島記念館（ニセコ
町教育委員会）

市町
村

地域の各種文化的資源を
活用した地域振興事業

北海道を代表するイラストレーター・藤倉英
幸氏の貼り絵作品など4,000点（多くが北海
道各地の風景画）が有島記念館に寄贈され
たため、これらを活用した巡回展を開催。

全道
2018.1～
2018.12

83

(学)谷内学園 北
海道文化服装専門
学校

団体
北海道文化服装専門学校
ファッションショー2018

北海道文化服装専門学校の学生が1年間
の集大成として実施するファッションショー
において、北海道の歴史・風土・文化などを
取り入れたオリジナル作品を披露する。

札幌 2018.2.17

84

SAPP‿ROフラワー
カーペット実行委員
会

団体
SAPP‿ROフラワーカーペッ
ト2018

北海道産の花や自然素材を用いて1つの大
きな絵を作り上げる「フラワーカーペット」の
制作・展示及びライトアップ。北海道を象徴
するロケーションで、北海道を愛する多くの
道民が参加するイベントを通じて、北海道の
多様な魅力を世界に発信。

札幌 2018.6.21～24
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展開
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実施期間

85 札幌市
市町
村

さっぽろ菊まつり

札幌市民に育まれてきた菊花を中心に、伝
統文化との連携を図ることで魅力を高め、
秋の札幌観光を振興するとともに、市民の
芸術文化を推進するイベントを実施。ポス
ター、リーフレット等に北海道150年事業の
ロゴマークを掲載し、150年事業のPRを行う。
（主管：さっぽろ菊まつり実行委員会）

札幌駅
前通地
下広場
さっぽろ
地下街
オーロラ
タウン

2018.11月
上旬

86 札幌市
市町
村

いいとこ撮り北海道フォトコ
ンサミットin Sapporo

札幌市民や観光客へ道内周遊を促すため、
道内各地の魅力を伝える写真を展示するイ
ベントを開催。ポスター、チラシ等に北海道
150年事業のロゴマークを掲載し、150年事
業のPRを行う。

札幌駅
前通地
下広場

2018.8.10～12

87 札幌市
市町
村

札幌演劇シーズン

札幌で生まれた優れた演劇作品の長期公
演を行う「札幌演劇シーズン」を冬夏それぞ
れ1か月間開催。ポスター、チラシ等に北海
道150年事業のロゴマークを掲載し、150年
事業のPRを行う。
（主催：札幌演劇シーズン実行委員会）

市内各
劇場

2018冬
2018.1.20～
2018.2.22 

2018夏
2018.7月下旬
～8月下旬

88 札幌市
市町
村

さっぽろアートステージ

美術、演劇、音楽などのイベントを約1ヶ月
間集中的に実施する「さっぽろアートステー
ジ」を開催。ポスター、チラシ等に北海道150

年事業のロゴマークを掲載し、150年事業の
PRを行う。
（主催：さっぽろアートステージ実行委員会）

市内各劇
場、札幌
駅前通地
下歩行空
間（予定）、
市民交流
プラザ（予

定）等

2018.11月中
（約1ヶ月間）

89 札幌市
市町
村

さっぽろユキテラス2018

駅前通地区の新たな賑わいを創出するため、
道庁赤レンガ庁舎前の北3条広場で雪と光
をモチーフとしたアート作品等を展示。ポス
ター、チラシ等に北海道150年事業のロゴ
マークを掲載し、150年事業のPRを行う。
（主催：札幌駅前通地区活性化委員会）

札幌市
北3条広
場”アカ
プラ”

2018.2.3～11

90 札幌市
市町
村

教育文化会館演劇フェス
ティバル

地元の舞台芸術作品の創造や活動を普及
するため、舞台制作に関するセミナーと北
海道内外から公募した短編演劇祭を開催。
ポスター、チラシ等に北海道150年事業のロ
ゴマークを掲載し、150年事業のPRを行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財団）

札幌市
教育文
化会館

小ホール
他

2018.9月上旬
予定

91 札幌市
市町
村

バレエ入門講座（ワーク
ショップ）

新国立劇場のダンサーを講師に迎え、育成
事業としてバレエのワークショップを実施す
るイベントを開催。ポスター、チラシ等に北
海道150年事業のロゴマークを掲載し、150

年事業のPRを行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財団）

札幌市
教育文
化会館

2018.3.10

92 札幌市
市町
村

500ｍ美術館

札幌の文化芸術を内外に発信するとともに、
市民が様々な芸術作品に触れる機会を創
出することを目的に年間を通じて複数回の
展覧会を実施。 ポスター、チラシ等に北海
道150年事業のロゴマークを掲載し、150年
事業のPRを行う。

地下鉄
大通駅と
バスセン
ター前駅
を結ぶ地
下コン
コース

2018.4～
2018.12

（複数回実施）

93
(一財)道民活動振
興センター

団体
かでる演劇フェスティバル
「北海道高校演劇
SpecialDay」

北海道の高校演劇の発表の場を提供し、そ
の活動を道民に広めるとともに、学生の文
化芸術の振興を図る。

札幌 2018.1
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展開
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実施期間

94

札幌国際観光(株)

センチュリーロイ
ヤルホテル

企業
「PIRKANOKA～THE 

Origin/ピリカノカ～ジ・オリ
ジン」

北海道の原風景を次世代に残していこうと、
アイヌの伝承の舞台となった道内10か所の
国定名勝「ピリカノカ」やその指定候補地を
撮影した写真展示をホテルロビーで開催し、
北海道の魅力を再発見する。

札幌 2018.1.11～23

95

SNOW 

HOKKAIDO 

TAKEAKARI

団体
SNOW HOKKAIDO 

TAKEAKARI

北海道の雪の結晶をモチーフにしたオリジ
ナル絵柄を竹に入れた竹あかりを、北海道
150年を契機にしてこれまで以上に各種イベ
ントにおいて発信していく。

全道
2018.1～
2018.12

96

(公社)日本詩吟学
院認可オホーツク
岳風会網走支部

団体

(公社)日本詩吟学院認可オ
ホーツク岳風会網走支部創
立60周年記念第53回吟道
大会 併催 第29回道東地
区吟道大会

道東一帯で詩吟をたしなむメンバーが一同
に会し、日頃の稽古の成果を披露しあうこと
で詩吟の魅力を広く発信することに加えて、
各メンバーが吟道に対してより一層真摯に
向き合い、成長を改めて誓う場を創出する。
道東各地域の詩吟道場ごとの発表に加え、
高段位者による独吟披露、さらには、北海
道150年を記念して松浦武四郎を描く特別
番組（詩吟と映像）など多彩なプログラムを
実施する。

道東 2018.9.16

97

(特非)北海道坂本
龍馬記念館実行
委員会

団体

北海道坂本龍馬記念館北
海道150年記念事業（龍馬
祭、芸術文化三大事業、特
別展示）

北海道150年を記念し、龍馬祭（記念講演
「龍馬が目指した北海道」、書道手紙コン
クールの展示発表、表彰式。）、芸術文化三
大事業（イラストコンテスト（幕末維新人物の
他、北海道の開拓に関わった人物）、書道コ
ンクール（幕末維新に関するものの他、北海
道に関するもの）、手紙コンクール（100年後
の北海道へのメッセージ等）※コンテスト、コ
ンクールには、「北海道150年記念賞」を設
定。）、特別展示（松浦武四郎、黒田清隆、
榎本武揚、西郷従道ら北海道に深く関わり
のある人物の歴史的資料を展示）を行う。

函館
全国

2018.4～
2018.12

98
きたみ菊まつり実
行委員会

団体 第66回きたみ菊まつり

北見市の北見自治区（旧北見市）の花であ
る菊の栽培等に対する技術向上を図るとと
もに、鑑賞者には感動と心の安らぎを与え、
文化・伝統・芸術への認識を高めながら、明
るく生き生きとした「市民まつり」を創造し、
併せて北見の観光資源の充実と産業の振
興を図る。

北見
2018.9～
2018.10

99

札幌国際観光(株)

センチュリーロイ
ヤルホテル

企業
北海道出身の漫画家
いがらしゆみこデビュー50

周年を美食でお祝い

北海道が誇る漫画家・いがらしゆみこ氏の
デビュー50周年を記念した特別コース料理
の提供やロビー展示を通じて、地元アーティ
ストの魅力とともに、半世紀にわたる歩みを
伝え、北海道の魅力再発見と北海道ブラン
ドの付加価値創造を目指す。

札幌
道内

2018.2

100
松前神楽松前ブ
ロック連合保存会

団体
松前神楽松前ブロック連合
保存会公開講演事業

北海道を代表する民族芸能である「松前神
楽」公開公演を行うことにより、保存団体間
の連携及び松前町内の後継者の育成を図
り、広く北海道民に郷土の民族芸能を普及
する。
また、松前さくらまつりと共催し、広く道内外
の観光客への啓発を図る。

松前 2018.4

101
札幌彫刻美術館
友の会

団体

北海道150年関連モニュメ
ント彫刻百選のカタログ編
纂、講演会開催と地図コン
テンツ制作

北海道史に関連した各地のモニュメント彫
刻を100点選び、講演会を開催するとともに、
カタログと地図を制作し、郷土史研究やアー
トツーリズム観光などに活用する。

全道
2018.1～
2018.12
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102
(公財)北海道演劇
財団

団体
札幌座第55回公演「コケモ
モの実る丘」（仮題）

「日本におけるロシア年」「ロシアにおける日
本年」でもある2018年に、日本の中でもっと
もロシアに近い北海道で、日露両国の過去
と未来を見据える舞台を創作、上演する。

札幌
2018.6.28～
7.4

103
(公財)北海道演劇
財団

団体

札幌文化芸術劇場クリエイ
ティブスタジオ オープニン
グ特別公演「ゴドーを待ちな
がら」

2018年秋、こけら落とし公演歌劇「アイーダ」
でグランドオープンする札幌文化芸術劇場
が有する「クリエイティブスタジオ」（175席）を
演劇作品で初めて使用する企画として、同
劇場との共催で現代演劇の世界遺産的名
作「ゴドーを待ちながら」を創作し公演する。

札幌 2018.12.28～

104
(一財)スウェーデ
ン交流センター

団体
35ar－日瑞 ガラス・木工作
品展－

一般財団法人スウェーデン交流センター設
立35年、日本・スウェーデン外交関係樹立
150周年及び北海道150年を記念し、ス
ウェーデン及びその他の国より招聘したガラ
ス工房・木工房のインストラクターと、工房で
研修した日本国内作家による、工芸作品の
展覧会を開催する。

当別
札幌
東京

2018.7～
2018.12

105
(一社)北海道美術
館協力会

団体
アルテピア「北海道150年協
賛事業」

北海道150年協賛事業として、道立函館美
術館で開催予定の「道南四都物語」の鑑賞
や道南の歴史美術資料を訪ねる『道南美術
研修旅行』や北海道の美術史や本道ゆかり
の作家・作品を題材にした連続講座『美術
講座（全10回）』または『美術講座プレミアム
（全5回）』を開催する。

渡島
檜山
札幌

2018.4～
2018.10

106
北海道カラーデザ
イン研究室

企業
北海道カラー折り紙制作と
ワークショップ開催

北海道ゆかりの歴史や文化、アイヌ文様を
デザインした「北海道カラー®」を選定。北海
道内外、さらにインバウンド向けの観光土産
として「北海道カラー折り紙」をオリジナルで
制作する。さらに折り紙と札幌スタイルを認
証した「札幌の景観色カードゲームさぽら」
などを使いながら、ワークショップを開催す
る。

道内外

折り紙制作
2017.10～
2018.1

ワークショップ
2018.4～
2018.12

107
ゆうべあネット
ワーク

団体
第10回北の燐寸（マッチ）
アート展

明治時代に日本の三大輸出品になっていた
マッチの軸木と外函の素地生産を担ってい
た北海道。中でも苫小牧地域は製糸工場が
進出する前から20を超える工場があった。こ
の忘れ去られた歴史を道内外に発信し、後
世にも伝えていくため、現代アーティストによ
るマッチアート展を開催する。

苫小牧
札幌
神戸

2018.9

108
撮りフェス in 室蘭
実行委員会

団体 撮りフェス in 室蘭2018

地球岬などの自然景観と、工場夜景などが
共存するまち、室蘭市を舞台にした、24時間
という制限時間内に開催する写真コンテスト
を行う。平成28年の初開催から3回目の開
催となる。2018年は北海道命名150年であり、
150年目の一瞬を切り取ることで、次の時代
につなげていく。

室蘭 検討中

109
(NPO)モエレ沼芸
術花火

団体 モエレ沼芸術花火2018

「大地の彫刻家」イサム・ノグチが設計した
モエレ沼公園を舞台に、日本最高峰の芸術
花火を開催する。事前の広報（ポスター、PV

等）や当日会場（パンフレット、ステージ等）
で北海道150年を周知する

札幌 2018.9.8



No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

110
（有）ボドニ Scene

北海道編集事業部
企業

Scene北海道 厳選50選北
海道フォトメッセージ展

写真投稿コミュニケーションマガジン｢Scene

北海道｣誌上にてフォトメッセージ展を開催
する。
道民が主役となり、未来に残したい北海道
の記録として、写真とメッセージを1年を通じ
て募集し、厳選50作品を道民の投票により
決定する。

全道
2018.1.24

募集開始

111

エムエムエスマン
ションマネージメン
トサービス(株)

企業 盲目のサロルンカムイ

札幌市時計台（以下「時計台」という。）の指
定管理者であるエムエムエスマンションマ
ネージメントサービスが、自主事業である
「札幌時計台舞台プロジェクト」の一環とし
て、札幌を拠点に国内外で活躍している芸
術家達が、北海道150年及び誰もが知る観
光の象徴である時計台の創建140年を盛り
上げるため、時計台で縄文文化や北海道
の鳥であるタンチョウなどを題材とした創造
的な芸術舞台を開催する。

札幌 2018.4.17～18

112

HOKKAIDO 

PHOTO FESTA 実
行委員会

団体
HOKKAIDO PHOTO FESTA 

2018

北海道命名150年を記念して、北海道を
テーマにした写真を世界から募集し、グラン
プリ作品は道産の紙を使用して道内印刷所
で写真集を作成・出版することで、北海道
の魅力を世界に発信するポートフォリオレ
ビューを実施するほか、北海道にゆかりの
ある写真家による写真展や著名人による
ワークショップなどのイベントを実施する。

札幌 2018.7

113
和信化学工業㈱北
海道事業所

企業
「北海道を色で知ろう！」木
育、塗装体験

北海道の自然・動植物・歴史建造物・文化
を色として提案し、「北海道の色」として弊社
の木部塗料のオリジナルカラーで作成。
その塗料を使用した塗装ワークショップや
木育イベントを道内各地で実施。札幌市内
クリエイター作家とのコラボレーションイベン
ト実施と「北海道の色」ブランド物販。

札幌
函館
旭川
釧路

2018.2～
2018.12

114 北海道 道 地域メディア芸術推進事業
まんが・アニメ等メディア芸術を活用し、「ま
んが・アニメ王国ほっかいどう」を通じて北
海道150年の積極的な発信を行う。

全道 2018.4～

115
小原道城書道美術
館

団体

第16期 北海道150年記念
展 松浦武四郎と幕末・明
治北海道ゆかりの人展（仮
題）

北海道150年を記念して、松浦武四郎をは
じめ、幕末期から明治期に至る時代、本道
に在住あるいは来往した多大な人々、蠣崎
波響・榎本武揚・伊藤博文・副島種臣・泉麟
太郎・佐藤昌介・新渡戸稲造などの書作品
を展覧する。

札幌
2018.8.7～
2018.11.30

116 北海道教育委員会 道 名品選

道立近代美術館が収蔵する多彩な作品を
紹介。

札幌

2018.4.21～
2018.6.24、
2018.11.21～
2018.3.21

117 北海道教育委員会 道 みんなのアート １，２，３

道立近代美術館の所蔵作品により構成。
はじめて美術にふれる子どもから、美術に
関心のある方々まですべてを対象に、視覚
と触覚による鑑賞体験の楽しさを伝える。

札幌
2018.7.7～
2018.11.11

118 北海道教育委員会 道
ブリヂストン美術館展
石橋財団コレクションの精華

ブリヂストン美術館のコレクションより選りす
ぐった西洋近代美術と日本近代美術の名
品84点を、道立近代美術館と道立三岸好
太郎美術館のふたつの美術館を会場に紹
介。

札幌
2018.4.21～
2018.6.24

73
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74

テーマ ②【 アート 】

2 実施事業

（2）北海道みらい事業

119 北海道教育委員会 道

京都国立近代美術館 日本
画・工芸名品展
極（きわみ）と巧（たくみ） 京
（みやこ）のかがやき

1963年の開館以来、京都国立近代美術館
が形成してきた１万２千点を超えるコレク
ションのなかから、京都派を中心とした日本
画と、金工や陶芸など多彩な工芸の至宝を
展示。

札幌
2018.9.15～
2018.11.11

120 北海道教育委員会 道 三岸好太郎美術館音楽会

三岸好太郎の代表作《オーケストラ》にちな
んでプロの音楽家によるコンサート、音楽
家をめざす若手によるミニ・リサイタルを実
施。

札幌
2018（実施月
未定）

テーマ ③【 音楽 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

121
どさんこ青少年
オーケストラ協会

団体
第3回北海道少年少女オー
ケストラフェスティバル in 千
歳～北海道150年～

道内にあるジュニアオーケストラの交流と
ネットワーク構築に向けて、北海道の未来
を支え、文化の担い手となる青少年が集い
ハーモニーを奏でるフェスティバルを開催。

全道 2018.2.11

122

北海道札幌国際情
報高等学校吹奏楽
部

高校 第20回・第21回定期演奏会

札幌国際情報高校吹奏楽部が広く道民に
向けて開催する演奏会。「クラシカル」と「ダ
ンプレ」（北海道発祥の新しい演奏スタイ
ル）によって構成。

札幌
2018.3.29

2018.7.16・31

123

北海道札幌国際情
報高等学校吹奏楽
部

高校
MDPサミット2018 in 

SAPPORO

3つの高校吹奏楽部が広く道民に向けて開
催する演奏会。「ダンプレ」（北海道発祥の
新しい演奏スタイル）と「マーチング」と、そ
の融合による演奏を行う。

札幌
ほか

2018.5.27

124
(NPO)国際チェロア
ンサンブル協会

団体
北海道150年記念「150人の
チェロ・コンサート in 札幌」

「1,000人のチェロ・コンサート」の文化を北
の大地に根付かせるため、札幌コンサート
ホール「Kitara」に150人のチェリストが演奏。

全国 2018.6.24

125

ダーラナシンフォニ
エッタ招聘実行委
員会

団体

日瑞外交関係樹立150周年
記念事業 スウェーデン
「ダーラナシンフォニエッタ」
日本公演

日瑞外交関係樹立150周年記念事業として、
当別町と姉妹都市提携を結んでいるス
ウェーデンのダーラナ地方を本拠地とする
オーケストラ「ダーラナシンフォニエッタ」を
招聘し、各種公演を実施。

札幌
当別

2018.9.18～25

126
札幌フィルハーモ
ニー管弦楽団

団体
札幌フィルハーモニー管弦
楽団演奏会

アマチュアオーケストラの演奏を通じて、広
く道民の連帯感を高めるとともに、若い世代
への応援、国外への発信を推進。各演奏会
には、中高生をはじめ、施設の子どもたち、
視覚障害者などを招待。また、9月には、ス
ウェーデンのオーケストラとの交流演奏会
を予定。

札幌
ほか

2018.1

2018.5 

2018.9

2018.10

127

イランカラプテ音楽
祭 in 南ふらの実
行委員会

団体
「イランカラプテ」音楽祭 in 

南ふらの

北海道観光の中心に位置する富良野地方
を訪れる人々に、音楽を通じ、アイヌ語によ
るあいさつ「イランカラプテ」を普及させる
キャンペーンを広めるとともに、アイヌ文化
の発信と地域活性化につなげるため、音楽
祭を開催。

南富良野
2018.4～
2018.9

128 (株)トリプルワン 企業
北海道179市町村応援ソン
グ

道内在住のバンド「HAMBURGER BOYS」が、
北海道179市町村の応援ソングを作曲し、
道内イベントにて北海道150年事業をPR。

全道
2018.1～
2018.12
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129 (株)トリプルワン 企業 北海道150年バンド
北海道150年をテーマに、北海道にちなんだ
音楽を演奏するバンドを結成。道内イベント
にて北海道150年事業をPR。

全道
2018.1～
2018.12

130 Musica Hokkaido 団体

北海道の源流を音楽と物
語でたどる～アイヌの伝承
文化とクラシック音楽との出
会い

アイヌ文化伝承者による文化の紹介、アイ
ヌ文化を題材にした物語の音楽付き朗読、
北方民族にちなんだ曲目の演奏、クラシック
演奏家とアイヌ伝承楽器・歌の名手による
セッションを行う。

札幌
東京

2018.2～
2018.8

131
北海道教育大学岩
見沢校

大学 ミュージックキャラバンプロ
ジェクト

北海道教育大学岩見沢校の学生を中心に
大音楽団を組織し、普段、音楽に触れる機
会の少ない道内市町村へ赴き、オペラや吹
奏楽、オーケストラなどの演奏会を開催。

全道
2018.4～
2018.9

132
北海道教育大学・
実験劇場

大学

北海道教育大学・実験劇場
第7回公演 マドリガーレ・
オペラ「土方歳三最後の戦
い」～北海道199日の軌跡
～ 「函館戦争」シリーズ第
二作

北海道の重要な歴史の一コマを、今後の北
海道の担い手となる青少年の鑑賞教材とし
て、後世に伝えるため、舞台音楽作品を道
内各地で公演。

全道 2018.8

133

民放ラジオ4社「北
海道の歌」実行委
員会

団体
みらいへつなぐ北海道の歌
150（仮称）

北海道をテーマにした歌の中から、「みらい
へつなぎたい歌」を募集し、ベスト150を発表。
音楽を道民とともに育んできた「ラジオなら
ではのもの」と考え、民放ラジオ4社の合同
企画として実施。

全道
2018.4～
2018.7

134 真狩村を楽しむ会 団体
全道歌うまい王決定戦 in 

まっかり

作曲家・八洲秀章氏や歌手・細川たかし氏
など有名な音楽関係者を輩出した真狩村で
行うカラオケ大会。チャリティイベントとして
実施し、村内の子どもたちに教材を寄付。

真狩 2018.3.3

135
公益財団法人
北海道文化財団

団体
赤れんがコンサート（若手
芸術家発表事業）

ジャズ及びクラシックのコンサートを開催。
北海道150年事業のロゴマークを掲載した
チラシを11月上旬から配付予定。文化施設
などでＰＲを実施。

北海道庁
旧本庁舎

2017.12.9

2018.1.27

136 札幌市
市町
村

パシフィック・ミュージック・
フェスティバル（ＰＭＦ）2018

20世紀を代表する音楽家レナード・バーンス
タインの提唱により創設された国際教育音
楽祭。ポスター、チラシ等に北海道150年事
業のロゴマークを掲載し、150年事業をPR。
（主催：公益財団法人ＰＭＦ組織委員会）

札幌
コンサート
ホール、
芸術の森
野外ス

テージ他

2018.7～
2018.8

137 札幌市
市町
村

サッポロ･シティ･ジャズ

音楽文化の醸成を通して都市の発展と街づ
くりに寄与することを目的にジャズフェスを
実施。ポスター、チラシ等に北海道150年事
業のロゴマークを掲載し、150年事業をPR。
（主催：サッポロ･シティ･ジャズ実行委員会）

芸術の森
野外ス
テージ、
市民交流
プラザ他

2018.7

2018.12

138 札幌市
市町
村

札幌ジュニアジャズスクー
ル

演奏者の自由な発想により彩られるアドリ
ブの世界に音楽的特徴があるジャズを通じ、
子どもたちの個性を引き出し、表現を考え
発信する能力を育むスクールを実施。練習
の他、病院や福祉施設、地域イベントでの
演奏活動、植樹や森林保全活動などの社
会奉仕活動を実施。ポスター、チラシ等に北
海道150年事業のロゴマークを掲載し、150

年事業をPR。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財団）

芸術の森
アート

ホール他

2018.1～
2018.12

（通年事業）
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139 札幌市
市町
村

北海道グルーブキャンプ

現代音楽教育の最高峰であるバークリー大
学より現役教授陣を招聘し、同校の教育メ
ソッドを受講できるハイレベルのセミナーを、
全国から受講生を募集し実施。ポスター、チ
ラシ等に北海道150年事業のロゴマークを
掲載し、150年事業のPRを行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財団）

芸術の森
アート
ホール

2018.8月

140 札幌市 市町村 Kitaraのニューイヤー

ウィーン・フィルの首席奏者フォルクハルト・
シュトイデをコンサートマスターに迎え、札
幌交響楽団とともにKitaraの新年を祝う
ニューイヤーコンサートを開催。ポスター、
チラシ等に北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業のPRを行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財
団）

札幌
コンサート

ホール
2018.1.14

141 札幌市 市町村
オルガンウィンターコンサー
ト

第19代札幌コンサートホール専属オルガニ
ストによるワンコインで入場可能なオルガン
リサイタルを開催。ポスター、チラシ等に北
海道150年事業のロゴマークを掲載し、150

年事業のPRを行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財
団）

札幌
コンサート

ホール
2018.2.4

142 札幌市
市町
村

Kitara室内オペラ「ヘンゼル
とグレーテル」

5歳より入場可能な小ホールで行う室内オ
ペラを開催。ポスター、チラシ等に北海道
150年事業のロゴマークを掲載し、150年事
業のPRを行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財
団）

札幌
コンサート

ホール
2018.3.10～11

143 札幌市
市町
村

Kitara＆札幌音楽家協議会
連携プロジェクト
札幌の音（おと）

地元の音楽家を広く市民に紹介するため、
札幌音楽家協議会と連携したコンサートを
開催。ポスター、チラシ等に北海道150年事
業のロゴマークを掲載し、150年事業のPR

を行う。
（主催：公益財団法人札幌市芸術文化財
団）

札幌
コンサート

ホール
2018.3.21

144 札幌市
市町
村

札幌市民交流プラザプレイ
ベント まちなかコンサート
～南区～

市民交流プラザ開館のプレイベントとして南
区でコンサートを開催。ポスター、チラシ等
に北海道150年事業のロゴマークを掲載し、
150年事業のPRを行う。（主催：公益財団法
人札幌市芸術文化財団）

札幌
芸術の森
美術館

2018.3

145
(一財)道民活動振
興センター

団体
第7回かでるdeかなでる
FosterConcert

北海道警察音楽隊と、同音楽隊から演奏指
導を受けた地域の学校の吹奏楽部とのジョ
イント演奏会を開催し、文化芸術の振興を
図る。

札幌 2018.2月

146
(一財)道民活動振
興センター

団体
第9回かでるひな祭りコン
サート

かでる2・7展示ホールにおいて、道内外で
活躍する演奏家等による桃の節句にちなん
だ演奏会を開催し、文化芸術の振興を図る。

札幌 2018.3.2

147 J-SKY USA Hawaii 個人

北海道のテーマソングを北
海道出身のアーティストが
歌う！－映像化しYoutube

で世界へ発信－

ハワイ州から発信され、世界的に大ヒットし
ている「Hawaii Aloha」の北海道編として、北
海道ゆかりのアーティストと北海道の子ども
たちの映像を世界へ発信。

世界
2018.4～
2018.12
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148
稚内音楽文化協議
会

団体
第33回音文協 札響稚内
定期公演会

道央並みに高度な芸術を享受でき、青少年
の社会教育にも大きく寄与する札幌交響楽
団稚内定期公演会を開催する。

稚内
2018.4～
2018.7

149
北海ソーラン祭り実
行委員会

市町
村

第50回北海ソーラン祭り

北海道の文化遺産「北海道民謡ソーラン
節」の継承普及を図ると共に、本町の産業
文化の振興、町民福祉の増進を図ることを
基本目標とし、併せて本道と本町の開拓歴
史を偲び、愛町の精神の向上と青少年の健
全な育成に寄与する事を目的として北海
ソーランまつりを開催する。

余市
2018.6月～
7月頃

150 竹森 巧 個人 心が繋がる150本ライブ

北海道150年を記念して、北海道出身のシ
ンガーソングライター竹森巧、又はお笑い芸
人アップダウンとして、全国で年間150本の
ライブを企画、出演し、北海道を盛り上げる
と共に、道内外に北海道の魅力を音楽と笑
いを通して広めていく。

全国
2018.1～
2018.12

151

松前桜音頭誕生30

周年記念イベント実
行委員会

団体
松前桜音頭誕生30周年記
念イベント

松前桜音頭は、松前音楽事務所が、松前の
桜を題材に、昭和62年に作り上げてから30

年になる。町民に愛され続けて30周年を迎
えたことを記念して、イベントを実施する。
北海道150年と同じく、30周年をマイルス
トーンとして、祝い、町民全てが踊れるよう
子ども達にも引き継いでいく。

松前 2018.5.12

152
(公社)北海道文化
財団

団体
「Ezo’n（エゾン）乙部町公
演」（文化の宅配便事業）

民謡、三味線、和太鼓の編成による「Ezo’n
（エゾン）」のコンサートを開催する。チラシに
北海道150年ロゴマークを掲載し乙部町に
おいてＰＲを行う。

乙部 2018.3.9～10

153
オペラファクトリー
北海道

団体 オペラ上演

道内各地で少人数による廉価で場所を選ば
ないオペラを上演することで、オペラの楽し
さを広め、北海道の文化芸術振興に寄与す
る。また、活動の中で北海道命名150年につ
いてのPRを行う。

全道
2018.2.4

2018.5.30

ほか

154 大樹町
市町
村

芸術鑑賞協会設立20周年
記念事業

平成10年にオープンした生涯学習センター
において、センターのオープンに合わせて
設立された芸術鑑賞協会の設立20周年と、
開町90周年及び北海道命名150年を記念し
て、郷土芸能である日方川太鼓保存会や小
中高のブラスバンド部とアーティストの共演
などを企画し、実施する。

大樹
十勝

2018.4～
2018.12

155 ポエトリー華麗衆 個人 ポエトリー華麗衆ライブ

朗読家石橋玲と縄文太鼓ユニット華麗衆の
コラボライブを開催する。北海道ゆかりの文
学作品の朗読に、北海道の土とエゾシカの
皮で制作した縄文太鼓の演奏に合わせる
ほか、オリジナルの北海道ソングを披露し、
北海道150年をPRする。

札幌
など

2018.4～
2018.12

156
｢しらこ企画｣室内楽
シリーズ

個人
｢しらこ企画｣室内楽シリー
ズ（仮称）

プロのクラシック音楽家の室内楽という枠組
みの中、｢やりたい音楽を本気で届ける｣と
いうコンセプトの下、札幌交響楽団クラリ
ネット副首席奏者｢白子正樹｣によって集め
られた道内第一線で活躍する音楽家と共に
作り上げるシリーズ2回目のコンサート。コン
サートを通じて、ご来場のお客様と一緒に北
海道150年を祝い、50年先を見据えた北海
道のクラシック音楽と向き合う。

札幌
2018.8月下旬
～
2018.9月上旬
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157
北海道ご当地ソン
グ祭り実行委員会

団体 北海道ご当地ソング祭り

新たな北海道ご当地ソングを発掘・発信す
る場として、北広島市に常設し、公募で北海
道を読み込んだ新曲を毎年選考し発信展開
することで、北海道と北広島を新しい歌唱・
楽曲の発信の地として定着させ、北海道を
歌謡楽曲の創作活動のメッカとする。

全道
2018.4～
2018.7

158
洞爺湖町文化団体
協議会

団体
心に夢の灯をともす芸術鑑
賞会

北海道150年、町文化団体協議会55年の節
目に、歌手を招いて北海道の魅力を音楽分
野から発信する。会場ロビーに北海道150年
にちなんだパネル展（松浦武四郎、アイヌ語
地名など）を実施し、歴史と文化をPRする。

洞爺湖 2018.1

159
札幌大学・札幌大
学ウレシパクラブ

大学
ミナアンロー（笑いましょう）
―アイヌ漫才＆アイヌ語カ
ラオケ大会―

近年、アイヌ民族の若い世代を中心として、
アイヌを題材としたお笑いや、歌謡曲をアイ
ヌ語に翻訳して歌うカラオケが盛んになって
きている。「ミナアンロー」は、そのような人た
ちに広く参加を呼びかけて楽しんでもらうと
ともに、コンテスト形式にすることにより、さら
なる飛躍を期する試みである。また、アイヌ
文化についての既成の概念を打破し、現代
社会におけるアイヌ文化の多様性を紹介・
発信する機会とする。

札幌
2018.7～
2018.8

160
江差追分会・江差
町

団体・
市町
村

第56回江差追分全国大会・
第22回江差追分熟年全国
大会・第22回江差追分少年
全国大会

北海道と命名される以前より歌い継がれて
きた北海道民謡、江差追分。唄の発祥には、
アイヌとの交流の中から生まれたとの説もあ
る。現在も江差追分踊りの着物にアイヌ模
様が伝承されるなどアイヌとは深い関わりが
あったことを理解し、江差追分の伝承を通じ
て将来に引き継いでいく。

江差
2018.9.21～
23

161
(一財)道民活動振
興センター

団体
女性プラザ祭2018オープニ
ングコンサート

「道立女性プラザ」と連携して地域住民や来
館者に対して気軽に音楽に触れる機会を提
供。

全道 2018.11

162
(一財)道民活動振
興センター

団体
第27回かでるデリバリーコ
ンサートin赤れんが

道内の社会福祉施設や教育施設など、地
域における文化や芸術の振興を図る「かで
るデリバリーコンサート」の一環として、赤れ
んが庁舎でコンサートを実施。
なお、開催に当たっては、アナウンスやロゴ
マーク等で北海道150年をPR。

全道 2018.9

163
(一財)道民活動振
興センター

団体
かでるロビーコンサート
（第103回～第106回）

北海道内外で活動する演奏家等に発表の
場を提供するとともに、来館者に対しお昼の
時間を利用して芸術文化に触れる機会を提
供するため、かでる2・7のロビーでコンサー
トを行う。
なお、開催に当たっては、アナウンスやロゴ
マーク等で北海道150年をPR。

全道

2018.5

2018.6

2018.8

2018.10

164
全日本女子チア部
☆

団体
全日本女子チア部☆北海
道150年応援

毎週、都内の駅前で出勤途中のサラリーマ
ンを応援。
北海道命名150年を記念した応援ソングを
作り、歌い、踊るほか、東京や北海道の
数々のイベントなどで「命名150年を盛り上
げよう」をテーマに活動を展開する。
同時に、SNSやyoutubeなどを活用して道内
外への更なる拡散を図る。

東京
全道

2018.2～
2018.8
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165 Rikka reading live 団体 Rikka reading live vol.4

札幌南高校の同窓生（六華同窓会）でつくる、
｢朗読と音楽｣を北海道の伝統にすることを
目指すグループ。
古典、正統派の文学作品を現在の解釈で蘇
らせ、歴史や先人の偉業を振り返り、「堅忍
不抜」という札幌南高校の校風と北海道の
風土とのつながりをモチーフに、幻想的なギ
ター音楽と語りで構成した朗読劇として上演。

札幌 2018.10.27

166 MAJOR RECORDS 団体
北海道命名150年特別企画
～「STEP UP LIVE IN

北海道」

北海道命名150年を記念して、ライブハウス
を丸一日借り切り、道内外から出演者を募
集し、低料金もしくは入場無料のライブを開
催する。それにより、先人達が築きあげた北
海道の音楽文化を継承するとともに、ミュー
ジシャン大国北海道の復活を目指す。

札幌
函館

苫小牧
等

2018.4～
2018.12

167
公益財団法人札幌
交響楽団

団体
第608～第617回定期演奏
会

1961年に北海道唯一のプロ・オーケストラと
して創立。定期演奏会シリーズ（10プログラ
ム20公演）のチラシ、プログラム等に北海道
150年事業のロゴマークを掲載し、150年事
業をPR。

札幌
2018.4.27～
2019.3.16

168
公益財団法人札幌
交響楽団

団体
森の響フレンドコンサート札
響名曲シリーズ

名曲シリーズ演奏会（6プログラム7公演：札
響の第九を含む）のチラシ、プログラム等に
北海道150年事業のロゴマークを掲載し、
150年事業をPR。

札幌
2018.4.21～
2019.2.23

169
公益財団法人札幌
交響楽団

団体 特別演奏会

札響シンフォニック・ブラス演奏会、札響ポッ
プスコンサート、アキラさんのコンサートのプ
ログラム5公演のチラシ、プログラム等に北
海道150年事業のロゴを掲載し、150年事業
をPR。

札幌
2018.5.18～
2018.8.12

170
公益財団法人札幌
交響楽団

団体 札幌交響楽団倶知安公演
倶知安公演の開催にあたりチラシ・ポスター、
プログラムに北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。

倶知安 2018.4.15

171
公益財団法人札幌
交響楽団

団体 札幌交響楽団壮瞥公演
壮瞥公演の開催にあたりチラシ・ポスター、
プログラムに北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。

壮瞥 2018.7.5

172
公益財団法人札幌
交響楽団

団体 札幌交響楽団士幌公演
士幌公演の開催にあたりチラシ・ポスター、
プログラムに北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。

士幌 2018.7.28

173
公益財団法人札幌
交響楽団

団体 札幌交響楽団増毛公演
増毛公演の開催にあたりチラシ・ポスター、
プログラムに北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。

増毛 2018.7.25

174
公益財団法人札幌
交響楽団

団体 札幌交響楽団大空公演
大空公演の開催にあたりチラシ・ポスター、
プログラムに北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。

大空 2018.8.9

175
（一社）北海道知的
障がい福祉協会

団体
北海道知的障がい者芸術
祭みんなあーと2018

施設や事業所で芸術活動や音楽活動に取
り組んでいる知的障がい者の活躍の場とし
て、絵画、陶芸などの展示部門と器楽演奏、
ダンスなどのステージ部門の構成により芸
術祭を開催。北海道命名150年の節目の年
である今年は、例年以上に、障がいのある
人とない人が協力して祭を盛り上げる。

全道
2018.9.20～
22
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

176 萩原建設工業(株) 企業
創業100周年記念 謝恩コ
ンサート

萩原建設工業(株)の100周年事業の一環と
して開催するコンサートを通じ、先人と地域
への感謝と共に、地域の歴史と文化を地域
の方々と共有し「北海道150年」を盛り上げ
る。

帯広
幕別

2018.7

177 萩原建設工業(株) 企業
十勝最大の野外音楽フェス
TOKACHI ALIVE

萩原建設工業(株)の100周年事業の一環と
して開催する野外ライブ（北愛国広場）を通
じ、地域への感謝と十勝の食や文化などの
魅力を発信し、次代を担う若者とともに「北
海道150年」を盛り上げる。

道東 2018.8.25

178

LOST∞WORLD 
MUSIC FESTIVAL

実行委員会
団体

LOST∞WORLD MUSIC 
FESTIVAL

北海道命名150年の節目の年に現代社会に
おいて失われがちなものを取り戻し人々の
活力となり得るような、ダンスミュージックを
軸にした都市近郊型野外フェスティバルを
開催。

札幌
道内

2018.8.25

179 北海道教育委員会 道
釧路芸術館北海道150年記
念コンサート

北海道150年を記念するコンサートを当館
アートホールで実施。

釧路
2018（実施月
未定）

180 札幌市
市町
村

Kitaraあ・ら・かると

クラシック音楽の普及振興を目的とした、３
日間にわたるホール開放するイベントを開
催。
ポスター、チラシ等に北海道150年事業のロ
ゴマークを掲載し、150年事業をPR。
（公益財団法人札幌市芸術文化財団が主
催）

札幌 2018.5.3～5

テーマ ④【 歴史・文化・自然 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

181 (有)ナチュラリー 企業
「松浦武四郎の日記を読
む」書籍化

「faura」連載中の「松浦武四郎が綴った蝦
夷地」を書籍として出版。

全道
2018春出版
予定

182 伊藤 広大 個人
北海道の自然を空撮、全天
球写真で楽しむ！

ドローン、全天球カメラを使って北海道の自
然を空撮した映像コンテンツの制作及びメ
ディア事業者との連携。

全道
2018.1～
2018.12

183 美深町
市町
村

美深町開拓120年記念事業

美深町開拓120年を迎えるにあたり、先人
の苦労と輝かしい足跡を讃えるとともに、松
浦武四郎生誕200年、北海道命名150年の
記念の年に新たなまちづくりのスタートを飾
る記念事業を実施。

美深

記念イベント
2018.4～

2018.12 

記念式典
2018.10

184
私設資料館石狩尚
古社

団体
中島家渡道150年記念展 ア
イヌ民族並びに和人のうつ
わ展

明治2年中島家が渡道し商売を行った当時
の道具、中島家で使用した什器、焼器並び
にアイヌや和人の器200点を私設資料館で
展示。

石狩
2018.7.1～
2018.11.4

185
フォールディング・コ
スモス・プロジェクト

団体
フォールディング・コスモス・
プロジェクト

松浦武四郎が晩年に人生の集大成として
集めた、思い出の木片で作られた「一畳敷」
をテーマに、北海道の木の文化や日本の
文化を国内外に紹介しながら「記憶と交流」
の場を作り上げていくプロジェクトを実施。

世界
2017.6～
2018.6
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（2）北海道みらい事業

テーマ ④【 歴史・文化・自然 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

186
テッシ・オ・ペッ賑わ
い創出協議会

団体 松浦武四郎生誕200年事業

天塩川にゆかりのある松浦武四郎をキー
パーソンに、平成30年の生誕200年（北海
道150年）へ向けて、武四郎生誕地である
三重県松阪市と連携してフォーラム、相互
ツアーを開催する等、郷土愛の醸成及び地
域振興に資する取組を実施。

天塩川
流域

2017.4～
2018.12

187
(一社)帯広建設業
協会

団体
十勝建設の歴史展（明治～
平成）

明治から平成に至る十勝帯広の建造物等
を紹介した写真展を開催。

帯広 2018.7.21～22

188
K&N 備忘録工房
（西山 代四男）

個人
みらいへ繋がる150年の節
目、「記憶を記録」。

貴重な歴史的資料や文化的価値がある諸
資料を、「記憶を記録」として伝え、みらいへ
繋がる、北海道150年事業のPR活動の一
環として展開。

渡島
檜山

2017.8～
2018.5

189
ほっかいどう学を学
ぶ会

団体
ほっかいどう学を学ぶ会～
北海道命名150年から未来
を探る～

「ほっかいどう学を学ぶ会」設立10年目を迎
える2018年に、松浦武四郎関連の講演会
や研究発表、武四郎故郷の松阪市訪問、
武四郎の歩みに関する歴史探訪ツアーな
どを実施。

道内
三重県

2018.1～
2018.12

190
新川流域を楽しくす
る会

団体
新川ルネッサンス（新川を
北海道遺産に）

新川開削130年を契機に、運河としての新し
い機能を持たせることで、新川流域の歴史
的価値を再考するとともに、観光資源として
の再生を目指す。

札幌
2018.6～
2018.8

191

北の紙工房 紙び
より
（東野 早奈絵）

個人 蝦夷和紙プロジェクト
北海道で育った植物から、地元の人々の協
力により、できるだけ伝統的な製法で和紙
を作り出すワークショップを開催。

札幌 2018年

192 千葉 正樹 個人
小説「侍、西蝦夷を駆る！」
出版事業

北海道150年の歴史テーマに沿った史実を
小説化。2018年1月からは講演会等を開催
予定。

全道
三重県
佐賀県

2017.11～
販売開始

193
(NPO)炭鉱の記憶
推進事業団

団体
「炭鉄港」を人文字でつなご
う大作戦！

北海道150年の先導役となった三都（空知
管内、小樽、室蘭）を結ぶ「炭鉄港」（石炭、
鉄鋼、港湾、鉄道）関連のイベント等で、
「150」などの人文字を作り、写真を公開。

空知
小樽
室蘭
ほか

2017.9～
2018年

194
(一社)黒松内町観
光協会

団体
「北海道150年・松浦武四郎
と黒松内」～交通史・黒松内
山道から函樽鉄道まで～

歴史に詳しい町民ガイドが、「松浦武四郎と
黒松内」、「黒松内山道から函樽鉄道まで
の交通史」に関係する現場を案内。さらに
深い話や秘話などを外部講師が語るセミ
ナーを開催。

黒松内
2018.7～
2018.9

195
北海道e-水プロ
ジェクト

団体 北海道e-水プロジェクト

北海道コカ・コーラボトリング(株)、道、（公
財）北海道環境財団との協働事業として、
環境保全活動団体が実施する道内の水辺
の環境保全活動に必要な資金を助成する
とともに、活動の輪を広げるためのフォーラ
ムを開催。これらの事業展開の中で、北海
道150年事業をPR。

全道
2018.1～
2018.12

196
ジェイ・アイ・エクス
チェンジ(株)

企業
「ジローラモ・デ・アンジェリ
スの足跡をたどる」写真展

キリスト教の宣教師として、1618年に北海
道に上陸した「ジローラモ・デ・アンジェリス」
の功績（欧米人で初めて北海道を地図付き
で紹介、世界で初めてアイヌ語を文学とし
て記録）を道民に伝える写真展を開催。

札幌
ほか

2018.1～
2018.12

197
(NPO)カルチャーナ
イト北海道

団体 カルチャーナイト2018

札幌市内の100を超える施設を夜間開放し、
市民や観光客が地域文化を楽しむ「カル
チャーナイト」を開催。北海道150年となる
2018年は、「北海道の未来へ向けて」を統
一テーマとし、自主企画として、道内9市町
村との地域間交流を実施。

札幌
ほか

2018.7月下旬
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

198
しょこつがわ連携研
究会

団体
渚滑川の上下流の連携に
よる地域資源を活用した観
光づくり

オホーツク地域を踏査し、渚滑川（志与古
津）日誌を遺した松浦武四郎の足跡やアイ
ヌとの関わり等の調査の成果を公表すると
ともに、シンポジウム等で検証し、観光づく
りに繋げる。

滝上
紋別

2018.1～
2018.12

199
たきのうえ洞爺丸
台風調査会

団体
たきのうえ洞爺丸台風まち
づくりオーラルヒストリー

昭和29年に滝上町を襲った台風（洞爺丸台
風）の影響を知る方々から口述を記録し、
記録誌の発行と学習会の開催し、未来のま
ちづくりに役立てる。

滝上 2017～2018

200 厚真町教育委員会
市町
村

厚真を読み歩く 松浦武四
郎さんの安都摩日誌

「安都摩日誌」を残した松浦武四郎をテーマ
に、北海道・厚真町を見つめ直し、地域住
民のふるさとへの愛着心の高揚と他地域か
らの交流人口の拡大を図るため、記念講演
会、バスツアー＆ウォーキング、パネル展
示会を開催。

厚真
2018.7～
2018.8

201
(公財)北海道生涯
学習協会

団体
「ほっかいどう学」かでる講
座～北海道命名150年から
未来への飛躍～

かでる2・7を会場として、道民のニーズや今
日的課題に焦点を当て、「ほっかいどう学」
に関わる道民への学習機会の提供を通し
て、新たな北海道を創造する人材の育成を
目指した講座を実施。松浦武四郎に関わる
講座も開催。

全道
2018.4～
2018.12

202
「北海道ゆかりの文
学を読む」会

団体
「北海道ゆかりの文学を読
む」20周年記念朗読会

「北海道ゆかりの文学を読む」朗読会を道
立文学館にて開催。平成30年度は朗読会
20周年の節目を迎えるため、20年間の集
大成となる「記念朗読会」を開催。

札幌
2018.4.21～22 

又は
2018.12.8～9

203

「空デーニャ・プロ
ジェクト」実行委員
会

団体
北海道・空知とイタリア・サ
ルデーニャの“石炭”と“現
在”

イタリア・サルデーニャ島と空知の共通点の
一つである「炭鉱」をテーマに、過去と現在
を表現した写真展・トークセッションを開催。

空知 2018.10～

204 音夢（ねむ）の会 団体
音夢（ねむ）の会10周年記
念朗読会「北加伊道」（仮）

朗読会の企画・運営ボランティア団体「音夢
（ねむ）の会」が10周年を迎えるにあたり、
北海道の成り立ちを語り継ぐ大切さを感じ、
佐江衆一著「北海道人－松浦武四郎」を中
心に記念朗読会を開催。

全道 2018.6.7

205 とかち史談会 団体
「十勝をつくった人々（仮
称）」の刊行

北海道150年の歴史を十勝の19市町村の
視点で書籍としてまとめ、各市町村の図書
館・小中学校に配布し、周知を図る。

十勝
2018.6までに
刊行

206

(一社)むろらん100

年建造物保存活用
会

団体 角ちゃんまつり

室蘭が“鉄のまち”となる礎を築いた井上角
五郎について、歴史講座や雑貨販売・飲食
などを通して、市民に親しみやすく周知し、
歴史を掘り起こすイベントを実施。

室蘭 2018.6

207 ハラダ産業(株) 企業
硬石山開山145周年＆会社
創立75周年記念事業

硬石山の歴史を後世に語り継ぐ資料を収
集・整理し、ホームページ及び冊子にて紹
介するとともに、「石材」としての価値を見つ
め直し、商品開発を行う。

札幌
ほか

2018.4～

208
キモノでジャック in 

札幌
団体 キモノでジャック in 札幌

着物好きが集うイベントに、北海道の歴史
と北海道を愛する方々の参加を呼びかけ、
参加者で記念写真等を撮影し、SNS等で発
信。会場は、北海道の歴史に関わる場所を
優先的に選定。

札幌
ほか

2018.1～
2018.12
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No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

209 北海道久成会 団体
「開拓使の近代化事業とお
雇い外国人たち」

明治の開拓初期、北海道で活躍したお雇い
外国人を顕彰するとともに、その功績を多く
の人たちに知っていただくため、パネル展を
開催。

道内
2018.2～
2018.8

210 語りをきく会 団体 北海道の昔話をきく会

アイヌの人々の伝承話や北海道開拓に関
わった人たちが語り伝えた話など、北海道
の歴史を伝える様々な昔話を、北海道命名
150年を機に、多くの方々に知っていただく
会を開催。

札幌
ほか

2018.5又は
2018.6

211 森町教育委員会
市町
村

北海道命名150年記念「鷲ノ
木遺跡と榎本武揚上陸地見
学会」

道内最大級のストーンサークルを擁する縄
文遺跡「鷲ノ木遺跡」と函館戦争に先立ち
旧幕府軍の榎本武揚と土方歳三が上陸し
た鷲ノ木に建立された「榎本武揚上陸地
碑」を巡る見学会を開催。

森
2018.7～
2018.10

212
日本銀行旧小樽支
店金融資料館

企業

日本銀行旧小樽支店金融
資料館 北海道150年特別
展「開拓使兌換証券と『円』
の誕生」（仮）

開拓使の財源確保のために発行された開
拓使兌換証券や明治初期の紙幣を展示し、
北海道開拓使などが果たした役割を紹介。
また、開拓使が使用し、後に日本銀行最初
の本店の建物となった「物産売捌所」に関
する展示も行い、日本銀行との関わりにつ
いても紹介。

小樽 2018年後半

213
PIRICAMERA

（谷杉 アキラ）
個人

「国定名勝ピリカノカ」普及
推進事業

「国定名勝ピリカノカ」を中心に、道内各地
の北海道原風景（アイヌ語地名）を巡回写
真展やトークショーなどで紹介し、北海道の
貴重な景観の名勝指定と保護に繋げる。

全道
2017.10～
2018.12

214
旧小林寫真館
（谷杉 アキラ）

個人
「北海道現存最古の写真館
～旧小林寫真館」維持保全
事業

北海道に現存する最古の写真館「旧小林
寫真館」の維持保全をして、後世に北海道
特有の写真文化を継承。

全国 2018.2～

215
日本脚本家連盟北
海道支部

団体
第14回 北のシナリオ大賞
（北海道150年記念賞）

北海道からラジオドラマを発信するコンクー
ル。北海道150年に当たる本回では、「北海
道150年賞」を設け、受賞作品をラジオドラ
マとして制作・放送。

全道
2018.5～
2019.3

216

北の灯霧（とうぎり）
研修生
（山本 雅晴）

個人
北海道の夜明け－西洋式
灯台28基、ペーパークラフト
展－

明治期に道内で建設された西洋式灯台28

基のペーパークラフトの展示会を開催。

小樽
函館
ほか

2018.6～
2018.7 ほか

217 月形町
市町
村

樺戸監獄物故者追悼事業

北海道開拓に多大な貢献をした樺戸監獄
物故者を追悼するため、追悼式及び追悼演
奏会、町名の由来となった樺戸集治監初代
典獄の月形潔を偲ぶ集いを開催。

月形 2018.9.3

218
北海道開拓写真研
究協議会

団体
戦後北海道写真展示・発信
事業

伊達・札幌を拠点に地域に根ざした視点で
活動を続けた写真家・掛川源一郎氏の作品
を中心とする写真展、専門家を招いた
フォーラムや意見交換会、資料アーカイブ
に関連するワークショップを実施。

札幌
伊達

長万部

2018.4～
2018.12

219

(一社)むろらん100

年建造物保存活用
会

団体
北海道150年「歴史と文化の
薫るまち・室蘭」連続講演会

北海道150年を記念して、室蘭の歴史につ
ながる人物を中心に、特別講演会を開催。

室蘭
2017.11～
2018.12

220

(一社)むろらん100

年建造物保存活用
会

団体
北海道150年「むろらんの歴
史×お店・サービス」サポー
ト事業

北海道150年を記念して、商品・サービスに
関する歴史コンテンツ付加の支援、歴史を
生かしたPR支援を実施。

室蘭
2017.11～
2018.12
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221 砂川市
市町
村

市制施行60周年記念事業

市制施行60周年を市民とともにお祝いし、
市政発展を祈念するため、式典、講演会等
の開催を予定。また、郷土資料室特別展の
開催も予定。

砂川
2018.4～
2018.10

222

根室振興局
中標津町教育委員
会

市町
村

松浦武四郎根室管内巡回
パネル展（仮称）

北海道１５０年を記念し、名付け親として知
られる松浦武四郎の生涯及び根室管内の
足跡を辿るパネル展を開催

根室
2018.8～
2018.9

223
根室振興局
標津町教育委員会

市町
村

松浦武四郎根室管内巡回
パネル展（仮称）

北海道１５０年を記念し、名付け親として知
られる松浦武四郎の生涯及び根室管内の
足跡を辿るパネル展を開催

根室
2018.8～
2018.9

224
根室振興局
羅臼町教育員会

市町
村

松浦武四郎根室管内巡回
パネル展（仮）

北海道１５０年を記念し、名付け親として知
られる松浦武四郎の生涯及び根室管内の
足跡を辿るパネル展を開催

根室
2018.8～
2018.9

225
「北海道鉄道の日」
制定委員会

団体
フォーラム「北海道の鉄道
の魅力と夢」－その発掘と
発信

北海道の鉄道の歴史と魅力をどう発信する
か、新しい視点から探るフォーラムを開催し、
その記録を小冊子として発行。

未定 2018.11.25

226 留萌市教育委員会
市町
村

北海道150年記念 子ども
たちの芸術鑑賞事業

「松浦武四郎」を題材としたミュージカルの
鑑賞事業を実施。

留萌

2018.8月下旬
～
2018.10月上
旬

227
根室振興局
根室市教育委員会

市町
村

松浦武四郎根室管内巡回
パネル展（仮）

北海道１５０年を記念し、名付け親として知
られる松浦武四郎の生涯及び根室管内の
足跡を辿るパネル展を開催

根室
2018.8～
2018.9

228
根室振興局
別海町郷土資料館

市町
村

松浦武四郎根室管内巡回
パネル展（仮）

北海道１５０年を記念し、名付け親として知
られる松浦武四郎の生涯及び根室管内の
足跡を辿るパネル展を開催

根室
2018.8～
2018.9

229 BPW札幌クラブ 団体
2018日本BPW連合会総会・
札幌大会

全国から集まった会員に、北海道命名150

年の意義を伝え、縄文文化・アイヌ文化を
はじめとした北海道独自の歴史や文化を伝
える。

札幌 2018.5.26～27

230
(NPO)北海道鉄道
文化保存会

団体
再び夢の結節のまちに－小
樽

北海道の新しい未来に鉄道や鉄道遺産に
何が可能かを模索するため、小樽市総合
博物館屋外展示車両の修復、記録写真を
通して鉄道開通と小樽の盛衰状況を概観
するパネル展、旧手宮線の保存・活用事業
を実施。

小樽 2018.4～11

231 図書裡会 団体
E.Sモース来道140年記念
「モースと函館・北海道展」

北海道命名150年、明治期のお雇い外国人
E.Sモースの来道140周年を記念し、モース
と函館・北海道との関わりについての展示
と講演会を開催。

函館

2018.5.27 

2018.9.28～
2018.10.9 

2018.9.29

232
わっしょい北開道・
神輿会 北海睦

団体 お祭り（神輿）写真展
全道のお祭りが一段落した11月に、お祭り
（神輿）写真展を開催し、あわせて北海道
150年事業をPR。

札幌
2017.11

2018.11

233 知内町
市町
村

知内みらいの風景づくり事
業

「知内」の風景を守り・育て・創り、誰もが「暮
らし続けたい」「訪れたい」と感じる「ふるさと
知内」の実現を目指す。

知内 2018.4～

234

長万部商工会（長
万部町祭典実行委
員会）

団体 長万部町祭典イベント
長万部町の総鎮守である飯尾神社の例大
祭にあわせて夜みこし行列や花火大会を実
施。

長万部 2018.8.10
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235 八雲町郷土資料館
市町
村

木彫り熊の過去と未来

「北海道」と命名されてから作られ始めた八
雲町発祥の木彫り熊の歴史を振り返るとと
もに、未来に向けた展示を実施する。あわ
せて、八雲町の発展に重要な役割を果たし
た尾張徳川家に関する展示を実施。

八雲
2018.9.15～
2018.11.25

236 福島町
市町
村

伊能忠敬記念公園整備事
業

伊能忠敬没後200年となる平成30年に伊能
忠敬記念公園を整備し「伊能忠敬北海道
測量記念碑」を建立。

福島
2018.4

2018.7

237

寒中みそぎフェス
ティバル2018実行
委員会

団体
寒中みそぎフェスティバル
2018

木古内町に伝わる伝統神事「寒中みそぎ
祭り」をテーマに実施するイベントにあわせ、
会場において道内外へ北海道150年事業を
ＰＲ。

木古内 2018.1.14～15

238
きこない咸臨丸ま
つり実行委員会

団体 きこない咸臨丸まつり2018

幕末に活躍し、木古内町サラキ岬沖に眠っ
ている咸臨丸をテーマとしたイベントを実施。
これにあわせて、会場（みそぎ公園）にPR

ブースを設置して、北海道150事業をPR。

木古内 2018.8.15～16

239 （株）内山企画会社 企業
「十勝のアイヌ伝説」「十勝
列伝-とかちれつでん-」出
版

北海道の先住民族アイヌの言い伝えをまと
めた「十勝のアイヌ伝説」と、漫画本「十勝
列伝」を発刊し、十勝を通して北海道の歴
史・魅力を発信。

全国
海外

2018年春
出版予定

240
伊達市能楽「摺上」
上演実行委員会

団体
伊達成実公生誕450年記念
～仙台藩能楽秘曲「摺上」
上演～

2018年伊達成実公生誕450年を迎えるにあ
たり、成実公と伊達市に縁のある能楽「摺
上」を上演。

伊達 2018.7.22

241

ミュージカル松浦武
四郎札幌公演事業
実行委員会

団体
ミュージカル「松浦武四郎 –
カイ・大地との約束-」札幌
公演

北海道の名付け親である松浦武四郎とア
イヌの人々との交流をテーマに、北海道の
素晴らしさなどを道民・子どもたちに伝える、
オリジナルミュージカルを上演。

札幌市
2018.8～9月
頃

242 北海道教育委員会 道 北海道立文学館特別展

北海道ゆかりの小説家・有島武郎の足跡を
振り返り、作品を紹介する「特別展 有島武
郎 と 未 完 の 『 星 座 』 」 を 開 催 す る 。
北海道150年記念（冠事業）として実施し、
ロゴマークの使用によるPRを実施。

北海道立
文学館

2018.2.3～
2018.3.25

243 札幌市
市町
村

市役所本庁ロビー展示

札幌市公文書館の紹介と併せて、札幌の
歴史についてテーマを設定して解説するパ
ネル展を開催。北海道150年を事業名に冠
して実施。

札幌市役
所本庁舎

1階

2018.2月下旬
～
2018.3月上旬
頃

244 札幌市
市町
村

「環境首都」10周年記念シン
ポジウム

世界に誇れる環境都市を目指す「環境首
都・札幌」宣言の10周年記念シンポジウム
をイベントを開催。北海道150年を事業名に
冠して実施。

札幌市
2018.6月下旬
（予定）

245 札幌市
市町
村

平成30年度生物多様性パ
ネル展

生物多様性とは何か、生物多様性を守るた
めにできることは何かを紹介するパネルの
展示を開催。北海道150年を事業名に冠す
るなどして実施。

札幌市
2018.5.22

（予定）

246 札幌市
市町
村

旧永山邸及び旧三菱鉱業
寮のリニューアルオープン

現在工事中の当該施設のリニューアル
オープンイベントを開催。ポスター、チラシ
等に北海道150年事業のロゴマークを掲載
し、150年事業をPR。
（実施：指定管理者（12月中旬決定））

旧永山邸
及び旧三
菱鉱業寮

2018.6月中旬
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247 札幌市
市町
村

円山動物園における各種イ
ベント

円山動物園において来園者を対象に実施
される以下の各種イベントについて、北海
道150年を事業名に冠するなどして開催。
スノーフェスティバル、飼育員カフェ、サイエ
ンステーリング「鳥と恐竜」、サイエンステー
リング「ヒグマってどんな動物（冬編）」、サ
イエンステーリング「サケになって動物園を
歩こう」、コウモリ調査報告会、飼育の日、
円山動物園ゴールデンウィークイベント、
アースデイ、ヒツジの毛刈り、森の散策タイ
ム、春の自由散策、自然とキノコ展、子ども
の一日飼育係、チリモン観察会（夏季）、Ｚ
ＯＯナイトキャンプ（夏季）、動物敬老の日、
幼児・児童動物画コンクール、サイエン
ZOO、干支展、チリモン観察会（冬季）、
ZOOナイトキャンプ（冬季）、夜の動物園、
夜の動物園プレミアムツアー
（一部実行委員会主催、関係団体等と共催）

円山動物
園内

2018.1～
2018.12

248 札幌市教育委員会
市町
村

北海道150年事業タイアップ
札幌市中央図書館所蔵展
「松浦武四郎とその時代（仮
称）」

図書館オータムガーデン（秋の図書館行
事）の一環として中央図書館の郷土資料所
蔵展示を開催。

中央
図書館
展示室

2018.10～
2018.12

249
松浦武四郎まつり
2018実行委員会

団体
松浦武四郎まつり2018 in 

札幌
松浦武四郎資料展、基調講演、アイヌ音楽
ミニコンサートなどを実施。

札幌 2018.7.20

250
北海道発信プロジェ
クト実行委員会

団体
北海道150年の歴史・文化・
芸術を発信しよう！

北海道の歴史・文化・芸術などのパネル展
や写真展、地域情報や北海道の食を発信
するイベントを週替わりで開催。

札幌 2018年

251
北海道150年物語プ
ロジェクト

団体
北海道150年記念切手の販
売

北海道150年の歴史にまつわる著名人、文
化作品、競走馬、建造物、鉄道等の切手を
シリーズで展開。

全国 2018.1～販売

252
松浦武四郎展 釧
路実行委員会

団体 松浦武四郎資料展 in 釧路

北海道や釧路の名付け親といわれる松浦
武四郎の資料展を開催し、北海道の歴史
を知ってもらう機会とするほか、小・中学生
など若い世代にも地域に愛着を持ってもら
う取組の契機とする。

釧路
2018.8.17～19 

予定

253 (NPO)ぱとりあ岩内 団体
北海道150年と岩内～松浦
武四郎と当時の岩内～

岩内町郷土館を中心にして、空き店舗の
有効利用を図り、生誕200年となる松浦武
四郎やアイヌ関係資料などの展示を中心
に様々なイベントを実施。

岩内
共和
泊

神恵内

2018.5～
2018.11

254 室蘭民報社 企業
2018・北海道150年応援企
画 第4回コラムに挑戦 私
も書けた「忙中閑」

室蘭民報1面コラム「忙中閑」と同じ体裁に
よるコラム原稿を募集、コンクール形式で
審査、入賞作品を決め、一次審査通過以
上の作品を紙面で連続掲載する。

西胆振
2018.6～
2018.9

255

旭川商工会議所
（ミュージカル松浦
武四郎旭川公演実
行委員会）

団体
ミュージカル「松浦武四郎-

カイ・大地との約束-」旭川
公演

北海道命名150年を記念して、命名者であ
る松浦武四郎の足跡と先住民族であるア
イヌ民族との交流をミュージカル形式で公
演。

旭川 2018.9.21

256 書道わか葉会 団体 第6回書道わか葉会展

4年ごとに開催し、来年6回目となるわか葉
会展について、北海道命名150年を記念し、
全員が北海道にちなんだ題材をもとに作品
を出品する。

札幌 2018.4.24～29
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257
(株)クレディセゾン
北海道支社

企業
「北海道への道」を会員情報
誌に特集頁として掲載

会員媒体誌「Express」「てんとう虫」の2018

年1月号に北海道の特集を掲載し、「文化」
「自然」に加え、「食」を盛り込んだ内容で北
海道の魅力を発信。

全国
2017.12～
2018.1

258 遠別町文化協会 団体
遠別町文化協会 50周年事
業

団体設立から50年を迎える年に、町民とと
もにステージイベントなど記念事業を実施
する。

遠別
2018.5～
2018.11

259
(公財)北海道女性
協会

団体
平成30年度（第1期・第2期）
えるのす連続講座～女性大
学～

北海道の歴史や文化に焦点を当てた講座
を開催。150年ウィーク期間中には「幕末か
ら開拓使期における北海道と世界の繋が
り」をテーマにした講座を実施。

札幌
2018.5～
2018.12

260 乙部町
市町
村

官軍上陸150年記念事業

新政府軍、いわゆる官軍が乙部に上陸し
た明治2年から150年となることを記念して、
1年を通じ、講演会、記念コンサート、官軍
パレードなどの事業を、多くの町民による
参加型イベントとして展開。

乙部
2018.1～
2018.12

261 大樹町
市町
村

開拓の歴史・文化体験事業
（仮）

大樹町の開拓には、福島県相馬市をはじ
め、福島県からの入植者の多大な尽力が
あった。来年は大樹町が開町90周年にあ
たることから、相馬市の伝統行事「相馬野
馬追」を大樹町で開催し、開拓の歴史を振
り返り、更なる交流の促進を図る。

大樹
2018.3～
2018.5

262 札幌凧の会 団体 札幌凧の会

札幌、滝川、青森県つがる市ほか道内外
で行われている凧揚げ大会における実演
披露で、北海道150年連凧を揚げ、北海道
150年の未来に向けてPR活動を実施。

全国 2018.4～

263 函館市教育委員会
市町
村

北方領土について学ぶ日
2月7日の「北方領土の日」にちなみ、函館
市内の各学校で北方領土について学習し、
理解を深める。

函館市 2018.2

264

滝川市教育委員会
（滝川市美術自然
史館）

市町
村

特別展「高畑利宜のイシカリ
探検とアイヌ美術の世界」

明治時代の初め頃、石狩川流域の探査
を行った高畑利宜。彼のソラチ探検の時代
(明治5年頃)を中心に、イシカリ川中流・上
流域のまちの形成にかかわった史料や、
アイヌ民族が使用していた工芸品などにみ
られるアイヌ美術などを紹介。

滝川
2018.6.16～
2018.8.26

265

根室商工会議所
(ミュージカル松浦
武四郎根室公演事
業実行委員会)

団体
ミュージカル「松浦武四郎 –
カイ・大地との約束-」根室公
演

北海道の命名者である松浦武四郎を題材
として、アイヌ民族との共生をテーマにした
オリジナルミュージカルを上演。

根室
周辺

2018.9.17

予定

266 新十津川町
市町
村

松浦武四郎パネル展

北海道命名150年の節目に、新十津川町
に松浦武四郎の歌碑及び宿場跡石碑があ
る縁から「新十津川町開拓記念館」で松浦
武四郎のパネル展を開催。
なお、パネル展開催期間中は新十津川町
開拓記念館の入場は無料とする。

新十津川
2018.7.14～
22

267 栗山町
市町
村

栗山町開拓130年（町制施
行70年）記念事業

栗山町が1888年（明治21年）宮城県角田
市の藩士24名の入植にはじまり、平成30

年に開拓130年（同年町制施行70年）を迎
えることを記念し、記念式典の開催や記念
映像の作成などの取組を実施。

栗山
2018.4～
2018.12予定
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268
朗読ユニット ふた
りしずか

団体 ふたりしずか文芸館

北海道の未来に夢を託すような、北海道を
テーマにした朗読会を開催する。朗読会で
は、音楽と朗読により北海道に生きる素晴
らしさを訴える。

札幌 2018.8.1

269

｢第31回巨木を語ろ
う全国フォーラム北
海道・釧路大会｣実
行委員会

団体
第31回巨木語ろう全国
フォーラム北海道・釧路大会

「全国巨樹・巨木林の会」と開催地が連携
して実施する全国規模のフォーラム。（北
海道初開催。）
本州と異なる自然環境や自然と共生する
アイヌの歴史文化や伝統を通じて守られ、
育まれてきた北海道の魅力を再確認する
とともに、全国に情報発信。

道東
2018.10.13～
14

270 松前町教育委員会
市町
村

ミュージカル｢北前船ものが
たり｣公演

松前町を含む全国11自治体が 北前船寄
港地、船主集落で日本遺産に認定された
ことを受け、秋田県の劇団「わらび座」が創
作した北前船をテーマにした新しいミュー
ジカルについて、平成30年度に展開される
全国ツアーの一つとして、松前町公演を実
施。

松前
2018.7.12予
定

271
(公社)日本動物学
会北海道支部

団体
日本動物学会第89回札幌
大会「動物学ひろば」「公開
シンポジウム」

北海道に生息する固有種を含む多くの動
物たちについて理解し、親しんでもらうこと
で、動物学の面白さを感じてもらうとともに、
北海道の自然環境と我々の関係について
議論・共有する。

札幌 2018.9.15

272

釧路市教育委員会
（ミュージカル松浦
武四郎釧路公演事
業実行委員会）

団体
ミュージカル「松浦武四郎－
カイ・大地との約束－」釧路
公演

北海道の命名者であり、北海道150事業の
キーパーソンである松浦武四郎を題材とし
たオリジナルミュージカルを上演。テーマは
アイヌ民族との共生とし、アイヌ民族の歴
史と関わりの深い当市において公演する。

釧路
周辺

2018.9.19

273
北海道鉄道観光資
源研究会

団体
「北海道の鉄道 過去、現在、
未来」パネル展（仮称）

北海道発展の礎となった鉄道の歴史を振
り返ることを通じて、海外からの観光客や
道内外の方々が広く北海道の鉄道に親し
む機会を設け、北海道の未来に想いを馳
せていただくきっかけを創出するため、パ
ネル展を開催。

札幌 2018.11

274
厚沢部町河川資源
保護振興会

団体
厚沢部川に生息する生き物
と河川環境を未来に

厚沢部川の多様な水産生物と河川文化及
び河川環境を次世代につなぐため、カワヤ
ツメ資源回復事業や河川美化事業、稚ア
ユの放流事業、アユの産卵場整備などの
事業を実施。

厚沢部
2018.4～
2018.11

275 赤平市教育委員会
市町
村

赤平の炭鉱遺産 映像制作
と活用プロジェクト

赤平市の炭鉱遺産、特に松浦武四郎が発
見した空知川露頭炭および旧住友赤平炭
鉱立坑櫓を中心に、VR、AR、ドローン等の
最新映像技術を駆使して記録映像を制作
し、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設（仮称、
平成30年7月にオープン予定）での展示や
オープンイベント、企画、PR等で活用する。

赤平
2018.4～
2018.12

276
江別市生涯学習推
進協議会

団体
平成30年度生涯学習リレー
講座

北海道の歴史に関する共通テーマを設定
して、専門の講師を招き、幅広い年齢層を
対象に、全3回の「生涯学習リレー講座」を
開催する。

江別 2018.9

277
浜頓別町教育委員
会

市町
村

北海道命名150年記念特別
展示及び講演会

北海道命名150年を記念し、「北海道」の名
付け親である松浦武四郎やアイヌ文化に
ついての特別展示や講演会を実施する。
武四郎と浜頓別町の歴史についても触れ、
郷土について知る機会を提供する。

宗谷 2018.8
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278 夕張市
市町
村

夕張市石炭博物館リニュー
アルオープン

2018年は、平成28年度に改修を終えた国
内唯一見学可能な模擬坑道も含めて、多く
の市民が集い、関わり、学ぶ拠点となる博
物館を創り上げる元年と位置付け、企画展
示スペースなどを活用し、フォーラムやフォ
トコンテストなど、リニューアル元年にふさ
わしいイベントを実施。

夕張
2018.4～
2018.11

279 月形町
市町
村

北海道150年「もう一つの北
海道開拓PR事業～樺戸監
獄39年の歩み～」

北海道150年関連と樺戸監獄に関するクイ
ズ大会などのイベントを開催。
月形樺戸博物館において、現在公開され
ていない収蔵品の特別展示等を実施し、
樺戸監獄の歴史と町の歩みを伝える。

月形
2018.6～
2018.10

280

えんがるの宝を守
り、未来につなげる
プロジェクト実行委
員会

団体
松浦武四郎「由宇辺都日誌」
を辿る旅

遠軽町の開拓歴史を次世代に伝えるため、
北海道名付け親であり「由宇辺都日誌」と
して当地域の記録を残している松浦武四
郎をテーマとした企画展、地域イベントおよ
び関連資料のデジタルアーカイブ化を行う。
また、企画展に関わるイメージイラストの作
画を、本町出身のアニメーター安彦良和氏
が製作し、より広い対象に地域の魅力を発
信する。

遠軽
2018.1～
2018.12

281
元大夕張鹿鳴館
(株)

企業

「夕張鹿鳴館」で炭都夕張の
歴史を伝承する事業
～旧北炭鹿ノ谷倶楽部「夕
張鹿鳴館」リニューアルオー
プン～

登録有形文化財・北海道遺産・近代化産
業遺産に認定されている歴史的建造物を
後世にわたり維持・保全し、また広く公開。
2018年秋に造園工事・建築物修繕工事を
経てオープン予定。

夕張
2018.4～工事
秋公開予定

282 共生舎 企業

北海道観光マスターの塾長
と学ぶ！「みんなで歴史を
150倍おもしろくする」ワーク
ショップ

室蘭近郊を中心とした歴史学習のワーク
ショップを開催し、自発的に学び、ふるさと
を大切に思う心、151年目の新たな一歩へ
の意識を養う。

室蘭 2018.4～

283
とうや湖縄文まつり
実行委員会

団体
とうや湖縄文まつり第10回
記念事業

とうや湖縄文祭り10回目の節目に、縄文に
関する講演会や体験事業を展開し、あわ
せて縄文遺跡群世界遺産登録を目指す遺
跡にちなんだ展示事業を実施する。

洞爺湖 2018.7

284 釧路市立博物館
市町
村

北加伊道・松浦武四郎のエ
ゾ地探検～関屋敏隆絵本原
画展～

絵本「北加伊道・松浦武四郎のエゾ地探
検」（ポプラ社刊）の原画展（型染版画）と、
関連講演会を開催する。子どもから大人ま
で、国内外からの観光客に対しても、その
人物像や業績について触れる機会を提供
する。

釧路
2018.4～
2018.6

285

「日本で最も美しい
村」連合総会及び
フェスティバル実行
委員会

団体
「日本で最も美しい村」連合
総会、フェスティバル2018 in 

つるい

NPO法人「日本で最も美しい村」連合加盟
村及び会員等が一堂に会し総会や戦略会
議、現地視察等を通じて日本の農山漁村
の景観や環境・文化を守り、美しい村として
の自立を目指す。

鶴居 2018.7.5～7

286 標茶町
市町
村

標茶町「森と川の月間」事業

標茶町の自然環境を守り、緑を増やし、野
生の生物を育んでいくため、毎年5月を「森
と川の月間」として指定。各機関や民間団
体の積極的な参加により植樹活動や清掃
活動を実施。

標茶 2018.5

287 標茶町
市町
村

旧北海道集治監釧路分監本
館耐震改修整備事業

旧北海道集治監釧路分監本館について、
町指定文化財として整備を行い、集治監と
集治監閉庁後に活用された旧軍馬補充部
に特化した展示資料を配置して歴史を伝
承。

標茶
2018.6～
2018.12
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288
にしん番屋まつり実
行委員会

団体 第36回にしん番屋まつり

祭り当日に、重要文化財旧花田家番屋一
帯において余興、出店を行う。
「北海道150年」を遡り、「北海道150年」を
支えた「鰊漁」の歴史をイベントを通じ語り
継ぐ。

小平
2018.5.20予
定

289
むかわ町教育委員
会

市町
村

開拓使三角測量鵡川起点位
置確定に係る調査研究事業
（仮称）及び開拓使三角測量
鵡川起点記念モニュメント等
整備事業（仮称）

日本で初めてとなる西洋式三角測量法に
よる北海道の詳細な地図の作成にあたり
ベースとした勇払基線の両端のうち、所在
不明となっている鵡川基点を位置を調査確
定し、記念モニュメント等を整備。

むかわ
2018.4～
2018.12

290

帯広商工会議所
【(仮称)ミュージカル
「松浦武四郎～カ
イ・大地との約束」
帯広公演事業実行
委員会】

団体
ミュージカル「松浦武四郎～
カイ・大地との約束」帯広公
演

北海道の命名者であり十勝にも4度訪れア
イヌの人々との交流を深めた松浦武四郎を
題材としたオリジナルミュージカルを上演。

帯広 20118.8.25

291
札幌大学・札幌大
学ウレシパクラブ

大学 ウレシパ・フェスタ

「育て合い」を理念とする札幌大学ウレシパ
クラブの学生が、日頃の学習の成果を発信
する場として開催する。北海道150年にちな
み、テーマを松浦武四郎とし、基調講演は
「松浦武四郎記念館」の主任学芸員である
山本命氏が行う。また、学生による展示・ア
イヌ古式舞踊・松浦武四郎が登場するアイ
ヌ語劇（オリジナル脚本）を実施。

札幌 2018.10.27

292 恵庭市
市町
村

企画展「松浦武四郎の足あ
と」

「北海道」の名づけ親として知られる松浦武
四郎は、6回の蝦夷地調査で恵庭（当時は
イザリ・シママップ）を2回訪れ、江戸時代の
貴重な記録を遺した。武四郎が遺した紀行
文、絵図とともに現在の地図・写真を交え
てその足取りを辿り、記録に表されたかつ
ての恵庭の姿を紹介する。

恵庭
2018.11～
2018.12

293 江別創造舎 団体
江別の文化・歴史を語る！
つなぐ！語り部の記録2018

北海道開拓に深く関わり、北海道・江別の
文化・歴史に精通した語り部の方々の発表
会を開催し、その模様をDVD化。

江別
2018.8～
2018.11

294 江別創造舎 団体
江別カルタで辿る江別物語
2018

北海道及び江別の文化・歴史を題材とした
江別カルタを活用したカルタ大会を開催し、
北海道及び江別の歴史を伝承し、交流の
輪を広げる。

江別
ほか

2018.7～
2018.8

295
（一財）開陽丸青少
年センター

団体 開陽丸沈没150年記念事業

徳川家海軍総裁の榎本武揚が率いる徳川
幕府最強の軍艦「開陽丸」が、自然の猛威
に屈し幕臣の夢を乗せたまま江差の海に
藻屑と消えた明治元年（1868.11.15）から
150年の節目を迎える。
開陽丸の歴史と海中遺跡から引き揚げら
れた遺物に触れ、学び、先人たちの思いを
感じていただく事業を実施する。

江差
2018.4～
2019.3

296

(独)国際協力機構
北海道国際セン
ター

団体

シンポジウム「SDGs 時代を
迎えた北海道の国際貢献」
～ 気候変動とインドネシア
泥炭火災対策へのチャレン
ジ ～

国際社会は「持続可能な開発目標
（SDGs）」達成のための取り組みが求めら
れている。
シンポジウムでは、インドネシア泥炭火災
対策のためのODA 事業での、道内関係者
の協力活動の様子を紹介し、SDGs 時代を
迎えた北海道の国際貢献について意見交
換する場を提供。

札幌 2018.2.15
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297 軟石や 個人 ｢札幌軟石｣を次世代へ

北海道開拓初期、火災から街を守るために
切り出された札幌軟石。現在唯一となった
軟石採掘場から出る小さな軟石を活用して
制作体験を実施し、軟石の歴史や活用方
法を知ってもらう。そのことを通じて、現存
する札幌や道内産の軟石の建築物の価値
を高める。

札幌
2018.4～
2018.12

298
NPO法人札幌ノボシ
ビルスク協会

団体 日本文化交流 in シベリア

毎年シベリアで開催される日本文化交流イ
ベントにおいて、北海道の魅力と北海道
150年事業のPRを実施。
（シベリア地域では、日本文化に大変高い
関心を持っているが、実際に日本文化に触
れる機会が極めて少ないため、現地でイベ
ントを開催してセミナーやワークショップを
通して交流を深めている。）

ロシア 2018.1

299 トムソーヤ合同会社 企業
北の黄金郷に眠る秘宝を探
し出せ！

北海道命名150年を記念し、北海道内の歴
史などにまつわる謎を解きながら、広く北
海道内の各地域、施設を巡って宝探しを行
う、周遊型宝探しゲームを実施する。

全道
2018.6～
2018.11

300 札幌新陽高等学校 高校
宮沢賢治の足跡から伝える
100年前のヴュウティフル・
サッポロ

宮沢賢治が大正13年に修学旅行で訪れた
サッポロの名所の今昔と、中島公園で開催
された開道五十年記念北海道博覧会に着
目し、本校の探求授業において、生徒がパ
ンフレットを作成し、市内で配布。また、市
民向けワークショップも実施。

札幌 2018.4～

301 札幌市
市町
村

環境報告書展

市内事業者の環境報告書等を収集し、広く
市民等に公開することで、環境保全行動の
波及を図るイベントを開催。「北海道150年」
を事業名に冠するなどして実施。

札幌 2018.3.2～6

302 STEPPING STONES 個人
北海道の『山のお守り』プロ
ジェクト

北海道命名150年を記念し、北海道各地の
山々を革で表現したお守りを製造販売する
ことで、北海道の山々の素晴らしさを全国、
世界に発信。

札幌
2018.4～
2018.12

303 天塩町観光協会 団体 第37回鏡沼しじみまつり

天塩町の特産品であるしじみ貝にちなんで
昭和57年より開催されている。今回は、町
やまつりの歴史も踏まえ開催。また、まつり
の開催に併せて、北海道命名150年もPR。

天塩 2018.7

304 札幌市教育委員会
市町
村

図書展示
「知ろう、読もう、北海道」

「北海道」命名150年にちなみ、松浦武四郎
や北海道の歴史に関する本などを展示。
「北海道150年」を事業名に冠して実施する。

札幌
2018.6.14～
7.10 

305 ドニワ部 団体 ドニワ部

2016年から毎年開催しているイベント「ドニ
フェス」を夏と冬に開催予定。今年は北海
道命名150年を記念し、北海道の縄文時代
からアイヌ文化との関連性に重きを置いた
活動とする。
（北海道の縄文遺跡の探索、土偶や埴輪
からインスピレーションを得たオリジナル
グッズを企画・販売、イベント開催・出展、
勉強会や講習会、ワークショップなどの企
画運営を行う。）

札幌
函館
釧路
など

2018.1～
2018.12
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306 美瑛町 郷土学館
市町
村

松浦武四郎パネル展 ～十
勝連峰スケッチの丘はどこ
か～

2018年は、松浦武四郎が十勝日誌におい
て美瑛町を通過してから160周年の節目を
迎える。十勝日誌には、十勝連峰のスケッ
チが記されているが、美瑛町通過ルートを
含め詳細な場所の特定には至っていない。
本パネル展では、これまでの史実研究に基
づき、有力な推定ルートを紹介する。

美瑛 2018.4.11～23

307 北海道 道 道立文書館企画展
北海道150年を記念し、道立文書館所蔵の
歴史資料を広く道民に知っていただくため
に企画展を開催する。

札幌 2018.7月予定

308 北海道 道
北海道博物館特別展「松浦
武四郎」展等（地域文化発
信推進事業）

北海道博物館において、「北海道」の名付
け親である松浦武四郎の功績等を振り返る
特別展「松浦武四郎」展等を開催する。

札幌
2018.6～
2018.8

309 北海道教育委員会 道
幕末維新を生きた旅の巨人
松浦武四郎

北海道150年記念として、北海道博物館特
別展の巡回展「松浦武四郎特別展」を開催
する

帯広 2018.12

310 北海道教育委員会 道
ほっかいどう民俗芸能振興
事業

地域に伝わる民俗芸能の振興・伝承を図る
ため、子どもたちが主体的に取り組む民俗
芸能の活動を発表する全道大会を開催す
る。

札幌
2018.7～
2018.8予定

311 北海道 道
『その先の道』に咲く桜サ
ポーター事業

環境道民会議設立20周年と北海道150年を
記念し、野幌森林公園等にｴｿﾞﾔﾏｻﾞｸﾗを植
樹し、環境保全意識の更なる向上を目指す。

江別 未定

312 北海道 道 環境保全活動推進
環境道民会議設立20周年記念行事として、
記念フォーラムを開催する。

札幌 2018.10予定

313 JICA北海道 団体
「地球が壊れる前に」無料上
映会

国連平和大使でもあるレオナルド・ディカプ
リオ氏が、2年間の旅の記録をまとめたド
キュメンタリー作品「地球が壊れる前に」の
上映会を開催。気象予報士の菅井貴子氏
をゲストに招き、北海道の気候変動につい
てお話していただく。

札幌 2018.3.17

314
（一財）北海道歴史
文化財団

団体
北海道開拓の村 特別展
「北海道の暮らし走馬灯」

幕末から昭和中期の北海道の社会及び暮
らしを各年代のエピソードとともに展示。あ
わせて、開道50年、100年記念事業の紹介
を行い、北海道150年事業をPR。

札幌
2018.6.30～
2018.8.26

315
（一財）北海道歴史
文化財団

団体
北海道開拓の村 「まるごと
昔の日」

「むらびと」として各建造物に登録した地域
住民の協力のもと、建物に関する体験イベ
ントやゆかりのある人物に扮装し、解説案
内、実演などを150年事業記念式典と同日
に開催。

札幌 2018.8.5

316 根室書道連盟 団体
根室書道連盟展～北海道を
謳う～開催及び記念誌発行

根室書道連盟が、記念事業を開催し記念
誌を発行する。書を通じて北海道の歴史や
風土など多様な魅力を発信する機会とする。

根室
管内
道内

2018.6

2018.8

317
（一社）新文化経済
振興機構

団体
HAKODATE新選組ファン
ミーティング

「五稜郭祭」と同日開催で、土方歳三氏の
兄の子孫と明治新選組関係者の子孫を招
いて、トークショー・五稜郭エリアコスプレイ
ベントを五稜郭商店街を軸に開催。若年層
にも楽しめる新選組聖地化に取り組み、観
光コンテンツを目指す。

函館
木古内

2018.5.19～20
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318
えりも町教育委員
会

市町
村

猿留山道を歩く会

伊能忠敬が測量し、松浦武四郎が探査した、
歴史的価値が高い「猿留山道」について、
学習会、交流会、現存する区間などを歩く
会を開催。

えりも 2018.6.23～24

319
えりも町教育委員
会

市町
村

明治期以降のえりも町の歴
史を探り伝える！

道内に現存する資料からえりも関係の資料
を収集し、デジタル化を行い、企画展を開
催。えりも地域の歴史を伝え、学び、大切に
する機会とする。

えりも
2018.6～
2019.2

320
えりも町教育委員
会

市町
村

アイヌの採集道具 カワシン
ジュガイ保護事業

アイヌが穀類の採集に使用していたカワシ
ンジュガイの学習会、分布・生息数調査を
実施。また、住民との協働により、落差工に
手作りの魚道を設置し、サケ科幼魚を放流。

えりも
2018.5～
2018.6

321

コーチャンフォーグ
ループ(株)リラィア
ブル

企業
北海道命名150年記念フェ
ア

北海道命名150年を記念し、9店舗の店内で、
北海道の歴史、地理等に関連する書籍の
展示販売を行う。 全道

2018.3～
2018.11

322 阿麻禰 AMANE 団体
阿麻禰演劇／新・龍神伝
『龍の泪』

小樽市赤岩に残るアイヌの白蛇伝説や白
龍伝説のほか、国内に残る大蛇、龍神伝説
をもとに「自然回帰と創造力」をテーマとした
演劇。唄・舞・笛・和太鼓・三味線により表現。

道内
スペイン
ドイツ

札幌
2018.3.20、30

2018.4.1

スペイン、ドイ
ツ
2018.4.21～
2018.4.28

323 札幌山形県人会 団体
山形県と北海道との繫がり
を辿る

山形県と北海道との関わりの歴史を振り返
り、先人の偉業を讃え、感謝するとともに、
未来に向けた活力醸成につなげるため、記
念セレモニーを行う。

札幌 2018.7.22

324
ようてい・西いぶり
広域連携会議

団体

「ようてい・西いぶり広域連
携会議」若手職員交流セミ
ナー

～１５０年の歴史を引き
継ぎ未来につなぐ～

構成団体の若手職員を対象としたセミナー
やワークショップを開催。職員の交流促進
や資質向上を図り、北海道150年の歴史を
引き継ぎ、未来に繋いでいく。

胆振
2018

詳細未定

325 室蘭VOX 団体

『カクカクシカジカ◎イノウエ
カクゴロウ ～室蘭に製鋼・
製鐵所をつくった井上角五
郎の半生～』（仮題）

室蘭VOX設立5年目、9回目の演劇公演。
北海道命名150年、井上角五郎没後80年と
いう節目の年に、自分たちの住む町の礎を
築いた先人たちの偉業を振り返りながら未
来に第一歩を踏み出す内容とする。

室蘭 2018.6.16～17

326

会津松平家14代当
主松平保久氏招聘
事業実行委員会

団体
会津松平家14代当主松平
保久氏招聘事業

北海道命名150年の節目の年に、幕末に標
津を拠点に北辺防衛の任にあたった会津
藩の歴史を現在に紡ぐため、会津松平家12

代当主松代容保公直系の子孫である松平
保久氏を招き、会津藩士の墓の墓参、講演
会等を開催。地域の埋もれた歴史に光をあ
てる。

標津町 2018.7.7～8

327
札幌市生涯学習セ
ンター（ちえりあ）

団体
メディアプラザ図書コーナー
特集展示「タイムスリップ幕
末・明治」

本図書コーナーに所蔵する、松浦武四郎の
関連書籍や幕末・明治期の北海道の写真
集、道内各地の今昔を紹介する地域誌等、
北海道の歴史を感じられる図書資料を中心
に特集で展示。あわせて、日本の幕末～明
治期を扱った図書も展示し、「日本の中の
北海道」という視点で、図書を通して来館者
に北海道を再発見してもらうきっかけを提
供。展示図書は貸出も行う。

札幌 2018.4
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328 帯広百年記念館
市町
村

「十勝地方を記録した人々
松浦武四郎・田内捨六・内
田瀞・河野常吉」

松浦武四郎や、飛蝗の被害の調査や測量
のためにやってきた田内捨六や内田瀞、殖
民地の実態を調査した河野常吉などが残し
た記録から、十勝地方がどのような土地と
考えられていたのかを読み解く博物館講座
を実施。

帯広 2018.4

329 帯広百年記念館
市町
村

昭和からの伝言 荘田喜與
志写真コレクション13

郷土の写真家である荘田喜與志氏の、昭
和30年代〜40年代を中心とした帯広・十勝
の生活風景写真を展示する。

帯広 2018.7

330 帯広百年記念館
市町
村

郷土学習バス見学会 松浦
武四郎の足跡を訪ねる（仮）

十勝における松浦武四郎の足跡を、武四郎
の記録をもとにバスで訪ねる。

十勝
2018.9～
2018.10

331 帯広百年記念館
市町
村

郷土学習バス見学会 十勝
平野の生い立ちを探る

地質系のバス見学で、テーマに基づき巡検
を開催する。

十勝
2018.8～
2018.9

332 北海道 道 北方領土啓発事業

「北方領土の日」ポスターコンテスト、北方
領土中学生作文コンテスト及び北方領土早
期返還祈念合唱コンサートなど各種北方領
土啓発事業において、北海道150年の
キャッチコピーやPR動画などを活用し、北
海道の歴史の中に未解決の北方領土問題
が存在することを再認識してもらい、関心を
高めるとともに、北海道150年事業の認知
度向上に寄与。

道内
2018.1.1～
2018.12.31

333 北海道 道
北方領土返還要求キャラバ
ン事業

北海道150年のキャッチコピーの活用や関
連パネルの掲出などにより、北海道の歴史
の中に未解決の北方領土問題が存在する
ことを再認識してもらい、関心を高めるとと
もに、北海道150年事業の認知度向上に寄
与。

札幌
道内4

圏域

2018.7～
2019.2

334 北海道 道
北方領土返還要求運動後
継者育成ステップアップ事
業

セミナー等で北海道150年のキャッチコピー
やＰＲ動画を活用し、北海道の歴史の中に
未解決の北方領土問題が存在することを再
認識してもらい、関心を高めるとともに、北
海道150年事業の認知度向上に寄与。

道内
道外

2017.4.1～

335 外務省・北海道
国・
道

地方創生支援 飯倉公館活
用対外発信事業「北海道魅
力発信セミナー」、「外務大
臣及び北海道知事共催レセ
プション」

外務省の迎賓施設である飯倉公館におい
て、各国大使、外国企業・プレス、海外エア
ライン等に対し、150年の歴史が紡いだ「食」、
「自然」、「暮らし・文化」などのトータルプロ
モーションを展開。

東京 2018.3.23

336 北海道 道 赤れんがガイアナイト

「北海道地球温暖化防止対策条例」で定め
ている北海道クールアース・デイ（7/7）の一
環として、電気照明を消し、ローソクの光の
中で地球環境について静かに考えるよう呼
びかけ、地球温暖化防止に向けた道民の
理解と意識の高揚を図る機会とする。

札幌 2018.7

337 北海道教育委員会 道
資料展示「北海道の150年を
ふり返る」

道立図書館北方資料室所蔵資料で、北海
道命名から現在までの150年の歴史をたど
る。

調整中 2018.8

338 北海道教育委員会 道
資料展示「子ども達の北海
道 ～明治から平成まで～」

子どもの暮らしや遊びでたどる北海道史を、
子ども達にもわかりやすく、また楽しめるよ
う展示する。

調整中 2018.11
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339 北海道教育委員会 道
北海道150年記念・資料で
語る北海道の歴史講演会

北海道史の専門家、あるいは各界の著名
人を講師に招き、北海道150年にまつわる
講演を開催。

調整中 2018.11

340 北海道教育委員会 道
北海道150年記念・コンサー
ト「“音”でたどる北海道の歴
史」（道民カレッジ連携講座）

道立図書館北方資料室所蔵のレコードや
録音テープ、歴史的音源（国立国会図書
館）等を活用し、音源資料で北海道の歴史
をたどる。

調整中 2018.9

341 北海道教育委員会 道
連続講座「映像によみがえ
る北海道」（道民カレッジ連
携講座）

ふるさと映像資料等活用促進事業で作成し
たデジタル映像を使用し、北海道の近現代
史を映像で振り返る講座を実施。

江別
2017.11～
2018.2

342 北海道教育委員会 道
北海道150年記念・移動上
映会「出張！ふるさと動画
DVD」

実施希望市町村を募り、北海道戦後開拓
の様子や該当市町村の1960年代の様子を
記録したDVD（ふるさと映像資料）を上映予
定。

小樽他
2018.4.1～
2019.3.31

343 北海道教育委員会 道
北方民族博物館北海道150

年事業関連資料展示

「北海道庁測量標石網走天側点」の展示。
解説資料として北海道立文学館所蔵の「明
治25年頃に北海道庁地理課が作成した北
海道地図」の複製も展示予定。

網走
2018（実施月
未定）

344 北海道教育委員会 道
特別展「没後50年子母澤寛
無頼三代 蝦夷の夢」（北海
道立文学館）

「国定忠治」、「蝦夷物語」など、日本を代表
する厚田村（現・石狩市）生まれの時代劇作
家である子母澤寛の没後50年を記念し、激
動の幕末から明治の北海道の大地に生き
た蒼氓の物語にスポットをあて、北海道愛
にあふれた作家としての業績を紹介すると
ともに、異母弟である三岸好太郎の画業に
も触れながら、読んで見て楽しい展示を提
供。

札幌
2018.4.21～
2018.6.24

345 北海道教育委員会 道
「未来へ伝えよう！北海道
教育の歩み」の発行

北海道150年事業の関連事業として、従来
から発行してきた「北海道教育史」の子ども
向け版を発行。

－ 2018.3

346 空知総合振興局 道
産業遺産シビックプライド醸
成事業

北海道の近代化及び150年の歴史に深く関
わる「炭鉄港」に関連する産業遺産をめぐる
バスツアーやセミナーを開催。

空知 未定

347
胆振総合振興局、
室蘭民報社

道 胆振150年記念フォーラム

胆振の150年の歴史を振り返るとともに未来
へ向けた“ＩＢＵＲＩ”のグランドデザインを描く
記念フォーラムを開催。

室蘭
2018.7～
2018.8

348

日高振興局、えりも
町、えりも町教育委
員会

道
豊似湖一周森近感ウォーキ
ング2018

紅葉の豊似湖を訪れ、周辺の景観を楽しみ
ながら、森を身近に感じてもらうことを目的
に、豊似湖湖畔一周するウォーキング及び
松浦武四郎が探査したとされる、豊似湖に
隣接する猿留山道と北海道150年事業の
PRを実施。

えりも 2018.10

349 渡島総合振興局 道
渡島歴史文化フォーラム・
ワークショップの開催

渡島地域で受け継がれてきた歴史や文化
をテーマとしたフォーラムや子どもを対象と
したワークショップを開催。

渡島 未定

350

テッシ・オ・ペッ賑わ
い創出協議会
上川総合振興局

道
松浦武四郎の絵本制作事
業

天塩川周辺地域の市町村と連携し、北海道
150年のキーパーソンである松浦武四郎の
功績及び天塩川の魅力を道内外の子ども
たちにわかりやすい形で発信し、北海道150

年のPRと幅広い層への本道の歴史の理解
促進を図ることを目的とする。

上川
2018.4.1～
2019.3.31
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351 留萌振興局 道
北海道150年記念・山道シン
ポジウム＆松浦武四郎山道
トレッキング事業

松浦武四郎は６回の蝦夷地探検の内、留
萌管内を３度往来していることから、増毛山
道を中心にトレッキングやシンポジウムなど
を通して武四郎の足跡を追体験する事業を
展開し、北海道開拓期の歴史・文化遺産を
次世代に継承。

増毛～
石狩

未定

352 宗谷総合振興局 道 宗谷「松浦武四郎」展

図書館をはじめとした文化施設などでパネ
ル展を実施し、松浦武四郎ひいては北海道
150年について広くPR。

稚内
2018.5.28～
2018.6.8

353 十勝総合振興局 道
北海道150年、温故知新
「とかちのむかし・いま・みら
い」を知り、学ぶ

・「自分が住む地域の歴史」を振り返り、「現
状の営みや課題への取組」を知り、「地域
が持つ未来への希望」を感じられる学びの
場所を提供し、昔と今と未来のつながりを
感じることで十勝の魅力を再発見してもらう。
・十勝総合振興局においては、松浦武四郎
関係の所蔵を多く有する十勝管内の団体、
民間企業や北海道みらい事業を実施する
市町村と連携し、北海道命名者である松浦
武四郎を核とする事業を実施。

十勝 2018.7

354 北海道財務局 国
国有財産パネル展及び国有
財産案内ツアーの実施

北海道の国有財産に関する情報を発信す
るパネル展を開催するとともに、北海道財
務局が所管する国有財産である函館山の
歴史と現状を体感するツアーを開催する。
その際に作成するパネルや、取組を紹介す
るホームページなどに北海道150年ロゴ
マークを掲載し、北海道150年事業をPRす
る。

札幌
函館

2018.5.14～25

2018.8.4

テーマ ⑤【 スポーツ 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

355
北海道サイクリング
協会

団体 環北海道2400ライド
北海道の沿岸2,400kmを22日間かけてゆっ
くり回るサイクリングツアーを実施。

全道
2018.6.28～
7.19

356
Jewelry・Belle

（松橋 沙江子）
個人

Jewelry・Belleプロデュース
～Yoga×アイヌ音楽を通し
て伝えたいこと～

ヨガの動きとアイヌ音楽をコラボしたイベン
トを開催することで、北海道オリジナルのヨ
ガとして、北海道文化とともに体験してもら
う健康増進事業の実施。

全国
2017.5～
2018.10

357
阿寒クラシックトレイ
ル研究会

団体 阿寒クラシックトレイル
松浦武四郎が探訪し、先人が行脚した阿
寒地域の古道を歩くトレッキングイベントな
どを開催。

釧路
阿寒

2018.6～
2018.11

358
ダウン・ザ・テッシ-

オ-ペッ実行委員会
団体

天塩川100マイル国際カヌー
ツーリング大会「ダウン・ザ・
テッシ-オ-ペッスペシャル
2018」

北海道遺産「天塩川」において、松浦武四
郎生誕200年、北海道命名150年を記念し
てカヌーツーリング大会を国際スペシャル
大会として開催。

天塩川
流域 2018.7.14～17

359
道南うみ街信用金
庫

企業
北海道みらい事業 道南う
み街信用金庫杯少年軟式
野球大会

道南うみ街信用金庫が創設90周年を迎え
た2016年からスポーツを通じて地域を担う
「少年の健全な育成」を目的に行っている
少年野球大会を記念大会として開催。

道南
2018.8.25～
2018.9.24

360
合氣護身術大東流
無傳塾

団体
第18回大東流無傳塾友好
演武大会及び第10回大東流
無傳塾オープンセミナー

北海道から世界に向けて発信し続けている
武術「大東流合氣柔術」について、北海道
150年を記念する演武大会やオープンセミ
ナーを開催。

札幌
2018.5～
2018.10
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361
東十勝ロングトレイ
ル協議会

団体
「海のルート」湧洞沼・生花
苗沼フットパス＆サイクルツ
アー2018

東十勝に存在する様々な地域資源をロング
トレイルとしてネットワーク化し、観光地とし
ての魅力向上を図る。平成30年は湖沼にス
ポットを当て、サイクルツアーも併催。

十勝 2018.6.30

362 天塩町
市町
村

天塩町スポーツ教育推進事
業

子どもたちへのスポーツ教育を推進するた
め、オンラインによる部活動支援、アスリー
トとの触れ合い事業等を実施。

道北
2018.4～12 

2018.10.7

363 三重県松阪市
市町
村

松阪競輪 平成29年度第12

回開催

松阪競輪で「松浦武四郎生誕200年記念」
レースを開催。松阪競輪場及び全国の場外
車券売場、CSテレビ・インターネット中継で
北海道150年をPR。

全国 2018.3.26～28

364
(NPO)清水町アイ
スホッケー協会

団体

・新年氷上まつり
・全十勝チビッコアイスホッ
ケー御影大会 ・幼年アイス
ホッケー十勝交流会
・清水町長杯争奪高校アイ
スホッケーサマー大会
・全道中学アイスホッケー
オータム大会

幼児から高校生が参加するアイスホッケー
大会を道民に知っていただき、氷上スポー
ツに興味を持っていただく。各種広報で北
海道150年事業をPR。

清水

2018.1.1

2018.1.20～21

2018.3.21

2018.8.18～19 

2018.10.13～
14

365 (株)Birth47 企業
古平町150年記念町民ス
ポーツ大会

北海道とともに150年を迎える古平町で、町
民スポーツイベントを開催。北海道150年事
業をPR。

古平
2018.1～
2018.3

366 音威子府村商工会 団体
北海道命名の地 イカダ下
り・スポーツフェスティバル

北海道命名の地とされ、碑が建立されてい
る音威子府村にて、松浦武四郎が渡ったと
されている天塩川をイカダで下る。雪上サッ
カー大会、トレイルランニング音威子府大会
も北海道150年記念大会として、広範囲に
参加者を募集。

全国
2018.3

2018.7

2018.8

367

2018電動模型航空
機世界選手権地元
受け入れ協議会

団体
2018電動模型航空機世界
選手権開催支援事業

日本で初開催となる「電動模型航空機世界
選手権」及び「北海道スカイスポーツフェア」
を通じて、北海道のスカイスポーツの伝統
や魅力などを国内外に発信。

石狩
空知

2018.7.19～29

368 上士幌町
市町
村

空から眺める150年目の北
海道・十勝の大地

子どもたちに十勝の大地を実感してもらい、
アウトドアフィールドとしての魅力を伝えるた
め、帯広市内において、熱気球の体験搭乗
を実施。

十勝
2018.7～
2018.10

369
(一財)江別市ス
ポーツ振興財団

団体
江別市健康都市宣言記念
第33回原始林クロスカント
リースキー大会

冬の健康づくりと冬季スポーツの普及・振興
のため、クロスカントリースキー大会を開催。

江別 2018.1月下旬

370
(一財)江別市ス
ポーツ振興財団

団体
第26回原始林クロスカント
リー大会

市民のスポーツ参加とスポーツの普及・振
興のため、クロスカントリー大会を開催。

江別 2018.9月上旬

371
札幌市厚別区・江
別市・北広島市

市町
村

ファミリー森林浴ウォーキン
グ

札幌市厚別区・江別市・北広島市の交流事
業として、3市にまたがる野幌森林公園の約
5キロのコースをウォーキング。ゴール地点
で交流会を行い、自然に親しみながら市民
交流を深める。

札幌
江別

北広島

2018.6月中旬
～下旬
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372 リベラ(株) 企業
2018函館マラソンプレイベ
ント in ナッチャンWorld

函館マラソン参加者を対象として、大会前日
にゲストランナーによるトークライブやクリ
ニック＆ストレッチなどのイベントを開催。

函館 2018.6.30

373

まっかり温泉スリッ
パ卓球大会実行委
員会

団体
第6回ご当地温泉卓球全国
大会兼第2回世界大会 in 

まっかり温泉

ご当地温泉ラケットを使って行う卓球大会を
開催し、他温泉地との交流を図ると同時に、
真狩村、北海道の魅力も発信。

真狩 2018.7.7

374 石狩市
市町
村

トレイルランニングガイド育
成事業

石狩市厚田区の濃昼山道を利用し、トレイ
ルランニング大会を開催。

石狩
2018.4～
20181.12

375
TOKACHI ICE 

PARKプロジェクト
団体

TOKACHI ICE PARKプロ
ジェクト

既存の空間を利用した冬の遊び場のほか、
冬季五輪出場選手の壮行や応援が可能な
リンクを街中につくる。

十勝
2018.1～
2018.2

376 札幌市
市町
村

日本スポーツマスターズ
2018札幌大会

競技志向の高いシニア世代（原則35歳以
上）を対象とした全国規模の本大会を開催。
ポスター等の掲出物に北海道150年事業の
ロゴマークを掲載し、150年事業をPR。
（主催：日本スポーツマスターズ2018札幌大会実
行委員会）

札幌市内
20競技会
場 江別
市内5競
技会場

石狩市内
2競技会

場

2018.9.14～18

377 札幌市
市町
村

YOSAKOIソーラン祭り

平成4年に誕生した市民参加型のイベントを
実施。ポスター、ガイドブック等に北海道150

年事業のロゴマークを掲載し、150年事業を
PR。
（主管：YOSAKOIソーラン祭り実行委員会）

大通公園
他

2018.6.6～10

378
(公財)北海道障が
い者スポーツ協会

団体
第56 回北海道障がい者ス
ポーツ大会

全道の障がい者アスリート約700人が集うス
ポーツ大会を岩見沢市及び美唄市で開催。
北海道150年事業の冠を付すとともに、大会
ポスター、プログラム等に北海道150ロゴ
マークを掲載し、PRチラシを配布するなど、
2週間後に開催される記念式典に向けた機
運の醸成を図る。

全道 2018.7.22

379 稚内市
市町
村

第1回日本最北端わっかな
い平和マラソン大会

日本最北端の魅力や地域の特性を活かし
たスポーツイベント（フルマラソン）を開催。
市民の健康、体力づくりの推進や交流人口
の拡大を図る。

全国 2018.9.1～2

380 増毛町観光協会 団体
旧増毛小学校公開事業｢ぞ
うきん掛け選手権｣

木造小学校としては道内最大規模とされる
旧増毛小学校において、その自慢の長い廊
下で個人の部、リレーの部にてぞうきん掛け
の速さを競う大会を開催。

増毛 2018.7.29予定

381 (株)VOREAS 企業

プロバレーボールチーム
「ヴォレアス北海道」公式ユ
ニフォーム／コートサイドバ
ナーにて北海道150年ロゴ
マーク掲載PRプロジェクト

2018年度シーズンのユニホームに北海道
150年ロゴマークを掲載。4月～8月は、イベ
ント等で着用し、9月～12月には試合で着用
する。コートサイドバナーにもロゴマークを掲
載。

道内外
2018.4～
2018.12

382

史跡ミニサッカーで
地域を元気にする
会

団体

岩見沢発室内ミニサッカー
と蹴鞠の融合で青少年育
成・健康促進と地域活性を
目指す事業

日本で初めて室内ミニサッカーが行われた
岩見沢スポーツセンターでの室内サッカー
大会や室内サッカー教室を開催。室内サッ
カー発祥の地のPRに加え、栗沢神社にゆ
かりのある蹴鞠関係資料の展示や説明会も
開催。

岩見沢
空知

2018.10～
2018.12
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383

クラーク虹の懸け
橋プロジェクト実行
委員会

団体
クラーク博士と日本野球の
虹の懸け橋プロジェクト

アメリカ・ワシントンを中心に調査、研究を行
い、「北海道開拓使が野球のルーツをつくっ
た」との新説を伝える。シンポジウム、元選
手の講演会や勉強会の開催のほか、書籍
を発行。

札幌
道内外
東京圏
大阪圏

など

2018.5～
2018.10

384

（仮称）「白鳥大橋
ハーフマラソン＆
ウォーク」実行委員
会

団体
白鳥大橋開通20周年記念
イベント 白鳥大橋ハーフマ
ラソン・ウォーク（仮称）

開通20周年を記念して、室蘭港のシンボル
白鳥大橋を活用し、「白鳥大橋ハーフマラソ
ン&ウォーク2018（仮称）」を開催。イベント周
知のチラシ等に北海道150年事業のロゴ
マークを掲載し、150年事業もPR。

室蘭 2018.10.14

385
洞爺湖ツーデー
マーチ実行委員会

団体
第31回北海道ツーデーマー
チ

洞爺湖をはじめ、有珠山や昭和新山、遠くに
羊蹄山を望む素晴らしい自然に親しみ、心と
体の健康作り、ふれあいと感動のある
ウォーキングイベントを開催。ジオパークで
ある洞爺湖、有珠山の魅力を世界に発信。

洞爺湖
近隣市町

2018.9.8～9予
定

386
北海道トライアスロ
ン実行委員会

団体 北海道トライアスロン大会

洞爺湖から羊蹄山麓を舞台としてスイム
2.0km、バイク138.1km、ラン21.9km、合計
162.0kmのタイムを競うトライアスロン大会を
開催。賞品やアワードパーティーでは、地元
特産品を提供。

壮瞥
豊浦

洞爺湖
真狩

留寿都
喜茂別
京極

2018.8.19予定

387
洞爺湖マラソン実
行委員会

団体 第44回洞爺湖マラソン2018

有珠山や昭和新山、遠くに羊蹄山を望む素
晴らしい自然環境を通して“Hokkaido”の魅
力を世界に発信し、スポーツを通じて道民と
北海道を愛する世界中の人たちとの交流を
深める。

洞爺湖
近隣市町

2018.5.20

388
（一財）北海道歴史
文化財団

団体
第１回夕焼けまらそん in 北
海道開拓の村

北海道開拓の村において、開拓時代の街並
みをめぐるマラソンイベントを開催。

札幌

2018.4.1

募集開始
2018.6.16

開催予定

389 北海道 道
サハリン州との青少年（ス
ポーツ）交流

青少年冬季スポーツ大会（サハリン開催）へ
選手団の派遣等を行う。

サハリン
道内

2018.8～
2019.2

390

第2回長ぐつアイス
ホッケーインターナ
ショナル・サマー・
フェスティバル実行
委員会

団体
第2回長ぐつアイスホッケー
インターナショナル・サ
マー・フェスティバル

地域交流・国際交流・インバウンド観光を視
野に、北海道ならではのコミュニティスポー
ツを活用し、地域を元気にする体験型のイ
ベントを開催。

釧路
2018.4～
2018.7

391 ナガセキヒロキ 個人
自転車による、世界5大陸
各々の縦断最速記録、全
制覇の挑戦

砂川市在住のエンデュランスプロサイクリス
ト、ナガセキヒロキが、本年夏のアメリカ大陸
縦断を皮切りに、世界5大陸全ての縦断最
速記録の樹立に向けた挑戦。
（昨年10月には日本縦断最速記録を更新。）
スポーツウェアに「北海道150年ロゴマーク」
を掲載し、北海道命名150年のPRも併せて
実施。

世界

2018.8

アメリカ
2018.11 

オーストラリア
2019

南米、アフリカ、
ユーラシア

392
パークゴルフクラブ
リーグ

団体 PGCLカップ

道内の民営、官営のパークゴルフ場19コー
スの年度イベントを統合し、2017シーズンの
成績上位者を招待選手とした選手権大会を
開催。ロゴマーク等により北海道150年事業
もPR。

上川
南北海道

2018.3.1～
2018.5.19
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テーマ ⑤【 スポーツ 】

2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

393
パークゴルフクラブ
リーグ

団体 パークゴルフクラブリーグ

北海道発祥で世代を問わず参加できる生涯
スポーツであるパークゴルフについて、全国
のコース施設や関連団体と連携しイベントを
開催。
また、ロゴマークを使用して、北海道150年事
業もPR。

全道
全国

2018.1～
2018.12

394

びばいカントリーラ
イド2018実行委員
会

団体 びばいカントリーライド2018

美唄市内外のサイクリング愛好家や子供を
対象として、美唄の自然や田園風景、食を
満喫するとともに、炭鉱の歴史や芸術・文化
に触れるなど、美唄市内を巡るサイクリング
イベントを開催。

美唄 2018.9.30予定

395 空知総合振興局 道
北海道150年記念 そらち
障がい者スポーツ推進事
業

北海道教育大学岩見沢校と連携し、障がい
の有無に関わらず誰でも楽しむことができる
「アダプテッド・スポーツ」等を推進する事業
を北海道150年事業として実施。

岩見沢
2018.6～
2018.10

テーマ ⑥【 科学 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

396
(国大)小樽商科大
学

大学
北の四大学ビジネスプラン
発表会

道内の専門分野の異なる四大学（小樽商科
大学・北見工業大学・帯広畜産大学・公立は
こだて未来大学）の連携・交流によるビジネ
スプラン発表会を実施。

全道
2018.5～
2018.12

397 鹿追町
市町
村

バイオマス・水素エネル
ギー学習会

バイオマス資源を活用した再生可能エネル
ギーや次世代エネルギーである水素燃料を
活用した取組などについて、未来を担う子ど
もたちが学び、再生可能エネルギーや農業
への理解を深める。

鹿追

2018.7月下旬
～
8月上旬

398 大樹町
市町
村

宇宙交流センターSORA

オープン記念イベント
（仮称）

宇宙交流センターSORAを増築し、展示物の
拡充や宇宙体験の場としての機能の強化を
図るとともに、SORAオープンにあわせて、モ
デルロケット製作教室や特別展示などを実
施。

大樹 2018.4予定

399
稚内北星学園大学
宗谷地域研究所

大学
“宗谷本線と天北線のヒス
トリー＆ストーリー”可視化
プロジェクト

宗谷本線及び天北線の路線の変遷のほか、
鉄路の展開に伴う土地利用や産業発展の
変化、人口動態などをマッピングし、変化の
きっかけとなる歴史的出来事や写真・映像な
どのデータとともに、北緯45度エリア全体の
ストーリーとして可視化。

稚内
ほか

2018.3～
2018.9

400

地方独立行政法人
北海道立総合研究
機構

団体 2018サイエンスパーク

北海道150年ウィークにおいて、科学をテー
マとするイベントのひとつとして実施。「北海
道150年ロゴマーク」をチラシ等に掲載して
PR。（道と共催）

札幌市 2018.7月下旬

401 北海道経済連合会 団体 （仮称）未来事業視察会

若者が将来に魅力を感じるきっかけづくりと
して、先進的産業（ICTを活用したスマート農
業や航空宇宙産業など）等の視察会を実施
する。

道内 2018.8予定
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2 実施事業

テーマ ⑥【 科学 】

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

402
(公社)北海道看護
協会

団体
機関誌等での北海道150年
事業PR

会の機関誌や6月に会が主催する北海道
看護学会の抄録集などにロゴマークを記載
することにより北海道150年事業をPR。

全道
2018.1～
2018.6

403
サイエンス・スパー
クス

団体
18青少年のための科学の
祭典 札幌南大会

「開拓の精神は科学の精神」のもとに、次世
代を担う青少年の育成に重要な働きをする
科学体験・実験・工作の場を提供し、理科
好きの子どもを増やし北海道の地域産業の
発展に寄与。

札幌
ほか

2018.8予定

404
(一社)建設イノベー
ション推進機構

団体

（仮称）北の大地を拓いた先
駆けの”みち”
～原始の大地に生きた先人
の足跡、”みち”を辿る

北海道における道路や鉄道などの”みち”
の歴史についての講演会を開催。
土木史的観点だけでなく、考古学など他分
野の成果を取り入れ、”みち”の成り立ち、
背景を多角的に学ぶ。

全道
2018.5～
2018.7

405
(NPO)ひがし大雪
自然ガイドセンター

団体
タウシュベツ川橋梁3Dデー
タ活用事業

タウシュベツ川橋梁について、平成29年に
実施した3D立体測量をもとに、精密な模型
を作成し、一層の周知と見学者の増加を図
る。3Dデータのアウトプット（VRやプロジェク
ションマッピンングなど）の方法を広く募り、
初の壊れゆく北海道遺産の雄姿を、様々な
形で次世代に伝える。

全道
2018.4～
2018.12

406
東北海道IoTハッカ
ソン実行委員会

団体
東北海道IoTハッカソン！
IoTで地域の課題をハックす
る！

全国、道東のIT技術者及び学生等が東北
海道に集まり、地域の歴史、特性を踏まえ
ながら、観光・産業・まちづくりなどの課題に
ついて、IoTテクノロジーを活用した解決を
目すハッカソンイベントを開催。また、イベン
トの中で、ロゴマーク等を活用して北海道命
名150年をPR。

道東

2018.4～
2018.11の間
で、2回ないし
3回開催

407 北海道 道
宇宙へのチャレンジ推進事
業

宇宙分野を目指す人材の育成や科学技術
への理解促進を図るため、高校生等を対象
としたロケット製造工場見学等の課外授業
や小中学生を対象とした宇宙をテーマとす
るイラスト募集、宇宙飛行士による講演会
等を実施する。

全道
2018.5～
2018.8



102

2 実施事業

（2）北海道みらい事業

テーマ ⑦【 産業・経済・観光 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

408 リベラ(株) 企業
函館クリスマスディナーク
ルーズ in ナッチャンWorld

北海道命名150年を契機とした、クリスマス
の新しい楽しみ方として、ツリー点灯式と花
火を船上から鑑賞する特別感と、北海道ゆ
かりのシェフ監修による地元食材を使った
ディナークルーズを実施。

函館
2018.12.24～
25予定

409 リベラ(株) 企業
北海道クラフトビールSHIP 

by ナッチャンWorld

北海道が数多くの優れたクラフトビールの
産地であることから、多くの銘柄をナッチャ
ンに搭載し、様々な港に寄港する「北海道ク
ラフトビールフェス（仮）」を開催。

函館
ほか

2018.5～
2018.6 又は
2018.8～
2018.10

410

(一財)道北地域旭
川地場産業振興セ
ンター

団体
道の駅から全国へ、北海道
の価値発信事業

松浦武四郎の故郷である三重県松阪市の
道の駅をはじめ、全国の道の駅をメインター
ゲットに、地域資源やストーリーをパッケー
ジとした価値の発信と経済交流を実施。

全国
2017.6～
2018.12

411
美幌観光和牛まつ
り実行委員会

団体 美幌観光和牛まつり

野外に焼肉炉を並べた様々なステージ
ショーのほか、露店や多彩なアトラクション
がある真夏のオホーツク最大の「食」イベン
ト「美幌観光和牛まつり」を、北海道150年記
念イベントとして実施。

美幌 2018.7.15

412 北海道新聞社 企業
バイヤーズマーケット北海
道2018

北海道で生産された様々なジャンルの商品
を道外のバイヤーなどに紹介。道内の企業
と道外のバイヤー・企業とのマッチングの機
会をつくるほか、一般公開し、道民に道産
品の魅力を紹介する。

札幌 2018.7.19～22

413

（有）ビューティ・
ネットワーク 足の
休憩室

企業 有珠バカンス村プロジェクト
有珠の素晴らしさを広める活動（有珠善光
寺マスコットZENちゃん、有珠MAP、有珠
WEB等）を通じた北海道150年のPRを実施。

伊達
2017.8～
2018.10

414 (株)フレンセル 企業 UNGA↑（プラス）

北海道開拓を語る上で欠かせない「北前
船」をシンボルに、小樽に果たした役割、現
代に遺したモノ、引き継がれているコトなど
を商品やPOPを通して北海道150年とあわ
せて発信。

全国 2017.4～

415 (株)阪急交通社 企業
北海道方面への旅行商品
販売事業

2018年の北海道方面への旅行商品販売に
あたり、北海道150年を幅広く告知し、道外
からの旅行者数の増加を図る。

全国
2017.8～
2018.12

416

芝ざくら植栽60年
記念事業実行委員
会

団体
芝ざくら植栽60年記念プロ
ジェクト及び植栽60年記念
事業

1959年に滝上町の芝ざくら植栽が本格化し
てから60年を迎える。道内外の芝ざくら観光
地や近隣の花観光地と連携し、歴史を振り
返り、未来に向けた記念事業と各種PR事業
を展開。60年記念イベントは「童話村たきの
うえ芝ざくらまつり」とあわせて開催。

全国
2017.7～
2018.6

417 津別町
市町
村

第4回 全国木のまちサミッ
ト2018 in つべつ

全国の市町村等関係者が一堂に会し、木
材利用の促進と国産材自給率の向上を目
指す「全国木のまちサミット」を開催。北海道
150年を契機として、津別町の林業・林産業、
木材利用の事例を全国に発信する。

全国
2018.10.11～
12

418
(株)北海道観光物
産興社

企業
北海道150年記念土産製造
事業

道内企業との連携による記念土産品の製
造・普及により、国内外へ北海道150年を発
信する。

全道
2018.1～
2018.12販売

419 酪農学園大学 大学 酪農公開講座開催事業
北海道の酪農の歴史を振り返るとともに、
スマート農業に関する最新情報を講演会方
式で発表する。

札幌
2018.4～
2019.2
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テーマ ⑦【 産業・経済・観光 】

2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

420

JRA日本中央競馬
会
日高育成牧場

企業
日高育成牧場 場内見学ツ
アー

通常非公開としている日高育成牧場内を紹
介し、馬に対する関心・興味を高める。

浦河
2018.7～
2018.10

421
しかべ海と温泉のま
つり実行委員会

団体
第37回しかべ海と温泉のま
つり

鹿部町の豊かな自然環境と観光資源を活
用した町最大のイベントにおいて、北海道
150年事業をPR。

鹿部 2018.8.18

422
北海道ヒーローサ
ミット実行委員会

団体
第3回北海道ヒーローサミッ
ト

ご当地ヒーローが共演するショーをメインに、
ヒーローの地元特産品のPRや、ヒーローに
ちなんだグルメの提供などを行うイベントに
おいて、北海道150年事業をPR。

旭川 2018.1.28

423
花火 in KAGURA 実
行委員会

団体
“音と光のファンタジー”花
火 in KAGURA 30

旭川南商工会青年部が始めた「子ども花火
大会」がきっかけとなり、平成元年に「花火
in KAGURA」として産声を上げたイベントの
第30回記念大会を実施し、北海道150年事
業をPR。

旭川 2018.8.13～14

424
北海道地域クラウド
交流会実行委員会

団体 地域クラウド交流会

起業家同士の情報交換、人的ネットワーク
形成、起業家としての資質向上を支援する
とともに、起業応援を通じて地域を活性化す
ることを目的として開催する「地域クラウド交
流会」で、北海道150年事業をPR。

全道
2018.4～
2018.12

425
支笏湖まつり実行
委員会

団体
2018（第40回）千歳・支笏湖
氷濤まつり

千歳市を代表するイベントの「氷濤まつり」
40周年にあたり、支笏湖発展の礎となった
山線（鉄橋）の歴史を紹介するパネルや機
関車模型などを展示し、山線の歴史的役割
や先人たちの努力など有形・無形の価値を
来場者に広く伝える。

千歳・
支笏湖

氷濤まつり
2018.1.26～
2018.2.18 

40回記念行事
支笏湖-青の
祭

2018.2.21～
2018.2.25

426
北海道商店街振興
組合連合会

団体
北海道商店街振興組合連
合会創立50周年記念・北海
道150年記念「大感謝祭」

感謝祭期間中、会員商店街の各事業所で、
お薦め商品等にカードを添えて販売し、サイ
ト又はハガキによる応募・抽選で、道内179

市町村の特産品等をプレゼント。

全道
（27市） 2018.7.14～18

427
北海道凧あげ大会
実行委員会

団体
第26回北海道凧あげ大会・
第45回苫前町凧あげ大会

風の強い苫前町の風土を利用し、北国の冬
の暮らしに活気と楽しさを与える「凧あげ大
会」を実施。苫前町で一番歴史のあるイベ
ントで、北海道150年事業をPR。

全道 2018.2.25

428
緑ヶ丘公園さくらま
つり実行委員会

団体 緑ヶ丘公園さくらまつり

留萌管内一の桜の名所である緑ヶ丘公園
の桜を通じて、「観光地ふるさと苫前」のPR

を行い、観光客の誘致を図るとともに、北海
道150年事業をPR。

全道 2018.5.13予定

429
北海道風車まつり
実行委員会

団体 北海道風車まつり

苫前町の42基の風車を活かした参加型の
イベントとして、町内外の誰もが楽しめる機
会を提供し、特産品等とともに、北海道150

年事業をPR。

全道 2018.7.22

430
石狩川フェスティバ
ル実行委員会

団体
第28回石狩川フェスティバ
ル 水祭

石狩川を利用した釣り体験や特設ステージ
で披露される和太鼓・YOSAKOIなどを通じ
て、北海道の自然と伝統に触れてもらうイベ
ントを開催。

旭川 2018.7.8予定
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431
ジーユークリエイ
ティブ

企業
JAPAN EXPO THAILAND 

2018

日本の文化・芸術・食・観光の発信を目的と
して開催するアジア最大のエキスポをバン
コクで開催。世界中から多くの人々が集ま
る機会を活用して、北海道命名150年を発
信。

タイ 2018.1.26～28

432

North Bridge from 

Hokkaido！
（太田 奈那）

個人
North Bridge from Hokkaido

！

国際都市ロンドンにて、英国最大の日本イ
ベント“Hyper Japan Festival”に出展し、北
海道の魅力を発信。また、SNSでも、北海道
の旬な観光情報、物産、アイヌ文化等を発
信。

イギリス
2018.1～
2018.12

433 ホテルエミシア札幌 企業
ホテルエミシア札幌×北海
道開拓の村 特別ウェディ
ングプラン

北海道の古き良き文化に触れることのでき
る北海道開拓の村において、新郎新婦と参
列者が歴史を振り返り、未来を作っていけ
るようなウェディングを提案。

札幌
ほか

2018.1～
受付開始

434

第43回層雲峡温泉
氷瀑まつり実行委
員会

団体
第43回層雲峡温泉氷瀑ま
つり

冬季の北海道の一大イベントとして国内外
の観光客に親しまれている「層雲峡氷瀑ま
つり」において、北海道150年をテーマとして、
北海道を代表する建造物をイメージした氷
像を制作するとともに、北海道150年にちな
んだ取組を実施。

上川・
層雲峡

2018.1.25～
3.18

435 (株)読売旅行 企業
北海道方面への旅行商品
販売

2018年北海道方面への旅行商品造成に当
たり、北海道150年事業をPRし、北海道へ
の旅行者集客増につなげる。

全国
2018.1～
2018.12

436 (株)マイナビ 企業 未来ビュー in 北海道

マイナビ進学サイト内に北海道みらい事業
ページを設け、これまでの歴史とこれからの
150年を北海道における学びと企業や産業
から見ることができるようにする。体験イベ
ントも実施予定。

全道
2018.3～
2018.12

437
湧別町・湧別町観
光協会

市町
村

赤れんが庁舎前庭チュー
リップ植栽事業及び「2018

かみゆうべつチューリップ
フェア」

湧別町の町花で観光資源であるチューリッ
プの赤れんが庁舎前庭花壇への植栽、「か
みゆうべつチューリップフェア」のPRイベント
や園内の花壇、ポスターなどにより、北海道
150年事業をPR。

札幌
ｵﾎｰﾂｸ

2018.4～
2018.6

438 RODE 団体
ハッピークリスマス～ねむろ
の森から夢の光～

巨大クリスマスツリー展示、トナカイソリ運
行・観覧、北海道150年記念“夢・みらい花
火”、子ども向けアトラクションなどの企画に
よるイベントを実施。

根室 2018.12.23

439

天塩川 de 水切り
北海道大会実行委
員会

団体
天塩川 de 水切り北海道大
会 親水フォーラム

地域の歴史と文化の発展に大きく関わって
きた天塩川の恩恵に感謝し、天塩川に親し
むことを目的に、誰でも参加できる水切りイ
ベントを開催。また、国内先進地2町を迎え、
親水フォーラムを開催。

中川
ほか

2018.7.7～8

440
北海道商工会議所
連合会

団体
北海道まるごとフェア in サ
ンシャインシティ

北海道150年を記念し、北海道の観光・文化
の発信を目的に、東京・池袋にて、PRイベ
ントと物産展を開催。

東京 2018.10月頃

441
北海道鉄道遺産
ネットワーク

団体
全道トロッコ・スタンプラリー
「北海道の魅力をトロッコで
走ろう」

北海道150年を記念して、スタンプカード式
ガイドブックで、道内14か所のトロッコを乗り
継いで巡るイベントを開催。

全道
2018.4～
2019.10
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442 ニセコ町
市町
村

ニセコ星空活用プロジェクト

夏の夜のスキー場エリアから仰ぐ星空が、
光の影響も少なく天の川までくっきりと見え
ることから、この地域資源を磨き上げ、夏場
の観光コンテンツとして活用。

ニセコ
2018.4～
2018.10

443
日本クルーズ客船
(株)

企業 客船ぱしふぃっくびいなす

客船ぱしふぃっくびいなすが2018年に就航
20周年を迎えることを契機に、北海道150年
事業と連携した募集企画型旅行として、日
本各地の港から北海道開拓の礎となった小
樽港など北海道の港へのクルーズを実施。

小樽
利尻
礼文
函館
釧路

2018.4～
2018.10

444 郵船クルーズ(株) 企業 飛鳥Ⅱ 北海道クルーズ

150年を経てなお魅了される北の大地を日
本船籍最大の飛鳥Ⅱでめぐり、歴史の息づ
く港町とありのままの自然美を求めたク
ルーズを企画・実施。

全国
2018.7～
2018.9

445

(一社)七飯大沼国
際観光コンベンショ
ン協会

団体 第109回大沼湖水まつり

函館開港とともに保養地として親しまれた
七飯町大沼で一世紀以上開催されている
「大沼湖水まつり」において、北海道150年
をPR。先人から受け継いだ財産を次の世代
につなげる。

七飯 2018.7.28～29

446

(一社)七飯大沼国
際観光コンベンショ
ン協会

団体
第52回大沼函館雪と氷の祭
典

道南の冬の一大イベントである大沼函館雪
と氷の祭典において、雪像群や氷像などの
展示や、地元特産品の展示販売を開催す
るとともに、北海道150年をPR。

七飯 2018.2.3～4

447
七飯町商工会納涼
祭実行委員会

団体 ななえあかまつ街道納涼祭
地域振興と地域コミュニティの活性化を図り、
子どもからお年寄りまで楽しめるイベントを
開催。北海道150年をPR。

七飯 2018.7

448

フロンティアカレッ
ジ14期生卒業記念
事業

個人
フロンティアカレッジ14期生
卒業記念事業

2018年2月10日（土）にさっぽろ雪まつり会
場にて、北海道150年の印刷された光るＬＥ
Ｄの風船を3,000個～5,000個無料配布して、
雪まつり会場に光の渦を作る。

札幌 2018.2.10

449 帯広信用金庫 団体
（仮称）十勝百景を巡るツ
アー＜海外インバウンド版
＞

十勝の残しておきたい、訪れて見て欲しい
景勝地を巡り、十勝ならではのアクティビ
ティを体験し、北海道の魅力を存分に感じ
てもらい、世界に広めてもらうためのツアー
を実施。

十勝 2018.2

450
北海道商工会女性
部連合会

団体
北海道商工会女性部連合
会結成50周年記念事業

当連合会は平成30年度に結成50周年を迎
えることから、全道152商工会女性部の代
表者が一堂に会し記念式典並びに記念講
演を北海道150年の冠事業として実施し、記
念誌及び記念事業のパンフレット等にロゴ
マークを掲載。

札幌市 2018.11.28

451 北海道林業協会 団体
北海道森林組合連合会事
務所建替え

事務所建物を「道産木材のショ－ル－ム」と
する。
・「燃えしろ設計」による準耐火建築
・一部CLT使用
・外壁は高耐久性木材を使用
・木造2階建て 建築面積443㎡

現敷地内
（札幌市
中央区北
2条西19

丁目）

2017実施設計
2018.4月着工
同12月竣工
予定

452 札幌市
市町
村

さっぽろ雪まつり

さっぽろ雪まつりのポスター、ガイドブック等
に北海道150年事業のロゴマークを掲載し、
150年事業をPR。
（主管：さっぽろ雪まつり実行委員会）

大通公園
つどーむ
すすきの

2018.2.1～12
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453 札幌市
市町
村

さっぽろライラックまつり

札幌の木ライラックの花が咲き揃う季節に、
文化の香り高い行事を開催するほか、食の
魅力を通じて賑わいを創出。ポスター、リー
フレット等に北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。
（主管：さっぽろライラックまつり実行委員会）

大通公園
川下公園

2018.5月中旬
～下旬

454 札幌市
市町
村

さっぽろ夏まつり

夏の札幌の観光振興と、市民の健全なレク
リエーションを目的に実施。ポスター、ガイド
ブック等に北海道150年事業のロゴマークを
掲載し、150年事業をPR。

大通公園
狸小路商

店街
すすきの

2018.7月下旬
～8月中旬

455 札幌市
市町
村

さっぽろホワイトイルミネー
ション

さっぽろホワイトイルミネーションのポスター、
リーフレット等に北海道150年事業のロゴ
マークを掲載し、150年事業をPR。
（主管：さっぽろホワイトイルミネーション実行委
員会）

大通公園
他

2018.11月下
旬～
2019.3月中旬

456 札幌市
市町
村

ミュンヘン・クリスマス市in 

Sapporo

札幌の姉妹都市ミュンヘンを擁するドイツの
伝統的な年中行事の一つであるクリスマス
市を実施し、にぎわいと魅力のあふれる都
心空間を創出。ポスター、ガイドブック等に
北海道150年事業のロゴマークを掲載し、
150年事業をPR。
（主管：札幌市国際観光誘致事業実行委員会）

大通公園
2018.11月下
旬～
12月下旬

457 札幌市
市町
村

定山渓雪三舞

「雪遊びと寒中食の魅力」をテーマに定山
渓の自然の中で冬を楽しむイベントを実施。
ポスター、チラシ等に北海道150年事業のロ
ゴマークを掲載し、150年事業をPR。
（主催：一般社団法人定山渓観光協会）

南区八剣
山果樹園

2018.1.12～15

2018.1.20～21

458 札幌市
市町
村

定山渓雪灯路

神社を舞台に雪で作った無数の灯篭で、冬
の温泉街を彩るイベントを実施。ポスター、
チラシ等に北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。
（主催：一般社団法人定山渓観光協会）

南区
定山渓

神社境内

2018.1.31～
2018.2.4

459 札幌市
市町
村

Jozankei Nature Luminarie

定山渓二見公園から二見吊橋までをライト
アップする自然共創イルミネーションイベン
トを実施。ポスター、チラシ等に北海道150

年事業のロゴマークを掲載し、150年事業を
PR。
（主催：一般社団法人定山渓観光協会）

南区定山
渓二見公
園～二見

吊橋

2018.6.1～
2018.10.20 頃

460 札幌市
市町
村

定山渓かっぽんラリー

定山渓のあちこちに隠された問題やキー
ワード探し歩く周遊ゲームイベントを実施。
ポスター、チラシ等に北海道150年事業のロ
ゴマークを掲載し、150年事業をPR。
（主催：一般社団法人定山渓観光協会）

南区
定山渓
エリア

2018.7.1～
2018.8.3 1頃

461 札幌市
市町
村

紅葉かっぱバス

定山渓の絶景紅葉ポイントをボランティアガ
イドが案内する観光バスを運行。ポスター、
チラシ等に北海道150年事業のロゴマーク
を掲載し、150年事業をPR。
（主催：一般社団法人定山渓観光協会）

南区
定山渓～
八剣山
エリア

2018.10.1～
2018.10.20 頃

462 北海道労働局 国
北海道へのU・ Iターンの促
進事業

高度技術者等の人材を求める道内企業と、
道内へのU・Iターンを希望する求職者との
マッチングを北海道と協力して行う「U・Iター
ンフェア」において、ポスター、パンフレット
等でのロゴマークの掲載を実施。

東京都内
（予定）

2018.9 （予定）
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463 北海道労働局 国
新規学校卒業者等に対する
就職支援事業

道内企業と新規高卒者とのマッチング等を
北海道、（総合）振興局等と協力して行う
「高卒者地元就職面接会」において、ポス
ター、パンフレット等にロゴマークを掲載。

札幌市
道内10

地域
（予定）

2018.10 ～
2018.11  （予
定）

464 紋別市
市町
村

ガリヤ地区オープン20周年
記念事業（仮）

氷海展望塔やガリンコ号Ⅱといった海洋レ
ジャーゾーンである紋別港内ガリヤ地区が
平成30年で20周年を迎えることから、日本
の「海」を広く知ってもらうことなどを目的とし、
記念事業を実施する。

紋別 2018.8.24～27

465
北海道漁協女性部
連絡協議会

団体
全道漁協お魚殖やす植樹
運動「北海道150年記念植
樹」

道内漁協女性部が全道各地で実施してい
る植樹活動について、平成30年度に当別町
道民の森内「水源の森」で開催する植樹を
「全道漁協お魚殖やす植樹運動・北海道
150年記念特別植樹」として開催。

当別 2018.6月上旬

466
国土交通省北海道
開発局

国 公共施設見学ツアー

インフラツーリズムの一環として行っている
「公共施設見学ツアー」において、北海道
150年を契機として、対象施設の役割や歴
史的背景を参加者に詳細に説明するほか、
ツアー実施会社に対して北海道150年ロゴ
マークを使ったPRを促すとともに、ツアー紹
介ホームページや施設説明資料に北海道
150年ロゴマークを掲載。

全道
2018.4～
2018.11

467 稚内信用金庫 企業 しんきんフェスタ

本店ビル施設見学や地域医療連携として
の「医療セミナー」の開催、地元団体との連
携による地域貢献など、地域の「未来」を志
向し、新しい「価値」の創造を支援。

稚内
2018.7～
2018.10

468
匠まつり実行委員
会

団体 匠まつり

木育をテーマに、子どもたちにものづくりの
楽しみを感じてもらうために匠まつりを開催。
子どもたちに木と触れ合ってもらうなど、全
体が木と関わる事業として実施し、北海道
の次の50年を担う人材育成につなげる。

栗山 2018.8.4

469 オビヒロホコテン 団体 オビヒロホコテン

毎年6月～9月毎週日曜日に、ボランティア
によるまちなかのにぎわい創出や、とかち
のＰＲを行うイベントを北海道150年記念とし
て実施。

帯広
2018.6～
2018.9

470
HOKKAIDO FES 

（仮称）
団体

HOKKAIDO FES 

（仮称）

北海道の未来に繋がるイベントHOKKAIDO 

FESを開催。ファッション、ビューティー、お
笑い、アニメ、音楽他エンターテインメント界
のトップランナーが集結し、イベントへの参
加・体験を通じて若者達が夢を抱くきっかけ
を作る。また、全道の食を紹介するフードエ
リアも展開。

札幌

第1候補
2018.4.28～

30

第2候補
2018.6.29～

2018.7.1

471
北海道150年物語
実行委員会

団体
北海道150年記念 北海道
応援団フォーラム2018

150年前の進取・開拓の精神を取り戻すきっ
かけとするため、北海道版ダボス会議を開
催する。全国から北海道にゆかりのある産
学官のリーダーを集めてネットワークを作り、
これからの北海道の役に立つ情報とアドバ
イス・マッチングを応援してもらう。
また今後、毎年1回のフォーラム開催につな
げ、北海道の諸課題の解決、改善策を論じ
ていく。

道内 2018.8
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472
F&I総合プランニン
グ(株)

企業

地域連携型クラウド情報発
信サイト
「リーベンプレミアム・北海
道」

北海道命名150年を記念し、より北海道の
魅力を国内外に積極的に発信していくため、
地域連携型クラウド情報発信サイト「リーベ
ンプレミアム・北海道」を制作。その中で、道
内自治体と観光協会及び商工会議所の各
HPをリンクさせ、容易にアクセス出来るよう
にするとともに、独自コンテンツを充実させ
ることで、アクセス数を増加させる。

道内
2018.4アップ
ロード予定

473 シャディ(株) 企業
北海道の地場産品をカタロ
グ・WEBで販売

北海道の地場商品を集めた紙面展開を行
い、北海道の地場産品を販売・PRするとと
もに北海道の魅力をアピール。なお、紙面
には、北海道150年ロゴマークを配置し、PR

を図るとともに、北海道全体を応援する。

全国
2018.1～
2018.12

474 リベラ(株) 企業
函館港花火大会と函館夕景
クルーズ in ナッチャンWorld 

ナッチャンWorldに乗船して函館夕景クルー
ズを楽しんだ後は、函館港花火大会を船上
からゆったり観賞する特別感を創出。日本
人のほか、FIT（海外個人旅行）で来るイン
バウンドのお客様を対象に新しい価値を提
供。

函館 2018.7.15

475 リベラ(株) 企業
函館港花火大会ディナーク
ルーズ in ナッチャンWorld 

函館港花火大会を船上から観賞する特別
感と、北海道ゆかりの有名シェフによる地産
地消の食材を使った特別なディナークルー
ズを仕立てることにより、函館市民を中心と
した道民の方々、日本全国のお客様を対象
に新しい価値を提供。

函館 2018.7.15

476 リベラ(株) 企業
第63回道新花火大会と函館
夕景クルーズ in ナッチャン
World 

ナッチャンWorldに乗船して函館夕景クルー
ズを楽しんだ後は、第63回道新花火大会を
船上からゆったり観賞する特別感を創出。
日本人のほか、FIT（海外個人旅行）で来る
インバウンドのお客様を対象に新しい価値
を提供。

函館 2018.8.1

477 リベラ(株) 企業
第63回道新花火大会ディ
ナークルーズ in ナッチャン
World 

第63回道新花火大会を船上から観賞する
特別感と、北海道ゆかりの有名シェフによる
地産地消の食材を使った特別なディナーク
ルーズを仕立てることにより、函館市民を中
心とした道民の方々、日本全国のお客様を
対象に新しい価値を提供。

函館 2018.8.1

478

「北海道の生産者
を応援する」実行委
員会

団体
「北海道の生産者を応援す
る」実行委員会

百貨店内装飾やイベントにおいて、北海道
の花や木などの自然素材を積極的に用い、
素材について産地を表示したフォトスポット
を設置。また、SNS等を通じた情報発信を意
識したしかけを行い、北海道の自然素材の
良さ、花や木などの豊かな自然の魅力を伝
える。

札幌
2018.4～
2018.12

479
(一社)北海道中小
企業家同友会

団体
第35回全道経営者“共育”
研究集会 in とかち（略称：と
かち道研）

設立以来、北海道と共に歩んできた北海道
中小企業家同友会の最大規模の集会であ
り学びの集大成である全道経営者”教育”
研究集会を北海道150年記念大会として開
催。郷土愛や未来への挑戦心を持った経営
者の実践から多いに学び、北海道151年目
の新たな一歩を踏み出すとともに2019年の
同友会の50周年に向けた契機とする。

全道
2018.10.19～
20
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480
日本経済新聞社札
幌支社

企業
「北海道150年」をテーマに
した新聞紙面企画やセミ
ナー

「北海道150年」をテーマにした新聞紙面企
画やセミナー・イベントなどを実施。北海道
の経済産業150年を振り返る解説文やセミ
ナー実施内容の採録を新聞紙面に特集とし
て掲載。紙面では広告面なども活用し、企
業・団体の広告も掲載。

道内
または
全国

2018年夏～秋

481

日本自動販売協会
（略称：JAMA）北
海道支部

団体
北海道で頑張っている自販
機プロジェクト

全道に設置している自販機を通じ、広く道民
へ「北海道150みらい事業」のPRを実施し、
事業の活性化を図る

全道
2018.3～
2018.12

482

シーダースコミュニ
ケーションズ 株式
会社

企業
北海道内全観光地のDB化
と海外発信

北海道内の全観光地の緯度経度を登録し
て、旅行者のスマートフォンに、近い順に表
示するデータベースを作成し公開。また、外
国人観光客にも楽しんでもらえるよう、これ
らを多言語化し提供。

全道
2018.4～
2018.12

483
社会福祉法人北海
道社会福祉協議会

団体
道内福祉人材の確保と定
着を考えるセミナー

効率的な採用活動や働きやすい職場づく
り・キャリアパスの導入など、人材の確保と
定着のための方策の事例を交えて考え、将
来にわたり安心して暮らせる北海道づくりに
資する。
（対象:道内福祉事業者定員:150 名）

札幌 2018.8

484
(福)北海道社会福
祉協議会

団体
北海道における外国人介護
人材の活用セミナー

介護に携わる外国人受入れ制度について
学ぶセミナーを開催。
（対象:道内福祉事業者定員:150 名）

札幌 2018.7

485
札幌コンベンション
センター

団体
札幌コンベンションセンター
開館15周年記念事業

2018年に、札幌コンベンションセンター開館
15周年を迎える。年間を通して周年記念イ
ベント等を企画し、市民参加・市民活動の場
の提供と多様な情報を発信。さらに、国際会
議などの会議主催者とタイアップとして、世
界へ向けて札幌・北海道を発信し、シティプ
ロモーションも行う。記念事業期間中、常設
の北海道150年事業PRコーナーを設置予定。

札幌
2018.4～
2018.12

486
象印マホービン
(株)札幌支店

企業
象印マホービン製品を取り
扱う取引先での｢北海道150

年｣のPR

象印マホービン製品を取り扱う取引先で、北
海道150年ロゴマークを用いたPRを行う。

全道 2018.4～

487

「2018わっかない
氷雪の広場」実行
委員会

団体
「2018わっかない氷雪の広
場」

厳しい冬の稚内において雪と氷を使った体
験型イベントを開催。
北海道150年マークを使ってPRを実施。

稚内 2018.2.10～11

488 小平町教育委員会
市町
村

おびらふるさと塾

地域の魅力に気づく機会を提供し、地域に
対する愛着と誇りを育み、地域資源の活用
を考える北海道150年のマイルストーンにふ
さわしい学びの場とする。

小平
2018.4～
2018.12

489
江差観光コンベン
ション協会

団体 江差かもめ島まつり

檜山道立自然公園「かもめ島」で開催される
かもめ島まつり。江差の三大まつりとして位
置づけられ、江差の夏の幕開けを飾るイベ
ントとして、管内はもとより道南エリア全域、
北海道内からの集客を図る。

江差 2018.7

490
姥神大神宮祭典協
賛実行委員会

団体 江差・姥神大神宮渡御祭

約370有余年の歴史があると言われ北海道
最古のお祭りである姥神大神宮渡御祭。現
在でも大人から子どもへその伝統・文化が
継承され根強く地域に残っている。道内外
からの集客を図る。

江差 2018.8.9～11
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491

北翔大学北方圏学
術情報センター
プロジェクトA

団体
北海道における産学官連携
による人財育成の可能性

北海道におけるキャリア教育及びその支援
に関する不足や地域格差の問題を検討し、
北海道経済の未来を開く人材を育成する取
組として、産学官連携による人材育成の可
能性についてのシンポジウムを開催する。

江別
ほか

2018.2.24

492 松前観光協会 団体 松前さくらまつり

昭和22年の第1回以来、多くの町民に親しま
れてきた日本有数の桜の里松前町のさくら
まつり。町民あげての一大イベントで、町内
外からたくさんの観光客が訪れる。今年は、
北海道150年の年であると同時に、本まつり
が70周年を迎えた記念すべき年であり、ま
つりを通じて、歴史ある松前の桜を未来に
引き継いでいく。

松前
2018.4.28～
2018.5.13

493
（一社）はこだて地
方創生研究会

団体
はこだて学生政策アイデア
コンテスト

｢未来を担う若者たちの人財育成｣、｢地域一
帯となった地域活性化やまちづくりの実践｣
を目的として、学生による政策アイデアコン
テストを開催。（少子高齢化や若年層の流出
による産業全体の活力の低下等の北海道
の厳しい現状を打破し、これまでにない斬新
な発想による政策によって持続可能なまち
づくりを目指す。）

函館
道南ｴﾘｱ

2018.10～
2018.11

494 札幌市
市町
村

新さっぽろ冬まつり2018

新さっぽろ駅周辺地区の冬場のにぎわい作
りと、親子連れ家族に対する冬の楽しみの
提供するイベントを開催。「北海道150年」を
事業名に冠して実施する。
（新さっぽろ冬まつり2018実行委員会が主催）

札幌 2018.1.27～28

495

オホーツクウッドク
ラフトフェスティバ
ル実行委員会

団体
オホーツクウッドクラフトフェ
スティバル

オホーツク地域の木工業者の技術進歩、情
報交換の場とするとともに、展示販売、各種
イベント等を通じて、広く木育・食育を推進し、
森林産業の振興を図る。

オホーツ
ク

2018.2.3～4

496 株式会社 菊水 企業
北海道150年ロゴマーク入り
商品の販売及び販促媒体
物での掲示

北海道150年ロゴマークを当社商品に貼付し
て、北海道150年事業をPR。
北海道150年記念限定商品も検討。
販促媒体物（ポスター、POP、等）に北海道
150年ロゴマークを掲示して、催事、物販イ
ベント等で訴求。

北海道
本州

2018.4～
2018.12

497
国土交通省北海道
開発局

国
「かわたび北海道」プロジェ
クト

北海道らしい地域づくり、地域の観光に貢献
する取組、通称「かわたび北海道」プロジェ
クトを推進。河川空間の魅力を向上させ、関
係団体と連携し、積極的に情報を発信する。
プロジェクトを紹介するホームページやポス
ターなどに北海道150年ロゴマークを掲載し、
北海道150年事業をPR。
（河川を管理する北海道開発局及び北海道
が連携して取組を推進する。）

全道 2018.1～

498
シアターネットかん
げき

団体
オリジナルミュージカル「ザ・
デイサービス・ショウ2018」

少子高齢化が進む日本において避けては
通れない「介護」をテーマにしたオリジナル
ミュージカルを上演。 人口流出といった地方
の実情や課題についても分かりやすく提起
し、地域住民の理解を深める。
ポスターやチラシに北海道150年ロゴマーク
を使用し、北海道150年事業のPRも実施。

鷹栖
中標津
池田

2018.4.1

～.5.13
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499 (株)Will Be 企業
女性のためのレンタルサロ
ン ippo札幌（いっぽさっぽ
ろ）の運営

小規模での創業が多い女性の起業を支援
することを目的として、中央区南2東1で時間
貸サロンを運営し、女性の起業を支援。北
海道150年事業もあわせてPR。

札幌
2018.1～
2018.12

500 (株)ソーゴー 企業 ご当地グッズ販売事業
自社の商圏内の自治体・観光協会などに働
きかけ、北海道命名150年に関連したご当
地グッズ新商品の企画、提案、販売を行う。

枝幸
雄武
興部

西興部
滝上
湧別

佐呂間
常呂

2018.4～
2018.12

501
道南うみ街信用金
庫

企業
子育て応援定期積金”みら
い”

北海道命名150年を祝うとともに、地域金融
機関として営業ｴﾘｱの「子育て家庭」を応援
するため、ｽｰﾊﾟｰ定期積金(3年～5年)の店
頭表示ﾚｰﾄに0.1ﾎﾟｲﾝﾄ上乗せした商品を企
画・発売する。契約額を1世帯300万円以内
として総額10億円を目標とする。

渡島
檜山

2018.4～
2018.12

502 北海道 道 日中経済協力会議開催

道内企業の中国市場への参入促進や輸出
拡大に向け、ビジネスチャンスの創出や海
外展開の機運醸成を図るため、日中の政府
機関、経済団体、企業などが集うハイレベ
ル会合を誘致する。

札幌 2018.8

503 森観光協会 団体 森町桜まつり

森町の一大観光事業である桜まつりの事業
展開を図り、森町の100年桜の歴史や地域
経済の発展と道民との様々な交流を広げる。

森
2018.4.28～
2018.5.13

504

松浦武四郎の十勝
越えを歩く会2018

実行委員会
団体

松浦武四郎の十勝越えを
歩く会

松浦武四郎が十勝越えをして160年、北海
道命名150年を記念し、これまで行ってきた
十勝越えのスノーシューツアーを拡大して、
旭川市～新得町の武四郎が通ったルートを
歩き、検証する。

旭川
美瑛

上富良野

富良野
南富良野

新得

2018.3.17～
2018.4.8の毎
週土曜日（最
終回のみ土、
日曜日）

505

Salon de Fleur 

Shihori～サロンド
フルールしほり

個人
HOKKAIDOハーバリウム開
発プロジェクト

ラベンダーやハーブなど、北海道産の花や
植物を使用し、オリジナルのハーバリウムを
製作、販売する。北海道ブランドとしての確
立とともに、北海道の魅力をアピールしなが
ら、観光客、道内、全国で販売を行う。製品
には北海道150年ロゴマークを貼り付けし、
併せてPRする。

全国
2018.3～
2018.12

506 (株)コーセイ 企業 北海道雑貨

北海道の伝統に培われた匠の技や作家様
の個性に溢れた魅力的作品、更に現代の
様々なライフスタイルに合わせた作品など、
北海道発の魅力的な「北海道雑貨」を生産
しWebを通じて、販売・PRを行う。北海道命
名150年の節目の年に、食や観光以外の新
たなカテゴリとして「北海道雑貨」の普及を
目指す。

全国
海外

2018.4～
2018.12
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507
JICA北海道国際セ
ンター

団体

シンポジウム「地方創生
×SDGs」～地方創生に
SDGsをどう活用するか？
～

ニセコ町、下川町の地域づくり、SDGsへの
対応状況、(株)アレフのSDGs対応状況など
をシンポジウムの中で発表してもらい、今後
の北海道における地方創生を考えるうえで、
SDGSの活用方法を明らかにする。
また、チラシ等に北海道150年ロゴマークを
掲示し、北海道命名150年のＰＲも併せて行
う。

札幌 2018.2.22

508
（一社）北海道イベ
ンツ

団体
UCIグランフォンド・ニセコク
ラシック

サマーシーズンプロモーションの一環として
サイクルツーリズムを推進。
市民参加型自転車ロードレースを開催する
ことで国内外より参加者を集める。
北海道命名150年の記念すべき年に、北海
道の魅力をより一層世界に発信していく。

倶知安
共和
蘭越

ニセコ

2018.4～
2018.9

509
（一社）北海道広告
業協会

団体
（一社）北海道広告業協会
PR広告コンテスト

道内の広告代理店36社及びテレビ局・新聞
社などの媒体社計80社で構成され広告を通
じて北海道を盛り上げることを目的とする団
体である当団体が毎年開催する広告コンテ
スト。
北海道命名150年の今年は『求む！君の情
熱、北海道。』をテーマとして作品を募集す
る。

全道
2018.6～
2018.11

510 合同会社HR 企業
楽天ネットショップ 「北方
（きた）のカムイ」

札幌市南区を中心とした北海道の特産品
（食品、美術品、アイヌ工芸品等）を日本有
数のネットショップ「楽天」で販売し、北海道
の素晴らしい商品の掘り起こし、地域活性
化を図るとともに、北海道命名150年の記念
すべき年に、北海道の魅力を国内外に発信
する。

国内
海外

2018.4～

511

ＨＦＣプレステージ
ジャパン合同会社
ウエラプロフェッ
ショナル

団体
美容室でキレイになってイ
ベントに出かけよう

北海道命名150年目の今年は道内各地で、
多くの関連イベントが開催される。道民の皆
様に、道内の美容室で使用されている、弊
社商品の業務用ヘアカラー剤「イルミナカ
ラー」で髪色をキレイにしていただき、積極
的にイベント出かけていただくキャンペーン
を実施。PRに際しては、北海道150年ロゴ
マークを活用し、150年事業全体をPR。

全道
2018.4～
2018.12

512 歌志内市
市町
村

歌志内市市制施行60年記
念事業

平成30年7月に市制施行60年を迎えること
から、記念事業として記念式典やラジオ公
開番組を収録。また、各種既存事業には60

年記念事業という付加価値を加えながら実
施。

歌志内
2018.4～
2018.12

513 北広島市観光協会 団体
第6回北の酒まつりinきたひ
ろしま

「北海道寒地稲作発祥の地」の偉業を讃え
て製造した「純米吟醸原酒 久蔵翁」をはじ
めとした北海道内で製造された日本酒の飲
み比べを実施。
イベントを通じて、北海道の偉人である中山
久蔵翁や赤毛米についてのPRを実施。

石狩 2018.7.14～15
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514 北広島市観光協会 団体 第40回北広島ふるさと祭り

昭和54年以来開催されている北広島市を代
表するイベント。
仮装盆踊りや子ども盆踊り、ヨサコイソーラ
ンなど様々な催しを開催し、まちの賑わいと
交流に寄与する。今年は、北海道150年事
業に関連して、北海道の歴史に関する「謎
解きイベント」を開催。

石狩 2018.8.4～5

515 秩父別町
市町
村

ベルパークちっぷべつ屋外
遊戯場オープン関係事業

北海道命名150年の節目の年である今年、3

世代公園として整備をしているベルパーク
ちっぷべつに、屋外遊戯場がオープン。
秩父別町の新たな魅力として、道内外の
人々に発信し交流人口の拡大を行う。

秩父別 2018.7

516
はまなすフェスティ
バル実行委員会

団体 はまなすセミナー

北海道命名150年の節目に、北海道の花
『ハマナス』がアイヌの人たちの食や文化に
どう根付いていたか、石狩浜のハマナスを
香料の原料として利用していた時代背景な
どについての、フリーライターの伊藤由起子
氏によるハマナス講座を開催。

札幌 2018.5.13

517
はまなすフェスティ
バル実行委員会

団体 はまなすフェスティバル

北海道の花『ハマナス』が咲き誇る石狩浜で、
ハマナスに関するフェスティバルを開催。ハ
マナスティーや実を使った食品が楽しめるほ
か、ハマナスを使ったクイズやクラフトを企画。
北海道命名150年の記念となる今年は、
テーマを『健康パワー』と題しハマナスの持
つ力を再発見する。

石狩 2018.6.16

518

MTDDC Meetup 

Hokkaido 2018実行
委員会

団体
MTDDC Meetup Hokkaido 

2018

北海道命名150年の節目の年に、「Movable 

Typeの最新情報」「Web・ITに関する最新知
識・技術」の習得だけなく、北海道内の
Movable Type技術者、あるいはデザイナー・
ディレクター・ウェブサイト制作会社などが交
流を深め、道内ウェブ制作業界のスキルを
底上げし、 今後も継続して発展できるよう
様々な情報提供を行う道内最大級のウェブ
制作イベントを開催。

札幌
全道

2018.6.9

519 北海道 道
タイ王国・チェンマイ県友好
提携５周年事業

北海道150年及びタイ王国・チェンマイ県と
の友好提携5周年の節目に当たって相互交
流事業を実施。

道内、
ﾀｲ王国・
ﾁｪﾝﾏｲ県

2018.4.1～
2019.3.31

520 北海道 道
ロシア・サハリン州友好・経
済協力提携20周年事業

北海道150年及びロシア・サハリン州との友
好・経済協力提携20周年の節目に当たって
相互交流事業を実施。

道内、
ロシア・
ｻﾊﾘﾝ州

2018.4.1～
2019.3.31

521 北海道 道
北海道・ロシア連邦地域間
協力キックオフ事業

ロシア経済界要人との会談、サハリン州知
事との会談等の結果を踏まえ、日露の幅広
い関係強化と更なる地域間交流の拡大に向
け、ロシア極東地域、欧露部等との交流に
取り組む。

道内、
ロシア

極東地域、
欧露部等

2017.4.1～
2019.3.31

522

北海道産授産製品
販路拡大実行委員
会

道
ナイスハートフェアinアリオ
札幌

授産製品の販路拡大を図るため、毎月定期
的に授産製品の販売・PRを実施。
会場内でのロゴ使用やチラシを配布するな
ど、北海道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌
2018.1.1～
2018.12.31



114

テーマ ⑦【 産業・経済・観光 】

2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

523 北海道 道
北海道どさんこプラザを活
用した道産品マーケティン
グＰＲ

首都圏や札幌等の「北海道どさんこプラザ」
を活用した（仮称）北海道フェアの開催を実
施し、道内、道外、海外向けに道産品のＰＲ
を実施。

首都圏
札幌

2018秋頃

524 北海道 道
北海道指導農業士・農業士
称号贈呈式

経営実績が優れ、かつ、担い手の育成に強
い熱意と指導性がある農業者等を知事が
「指導農業士」「農業士」として認定し、その
称号を贈呈する式典。式典会場でロゴ使用
やチラシを配付し、北海道150年の認知度向
上に寄与。

札幌 2018.2

525
北海道指導農業士
協会（道事務局）

道 女性指導農業士研修会

女性指導農業士の相互交流や資質向上を
目的に毎年度開催している研修会。
研修会でチラシを配付し、北海道150年の認
知度向上に寄与。

札幌 2018.2

526

北海道女性農業者
ネットワークきたひ
とネット

道
北海道女性農業者ネット
ワークきたひとネットフォー
ラム

女性農業者による自主的なネットワークで
ある「きたひとネット」が、女性と男性が共に
働く喜びを共感する豊かな農業・農村を次
世代へつなげることを目的に毎年度開催し
ている全道フォーラム。
フォーラムでチラシを配付し、北海道150年
の認知度向上に寄与。

札幌 2018.2

527 北海道 道
北海道命名150年記念未来
につなぐ森林づくり交流会

道の林業普及指導事業の活動報告を通し
て、林業普及指導職員の資質の向上と、今
後の普及指導活動の充実・強化を図るため、
森林所有者及び市町村等の林業関係者を
参集し、活動事例報告や意見交換等を行う
報告会を冠事業として開催。

札幌 2018.2.15～16

528

北海道、一般社団
法人北海道造林協
会、公益社団法人
北海道森と緑の会、
北海道森林組合連
合会

道
北海道命名150年記念ほっ
かいどう地球温暖化防止貢
献の森林づくりコンクール

地球温暖化防止対策に大きく貢献する森林
づくりを実践している森林所有者、ボラン
ティア団体を評価、表彰し、林業技術の向上
や森林づくりに対する道民の意識高揚と参
加促進を図るコンクールを冠事業として実
施。

全道
2018.6～
2018.10

529
北海道、北海道指
導林家連絡協議会

道
北海道命名150年記念北海
道指導林家連絡協議会「全
道研修会」

指導林家の活動に必要な森林・林業に関す
る技術及び知識について習得するとともに、
地区連協相互の親睦と情報共有を図る研
修会を冠事業として実施。

札幌 2018.8

530 北海道 道 Ｗｉｔｈ-Ｄ（ウィズダム）

北海道発展の礎であるダムの情報発信を
推進するとともに、Ｗｉｔｈ Dam（ダム）をＷｉｔｈ
ｄｏｍ（賢く）活用し、地域の魅力を向上する
ため、北海道開発局と連携し、ダムを活用し
た地域活性化に資する事業の一環として、
ダムカードにロゴを使用するなど、北海道
150年事業の認知度向上に寄与。

道内ダム
所在地

2018.4.1～
2019.3.31

531 北海道 道 北海道インフラツアー

道民生活や産業活動の基盤となる公共施
設の役割や必要性についての理解や建設
業への関心を高めるため、施設見学を組み
込んだツアーを企画・催行する旅行業者等
を募集する。
応募要領や施設見学資料にロゴを使用する
など、北海道150年事業の認知度向上に寄
与。

道内
（15公共
施設）

2018.4.1～
2019.3.31
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532

北海道
（一社）北海道建設
業協会

道
北海道150年事業協賛工事
看板

道施行建設工事の受注企業に、北海道150

年事業の趣旨と工事看板や工事現場仮囲
いなどの余白へのロゴマーク掲載の協力に
ついて記載した書面を配付し、北海道150年
事業の認知度向上に寄与。

道内
2018.4.1～
2019.3.31

533
北海道（実施協力
機関）

道
JICA北海道課題別研修
コース（土木関係）

JICA研修に対する実施協力機関として研修
を実施する際の資料にロゴを活用するととも
に、厳しい自然環境のもとでの急速な社会
資本整備の過程で培われた北海道の公共
土木技術を世界に発信するため、北海道
150年の節目に当たり「北海道150年のあゆ
み」についての講義を実施。

調整中
2018.4.1～
2019.3.31

534 北海道 道 建設産業ふれあい展

建設産業が地域を支え、安全・安心を担っ
ていることを、広く道民にPRするため、関係
団体の協力を得て実施する。
今年度は「北海道命名150年コーナー」を設
置し、北海道150年事業の認知度向上に寄
与。

札幌 2018.1.13～14

535

北海道
（一財）北海道建設
技術センター

道
まちづくりメイヤーズフォー
ラム

「北の住まいるタウン」の普及と推進を目的
とし、まちづくりや新エネルギーの活用など
に取り組む道内自治体の市町村長及び有
識者を講師に招き開催するフォーラムにお
いて、「北の住まいるタウンパネル展」と「北
海道命名150年コーナー」を同時開催すると
ともに、資料等へのロゴ活用やチラシを配布
するなど北海道150年事業の認知度向上に
寄与。

札幌 2018.2.1

536 北海道 道
ブログ「ほっかいどう景観だ
より」
カレンダーダウンロード

「きた住まいるランド」のブログを活用し、景
観を身近に感じてもらうためにダウンロード
可能としている壁紙にロゴを使用するなど、
北海道150年事業の認知度向上に寄与。

ＨＰ
2018.1.1～
2018.12.31

537 北海道 道
道立都市公園における北
海道150年事業ＰＲ

道立都市公園の指定管理者と連携し、ビジ
ターセンター窓口等でチラシを配布するなど、
北海道150年事業の認知度向上に寄与。

道立都
市公園

（11箇所）

2018.4.1～
2019.3.31

538

北海道
（北海道赤レンガ建
築賞実行委員会）

道 赤レンガ建築賞

建築文化の向上や、地域に根ざしたまちづ
くりの推進を図ることを目的として、地域社
会の発展に貢献する創造性豊かな建築物
の表彰において、応募要領等へのロゴ使用
やチラシを配布するなど、北海道150年事業
の認知度向上に寄与。

札幌
2018.1～
2019.3.31

539

北海道
（公社）日本建築家
協会北海道支部
（一社）北海道建築
士事務所協会
（一社）北海道建築
士会

道
高校生建築デザインコン
クール

道内の建築系工業高校の生徒から建築設
計デザインを募集し、入賞作品等のパネル
展示会や表彰伝達式を開催。
応募要領等や作品展でのロゴ使用やチラシ
を配布するなど、北海道150年事業の認知
度向上に寄与。

札幌

・2018.8

(募集開始)

・2019.1

(パネル展示)
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540

北海道
（一財）北海道建設
技術センター

道 津波防災地域づくり講演会

災害に強い地域づくりに関連し、津波防災・
減災対策の啓発を図るための講演等を開
催。
講演会ポスター等にロゴを使用するなど、北
海道150年事業の認知度向上に寄与。

調整中 調整中

541

北海道
（公社）砂防学会北
海道支部

道
土砂災害を考える防災講
演会in 室蘭

土砂災害から人命を守るため、土砂災害に
関する正しい知識の普及を目的として住民
を対象に講演会を開催。ポスター等へのロ
ゴ使用やチラシを配布するなど、北海道150

年事業の認知度向上に寄与。

胆振
管内

2018.9

542 北海道 道 維持管理防災パネル展

公共土木施設の維持管理に関する情報、
自然災害への備えや災害発生時の対応に
関する情報などを道民に広く紹介するため
のパネル展において、北海道150年ロゴ
マークを使用するなど、北海道150年事業の
認知度向上に寄与。

札幌 2018.9

543 北海道 道 土木技術パネル展

わかりやすく土木工事や測量等の最新技術
を紹介することにより、道民の土木に関する
理解を深めるとともに、円滑な事業の推進を
図るためのパネル展でチラシを配布するな
ど、北海道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌 2018.9

544 北海道 道 北海道の道路パネル展

8月10日の「道の日」、8月の「道路ふれあい
月間」に合わせて開催する北海道の道路に
関するパネル展でチラシ配布等を行い、北
海道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌 2018.8

545 北海道 道 土砂災害防止パネル展

6月の「土砂災害防止月間」に合わせて開催
するパネル展でロゴ使用やチラシ配布など
を行い、北海道150年事業の認知度向上に
寄与。

札幌 2018.6

546 北海道 道 海岸愛護月間パネル展

7月の「海岸愛護月間」についてのパネル展
でロゴ使用やチラシ配布などを行い、北海
道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌 2018.6

547 北海道 道 河川パネル展

7月の河川愛護月間に開催するパネル展で
ロゴ使用やチラシ配布などを行い、北海道
150年事業の認知度向上に寄与。

札幌 2018.7

548 北海道 道 雪崩防災週間パネル展

12月1日～7日の「雪崩防災週間」に向けて
開催するパネル展でロゴ使用やチラシ配布
などを行い、北海道150年事業の認知度向
上に寄与。

札幌 2018.12

549 北海道 道 「景観の日」パネル展

景観法の基本理念の普及、良好な景観形
成に関する国民の意識啓発を目的に6月1

日の「景観の日」に合わせて開催するパネ
ル展でチラシを配布するなど、北海道150年
事業の認知度向上に寄与。

札幌
2018.5.31～
2018.6.1

550 北海道 道
北の住まいるタウンパネル
展

「北の住まいるタウン」を紹介するパネル展
でチラシを配布するなど、北海道150年事業
の認知度向上に寄与。

札幌 2018.7.10～11

551 北海道 道
都市公園＆花と緑をいかし
たまちづくりパネル展

夏休みや草花のきれいな時期に合わせて、
道立都市公園の利用促進及び花や緑をい
かしたまちづくりを紹介するパネル展でチラ
シを配布するなど、北海道150年事業の認
知度向上に寄与。

札幌 2018.7
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552 北海道 道 下水道パネル展

9月10日「下水道の日」の全国的な啓発活動
に合わせて下水道の役割や重要性などを
紹介するパネル展でチラシを配布するなど、
北海道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌 2018.9

553 北海道 道 無電柱化の日パネル展

無電柱化推進に関する施策として実施する
パネル展でチラシを配布するなど、北海道
150年事業の認知度向上に寄与。

札幌 2018.11

554 北海道 道
北国の住まいづくりパネル
展

北海道に適した住まいづくりを紹介するパネ
ル展や案内ポスター等へのロゴ使用やチラ
シを配布するなど、北海道150年事業の認
知度向上に寄与。

札幌
2018.2.19～20

2018.10

555

北海道
（北海道高速道路
建設促進期成会）

道
北海道高速道路建設促進
期成会 総会

道内の高規格幹線道路網の早期形成に向
けて開催する総会において、北海道作成資
料へのロゴ使用やチラシを配布するなど、
北海道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌
2018.4.1～
2019.3.31

556

北海道（北海道高
速道路建設促進期
成会）

道
北海道高速道路建設促進
期成会 担当課長会議

道内の高規格幹線道路網の早期形成に向
けて行う会議において、北海道作成資料へ
のロゴ使用やチラシを配布するなど、北海
道150年事業の認知度向上に寄与。

札幌
2018.2

2018.4.1～
2019.3.31

557

北海道（北海道高
速道路建設促進期
成会）

道 北海道フェアin代々木

道内における高規格幹線道路の整備促進
の必要性について、首都圏の方々の理解を
得るためのPR活動において、北海道150年
ロゴ使用やチラシを配布するなど、北海道
150年事業の認知度向上に寄与。

東京 2018.9

558 空知総合振興局 道
空知地域人材確保・定着推
進事業

管内の就職を希望する高校３年生を対象に、
就職先を決定する際に、地元就職を促すた
めの合同企業説明会を開催。
会場の空きスペース（休憩スペース等）を活
用して北海道150年のPR動画の再生や、ポ
スターの掲示、啓発資料の展示等を実施。

空知 2018.6

559 空知総合振興局 道
住民の誇りを取り戻す農村
集落再生事業（集落コミュ
ニティ再生事業）

農村集落には、食料生産の場に加え、先人
から受け継いだ慣習や文化、景観等貴重な
財産があり、これらを次の世代に引き継ぐこ
とが重要であるため、北海道150年のテーマ
を踏まえ、集落の歴史や文化などを発掘調
査し、新十津川農業高校等と連携して、これ
らの資源を活かした交流や食づくりの取組
などを実施。

新十津川
2018.4～
2018.12

560 石狩振興局 道
北海道150年記念・イシカリ
150ブックカバープロジェクト

「石狩地域」と「北海道150年」を連想させる
ブックカバーの考案と普及を通じ、若者等の
石狩地域に対する愛着醸成を図る。

石狩
2017.11～
2018.12

561 石狩振興局 道
北海道150年記念・イシカリ
150文庫プロジェクト

石狩地域が題材となっている文学作品（漫
画、絵本など）の選定や読み聞かせ等を展
開し、地域への愛着の醸成を図る。

石狩 2018.4～

562 後志総合振興局 道 後志移住・定住フェア

首都圏等で開催を予定している移住・定住
フェアにおいて、北海道150年事業のPR動
画などを放映し、来場者に向け、歴史などを
紹介するとともに、就業フェア開催ポスター
にロゴマークを印字し、北海道150年事業の
認知度向上に寄与。

首都圏・
関西

2018未定
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

563 後志総合振興局 道
しりべし夏の就業フェア
2018

後志管内での就業を希望する方への就業
フェアにおいて、北海道150年事業のチラシ
や、ロゴの印字されたポスターなどを掲示し、
北海道150年事業の認知度向上に寄与。

後志
2018.2.26～
2018.3.2

564

オロロン・スノーパ
ラダイスプロジェク
ト

道
オロロン・スノーパラダイス
2018

留萌の厳しい冬を地域の方々が少しでも楽
しく過ごすことができるよう、厳冬期に賑や
かに外出できる住民参加型のイベントにお
いて、150年PR専用ブースの設置、150年に
関するアトラクションの実施により北海道
150年事業の認知度向上に寄与。

留萌 2018.2.3～4

565 宗谷総合振興局 道
「2018わっかない氷雪の広
場」における雪像（北海道
150年ロゴマーク）の作成

稚内市で開催されるイベント「2018わっかな
い氷雪の広場」において、振興局職員が雪
像（北海道150年ロゴマーク）を作成し、来場
者に加え、道庁ブログ等での情報発信を通
じ、北海道150年について道内外に広くPR。

稚内 2018.2

テーマ ⑧【 子ども・未来 】

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

566
(NPO)日本自治
ACADEMY

団体

どさんこティーンズ 北海道
200年へのプロポーズ「高
校生が訴える『未来の北海
道』」作文コンクール

道内の高校生から「北海道200年へのプロ
ポーズ」をテーマに作文を募集。「50年後の
北海道はこんな北海道にしたい」という北海
道の将来像、アイデアを提言。

全道
2017.7～
2018.2

567 南加道産子会 団体
第21回道産子高校生ロサ
ンゼルスホームステイプロ
グラム

道在住の高校生を対象にアメリカ・ロサンゼ
ルスに招待し、米国人家庭でのホームステ
イや異国で活躍する同郷の人々との交流な
どを通じて、国際的な広い視野を育むととも
に、将来の北海道のリーダーを育成するこ
とを目的とするホームステイプログラムを実
施。

アメリカ
2018.3.26～
2018.4.4

568
北海道文化団体協
議会

団体
北海道こども未来150作品
展（仮称）

次世代を担う子どもたちの作品を全道的に
募集し、広く文化振興を図るための作品展
を開催（150点の作品を展示予定）。作品展
の会場では、各種ワークショップも同時開催。

全道 2018.11

569
森づくりイベント実
行委員会

団体
北海道・森の未来づくり事
業

道民参加による植樹や育樹の活動、森や木
とのふれあい、森や木を知るイベントなどを
開催し、子どもたちが森や木とふれあう木育
活動などを通じて、森林を守り育てていくこ
との大切さを考えるきっかけを提供。

全道
2018.1～
2018.12

570

学校法人望洋大谷
学園 北海道大谷
室蘭高等学校

高校 進路学習「室蘭学」講座

北海道大谷室蘭高等学校の3年生を対象に、
進路学習の一環として、「室蘭学」という講
座を年4回実施。また、4回実施後、室蘭を
テーマにした映画を上映・鑑賞。

室蘭

2018.6

2018.7

2018.9

2018.10

2018.11
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

571
(株)エムジー・コー
ポレーション

企業 さくらノート北海道
道内企業でイキイキと働く大人たちの姿を
子どもたちに紹介するキャリア教育冊子内
で北海道150年事業をPR。

道央
道南

2018.3

2018.9

572
根室商工会議所青
年部創陽クラブ

団体
キッズワークねむろ～みら
いを育む子ども達の職業体
験～

子どもたちに地域の職業を体験してもらうイ
ベントを実施。

根室 2018.3.4

573 江別市
市町
村

青少年キャンプ村「こんがり
王国」

青少年の健全な育成を目的とした体験活動
として、江別市森林キャンプ場で小学4年生
から中学3年生を対象としたキャンプを実施。

江別 2018.8.4～11

574
北海道教育地図研
究会

団体
第39回札幌市児童生徒社
会研究作品展

児童生徒の日常の学習活動や自由研究の
発表の場として、社会研究作品展を開催。

札幌
2018.11.17 ～
18予定

575
ことばのひろば 五
億の鈴の音

団体
朗読劇創作プロジェクト
「集まれ 北の山ねっこ」

地域の子どもと大人が自ら参加し、北海道
ゆかりの作品を中心とした朗読劇発表を通
して、言葉と情緒を豊かにし、世代を超えた
コミュニケーションを図る。

札幌
2018.1～
2018.12

576 (NPO)いきたす 団体 「カタリ場」の授業

未来を担う人材開発に寄与し、また教員に
対して新たな視点を提供するため、主に中
高生の動機付けを促すキャリア支援授業を
実施。

全道
2018.4～
2018.12

577
チビッコ雪まつり実
行委員会

団体 チビッコ雪まつり

北海道の魅力である雪や氷を活用し、子ど
もたちが自然の中で遊び、ものづくりを体験
できる機会を創出し、北海道の多様な魅力
を広げる。

七飯 2018.2

578
公益財団法人北海
道青少年育成協会

団体
北海道150年記念 北海道
青少年育成大会

「未来を担う青少年の健全育成のために」を
テーマに、北海道青少年育成大会を北海道
150年記念事業として開催。その中で実施
する「少年の主張」全道大会において北海
道150年記念特別賞などを授与。

札幌 2018.9.7

579 釧路短期大学
大学
等

第4回ＫＪＣランド～こどもの
あそびの日～

未就学児と小学生・その保護者を対象に、
幼児教育学科学生全員がスタッフとして主
体的に関わり、木工、木のおもちゃ、絵本・
児童図書のばくりっこ、舞台、工作ほか様々
な遊びを楽しむイベントを開催。

釧路 2018.1.21

580

公益社団法人
北海道観光振興機
構

団体
教育旅行活性化事業での
活用

教育旅行活性化事業において、旅行会社
や学校向けの説明会や招聘事業の際に、
北海道150年を、アイヌや開拓の歴史等に
絡めて紹介し、誘致に取り組む。

東北
首都圏
関西

中四国

2017.12～

581 札幌市
市町
村

水道記念館秋まつり

小学生以下の子どもや親を主なターゲットと
して、参加体験型の企画を通して、楽しみな
がら水道事業に関する理解・関心を深める
イベントを実施。ポスター、チラシに北海道
150年事業のロゴマークを掲載し、150年事
業をPR。

水道記念
館 （中央
区伏見4

丁目)

2018.9
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

582 札幌市
市町
村

さっぽろこども環境コンテス
ト

小・中学生が環境のために取り組んでいる
活動を発表するコンテストを開催。北海道
150年を事業名に冠するなどして実施。

札幌市 2018.12月初旬

583 札幌市
市町
村

かんきょうみらいカップ

スポーツやレクリエーションを通して、子ども
たちに環境保全活動に興味を持ってもらい、
地球環境にやさしい行動を実践してもらうこ
とを目的としたイベントを開催。 北海道150

年を事業名に冠するなどして実施。
（主催：かんきょうみらいカップ実行委員会）

札幌市
2018.4月中旬、
2018.7月下旬

584 札幌医科大学
大学
等

札幌医科大学中学生医学
部セミナー 「何があるか
ちょっとのぞいてみよう－医
学部の部屋はとてつもなく
広い」

H30より使用開始となる新キャンパスの講
義室（教研Ⅰ共用講義室）を使用し、若い世
代に向けて医師、医学部への興味をもって
いただく。

札幌近郊
を予定

2018.7.14～
2018.8月下旬

585 札幌市立大学
大学
等

COC公開講座 「冬のメカト
ロ講座・ロボットカーを走ら
せよう」

プログラミング学習用教材ロボットを使って、
ロボットが動く原理やプログラムの流れにつ
いて学び、様々な課題をクリアするための
プログラミング実習を実施。

札幌市
南区

2018.1.6（土）
13:00～16:00

586 札幌市立大学
大学
等

平成３０年度「キラリ・未来
ナースセミナー」

保健師専攻学生が、若い世代に向けて看
護の魅力について講話を行い、看護職への
興味や関心を高めてもらう。

根室市
2018.6月中旬
～
2018.7月中旬

587 北海学園大学
大学
等

北海学園大学 第56回地方
公演

演劇・文化系サークルが道内各地の小中学
校などを巡回する地方公演を実施する。

道内各地 2018.6月予定

588 北星学園大学
大学
等 ヤチフェス2018 （大谷地ｽ

ﾉｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

地域の小学生を招待し、本学の学生が企画
した障害物競争やドッジボールを雪上で行
い、子どもたちの交流を促進する。

札幌市 2018.2.17

589 北星学園大学
大学
等 チャレンジ合宿2018

小学生が親元を離れ、本学の学生と1週間
共同生活をすることで、一人一人の自立心
を養うとともに、子どもたちのコミュニケー
ション能力を高める。

札幌市
2018.7月上旬
予定

590 北星学園大学
大学
等

受入留学生と小学生の交
流会

本学の留学生が小学校を訪問し、習字・折
り紙などを通じて留学生は日本文化を学び、
小学生は国際感覚を養う。

札幌市
2018.6月中旬
予定

591 札幌学院大学
大学
等 小中学生の大学見学

講義体験、施設見学、サークル活動見学、
現役大学生との対話、学食体験などを実施
する。（要事前相談）

江別市 2018.4月～

592 酪農学園大学
大学
等 酪農学園大学ひらめき教室

ウシのお医者さん体験を通して産業動物獣
医師への理解を醸成する。

江別市
札幌市

2018.8月上旬
予定
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593 北海道情報大学
大学
等 子ども向け公開講座

子ども（小中学生）向けの公開講座を実施。
ビデオ編集体験やレゴを使用したプログラミ
ング体験などを予定。

江別市
2018.7～8

予定

594 北海道情報大学
大学
等 「宇宙展」など

宇宙関連機器備品の展示、宇宙服の着用、
宇宙関連の講演会などを実施する。

江別市 2018.8月上旬

595 北翔大学
大学
等

ジオ・フェスティバルin 

Sapporo 2018

大地、気象、宇宙など地球科学に関する実
験等を子どもたちが直接体験するイベントを
実施する。

札幌市
2018.10月
上旬予定

596 北翔大学
大学
等

小・中・高校生の絵はがき
絵画展

小・中・高校生が自分の好きな北海道の風
景をハガキに描いたものを募集し、展覧会
を開催する。

江別市
札幌市

展覧会：
2018.8月上

旬予定
作品応募期
間：

2018.4～
2018.7予定

597 北翔大学
大学
等

介護のしごと魅力アップ推
進事業

中高生向けインターンシップを行う。
・北翔大学介護実習室で介護の基本を学ぶ
・特別養護老人ホームで介護体験

江別市 2018.10～
2018.12

598 千歳科学技術大学
大学
等

ちとせ子ども科学キャンパ
ス

本学の学生などが講師となり、子どもたちに
科学・技術の様々な分野に関する演示実験
や工作などを体験してもらい、子どもたちの
科学・技術への興味・関心を喚起・向上させ
るイベントを実施する。

千歳市お
よび近隣
自治体

2018.5月下旬
～
2018.6月上旬
予定

599 北海道医療大学
大学
等

しごと体験メディカル・キッ
ズ

薬剤師、看護師など、北海道医療大学の教
員・学生とともに、職業体験イベントを実施
する。

当別町
2018.8.上旬予
定

600 室蘭工業大学
大学
等 サイエンススクール

地域の小中学生等に「科学」や「ものづくり」
の楽しさを学んでもらう。

室蘭市
ほか

2018.7～
2018.8月
（一部秋～冬）

601
北海道教育大学函
館校

大学
等 サマースクールin 函館

函館市内在住の知的障害児を対象とした
余暇活動支援事業を実施する。

函館市
2018.7月下旬
～
2018.8月上旬

602
北海道教育大学函
館校

大学
等 教育支援ボランティア

学生が管内の市町村・幼稚園で各教科等
の指導における補助や、特別支援を要する
幼児・児童・生徒の補助など、指導補助を
行う。

函館市
ほか

2018.5～
2018.7

2018.11～
2019.1

603
公立はこだて未来
大学

大学
等 子ども向け公開講座

小中学生を対象に、大学の特色を生かした
体験授業やものづくり体験を行う。

函館市
ほか

2018.7月下旬
～
2018.8月上旬

604

東京理科大学
（長万部キャンパ
ス）

大学
等

わくわく体験塾 （科学実験
教室）

子どもたちに様々な体験を通じて興味関心
を深めてもらうイベントの一つとして、科学
実験を体験するイベントを実施する。

長万部町
黒松内

2018.12月上旬
予定

605

東京理科大学
（長万部キャンパ
ス）

大学
等

科学実験教室「すきえんち
あ」

理科・科学に興味関心を持ってもらうために、
小学生対象の理科実験教室（出前）と中学
生対象の科学実験教室（出前・学内）を実
施する。

長万部町
（ほか近
隣ｴﾘｱ）

2018.6〜
2019.1

（夏季・冬季長
期休業中を除
く）不定期



No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

606 名寄市立大学
大学
等

小中学生を対象とする大学
紹介

小中学生を対象とした大学紹介を兼ねた
オープンキャンパスの実施などを予定して
いる。

名寄市
2018.4～
2018.12

607 旭川大学
大学
等

子ども向け工作ワーク
ショップ

小学六年生以下の子どもたちに、ものづくり
の楽しさを伝える。

旭川市
2018年（2～3

回）

608 旭川大学
大学
等

サマーイベント（劇公演）

小学校低学年までの子どもたちに、表現活
動のすばらしさと動物のおもしろさを伝える。
北海道150年にあわせて、北海道の動物を
主に紹介する。

旭川市 2018.7.14～15

609 旭川大学
大学
等

クリスマスイベント（劇公演）

小学校低学年までの子どもたちに、表現活
動のすばらしさと動物のおもしろさを伝える。
北海道150年にあわせて、北海道の動物を
主に紹介する。

旭川市
2018.12月の2

日間

610
旭川工業高等専門
学校

大学
等 公開講座開催事業

地域の小・中学生等を対象にものづくりの
講座や実験・製作などの体験型講座を実施
する。

旭川市
2018.7～
2019.2

611
旭川工業高等専門
学校

大学
等 出前講座開催事業

ものづくりや科学、技術の魅力を知っていた
だくため、実験・工作のほか、観察や座学な
どの出前講座を実施する。

道北
2018.4～
2019.1

612 稚内北星学園大学 大学 はじめてのプログラミング

Webブラウザ上で利用できるサービスを用
いて、プログラミングをする上で必要となる
アルゴリズムや順序立てて物事を考えると
いうプログラミング的思考の基礎を学ぶ。小
学生中学年から中学生まで、それぞれの年
代に応じて楽しんでプログラミングを学ぶ。

稚内
2018.6～
2018.8

613 北見工業大学 大学
おもしろ科学実験

小中学生を対象に、本学の特筆すべき研
究や身近な物・現象をテーマに実験やもの
づくり体験を行う。20テーマ程度を設定し、
参加者は希望する一つの実験を体験する。

オホーツク
管内

2018.8.4

614

東京農業大学 北
海道オホーツクキャ
ンパス

大学 オープンキャンパス・キャン
パスツアー

小中学生を対象に、オホーツクの自然資源
を活用した研究の一端を体験してもらう。北
海道の豊かな自然資源への意識向上を図
る。

網走市
2018. 3～
2018.10

615

東京農業大学北海
道オホーツクキャン
パス

大学
あばしり水産フェスティバル

小中学生を対象に、オホーツクの水産資源
の豊かさ、水産物の大切さへの意識を醸成
する。

網走市 2018.7月末頃

616 帯広畜産大学 大学
牧場体験

小学4～6年生を対象に、親子で牧場体験を
実施する。（搾乳体験、牛の胃を覗く、牛の
飼料、哺乳）

十勝管内
2018.7～
2018.8

617 帯広畜産大学 大学 畜大ふれあいフェスティバ
ル

本学および管内高等学校等による日ごろの
活動を発表するとともに、本学が行っている
教育・研究・社会貢献の取組について大学
生と楽しみながら学ぶ。

十勝管内 2018.12.8

618
釧路工業高等専門
学校

大学
等 エンジュニアクラブ

本校の教育資産を活用して、釧路地域の小
中学生に科学やものづくりの面白さを体験
させる1年間継続型の事業を実施。

釧路管内
2018.4

～2019.3 

月1回実施
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No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

619
釧路工業高等専門
学校

大学
等

チャレンジ！ジュニアラボ
本校の施設を広く開放し、地域の子どもた
ちを受け入れ、ものづくりや実験等を通じて
多彩な活動を体験できる機会を提供する。

釧路管内
2018年
（数回実施予
定）

620 北海道大学 大学
さっぽろサイエンスフェスタ

学生や研究者等が、自らの研究を生かした
科学実験・体験ブースを出展し、子どもたち
が自由に体験することができるイベントを実
施。

札幌 2018.3.4

621 北海道大学 大学
歯医者さんの世界

子どもたちが歯科医になったつもりでいろ
いろなことを直接体験できるイベントを実施。
（10名まで）

札幌
2018.8上旬予
定

622 北海道大学 大学
あぐり大学

小学校高学年から中学生向けに北大農学
部での研究内容について、実験・実習を通
じて親子が体験できるイベントを実施。

札幌 2018.7.14

623 札幌大学 大学 絵本を題材に創作ダンスを
作ろう

小学生を対象に絵本のストーリーやキャラ
クターをヒントにダンス作品の創作を行う。
五感を駆使して、自分たちのオリジナルダ
ンスを作る。 また、保護者、地域住民の
方々を対象に発表会を実施。

札幌 2018.8.5

624 札幌大学 大学 はじめてのスケートボード体
験

2020年東京オリンピックの競技であるス
ケートボード。これまで体験するきっかけが
なかった子どもたちがスケートボードの面白
さや気持ちよさを体感するイベントを実施。

札幌 2018.5.12

625 エスベース(株) 企業
『白い閃光 ＤＯ★カイ
ザー』北海道150年事業応
援プロジェクト

北海道のご当地ヒーロー『ＤＯ★カイザー』
と敵キャラ『エゾシカ団』を広告塔として、北
海道150年を周知するヒーローショーやグ
リーティングを道内各地で実施。また、松浦
武四郎が巡った地方へ赴く「武四郎キャラ
バン」を実施し、ＳＮＳや動画投稿サイトで
武四郎の旅の追体験の様子を伝える。

全道
2018.1～
2018.12

626
遠別町国内交流を
進める会

団体 ゆかりの地との交流事業
遠別町に入植したゆかりの地である福井県
越前市の神山小学校に児童を派遣し相互
交流を実施。

遠別
福井県

2018.7

627 (一社)未来工房 団体
北海道歴史部隊 絆花 ～
中山久蔵翁物語～

北海道の偉人である中山久蔵氏の物語を
舞台で表現し、観劇した多くの方に北海道
への愛着を育んでもらうとともに、メンバー
である子ども達自身が舞台を創り上げるこ
とを通じて、子ども達の成長と郷土愛を育
む。

札幌 2018.10頃

628
株式会社Moon・
PROMOTION

企業
親子で感じる 北海道もの
がたり 読み聞かせキャラ
バン

北海道教育委員会のHPにある北海道版道
徳教材をもとに、パワーポイントを活用した
紙しばい（スライドショー）を作成し、読み聞
かせを行うほか、アイヌ語の簡単な紹介や
クイズなどを行い、北海道の成り立ちやここ
で暮らすことの価値を親子で共有するため
の機会を創出する。

全道 2018.4～

123

テーマ ⑧【 子ども・未来 】

2 実施事業

（2）北海道みらい事業



124

テーマ ⑧【 子ども・未来 】

2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

629
農林水産省北海道
農政事務所

国 夏休み子ども見学デー

北海道の基幹産業である農林水産業に関
する体験や食育を通して、親子のふれあい
を深め、子どもたちに社会を知る体験活動
イベントを実施。イベント周知用のポスター、
チラシ等にロゴマークを掲載することで、北
海道命名150年をPR。

札幌
など

2018.7予定

630
(株)北海道エアシス
テム

企業
未来につなぐ「HAC若者の
翼」事業

生まれ育った地元を飛び出し、今までに
行ったことのない道内のフィールドで、北海
道独自の歴史や文化、自然、地域の成り立
ち、地域を支える産業に触れ、北海道の価
値を感じ取る見学の旅をしたい、北海道で
生まれ育ち将来も北海道で働く意欲のある
若者を募集し、派遣する。

全道
2018.4～
2018.9

631
(一社)稚内青年会
議所

団体 わくわくワークフェス2018

子ども達が自分たちの住む町を身近に感じ
ながら、見て触れて学び感動できる場として
本フェスを開催。地域企業が子ども達と学
びを通して繋がり、子ども達に将来この地
域で働く意欲を持たせる。2018年は北海道
150年を記念して実施し、地域企業や行政
機関とより一層の連携を図りながら実施。

稚内
2018.8～
2018.9予定

632
科学の祭典 in 北
海道

団体
青少年のための科学の祭
典 in 北海道

「開拓の精神は科学の精神」のもとに、次世
代を担う青少年の育成に重要な働きをする
科学体験・実験・工作の場を提供し、理科
好きの子どもを増やし北海道の地域産業の
発展に寄与。

札幌
2018.1

2018.8

633 札幌大学 大学 北海道先史展

旧石器時代（先土器時代）からはじまり、縄
文時代、続縄文時代、オホーツク文化期、
擦文時代、アイヌ文化期までの主に北海道
の先史に関係する考古資料（土器や石器、
鉄器、木製品など）を展示。また小中高生を
対象に発掘資料の修復体験を行う。

札幌 2018.7～
2018.8

634
札幌大学・札幌大
学ウレシパクラブ

大学 小学校訪問

アイヌ文化発信・地域還元の一環として、近
隣の小学校を対象にアイヌ文化交流や、学
生による古式舞踊の披露、ワークショップ、
アイヌ語カルタ等を実施。小学生を対象とす
ることで、アイヌ民族に対する早期の理解
深化が期待される。

札幌 2018.2.8

635 札幌商工会議所 団体
「札幌人」養成カリキュラム
『夏休み札幌歴史・文化探
検隊』

地元に誇りや愛着を持った地域を支える担
い手を育成すべく、札幌や北海道の歴史・
伝統・文化について学ぶ機会を創出し、幼
少期から地域愛を育む事業を実施。また、
市内小学5～6年生を対象に「地域を知る」
をテーマに、開拓の歴史や北海道・札幌な
らではの産業について「見て」「体験する」プ
ログラムを実施する。

札幌 2018.8頃

636
北翔大学短期大学
部

大学
産学連携による人財育成
～地域密着型教育インター
ンシップ

北海道の成り立ち過程には、多くの人財の
貢献があったことを踏まえ、北海道経済の
未来を担う人財の育成のため、地域に根ざ
した企業・団体を受け入れ先とした地域密
着型教育インターンシップを推進する。

江別
札幌
周辺

2018.3.1～25
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No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

637 北海道 道
未来子育て応援プロジェク
ト

北海道150年事業として、子育てを応援する
環境づくりを考えるフォーラムを開催するほ
か、大学等でのライフデザイン出前講座で
北海道150年をPR。

道内 2018.4～

638

北海道、北海道森
林管理局、公益社
団法人北海道森と
緑の会、（開催市町
村）

道
北海道命名150年記念北海
道木育フェスタ2018

植樹祭

緑豊かな住みよい環境づくりと緑化思想の
普及啓発及び緑に親しむ運動を推進する
ため、「植えて育てて、伐って使って、また
植える」という森林資源の循環利用等の視
点を踏まえ、地域住民など一般参加による
植樹・育樹の取組を冠イベントとして実施。

未定
2018.6又は
2018.9

639

北海道、北海道森
林管理局、道民森
づくりの集い実行
委員会

道
北海道命名150年記念北海
道木育フェスタ2018

道民森づくりの集い

森林や木にかかわる体験や遊びを参加者
に提供し、森林とふれ合う、森づくりに関心
を持つ、森づくりに参加するなどのきっかけ
づくりの場、木を使った生活用品などの木
製品、道産材製品などの紹介など取組を冠
イベントとして実施。

未定
2018.5～
2018.10

640

北海道、北海道森
林管理局、公益社
団法人北海道森と
緑の会、北海道木
材産業協働組合連
合会

道
北海道命名150年記念北海
道木育フェスタ2018

木育ひろばinチカホ

子どもをはじめとするすべての人が木を身
近に使っていくことを通じて人と、木や森と
のかかわりを主体的に考えられる豊かな心
を育む「木育」への理解促進を図るために
開催する「北海道森づくりフェスタ」の一環と
して実施する取組を冠イベントとして実施。

未定
2018.5～
2018.10

641 北海道 道
各森林室・道民の森で実施
する木育イベント

子どものころから森林に親しみ日常生活の
中で木を身近に使っていくことを通じて、人
と、木や森との関わりを主体的に考えられ
る豊かな心を育む木育の取組を北海道命
名150年記念イベントとして実施。

未定
2018.1～
2018.12
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No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

642
(一社)北海道広告
業協会

団体
北海道広告業協会PR広告
コンテスト

「150年！その先の北海道。」をテーマとして
作品を募集したPR広告コンテストを開催。優
秀作は、新聞、テレビ、ラジオの協力を得て
展開。

全道
2017.6～
2018.3

643

北海道の楽しい100

人 vol.2 実行委員
会

団体
北海道の楽しい100人
vol.2

様々なジャンルで活躍中の「北海道の楽し
い人」が隔月で毎回4人ずつ登壇し、自身の
活動とそこに込める思いを15分に凝縮して
語るトークイベントを実施（トークゲストとして
北海道150年にまつわる方を招聘）。

札幌
2017.8～
2018.12

644 リマンベ 団体 リマンベ

インターネットを活用した地域活性化のため
に運営しているウェブメディア「リマンベ」に
おいて、これからの北海道開拓のキーマン
の発掘、情報発信等を行う。

長万部
2017.8～
2018.12

645

アマチュア無線局
JA8DHV

（中嶋 裕一）
個人

交信証による北海道150年
事業のPR

アマチュア無線家同士が交信した証として
発行する交信証（QSL）で、北海道150年事
業を紹介し国内に広くPRする。

全国
2017.8～
2018.12

646
(NPO)ハタモク北海
道

団体
ハタモク～北海道150年記
念版～

学生と社会人が働く目的を考える「ハタモク」
を全道各地で開催。北海道150年記念版とし
て、先人たちの働きを後生に語り継ぎつつ、
未来を考える場を創造。

札幌
旭川
帯広
ほか

2018.1～
2018.12

647

(一社)日本アマチュ
ア無線連盟北海道
地方本部

団体 北海道150年記念運用

日本アマチュア無線連盟が開設するアマ
チュア無線局を北海道地方本部の8支部が
持ち回りで運用し、全国及び世界中のアマ
チュア無線家との交信を通じて、2018年 北
海道命名150年をPR。

世界
2018.5.1～
2018.7.31

648 SUMARI 個人
SUMARI～Local media in 

Hokkaido

道内の各ローカルメディアを集めたサイトを
通じて、北海道各地の情報や北海道の多様
性を発信するとともに、北海道150年事業を
PR。

全国
2018年公開予
定

649 LOVEあばしり 団体
あばしりから未来の北海道
を考える

親子参加で網走の歴史とこれからの未来を
考える会のほか、年4回の語り合い会を開催。
また、ミニコミ紙「LOVEあばしり」を発行する
とともに、「出逢おう in あばしり」を開催。

網走
ほか

2018.1～
2018.12

650 札幌市
市町
村

健康なまちづくりフォーラム
ｉｎさっぽろ

市民との協働による健康なまちづくりのため
のフォーラムを地下歩行空間で開催。チラシ
等に北海道150年事業のロゴマークを掲載し、
150年事業をPR。

札幌市
中央区

2018.1.20

651 札幌市
市町
村

人とペットの暮らし広場

動物愛護思想の普及啓発を目的として市内
中心部で実施するイベントを開催。北海道
150年を事業名に冠するなどして実施。（北
海道、（一社）札幌市小動物獣医師会と共
催）

札幌駅前
通地下歩
行空間、
赤レンガ
プラザ
ほか

2018.9.9

（予定）

652
(株)グッドジョブプロ
ジェクト

企業
北海道150年応援メッセー
ジ動画集

北海道出身者や在住者の方々の北海道150

年応援・お祝いメッセージを撮影・編集し、動
画ストレージサービスにアップ。北海道150

年を広く国内外に知ってもらうための動画集。

世界 2018年
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2 実施事業

（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

653
十路（そじ）文化協
議会

団体
十路文化に関する事業及
びU・I・Jターンを促進する
事業

10歳、20歳、30歳、40歳など人生の節目を
祝い、次の10年を考える際に、北海道150年
を同時に捉え、北海道に感謝し、考える機会
をより多くの道民へ創造・発信するために、
「北海道150年 全道の十路を迎える道民の
集い」を開催。

全国
2018.1～
2018.12

654
遠別町町民大学運
営委員会

団体
遠別町町民大学運営委員
会

団体設立から30年を迎え、北海道150年とな
る平成30年に、講師を招聘し記念講座を開
催。

遠別
2018.5～
2018.11

655
(株)ホーム企画セン
ター

企業
炭の家 ホーム企画セン
ター創業50周年プロモー
ション

ホーム企画センターが創業50周年を迎える
事を機に、北海道150年事業と連携したプロ
モーションを広く北海道内に展開。
各媒体には、創業50年と北海道150年ロゴ
マークを合わせて表示する。

道内
2018.4～
2018.12予定

656
北海道笑ってもい
いんでない会

団体
北海道笑ってもいいんでな
い会笑い研究会

年4回の笑い研究会と年6回の分科会を開催
し、笑いの大切さを広める講演会とその実践
活動を実施。なお、H30.4.21に開催する第83

回笑い研究会では、北海道命名150年にち
なんだ講演会もあわせて開催。

全道
2018.4～
2018.12

657

リレー・フォー・ライ
フ・ジャパンとまこま
い実行委員会

団体
リレー・フォー・ライフ・ジャ
パン2018 とまこまい

市民ボランティアが主催するがん患者支援
チャリティー活動リレー・フォー・ライフ（RFL

＝命のリレー）を開催。
当活動を通じて、北海道の先人達が難病が
んに立ち向かって行動した、その勇気と行動
力を伝え続け、共に学んでいく。

苫小牧
2018.7.21～22

予定

658

リレー・フォー・ライ
フ・ジャパン室蘭実
行委員会

団体
リレー・フォー・ライフ・ジャ
パン2018 室蘭

市民ボランティアが主催するがん患者支援
チャリティー活動リレー・フォー・ライフ（RFL

＝命のリレー）を開催。
当活動を通じて、北海道の先人達が難病が
んに立ち向かって行動した、その勇気と行動
力を伝え続け、共に学んでいく。

室蘭
西胆振

2018.8.25～26

659
（一社）北海道女性
支援協会

団体
北海道少子高齢化、過疎
化対策婚活プロジェクト

北海道の人口増加と、それよる活気溢れる
魅力ある北海道の創造を目指し、北海道の
少子高齢化対策として、結婚率、出産率の
上昇による将来の生活安定につながるよう、
全道地域での婚活企画を実施。
また、活動の中で、北海道150年事業をPR。

全道
2018.2～
2018.12

660
ジャンプ映像伝送
実験プロジェクト

団体
第29回TVh杯 ジャンプ大
会 パブリックビューイング
＠名寄

大倉山ジャンプ競技場で開催される第29回
TVh杯ジャンプ大会の映像を名寄市内に設
ける大型モニタにリアルタイムで伝送し、パ
ブリックビューイングを実施。
映像コンテンツを活用した地域活性化及び
冬季スポーツ競技の促進に寄与するととも
に、映像伝送における技術的な確認と産学
官連携により北海道の未来を担う情報通信
技術の利活用を推進。

名寄 2018.2.24
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（2）北海道みらい事業

No. 実施主体 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

661 北海道 道 全国知事会議 in 北海道

札幌市において開催される全国知事会議の
場を活用し、プレイベントや意見交換会など
の関連行事等の実施を通じて本道の魅力を
全国に発信する。

札幌
2018.7.25～
2018.7.27

662
（株）WOMAN'S 

ACADEMY
企業

ASIA PACIFIC BEAUTY 

AWARD/ミセスジャパン
2018

北海道を含め全国6カ所で地方大会を開催
し、北海道で日本大会を行う。そこでの成績
優秀者をマレーシアで行われる世界大会へ
出場させる。
北海道命名150年の2018年大会においては、
美の祭典の開催を通じて、美の聖地北海道
の魅力を世界に、より一層力強く発信してい
く。

札幌
赤井川

2018.3～
2018.6

663 JICA北海道 団体 「ソニータ」無料上映会

北海道命名150年の節目の年に、「国際女
性の日」にあわせ、「ジェンダー」「教育」「難
民」に関する啓発を目的として映画上映会と
トークイベントを開催。あわせてSDGsの啓発
活動も実施。

札幌 2018.3.7

664
第107回全国消防
長会予防委員会

団体
第107回 全国消防長会
予防委員会

全国各地の消防長が集まる会議において、
資料等に北海道150年ロゴマークを使用する
ほか、北海道150年PRブースを設置し、北海
道150年をPR。

札幌 2018.5.24

665 北海道 道
道政広報を活用した北海
道150年事業のPR

ウェブサイト「北海道ミライノート」、広報紙
「ほっかいどう」、道政広報番組など、北海道
の有するあらゆる広報ツールを活用した北
海道150年事業のPRを実施。

道内
道外

2018.1.1～
2018.12.31

666 北海道 道 北海道総合計画出前講座

多くの道民に総合計画を理解していただくこ
とを通じ、北海道の現状・課題や政策を知っ
ていただくとともに、北海道の将来や地域づ
くりなどについて、共に考え、行動する機会
としていただくため、学校や市町村、地域の
各種団体・企業等の要望に応じ実施。

道内 2017.4～

667 北海道 道 道民笑いの日関係イベント

「道民笑いの日」に併せ各市町村において
実施される健康づくりについて普及啓発イベ
ントにおいて、チラシを配布するなど、北海
道１５０年事業の認知度向上に寄与。

未定
（全道2箇
所を予定）

2018.8

668 北海道 道 各種パネル展

本庁舎１階道政広報コーナー等において実
施するパネル展において、チラシを配布する
など、北海道150年事業の認知度向上に寄
与。

札幌 2018.4～

669 北海道対がん協会 道 第50回がん予防大会

道民に対するがんに関する正しい知識の普
及を図ることを目的に開催する啓発イベント
に併せ、チラシを配布するなど、北海道150

年事業の認知度向上に寄与。

帯広 2018.1

670 北海道 道 ホッカイドウ競馬の開催

日高の門別競馬場にて、「グランシャリオナ
イター」として４月～11月の火・水・木曜日を
基本としてホッカイドウ競馬を開催。

門別
2018.4～
2018.11

671 後志総合振興局 道
北海道150年PR移動パネ
ル展

毎年、域内外の方が多数訪れる各市町村で
開催されるイベントを活用した北海道150年
PRパネル展の開催やノベルティグッズの配
布等を行い、北海道150年事業の認知度向
上に寄与。

後志 2018.4～
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展開
エリア
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672 後志総合振興局 道 北海道150年PRパネル展

庁舎１階道民ホールにおいて北海道150年
に関するパネルやポスターを展示し、ロゴの
活用やチラシの配布を行い、職員及び来庁
者に向けた北海道150年事業のPRを実施。

後志 2018.4～

673 後志総合振興局 道
北海道150年PR缶バッチ
作成

北海道150年事業のロゴマークが印刷され
た缶バッチを作成し、振興局職員へ配布。名
札等に着用し、職員全体で北海道150年事
業のPRを行い、北海道150年事業の認知度
向上に寄与。

後志 2018.4～

674 檜山振興局 道 北海道150年PR事業

毎年、域内外の方が多数訪れる各町で開催
されるイベントを活用した北海道150年PRパ
ネル展の開催やノベルティグッズの配布等
を行い、気運醸成を図る。

檜山 2018.4～

675 留萌振興局 道 よりみちの駅フェスタ

「地域住民に親しみやすい庁舎の利活用」と
「管内の情報発信基地」をテーマに、振興局
庁舎を地域の財産として地域の方々と広く
共有しながら、職員がおもてなしの心を持っ
て取り組み、イベントの中でチラシ等啓発物
品を配布することで北海道150年事業の認
知度向上に寄与。

留萌
2018.4.1～
2019.3.31

676
オホーツク総合振
興局

道 オホーツク150パネル展

「未来（次の50年＝北海道200年）に残したい
オホーツク」をテーマに題材を管内市町村か
ら集め、パネルを作成し管内各地でパネル
展を行い、北海道150年への地域意識の醸
成を図る。

網走
2018.7～
2018.12

677 釧路総合振興局 道
くしろ地域「北海道150年物
語」広報・PR事業（仮称）

釧路市内においてパネルの展示会や講演
会などによる北海道150年のPRを実施。
北海道150年に関わるパネル展においてチ
ラシを配布するなど、北海道150年事業の認
知度向上に寄与。

釧路
2018.6～
2018.10

678 北海道財務局 国
国有財産の期間競争入札
の実施にあわせたPR活動

北海道財務局が実施する国有財産の期間
競争入札の配布資料（入札案内書）に「北海
道150年ロゴマーク」等を表示してPR。 札幌

2018.5.11～
2018.6.5

Ｂ☆Ｂです！
北海道みらい事業を応援します！

2004年の北海道日本ハムファイターズ誕生と共にデ

ビューした、クマのマスコット。フルネームは「ブリス
キー・ザ・ベアー」ですが、一般的には愛称の「Ｂ☆Ｂ
(ビービー)」で広く知られています。背番号「212」は、
デビュー当時の北海道の市町村数が由来。
2004年から2017年までの14年間、ファイターズのメイ
ンマスコットを務めたＢ☆Ｂですが、2018年からは球

場を離れ、北海道の地域貢献へとメインの活動の場
を移しています。
北海道命名150年にあたる2018年には、「みらい大
志」として北海道150年事業にも参画。アクロバットや

選手のモノマネ、ピアノ演奏にスキーなど、多彩な特
技を持つＢ☆Ｂですが、これまで築いてきたファンの
皆さんとの絆を基に、更に新たなマスコットの可能性
を模索していきます！



PRイベント
イオンモール苫小牧 イオン上磯店

イオン帯広店 イオンモール釧路昭和

イオン北見店 イオンモール旭川西

実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい・応援企画

道など

関連推進施策
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2 実施事業

（3）2018キックオフイベント

2018年1月～2月に、既存イベントの活用等により

キックオフイベントを実施します。

1月19～21日

《実施場所》

札幌市

札幌モーターショー
（札幌ドーム）

ステージイベント、クイズ大会、ブース出展、PR動画上映、

ノベルティ配布 など

2月5～12日

《実施場所》

札幌市

さっぽろ雪まつり
（大通公園）

ステージイベント、クイズ大会、ブース出展、PR動画上映、

ノベルティ配布 など

2月5日

《実施場所》

札幌市

キタデミー賞
北海道の歴史を作った、ヒト、モノ、コトを表彰し、本道の魅力を

再発信する

<主な出演者>吉永小百合、北島三郎、山田洋次、樹木希林

<開 催 場 所>ニトリ文化ホール

<発 信 方 法>HTB、BS朝日で生放送

※主催：北海道150年映像と音楽による特別イベント実行委員会

2月25日

《実施場所》

三重県

松阪市

武四郎まつり
（松浦武四郎記念館）

ブース出展、ノベルティ配布 など

1～2月

《実施場所》

ステージイベント、クイズ大会、ブース出展、PR動画上映、

ノベルティ配布 など

「三重県観光連盟公式サイト」より

苫小牧市

帯広市

北見市

北斗市

釧路市

旭川市



実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい・応援企画

道など

関連推進施策
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2 実施事業

（4）事業PR

認知度向上、誘客促進を目的として、道内外の観光客等を対象に、事業PRを実施します。

春プロモーション 〈4月〜6月〉

参加促進、回遊促進を目的として、道内外の一般客・観光客等を対象に、事業PRを実施します。

夏プロモーション 〈7月〜9月〉

次世代への継承を目的として、道内の一般客・観光客（特に若年層・ファミリー層）を対象に、北海道150年事業

の実績などを紹介します。

秋冬イベント出展 〈9月〜12月〉

ポスター、パンフレット等を作成するほか、テレビ、ラジオ、新聞等の各メディアを活用したプロモーションを

実施します。

PR資材

■2017年中の作成例

うちわ

ピンバッジ

ミニタオル

のぼり

クリアファイル
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2 実施事業

（4）事業PR

■作成イメージ

表紙案 ページ案

版数 発行時期 主な内容

第1版 2017年12月 キックオフイベント、パートナー事業・みらい事業（1～3月）等

第2版 2018年 4月
パートナー事業・みらい事業（4～12月）、

記念式典及び北海道150年ウィークの概要 等

第3版 2018年 7月 記念式典及び北海道150年ウィークの詳細 等

各種事業を紹介する公式ガイドブックを、段階的に発行します。

公式ガイドブック
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2 実施事業

（4）事業PR

・ 公式ガイドブックの発行にあわせて、パートナー事業や北海道みらい事業として実施される関連イベントなど

様々な情報を発信します。

・ ＳＮＳ（Facebook、Youtube）を活用して、パートナーなどへのインタビュー記事、活動実績などのニュース記事を

動画配信します。

公式ウェブサイト
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（5）関連推進施策

北海道150年事業の基本理念に沿って道等が継続的に

取り組む施策や個別事業です。

■関連推進施策（2018年度道事業）

2 実施事業

歴史

事業名 概 要
予算額
（千円）

新たな北海道史の編さん
新たな北海道史の編さんを行うため、編さん組織を設置し、編さんに必要
な資料の調査・収集などを行う。

13,225

赤れんが庁舎の保存・修復
赤れんが庁舎を適切に保存するとともに、歴史文化・観光情報の発信拠点
として利活用を図り、北海道観光の呼び水とするため、改修に向けた実施
設計や有効活用に向けた指針の策定を行う。

87,835

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）を含む周辺地域を歴史文化体感交流空間として
再生するための構想を策定する。

5,701

世界遺産登録推進事業
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を目指し、関係自治体・民
間団体と連携しながら、国内外に向けて縄文遺跡群や縄文文化の意義や
価値を発信。

16,039

人材

事業名 概 要
予算額
（千円）

北海道未来人財応援事業費
本道の将来を担う人材の育成を図るため、若者の海外留学や、スポーツ指
導者、芸術家、職人を目指して海外で資質向上に取り組む挑戦を、「ほっ
かいどう未来チャレンジ基金」等により支援する。

27,452

グローバル人材の育成に向けた英語力
向上推進事業費

グローバル化の進展に対応し、高校生の英語力の向上や国際理解教育の
充実・活性化を図るため、ＩＣＴを活用した海外高校生との交流や、研究指
定校における授業実践によるタイプ別授業プログラムの開発を行う。

8,061

北海道グローバル人材育成キャンプ事業
費

国際社会に対応できる英語力やコミュニケーション能力を備えた人材を育
成するため、グローバル人材育成キャンプを実施する。

2,936

小学校英語力向上支援事業費
小学校における英語の教科化に向け、小学生が外国人との英会話に挑戦
するモデル事業を実施し、その成果の普及を図る。

3,217

北海道ふるさと・みらい創生推進事業費
若者の流出を食い止め、道内産業の担い手等を育成するため、道立高校
において、企業や大学、地域等と連携した産業教育やインターンシップ等
のキャリア教育の充実、外国人留学生との交流促進を図る。

30,882

高校生交換留学促進事業費
本道の国際交流をリードするグローバル人材を育成するため、カナダ・アル
バータ州や、新たにアメリカ・ハワイ州との高校生の交換留学を行う。

3,941

産業

事業名 概 要
予算額
（千円）

道産木材製品プロモーション事業

トドマツなどの道産木材製品の販路拡大を図るため、東京オリンピック・パ
ラリンピックを契機として木材需要の増加が期待される首都圏や成長の著
しいアジア諸国など道外・海外に向け、道産木材の強みを活かしたプロ
モーション活動を展開。

11,395



（5）関連推進施策

■関連推進施策（2018年度道事業）

2 実施事業

アイヌ文化

スポーツ

芸術

事業名 概 要
予算額
（千円）

民族共生象徴空間誘客促進・地域連携
事業費

民族共生象徴空間の開設に向け、道内外の機運醸成や誘客促進を図るた
め、国内プロモーションや道内の地域連携体制の検討、海外での道産品
PRと連携したアイヌ文化の発信強化などを行う。

430,580

アイヌ協会活動促進費
アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重される社会の実現を目指し、（公
社）北海道アイヌ協会が行う広報啓発活動や伝統工芸品展、先住民の日
記念事業など、各種事業に要する経費を補助する。

35,753

アイヌ文化振興・研究推進機構事業費
補助金

アイヌ文化振興法に基づき、国の指定を受けてアイヌ文化の保存･伝承に
関する普及啓発等を行う（公財）アイヌ文化振興･研究推進機構の事業に
要する経費を補助する。

323,669

文化財保存対策費
（アイヌ文化保存対策費）

アイヌ文化財の調査、記録、保存、活用、伝承活動の支援や理解を促進す
る取組を実施する。

11,135

アイヌ文化の紹介
（パンフレット作成、アイヌ語アーカイブ
の多言語化とWEB配信）

アイヌ文化について、学術的な正確性にもとづくわかりやすいパンフレット
を作成する。
アイヌ文化の学習・継承に不可欠な口頭伝承のアーカイブについて、多言
語化とその出版・デジタルアーカイブ化を図る。

3,684

事業名 概 要
予算額
（千円）

スポーツ王国北海道事業費
スポーツの裾野を拡大するとともに、冬季の国際大会で活躍できるよう、
ジュニア選手の育成・強化等を行う。

32,821

スポーツ競技力向上推進費補助金
ジュニア選手等の育成強化を図るため、（公財）北海道体育協会が実施す
る選手強化事業等に対し補助する。

65,031

北海道パラアスリート発掘プロジェクト

2020東京パラリンピック大会に向けて、選手発掘やパラリンピックスポーツ

体験会を開催するなど、多くの選手の大会出場を目指すともに、障がいの
ある方が地域においてスポーツに親しむ環境を整備する。

9,000

北海道スポーツツーリズム戦略的誘客
促進事業

2020年東京オリンピック・パラリンピックなど今後の大型スポーツイベントの

開催に合わせ、本道に優位性のあるスポーツを核としたツーリズムの振興
を図る。

43,793

オリンピック・パラリンピック道産農水産
物等供給体制構築事業費

東京オリンピック・パラリンピック等での道産食材供給につなげるため、農
林水産の関係団体とともに設置した協議会の活動により、関係省庁や大会
関係者へのプロモーションの実施など、道産農林水産物のＰＲを行う。

7,987

事業名 概 要
予算額
（千円）

「アートギャラリー北海道」推進事業費
道内の美術館等が所蔵する美術品等の価値を見つめ直し、その魅力の発
信を強化するため、美術館等の連携による所蔵作品の相互紹介やイベント
事業、PR活動を展開する。

37,374

135



実行委員会 道民・企業、団体・市町村

記念セレモニー

事業全体のPR等

みらい・応援企画

道など

関連推進施策
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（6）2017応援企画

2017年において実施された、北海道150年事業の

PRを目的とする取組です。

■応援企画 （90事業）

No. 申請者名 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

1
(NPO)カルチャーナ
イト北海道

団体

札幌の文化再発見シ
リーズⅢ
「北キャンパス発！食と
健康のサイエンスを知ろ
う」

北海道大学北キャンパスの研究施設見学
ツアー、食と健康のサイエンスに関する
ワークショップ、パネル展示、食事体験を
実施。

札幌 2017.7.7

2 北海道経済連合会 団体
特別講演会「松浦武四郎
が愛した北海道」

団体の「常任理事会・理事会合同会議」の
場を活用し、松浦武四郎記念館主任学芸
員の特別講演会を開催。

札幌 2017.5.18

3 北海道経済連合会 団体 松浦武四郎パネル展
団体の「定時総会」の場を活用し、北海道
博物館協力のもと松浦武四郎パネル展を
開催。

札幌 2017.6.8

4
網走サイクリング協
会

団体 環北海道2400ライド
北海道の沿岸2,400kmを22日間かけて
ゆっくり回るサイクリングツアーを実施。

全道 2017.6.28～7.13

5
(一社)北海道広告
業協会

団体
北海道広告業協会PR広
告コンテスト

「150年！その先の北海道。」をテーマとし
て作品を募集したPR広告コンテストを開催。
優秀作は、新聞、テレビ、ラジオの協力を
得て展開。

全道 2017.6～2018.3

6

(株)アウラ／北海道
クラシックカーラリー
運営事務局

企業
北海道クラシックカーラ
リー2017

国内外に向けて、「クラシックカー」の魅力
を発信するとともに、地域活性化等につな
げる。設定コースの市町村等と連携し、地
域交流を実施。

広域 2017.7.7～9

7
松浦武四郎まつり
2017実行委員会

団体
松浦武四郎まつり2017 

in 札幌

・松浦武四郎資料展
・北海道150年写真展
・北海道150年物語基調講演
・ビデオレター上映
・武四郎ワークショップ（パネルディスカッ
ション）
・アイヌ音楽ミニコンサート

札幌 2017.7.17

8
札幌市内ホテル連
絡協議会

団体
北海道150年事業応援プ
ロジェクト

加盟ホテル共同企画として、以下の事業
を実施。
・ホームページでロゴマーク掲載
・スタッフ制服にロゴバッチ着用
・松浦武四郎クイズウォーク
・レストランスタンプラリー
・スタッフ出演ポスター制作・掲出
・北海道の「食」の魅力再発見フェア

（第1部：北海道ランチフェア、第2部：北海道

朝食フェア、第3部：まるごと北海道フェア）

札幌
2017.7.17～
2018.8.31

9
Jewelry・Belle

（松橋 沙江子）
個人

Jewelry・Belleプロデュー
ス～Yoga×アイヌ音楽を
通して伝えたいこと～

ヨガの動きとアイヌ音楽をコラボしたイベン
トを開催することで、北海道オリジナルのヨ
ガとして、北海道文化とともに体験してもら
う健康増進事業の実施。

全国 2017.5～2018.10

10
(NPO)ハタモク北海
道

団体
ハタモク（働く目的を考え
る）北海道

学生と社会人で「何のために働くのか」を
気楽に真剣に語り合える場を道内に創る、
増やす活動「ハタモク北海道」の開催。

全道
2017.5.20

2017.7.16

2017.9. 9

2 実施事業
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（6）2017応援企画

No. 申請者名 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

11 札幌市資料館
市町
村

カルチャートーク
「武四郎碑に刻まれたア
イヌ民族－民族の復権を
めざして－」

北海道150年を記念し、名付け親として知
られる松浦武四郎や武四郎に協力したア
イヌの人々について、専門家による講演
を実施。

札幌 2017.7.17

12
PIRICAMERA

（谷杉 アキラ）
個人

写真集「PIRIKANOKA～
アイヌ語地名写真探訪」
出版事業

国指定名勝「ピリカノカ」を中心に、道内各
地の美しい北海道原風景（アイヌ語地名）
をアーティスティックなモノクロームで紹介
する写真集を出版。

全道
2017.7.17

出版

13
北海道鉄道観光資
源研究会

団体
北海道の鉄道130年の過
去、現在、そして未来へ

北海道開拓から現在に至る北海道発展
の礎となった鉄道の歴史を中心にパネル
展を開催。

札幌 2017.11.25～26

14

札幌国際観光(株)

センチュリーロイヤ
ルホテル

企業

北海道命名の地で栽培さ
れたホワイトアスパラガス
と浦河町のグリーンアス
パラガスの饗宴「アスパ
ラづくしコース」

ホテルとして、食を通じて北海道150年事
業を応援するため、レストランでアスパラ
づくしの期間限定コース料理を提供。

札幌
ほか

2017.6.1～30

15 LOVEあばしり 団体 LOVEあばしり
・ミニコミ誌「LOVEあばしり」の発行
・「出逢おう in あばしり」の開催

網走
ほか

2017.6～2017.12

16
北海道のPMピープ
ル

団体
札幌学院大学「プロジェク
トマネジメント入門」講義

札幌学院大学のグローバル科目としてプ
ロジェクトマネジメントの講義を実施。演習
のテーマとして北海道150年事業を取り上
げ、学生がプロジェクトとして事業を考える。

札幌
江別

2017.6.7～7.26

17
阿寒クラシックトレイ
ル研究会

団体 阿寒クラシックトレイル
松浦武四郎が探訪し、先人達が行脚した
阿寒地域の古道を歩くトレッキングイベン
トなどを開催。

釧路
阿寒

2017.9.23～10.29

18

(一財)道北地域旭
川地場産業振興セ
ンター

団体
道の駅から全国へ、北海
道の価値発信事業

北海道150年の機会を活用し、松浦武四
郎の故郷である三重県松阪市の道の駅を
はじめ、全国の道の駅をメインターゲット
に、地域資源やストーリーをパッケージと
した価値の発信と経済交流を実施。

全国 2017.6～2018.12

19
フォールディング・コ
スモス・プロジェクト

団体
フォールディング・コスモ
ス・プロジェクト

松浦武四郎が晩年に人生の集大成として
集めた思い出の木片で作られた「一畳敷」
をテーマに、北海道の木の文化や日本の
文化を国内外に紹介しながら「記憶と交
流」の場を作り上げていくプロジェクトを実
施。

世界 2017.6～2018.6

20
(株)クリエイティブオ
フィスキュー

企業

UHB「みんなのテレビ」番
組内
「未来に伝えたい キセキ
の北海道めし」コーナー
企画

道内各地に代々根ざしてきた郷土料理
（おふくろの味）を番組内でピックアップし、
メニュー内容を磨き上げ、次世代へ繋ぐ
新しい郷土の味として提供した。

全道 2017.6～2017.12

21
(NPO)日本自治
ACADEMY

団体

どさんこティーンズ 北海
道200年へのプロポーズ
「高校生が訴える『未来
の北海道』」作文コンクー
ル

北海道内の高校生から「北海道200年へ
のプロポーズ」をテーマに作文を募集。
「50年後の北海道はこんな北海道にした
い」という北海道の将来像、アイデアを提
言。

全道 2017.7～2018.2

22

合同会社CONEXT

／Tsunagu project

運営会社
企業 Tsunagu project

「Tsunagu project」の活動の一環として、
高円寺フェスにて「リトル北海道」イベント
を開催。食、エンターテイメント、ワーク
ショップ等で、色々な人達がつながり、
様々なモノ達がつながり、昔と今とこれか
らの北海道を感じ、知ってもらう取組を実
施。

東京 2017.10.28～29

2 実施事業
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No. 申請者名 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

23
日本生命保険相互
会社

企業
ニッセイビジネスマッチン
グイベント
「拓 !! 2017 in 札幌」

北海道の経済活性化に向けた“販路拡
大”を目的としたビジネスマッチングイベン
トでの北海道150年事業PR。

全道 2017.10.10

24

札幌国際観光(株)

センチュリーロイヤ
ルホテル

企業
「北海道の名付け親 松
浦武四郎」PR企画「松浦
さん」割引キャンペーン

北海道の名付け親とも言われている松浦
武四郎の名前とその功績をもっと広く知っ
ていただきたいという思いから、名字が
「松浦」の方を対象に「レストラン割引キャ
ンペーン」を実施。

札幌
ほか

2017.7.1～8.31

25

札幌国際観光(株)

センチュリーロイヤ
ルホテル

企業
北海道命名の地・音威子
府村ロビー展

北海道命名の地とされる音威子府村所蔵
の美術品やパネル等の展示、物販。

札幌 2017.7.1～20

26
東日本高速道路
(株)

企業
北海道スマホスタンプラ
リー

北海道のドライブ観光を促進するため、観
光施設、道の駅、高速道SA・PAを押印ス
ポットとしたスタンプラリーを実施。応募賞
の一つに「北海道命名150年賞」を設定。

全道 2017.6～2017.11

27

（有）ビューティ・ネッ
トワーク 足の休憩
室

企業
有珠バカンス村プロジェ
クト

有珠の素晴らしさを広める活動（有珠善光
寺マスコットZENちゃん、有珠MAP、有珠
WEB等）を通じた北海道150年のPRを実施。

伊達 2017.8～2018.10

28
(公財)北海道女性
協会

団体
平成29年度第2期 える
のす連続講座～女性大
学～

社会経済情勢の変化に対応し、女性の社
会参画に対する視座の広がりに資するこ
とを目的として開催する講座において北
海道150年事業をPR。

札幌 2017.8～2017.12

29
むかわ町恐竜ワー
ルドセンター

団体
むかわ恐竜アカデミア
2017

事業を通じて、町内から産出する恐竜を
はじめとした古生物化石について学び、ま
ちの未来を担う事ども立ちの夢と冒険心
を育む「知的エネルギー資源」として活用
するとともに、太古の昔に絶滅し、化石と
なって現代によみがえった古生物たちに
敬意を表し、高齢化や人口減少問題に直
面する地域の将来について考える契機と
することとし、北海道150年事業を応援す
る企画として実施。

むかわ 2017.8.5～20

30 (株)アシストタイム 企業
故郷ねむろの活性化プロ
ジェクト

・札幌で経営している根室出身者の飲食
店を中心に紹介する「札幌ねむろMAP」の
制作・配布
・ねむろのおでかけWEBマガジン「ねむ
ろっぷ」の運営（北海道150年事業応援企
画として、根室から見た北海道150年振り
返り取材を予定）

根室
札幌

2017.10～

31

北海道の楽しい100

人 vol.2 実行委員
会

団体
北海道の楽しい100人
vol.2

様々なジャンルで活躍中の「北海道の楽
しい人」が隔月で毎回4人ずつ登壇し、自
身の活動とそこに込める思いを15分に凝
縮して語るトークイベントを実施（トークゲ
ストとして北海道150年にまつわる方を招
聘）。

札幌 2017.8～2018.12

32
サッポロ未来展実
行委員会

団体
第16回サッポロ未来展 in 

Takikawa

北海道にゆかりのある40歳未満の若手芸
術家が中心となって、北海道の芸術・文化
の振興を図ることを目的に、美術展覧会
を開催。ワークショップや講演会などの交
流イベントも実施。

滝川
ほか

2017.10.7～10.22

（6）2017応援企画

2 実施事業
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No. 申請者名 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

33
テッシ・オ・ペッ賑わ
い創出協議会

団体
松浦武四郎生誕200年
事業

北海道の命名者であり天塩川に所縁のあ
る松浦武四郎をキーパーソンに、平成30年
の生誕200年（北海道150年）へ向けて、武
四郎生誕地である三重県松阪市と連携し
てフォーラム、相互ツアーを開催する等、郷
土愛の醸成及び地域振興に資する取組を
実施する。

天塩川
流域

2017.4～2018.12

34

北海道札幌国際情
報高等学校吹奏楽
部

高校 第19回定期演奏会

札幌国際情報高校吹奏楽部が広く道民に
向けて開催する演奏会。「クラシカル」と「ダ
ンプレ」（北海道発祥の新しい演奏スタイ
ル）によって構成。

札幌 2017.7.31

35 (株)フレンセル 企業 UNGA↑（プラス）

北海道開拓を語る上で欠かせない「北前
船」をシンボルに、小樽に果たした役割、現
代に遺したモノ、引き継がれているコトなど
を商品やPOPを通して北海道150年とあわ
せて発信。

全国 2017.4～2017.12

36
(株)三興メディアコ
ミュニティ

企業
北海道応援バラエティ！
ガンキタ

自社制作番組内、番組HPでの北海道150

年事業の応援、PR。
全道 2017.7～

37
きこない咸臨丸まつ
り実行委員会

団体
きこない咸臨丸まつり
2017

幕末に活躍し、木古内町サラキ岬沖に眠っ
ている咸臨丸をテーマとしたイベントを実施。
これにあわせて、会場（みそぎ公園）にPR

ブースを設置して、北海道150事業をPR。

木古内 2017.8.15～16

38 音威子府村
市町
村

北海道命名の地 筬島
まつり

「北海道命名の地碑」がある音威子府村筬
島地区には、筬島駅があることから、鉄道
の利用促進のほか、北海道の鉄道史、さら
には、「北海道命名の地碑」PRを通じた北
海道150年の歴史に触れていただくための
イベントを実施。

音威子府 2017.8.5

39
北海道観光ボラン
ティア連絡協議会

団体
2017観光ホスピタリティ
全道大会inあさひかわ

「蝦夷地より北加伊道、イランカラプテあさ
ひかわ」をテーマに、北海道150年、旭川市
旭山動物園開園50周年に関する講演等を
開催。

旭川 2017.10.12～13

40 (株)阪急交通社 企業
北海道方面への旅行商
品販売事業

2018年の北海道方面への旅行商品販売に
あたり、北海道150年を幅広く告知。

全国 2017.8～2018.12

41
芝ざくら植栽60年記
念事業実行委員会

団体
芝ざくら植栽60年記念プ
ロジェクト及び植栽60年
記念事業

1959年に滝上町の芝ざくら植栽が本格化し
てから、2018年に60年という歴史を刻むこ
とから、道内外の芝ざくら観光地や近隣の
花観光地期と連携し、その歴史を振り返り、
未来に向けての記念事業と各種PR事業を
展開するとともに、60年記念イベントを「童
話村たきのうえ芝ざくらまつり」とあわせて
開催。

全国 2017.7～2018.6

42 リマンベ 団体 リマンベ

インターネットを活用した地域活性化のた
めに運営しているウェブメディア「リマンベ」
において、これからの北海道開拓のキーマ
ンの発掘、情報発信等を行った。

長万部 2017.8～2018.12

43
(一社)木古内公益
振興社

企業
北海道150年記念「150

円セール」

道の駅「みそぎの郷きこない」で人気の商
品を150円で販売し、北海道150年事業を
PR。

木古内 2017.8.11～17

44

アマチュア無線局
JA8DHV

（中嶋 裕一）
個人

交信証による北海道150

年事業のPR

アマチュア無線家同士が交信した証として
発行する交信証（QSL）で、北海道150年事
業を紹介し国内に広くPR。

全国 2017.8～2018.12

（6）2017応援企画
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45

札幌国際観光株式
会社センチュリーロ
イヤルホテル

企業
ハスカップエントティー
提供

ホテル内ティーラウンジにおいて、アイヌの
人たちが愛用していた「エント茶」とアイヌ語
「ハシカプ」を由来とする北海道産ハスカップ
のジャムを用いたオリジナル茶を販売し、食
を通じて北海道150年事業を応援。

札幌 2017.9～2018.8

46
K&N 備忘録工房
（西山 代四男）

個人
みらいへ繋がる150年
の節目、「記憶を記
録」。

貴重な歴史的資料や文化的価値がある諸
資料を、「記憶を記録」として伝え、みらいへ
繋がる、北海道150年事業のPR活動の一環
として展開。

渡島
檜山

2017.8～2018.5

47
「手稲記念館」移動
展示会実行委員会

団体
「手稲記念館」移動展
示会

手稲の歴史的遺産を子どもたち世代を含め
多くの方に知ってもらうため、「手稲記念館」
移動展示等を実施。

札幌 2017.11.1～12

48

北の紙工房 紙び
より
（東野 早奈絵）

個人 蝦夷和紙プロジェクト
北海道で育った植物から、地元の人々の協
力により、できるだけ伝統的な製法で和紙を
作り出すワークショップを開催。

札幌 2017.10.14

49
青空まつり実行委
員会・新篠津村

市町
村

第38回新しのつ青空ま
つり

新篠津村で開催されるイベント「第38回新し
のつ青空まつり」の会場で北海道150事業を
PR。

新篠津 2017.8.26

50
(NPO)炭鉱の記憶
推進事業団

団体
「炭鉄港」を人文字で
つなごう大作戦！

北海道150年の先導役となった三都（空知管
内、小樽、室蘭）を結ぶ「炭鉄港」（石炭、鉄
鋼、港湾、鉄道）関連のイベント等で、「150」
などの人文字を作り、写真を公開。

空知
小樽
室蘭
ほか

2017.9～2018

51
(一社)黒松内町観
光協会

団体

「北海道150年・松浦武
四郎と黒松内」～交通
史・黒松内山道から函
樽鉄道まで～

歴史に詳しい町民ガイドが、「松浦武四郎と
黒松内」、「黒松内山道から函樽鉄道までの
交通史」に関係する現場を案内。さらに深い
話や秘話などを外部講師が語るセミナーを
開催。

黒松内 2017.7～2017.9

52
北海道e-水プロジェ
クト

団体
北海道e-水プロジェク
ト

北海道コカ・コーラボトリング(株)、道、（公
財）北海道環境財団との協働事業として、環
境保全活動団体が実施する道内の水辺の
環境保全活動に必要な資金を助成するとと
もに、活動の輪を広げるためのフォーラムを
開催。これらの事業展開の中で、北海道150

年事業をPR。

全道 2017.4～2017.12

53

ダーラナシンフォニ
エッタ招聘実行委員
会

団体

スウェーデンの音楽家
紹介レクチャーコン
サートシリーズ①「ヴィ
ルヘルム・ペッテション
＝ベリエル」

2017年に生誕150周年を迎えるスウェーデン
の音楽批評家ヴィルヘルム・ペッテション＝
ベリエルの足跡を、代表作のピアノ演奏とと
もに紹介。

札幌 2017.9.13

54

札幌国際観光(株)

センチュリーロイヤ
ルホテル

企業
北海道150年を冠した
宴会料理（プラン）の提
供

北海道の食の魅力再発見と銘打ち、良質な
道産食材を用いた和食・洋食・中華折衷の
特別料理を提供。

札幌
2017.11.16～
2018.2.28

55

北の灯霧（とうぎり）
研修生
（山本 雅晴）

個人
北海道の夜明け－西
洋式灯台28基、ペー
パークラフト展－

北海道の明治期に建設された西洋式灯台
28基のペーパークラフトの展示会を開催。

石狩 2017.10.17～21

56

（株）クレオテック／
会議・研修施設
ACU

企業
ACUまなびシェア
キッズワークショップ
2017

小学1年生から6年生を対象としたワーク
ショップを開催。

札幌 2017.11.23

57

札幌市中央卸売市
場イベント事業実行
委員会

団体
市民感謝 札幌市中
央卸売市場「消費拡大
フェア2017」

市民に親しまれる市場と卸売市場の機能や
食の安全・安心の取組などの情報発信、生
鮮食料品の消費拡大と食育の充実を図ると
ともに、北海道産生鮮食料品の魅力を伝え、
地産地消を推進するため、「消費拡大フェ
ア」を開催。

札幌 2017.9.17

（6）2017応援企画
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58
長沼町青年団体協
議会

団体

長沼町130年・長沼町
青年団体協議会70年
記念事業「SLから長
沼の歴史を学ぶ」

長沼町の発展を交通の面で支えた夕張鉄道
及びながぬまコミュニティ公園内の産業遺産
「SL」について学ぶことにより、地域の歴史に
対する理解を深める。

長沼 2017.9.16

59
しょこつがわ連携研
究会

団体
渚滑川の上下流の連
携による地域資源を
活用した観光づくり

オホーツク地域を踏査し、渚滑川（志与古津）
日誌を遺した松浦武四郎の足跡やアイヌとの
関わり等の調査の成果を公表するとともに、
シンポジウム等を開催。

滝上
紋別

2017.9～2017.12

60
たきのうえ洞爺丸台
風調査会

団体
たきのうえ洞爺丸台
風まちづくりオーラル
ヒストリー

昭和29年に滝上町を襲った台風（洞爺丸台
風）の影響を知る方々から口述を記録し、記
録誌の発行と学習会の開催。

滝上 2017～2018

61
武田薬品工業(株)

札幌支店
企業

NAMARA-HEART 

PROJECT by 武田薬
品工業

北海道150年事業を通じて、道民の未来の健
康と健康寿命延伸という大きなミッションに貢
献するため、全社員がロゴマーク入りバッジ
を装着して、北海道150年事業をPR。

全道 2017.10～2017.12

62 市立小樽図書館
市町
村

道立図書館北方資料
室移動展「北海道の
名付け親・松浦武四
郎と小樽」

道立図書館・市立小樽図書館の資料展示と
講演会を通して、市民の皆様に松浦武四郎と
北海道・小樽のつながりと、2018年の北海道
命名150年をPR。

小樽 2017.9.30～10.29

63
キモノでジャック in 

札幌
団体

キモノでジャック in 札
幌

キモノ好きが集うイベントに、北海道の歴史と
北海道を愛する方々の参加を呼びかけ、参
加者で記念写真等を撮影し、SNS等で発信。
会場は、北海道の歴史に関わる場所を優先
的に選定。

札幌
ほか

2017.10.15、
2017.12.16

64 (株)財界さっぽろ 企業
『二〇一八年・北海道
命名一五〇年「北加
伊道」六〇話』の出版

北海道命名150年を機に、「財界さっぽろ」の
ホームページに掲載された「北海道開拓の先
覚者達」を加筆修正の上、60話にまとめた書
籍を出版。

全国 2017.10中旬

65
「猿留山道を歩く
会」実行委員会

団体 猿留山道を歩く会

伊能忠敬が測量し、松浦武四郎が探査した、
歴史的価値が高い「猿留山道」について、理
解を深め、未来へ手渡していくことを目的に、
東入口から沼見峠を経由して、豊似湖へ下る
コースを歩く会を開催。

えりも 2017.10.28

66 宮永 明子 個人

せんだがや餅つき大
会における「北海道命
名150年」PR・祝賀事
業

千駄ヶ谷で毎年12月に開催される「せんだが
や餅つき大会」において、北海道産の餅米に
よる餅の無料配布、北海道ブースでのザンギ
等の販売のほか、北海道の食と「北海道命名
150年」をPR。

東京 2017.12.10

67 鉾井 直作 個人
北海道150年記念 鉾
井直作作品展

北海道に感謝し、このかけがえないのない風
土から力をいただいて創作を重ねてきた作品
の一部を「北海道命名150年」を記念して地方
から発信。

砂川 2017.12～2018.10

68
PIRICAMERA

（谷杉 アキラ）
個人

「国定名勝ピリカノカ」
普及推進事業

「国定名勝ピリカノカ」を中心に、道内各地の
北海道原風景（アイヌ語地名）を巡回写真展
やトークショーなどで紹介した。

全道 2017.10～2018.12

69 リベラ(株) 企業
函館クリスマスディ
ナークルーズ in ナッ
チャンWorld

北海道命名150年を契機とした、新しいクリス
マスの楽しみ方として、ツリー点灯式と花火を
船上から鑑賞する特別感と、北海道ゆかりの
シェフ監修による地元食材を使ったディナー
クルーズを実施。

函館
2017.12.23

～24予定

（6）2017応援企画

2 実施事業



142

No. 申請者名 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

70 江別創造舎 団体
江別の文化・歴史を
語る！つなぐ！語り
部の記録2017

北海道開拓に深く関わり、北海道・江別の文
化・歴史について精通した語り部の方々の発
表会を開催し、その模様をDVD化。

江別
ほか

2017.12.12

71 江別創造舎 団体
江別カルタで辿る江
別物語2017

江別の文化・歴史を題材とした江別＜いろは
＞カルタを活用したカルタ大会を開催。

江別
ほか

2017.12.12

72
北前船北海道プロ
ジェクト

団体
北前船と北海道の繋
がりを通じた北海道
活性化事業

北前船の歴史的価値、特に北海道と北前船
との関わりを、道民をはじめ道内外の観光客、
海外にも情報発信し、地域の魅力を体感して
いただくための様々な取組を実施。

全道 2017.10.9

73 (有)ヤマコしらかわ 企業
北海道150年記念 お
米・お酒・お菓子販売
事業

北海道150年を記念して、室蘭の歴史をPRす
るお米・お酒・お菓子を販売。

室蘭 2017.11～2018.12

74
わっしょい北開道・
神輿会 北海睦

団体 お祭り（神輿）写真展
全道のお祭りが一段落した11月に、お祭り
（神輿）写真展を開催し、あわせて北海道150

年事業をPR。
札幌

2017.11

2018.11

75

札幌国際観光(株)

センチュリーロイヤ
ルホテル

企業
三重県と北海道の自
慢味会席

「北海道」の名付け親松浦武四郎の故郷・三
重県の食材と北海道の食材を融和させた特
別会席を販売し、食を通じて北海道150年事
業を応援。

札幌 2017.12～2018.1

76
公益財団法人
北海道文化財団

団体

北海道・韓国光州伝
統芸能交流公演（文
化提携交流事業）

公演チラシ及びチケットに北海道150年事業
のロゴマークを掲載し文化施設等に配付しＰ
Ｒを行う。また、公演当日に配布するパンフ
レットにもロゴマークを掲載し、来場者にＰＲ
を行う。

生活支
援型文
化施設
コンカ

リーニョ

2017.9.1～2

77
公益財団法人
北海道文化財団

団体

ピアノ連弾「デュオ ト
ロイメライ」コンサート
（若手芸術家発表事
業）

ピアノ連弾「デュオ トロイメライ」のコンサート
のチラシに北海道150年事業のロゴマークを
掲載し、標津町においてＰＲを行う。

標津町 2017.9.10

78
公益財団法人
北海道文化財団

団体
「Ezo'n（エゾン）公演」
（文化の宅配便事業）

民謡、三味線、和太鼓の編成による「Ezo‘n
（エゾン）」のコンサートのチラシに北海道150

年事業のロゴマークを掲載し、標茶町、浜中
町においてＰＲを実施。

標茶町
浜中町

2017.10.1、12.1

79
公益財団法人
北海道文化財団

団体

「レ・ポムポム木古内
町公演」（文化の宅配
便事業）

弦楽器、木管楽器、声楽等の編成による「レ・
ポムポム」のコンサートのチラシに北海道150

年事業のロゴマークを掲載し、木古内町にお
いてＰＲを実施。

木古内
町

2017.10.24

80
公益財団法人
北海道文化財団

団体

むかわ恐竜アカデミ
ア2017（まちの文化創
造事業）

野外アート展やワークショップ、音楽祭などを
開催。本事業のチラシに北海道150年事業の
ロゴマークを掲載し、ＰＲを実施。
（PR先：つつじ山公園、野外博物館、道民の
森、アースギャラリー、穂別町民センター、む
かわ町穂別博物館）

むかわ
町穂別
地区

2017.8.5～8.20

（6）2017応援企画
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81
公益財団法人
北海道文化財団

団体

写真文化首都推進普
及啓発事業（まちの
文化創造事業）

｢写真の町」東川町内の文化施設などにおい
て、ワークショップ及び展示等を開催。本事業
のチラシに北海道150年事業のロゴマークを
掲載してＰＲ。

東川町 2017.5～2018.2

82
公益財団法人
北海道文化財団

団体

あさひ”発”・教職員演
劇製作事業「センセイ
ノチカラ公演」（舞台
創造支援事業）

演劇製作の経験のない教職員が出演者、ス
タッフとして参加し、舞台公演を行う。
本公演のチラシに北海道150年事業のロゴ
マークを掲載してＰＲ。

士別市
朝日町

2017.12.9

83
一般社団法人
北海道薬剤師会

団体
機関誌（月刊誌）等で
のＰＲ

以下の各媒体等への北海道150年ロゴマーク
の掲載により、北海道150年事のPRを実施。
・会員及び関係団体向け機関誌（月刊誌）
・本会役職員の名刺
・フリーペーパー「オントナ」3月22日号掲載の
北海道薬剤師バンク広告記事
・「北海道薬剤師バンク」チラシ

北海道
全域

2017．3～2017.12

84 北海道酒造組合 団体
北海道地酒＆鮨フェ
ア2017

北海道内で製造された日本酒及び本格焼酎
を500名の来場者ににぎり鮨、酒肴弁当ととも
に味わっていただくイベントにおいて、北海道
産酒造好適米や北海道命名150年（ロゴマー
クも使用）を紹介するポスターを掲示するとと
もに、「みんなでつくる北海道150年事業」チラ
シを来場者全員に配布してPR活動を実施。

札幌 2017.10.11

85 北海道 道 くるま未来体験教室

自動走行やEVといった次世代自動車及び自
動車産業等への理解促進を図るため、道内の
小学生及び保護者を対象に自動車の自動走
行の仕組みの学習、先進安全技術の体験 及
び電気自動車の展示等を実施。

赤れんが
庁舎１号
会議室、
来庁者駐

車場

2017.10.8

86 北海道教育委員会 道

「北海道150年」プレ
事業・「北海道みんな
の日」記念北方資料
室所蔵資料特別展
「北海道の名付け親・
松浦武四郎と『道み
んの日』」

平成29年から7月17日が「北海道みんなの
日」となったことにちなみ、所蔵する松浦武四
郎自筆書簡ほか、武四郎や北海道を知るた
めの図書や雑誌など関連資料を展示。

北海道
立図書
館

2017.7.1～
2017.8.30

87 北海道教育委員会 道

「北海道150年」プレ
事業・「北海道みんな
の日」記念 道立図書
館北方資料室書庫ツ
アー「あなたもタイムト
リップ ～北方資料の
世界～」

北方資料室書庫を巡りながら、近世から現代
にわたる北海道、旧樺太、千島関係資料を紹
介する書庫ツアーの中で、「北海道の名付け
親・松浦武四郎と『道みんの日』」展示資料と
趣旨についても解説。

北海道
立図書
館

2017.7.22

88 北海道教育委員会 道

「北海道150年」プレ
事業・道立図書館北
方資料室書庫ツアー
「北海道の名付け親・
松浦武四郎を追って」

「北海道１５０年」にちなみ、北海道の名付け
親といわれる松浦武四郎の関連資料を書庫
内各所で紹介するツアーを実施。

北海道
立図書
館

2017.9.9

（6）2017応援企画

2 実施事業
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No. 申請者名 区分 事業名 事業概要
展開
エリア

実施期間

89 北海道教育委員会 道

講演会・資料で語る
北海道の歴史（第18

回） 「戦前、公文書
の中のキリスト教 －
取締りと統制を北海
道で読み解く－」（「北
海道150年」プレ事
業）

テーマに詳しい専門家を講師に招き、道立図
書館が所蔵する関連文書をもとに、戦前の札
幌のキリスト教を巡る状況についての講演会
を実施。

北海道
立教育
研究所

2017.11.11

90
よりみちの駅プロ
ジェクトチーム

道
よりみちの駅クリスマ
ス

「地域住民に親しみやすい庁舎の利活用」と
「管内の情報発信基地」をテーマに目指すも
ので、振興局庁舎を地域の財産として地域の
方々と広く共有しながら、職員がおもてなしの
心を持って取り組むイベントにおいて、150年
PR専用コーナーを設置して啓発物品を配る
などして北海道150年事業の認知度向上に寄
与。

留萌市 2017.12.16

（6）2017応援企画

2 実施事業

■取組事例

2017年7月7日

№6 北海道クラシックカーラリー2017
(株)アウラ／北海道クラシックカーラリー運営事務局

2017年7月～9月

№21 どさんこティーンズ 北海道200年へのプロポーズ

「高校生が訴える『未来の北海道』」作文コンクール
(NPO)日本自治ACADEMY
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3 北海道みらいメンバーシップ

■ パートナー（再掲） ＜P.14～58参照＞

自らが持つ企画力やノウハウを発揮し、自らのご負担のもとで事業を企画・実施していただく企業・団体です。

（165 企業・団体）

■ スポンサー（受理別・口数別） （2018年3月30日現在 77企業・団体）

苫小牧信用金庫

北海道シンクタンク協議会 株式会社イー・シー・プロ／北海道通訳アカデミー

大地コンサルタント株式会社 株式会社協和コンサルタント

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 大和証券株式会社

北海道土木設計株式会社 株式会社シン技術コンサル

北海道 日立グループ 株式会社アクアジオテクノ

旭川設計測量株式会社

北海道酒類販売株式会社 日本アクセス北海道株式会社

北海道曹達株式会社 株式会社シー･イー･サービス

株式会社タナカコンサルタント 和光技研株式会社

国際ロータリー第2510地区
第4グループ、第5グループ

株式会社北海道クラウン 北海道物流開発株式会社 株式会社内田洋行 北海道支店

藤井測量設計株式会社 国分北海道株式会社
一般財団法人
北海道建築指導センター

株式会社三洋コンサルタント 株式会社イズムグリーン 留萌調査設計協会

酪農学園大学 日本データーサービス株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

株式会社ダイイチプラニング 株式会社郡土木コンサルタント 清水建設株式会社北海道支店

小林技術コンサルタント株式会社 びらとり農業協同組合 ハラダ産業株式会社

株式会社紀文食品 北海道林業協会 拓北地下開発株式会社

伊藤組土建株式会社 株式会社熊谷組北海道支店 東洋水産株式会社

株式会社エーティック トキワ地研株式会社 北海道キング設計株式会社

上山試錐工業株式会社 株式会社かんぽ生命保険 株式会社シビテック

日胆地区測量設計協会
学校法人創志学園
（クラーク記念国際高等学校）

ホテルポールスター札幌

アルファ計画株式会社 株式会社トータル測量設計 ジー・エー・エム株式会社

アサヒコンサルタント株式会社
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3 北海道みらいメンバーシップ

■ サポーター

①寄附 個人 9件 （10名）

②ボランティア

記念式典など様々なイベントの運営等に参加いただける方を、2018年4月頃から募集します。

（2018年3月30日現在・敬称略）

池内 康洋 ・ 佑子 野原 滿 矢野 友也

矢野 遙香 松本 貴義 浅野 敏雄

深谷 将平 熊川 実 他1名

全日本空輸株式会社

ソフトバンク株式会社 サントリー酒類株式会社

株式会社クレタ 株式会社アインホールディングス

株式会社HBA 株式会社ニトリ

株式会社マツオ 井村屋グループ株式会社 北海道信用金庫

株式会社札幌丸井三越

医療法人臨生会 道南食品株式会社 株式会社土屋ホーム

国分北海道株式会社 他1社

● 企業・団体 （16企業・団体）

● 個人 （4名）

前川 幸敏 美唄 長栄堂 美浪 利光

田澤 誠

※ 北海道150年映像と音楽による特別イベント実行委員会への協賛

株式会社富士建設コンサル 株式会社日興ジオテック 株式会社葵開発コンサル

株式会社アサヒ建設コンサルタント 株式会社北都 太平洋総合コンサルタント株式会社

北辰建設コンサルタント株式会社 北陽測量設計株式会社 北海道炭礦汽船株式会社

株式会社フェアフィールド 宗谷測量株式会社 株式会社奥村組札幌支店

エスエスコンサル株式会社 北裕建設コンサルタント株式会社 北海道青年団OB会

大雪地ビール株式会社 北央道路工業株式会社 三菱電機株式会社北海道支社

三栄電機販売株式会社 岩田醸造株式会社 株式会社ティ・エム

■ スポンサー（受理別・口数別）
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3 北海道みらいメンバーシップ

■ アドバイザー

小磯 修二 氏
開拓、開発の歴史

大阪市生まれ。（一社）地域研究工房代表理事

72年京都大学法学部卒業後、国土庁、北海道開発庁等を経て、99年から釧路公立大学教授、地

域経済研究センター長、08年同学長。12年9月北海道大学公共政策大学院特任教授。17年～現職

主な公職として、北海道総合開発委員会委員（04～08）、道州制推進検討会議委員（03～04）、北

海道庁顧問（行財政改革）（05～06）、北海道観光審議会会長（05～13）、市町村合併推進審議会

開業（05～10）、北海道の人口減少問題に関する検討会座長（14）、北海道創生協議会委員（15

～）ほか。

16年 北海道150年道民検討会議委員、同会議「北海道みらいワーキング」座長。

分 野

東村 有三 氏
主催イベントの企画・演出

札幌市生まれ。(株)ＫＩＴＡＢＡ顧問

大学在学中に放送作家デビュー、各種キャンペーンや商品開発のほか、91年 ユニバーシアード冬

季大会開閉会式の総合演出を担当。

地域活性化コンサルタントとして、真狩村オーベルジュ「マッカリーナ」、ＪＡ美瑛「美瑛選果」、藻岩

山山頂施設リニューアルなどをプロデュース。

また、(株)ニトリパブリックで、ニトリ小樽芸術村の運営・企画を担当。

主な公職として、北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入モデル検討委員会（国土交通省）

委員（03～04）

分 野

本田 優子 氏
アイヌ文化

石川県生まれ。札幌大学地域共創学群教授

83年 北海道大学文学部卒業後、平取町二風谷に移り住み、二風谷アイヌ文化資料館長の萱野茂

氏の助手としてアイヌ語辞典の編纂を行う。

05年 札幌大学文化学部助教授として着任。アイヌの歴史や習俗、世界観について、アイヌ社会に

伝承されてきた様々な物語を手がかりに研究。専門は、アイヌ文化論、アイヌ語など。

主な公職として、北海道文化審議会委員（12～）、アイヌ文化振興・研究推進機構評議員（10～17）、

アイヌ政策を考える懇談会委員（08～）、道立文学館評議員（08～10）、道立文学館理事（11～）道

埋蔵文化財センター理事（08～）ほか。

分 野
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4 予算

■ 2018年度予算
（単位：千円）

＜寄附・協賛金の受入＞

寄附・協賛金については、引き続き、2018年12月まで募集を行います。

（単位：千円）

区 分 予算額 内 訳

収
入

1 負担金 231,197 道負担金

2 寄附・協賛金 4,059 寄附・協賛金見込額

3 その他収入 22,793 前年度繰越金

収入計 258,049 

支
出

4 事業費 256,859 

記念セレモニー 228,845 

・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）
・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）

事業PR 19,198 

・公式ウェブサイトの運営
・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

記録誌等作成 8,816 ・記録誌、記録映像等の作成

5 その他 1,190 予備費

支出計 258,049 

※1 上記の他、国際交流事業「姉妹友好地域ラウンドテーブル」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、道予算で措置（H30.4～12月実施事業に対する補助 50,000千円）。

※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。

区 分
2016年度 2017年度 合 計

件数 金額 件数 金額 件数 金額

企業等 1 1,127 76 23,724 77 24,851

個 人 0 0 9 1,090 9 1,090

計 1 1,127 85 24,814 86 25,941

（2018年3月30日までの実績）



5 計画の推進

■ 記念式典などの取組ごとにプロジェクトチームをつくり、パートナーをはじめとする民間企業・団体

等の支援・協力を得ながら、推進していきます。

■ 実行委員会の事業を円滑に進めるため、運営会議、役員会を開催し、個別事業の企画・検討及び

必要な調整を行います。

北海道150 年雪ミク メインビジュアル
クリプトン・フューチャー・メディア（株）

北海道150 年雪ミク サブビジュアル
クリプトン・フューチャー・メディア（株）

「松浦武四郎」漫画イラスト
（有）エアーダイブ

セレモとメモル

北海道150年事業を応援するキャラクター

149

北海道150年事業応援キャラクターとともに、事業のＰＲに努めていきます。

©yukky
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資料1 パートナー・北海道みらい事業の概要

パートナー

北海道みらい事業

● 事業の申請・登録

区 分 概 要

趣 旨
各振興局地域において、「北海道みらい事業」の企画検討と情報共有を図るとともに、
地域として取り組む事業の検討などを行います。

メンバー
振興局管内の市町村、関係団体、民間企業、有識者等

事務局：各（総合）振興局地域創生部地域政策課

● 登録のメリット

・ 各種ＰＲ媒体や記念事業記録誌等において、事業を紹介します。

・ 北海道150年ロゴマーク（北海道みらい事業専用ロゴマークあり）を使用できます。

・ 事業の準備段階から、実行委員会委員（団体、関係機関等）やパートナーとの効果的な連携を図ることができます。

・ クラウドファンディングによる支援（パートナー：(株)ACT NOW）

～登録事業は、クラウドファンディングによる資金調達に向けた企画支援の対象となります。

～ただし、諸条件が整わないと判断される場合は、クラウドファンディングの実施に至らない場合があります。

また、目標額未達のためファンド不成立となる場合もあります。

・ 北海道の「地域づくり総合交付金」による支援（2017年度予算1,600万円、2018年度予算50,000千円）

～実際に申請する場合は、別途、交付金の申請手続が必要です。

～交付対象となるのは、道内の地域活性化を目的とした事業です。

①申請者 事業を企画・実施する主体（企業、団体、市町村、道民（個人）等）

②受付期間 2017年4月3日（月）～2018年11月30日（金）

③申請方法 「北海道みらい事業登録申請書」に必要事項を記載して提出

④登録 実行委員会が申請書等の確認結果を踏まえ、「北海道みらい事業」として、随時登録（通知を発出）

● 登録事業

登録事業の概要は、実行委員会ウェブサイトに随時公開します。

●地域における検討の場（地域150ミーティング）

●事業費（人件費を含む）が総額100万円以上となる見込みである事業を企画、実施。

※スポンサーとして寄附を行う場合は、寄附（予定）額も上記総額の算定対象とします。

●事業を企画、実施するプロジェクトチームを主体的に運営します。

●実行委員会内に設置する「運営会議」で、パートナー企業間のプロジェクトの連携・調整等を行います。

●2017年12月まで、4回に分けて募集を行いました。

「北海道150年事業基本方針」の趣旨に賛同する企業等が、実行委員会が行う事業（記念セレモニー、北海道150年ウィーク

における事業、ＰＲ等）を、企画力やノウハウ等を発揮して実施します。

「北海道150年事業基本方針」の趣旨に賛同し、地域の視点等で、2018年1月～12月に実施する事業です。

事業費は、基本的に、実施主体の自己資金により調達します。
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資料2 北海道150年事業実行委員会規約

（名称）

第１条 本会は、北海道150年事業実行委員会（以下、「実行委員会」という。）と称する。

（目的）

第２条 実行委員会は、北海道150年道民検討会議が策定した「北海道150年事業基本方針」を踏まえ、北海道を愛する多く

の皆様方と連携しながら、2018（平成30）年に、北海道命名150年の記念事業を推進することを目的として設置する。

（事業）

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）北海道150年事業の全体調整に関すること

（２）主催事業（記念セレモニー等）の事業計画の作成及び事業の実施に関すること

（３）北海道みらい事業の登録及び支援に関すること

（４）北海道150年事業全体のＰＲに関すること

（５）その他第２条の目的を達成するために必要なこと

（構成員）

第４条 実行委員会の委員は、別表１のとおりとする。ただし、設立総会以降、入退会の申出があった者については、この限

りではない。

２ 入退会の申出があった場合は、会長は、これを役員会に諮らなければならない。

３ 委員に異動があった場合は、その後任者をもって委員とみなす。この場合において、当初の委員は、速やかに会長に報

告しなければならない。

（役員）

第５条 実行委員会に次の役員を置く。

（１）会 長

（２）会長代行

（３）副 会 長

（４）理 事

（５）監 事

２ 会長は、北海道知事をもって充てる。

３ 会長代行は、北海道大学総長をもって充てる。

４ 副会長、理事及び監事は、委員のうちから会長が指名する。

（役員の責務）

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

２ 会長代行は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。

３ 副会長は、会長代行とともに会長を補佐する。

４ 理事は、役員会に出席するほか、その他実施事業に関する必要な審議を行う。

５ 監事は、実行委員会の会計を監査する。

（顧問）

第７条 実行委員会に顧問を置くことができる。

２ 顧問は、会長が指名する者をもって充てる。

３ 顧問は、実行委員会の運営に関し、意見を述べることができる。

（任期）

第８条 役員及び顧問の任期は、実行委員会が解散するまでとする。
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（総会）

第９条 総会は、必要に応じて会長が招集する。

２ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

３ 総会は、会長、会長代行、副会長、理事、監事及び委員をもって構成し、次の事項を審議し、議決する。

（１）実行委員会の規約の制定及び改廃に関すること

（２）実行委員会の事業計画に関すること

（３）実行委員会の予算に関すること

（４）実行委員会の事業報告に関すること

（５）実行委員会の決算に関すること

（６）その他第２条の目的の達成に必要と認められること

４ 総会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。

５ 委員は、総会に出席することができない場合は、代理人を出席させ、又は議長その他の委員に表決を委任することがで

きる。

この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

６ 総会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

７ 会長は、開会が困難な場合は、書面によって総会の議決に代えることができる。

８ 総会は公開とする。ただし、総会の議決により非公開とした場合はこの限りではない。

（役員会）

第10条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

２ 役員会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

３ 役員会は、次の事項を審議し、議決する。

（１）総会提案事項に関すること

（２）実行委員会の運営に関すること

（３）実行委員会の入会、退会に関すること

（４）その他第２条の目的の達成に必要と認められること

４ 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、開会することができない。

５ 役員は、役員会に出席することができない場合は、代理人を出席させ、又は議長その他の役員に表決を委任することが

できる。

この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

６ 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

７ 会長は、開会が困難な場合は、書面によって役員会の議決に代えることができる。

（専決処分）

第11条 会長は、総会又は役員会で議決すべき事項について、総会又は役員会を招集するいとまがないときは、専決処分

することができる。

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを構成員又は役員に速やかに報告し、承認を求めなければならな

い。

（運営会議）

第12条 第３条の規定による実行委員会の事業について円滑な運営を図るため、北海道150年事業運営会議（以下、「運営

会議」という。）を置く。

２ 運営会議に座長を置き、会長が指名した者をもって充てる。

３ 運営会議は、前項の規定による座長、会長が指名した委員及び第13条第２項の規定によるプロジェクトチームのリー

ダーをもって構成する。

４ 運営会議は、必要に応じて座長が招集する。

５ 運営会議は、会長の命を受け、個別事業の企画、検討及び必要な調整等を行う。

６ 座長は、運営会議の業務を総括する。

７ 運営会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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（プロジェクトチーム）

第13条 会長は、必要に応じ、実行委員会にプロジェクトチームを置くことができる。

２ プロジェクトチームにリーダーを置き、委員又は第14条第２項第１号の規定によるパートナーの中から会長が指名した者を

持って充てる。その他必要な人員はリーダーが選任する。

３ プロジェクトチームは、個別事業の事業計画を作成し、実施する。

４ リーダーは、プロジェクトチームの業務を総括する。

５ プロジェクトチームの組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（北海道みらいメンバーシップ）

第14条 実行委員会の運営及び事業の円滑な推進を図るために、第２条の目的に賛同し、実行委員会の活動に参加、協力

及び支援する個人、企業及び団体等（以下、「みらいメンバーシップ」という。）と連携して事業を実施する。

２ みらいメンバーシップは、参加及び支援の形態により、以下のとおり構成する。

（１）パートナー：実行委員会が実施する事業との提携等を行う企業及び団体等で、プロジェクトチームのリーダー及び運営

会議の構成員として会長が指名する者

（２）スポンサー：実行委員会の運営及び事業の実施等に必要な寄付等を行う企業及び団体等

（３）サポーター：実行委員会の運営及び事業の実施等に必要な寄付や各種事業の運営補佐等を無償で行う個人

（４）アドバイザー：実行委員会の運営及び事業の実施について、専門的見地から意見及びアドバイスを行うものとして、

会長が指名する者

３ みらいメンバーシップに関し必要な事項は、会長が別に定める。

（財務）

第15条 実行委員会の経費は、道民等からの寄付、負担金及びその他の収入を持って充てる。

（事務局）

第16条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（解散）

第17条 実行委員会は、事業の目的を達成したとき解散する。

（その他）

第18条 委員及びみらいメンバーシップは、下記に該当してはならない。

（１）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下、「暴力

団」という）、又は暴力団の構成員と認められる者

（２）法令又は公序良俗に反する者

（３）実行委員会を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用する恐れがある者

（４）実行委員会の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げる恐れのある者

（５）その他会長が不適当と判断する者

２ 委員及びみらいメンバーシップが前項に該当すると会長が判断した場合は、役員会に諮り、退会させることができる。

（委任）

第19条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、平成28年11月７日から施行する。

附 則
この規約は、平成29年12月19日から施行する。
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＜経済関係＞

北海道経済連合会会長

（一社）北海道商工会議所連合会会頭

北海道経済同友会代表幹事

北海道商工会連合会会長

（一社）北海道中小企業家同友会代表理事

北海道中小企業団体中央会会長

北海道商店街振興組合連合会理事長

（公社）北海道観光振興機構会長

（一社）札幌観光協会会長

（一社）日本旅行業協会北海道支部支部長

（一社）北海道建設業協会会長

北海道農業協同組合中央会会長

ホクレン農業協同組合連合会代表理事会長

北海道林業協会会長

北海道森林組合連合会代表理事会長

北海道木材産業協同組合連合会代表理事会長

（一社）北海道水産会代表理事会長

北海道漁業協同組合連合会代表理事会長

北海道菓子工業組合理事長

北海道酒造組合会長

（一社）北海道貿易物産振興会会長

日本貿易振興機構北海道貿易情報センター所長

日本労働組合総連合会北海道連合会会長

日本銀行札幌支店長

日本郵便(株)北海道支社長

＜市民・文化・スポーツ関係＞

北海道文化団体協議会会長

（公財）北海道文化財団理事長

（公財）北海道演劇財団理事長

（公財）札幌交響楽団専務理事

（特非）北海道遺産協議会会長

北海道文化財保護協会会長

（一財）北海道歴史文化財団代表理事

（公財）北海道体育協会会長

（公財）北海道障がい者スポーツ協会会長

（公財）北海道地域活動振興協会理事長

（公社）北海道アイヌ協会理事長

（公財）アイヌ文化振興・研究推進機構理事長

（公社）日本青年会議所北海道地区協議会会長

（公財）北海道女性協会理事長

（一社）北海道消費者協会会長

＜教育関係＞

（公財）北海道青少年育成協会会長

（公社）北海道私立幼稚園協会会長

北海道私立中学高等学校協会会長

（一社）国立大学協会北海道地区支部長

日本私立大学協会北海道支部長

（公社）北海道私立専修学校各種学校連合会理事長

北海道小学校長会会長

北海道中学校長会会長

北海道高等学校長協会会長

北海道特別支援学校長会会長

＜国際交流関係＞

（独）国際協力機構北海道国際センター所長

（公社）北海道国際交流・協力総合センター会長

＜医療・福祉関係＞

（一社）北海道医師会会長

（一社）北海道歯科医師会会長

（一社）北海道薬剤師会会長

（公社）北海道看護協会会長

（社福）北海道社会福祉協議会会長

日本赤十字社北海道支部支部長

＜地域振興・調査・研究・科学関係＞

（公財）北海道市町村振興協会理事長

（公財）はまなす財団理事長

（株）北海道二十一世紀総合研究所代表取締役社長

（株）道銀地域総合研究所代表取締役社長

（地独）北海道立総合研究機構理事長

（公社）北海道倶楽部代表理事会長

（公財）北海道科学技術総合振興センター理事長

（公財）北海道環境財団理事長

＜学術＞

北海道大学総長

＜行政＞

北海道知事

北海道教育委員会教育長

北海道警察本部長

札幌市長

札幌市教育委員会教育長

北海道市長会会長

北海道町村会会長

北海道都市教育委員会連合会会長

北海道町村教育委員会連合会会長

北海道総合通信局長

北海道財務局長

北海道厚生局長

北海道労働局長

北海道農政事務所長

北海道森林管理局長

北海道経済産業局長

北海道開発局長

北海道運輸局長

北海道地方環境事務所長

別表１（第４条第１項関係）



役職 所属団体等 職 氏名 備考

会長 北海道 知事 高橋 はるみ

会長代行 北海道大学 総長 名和 豊春

副会長 北海道経済連合会 会長 髙橋 賢友

副会長 （一社）北海道商工会議所連合会 会頭 岩田 圭剛

副会長 北海道経済同友会 代表幹事 横内 龍三

副会長 北海道商工会連合会 会長 荒尾 孝司

副会長 （公社）北海道観光振興機構 会長 堰八 義博

副会長 北海道農業協同組合中央会 会長 飛田 稔章

副会長 北海道林業協会 会長 阿部 徹

副会長 （一社）北海道水産会 代表理事会長 川崎 一好

副会長 （公社）北海道アイヌ協会 理事長 加藤 忠

副会長 （公財）北海道女性協会 理事長 中田 和子

副会長 （公社）日本青年会議所北海道地区協議会 会長 中村 圭

副会長 （公財）北海道青少年育成協会 会長 伊藤 宏

副会長 北海道市長会 会長 菊谷 秀吉 伊達市長

副会長 北海道町村会 会長 棚野 孝夫 白糠町長

理事 （一社）北海道中小企業家同友会 代表理事 守 和彦

理事 （一社）北海道建設業協会 会長 岩田 圭剛

理事 ホクレン農業協同組合連合会 代表理事会長 内田 和幸

理事 北海道森林組合連合会 代表理事会長 阿部 徹

理事 北海道木材産業協同組合連合会 代表理事会長 松原 正和

理事 北海道漁業協同組合連合会 代表理事会長 川崎 一好

理事 北海道文化団体協議会 会長 阿部 典英

理事 （公財）北海道文化財団 理事長 磯田 憲一

理事 （特非）北海道遺産協議会 会長 石森 秀三

理事 （公財）北海道体育協会 会長 堀 達也

理事 （地独）北海道立総合研究機構 理事長 丹保 憲仁

理事 （公社）北海道倶楽部 代表理事会長 松田 昌士

理事 北海道教育委員会 教育長 柴田 達夫

理事 札幌市 市長 秋元 克広

理事 札幌市教育委員会 教育長 長岡 豊彦

委員 北海道中小企業団体中央会 会長 尾池 一仁

委員 北海道商店街振興組合連合会 理事長 菊池 亘

委員 （一社）札幌観光協会 会長 星野 尚夫

委員 （一社）日本旅行業協会北海道支部 支部長 落合 周次

委員 北海道菓子工業組合 理事長 長沼 昭夫

委員 北海道酒造組合 会長 林 眞二

委員 （一社）北海道貿易物産振興会 会長 滝沢 靖六

委員 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター 所長 白石 薫

委員 日本労働組合総連合会北海道連合会 会長 出村 良平

委員 日本銀行札幌支店 支店長 小髙 咲

委員 日本郵便(株) 北海道支社長 西澤 茂樹

委員 （公財）北海道演劇財団 理事長 秋山 孝二

委員 （公財）札幌交響楽団 専務理事 永井 健
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役職 所属団体等 職 氏名 備考

委員 （一財）北海道文化財保護協会 理事長 舟山 廣治

委員 （一財）北海道歴史文化財団 代表理事 山田 享

委員 （公財）北海道障がい者スポーツ協会 会長 相馬 秋夫

委員 （公財）北海道地域活動振興協会 理事長 高田 忠尚

委員 （公財）アイヌ文化振興・研究推進機構 理事長 中村 睦男

委員 （一社）北海道消費者協会 会長 橋本 智子

委員 （公社）北海道私立幼稚園協会 会長 川畠 教孝

委員 北海道私立中学高等学校協会 会長 森本 正夫

委員 （一社）国立大学協会北海道地区支部 支部長 名和 豊春 北海道大学総長

委員 日本私立大学協会北海道支部 支部長 森本 正夫

委員 （公社）北海道私立専修学校各種学校連合会 理事長 吉田 松雄

委員 北海道小学校長会 会長 角野 誠

委員 北海道中学校長会 会長 古谷 雅幸

委員 北海道高等学校長協会 会長 川口 淳

委員 北海道特別支援学校長会 会長 宮崎 真彰

委員 （独）国際協力機構北海道国際センター 所長 小畑 永彦

委員 （公社）北海道国際交流・協力総合センター 会長 佐藤 俊夫

委員 （一社）北海道医師会 会長 長瀨 清

委員 （一社）北海道歯科医師会 会長 藤田 一雄

委員 （一社）北海道薬剤師会 会長 竹内 伸仁

委員 （公社）北海道看護協会 会長 上田 順子

委員 （社福）北海道社会福祉協議会 会長 長瀨 清

委員 日本赤十字社北海道支部 支部長 伊藤 義郎

委員 （公財）北海道市町村振興協会 理事長 菊谷 秀吉

委員 （公財）はまなす財団 理事長 濱田 康行

委員 （公財）北海道科学技術総合振興センター 理事長 髙橋 賢友

委員 （公財）北海道環境財団 理事長 小林 三樹

委員 北海道警察本部 本部長 和田 昭夫

委員 北海道都市教育委員会連合会 会長 長岡 豊彦 札幌市教育長

委員 北海道町村教育委員会連合会 会長 豊島 滋 安平町教育委員会教育長

委員 北海道総合通信局 局長 藤本 昌彦

委員 北海道財務局 局長 髙 秀樹

委員 北海道厚生局 局長 田中 一成

委員 北海道労働局 局長 引地 睦夫

委員 北海道農政事務所 所長 大坪 正人

委員 北海道森林管理局 局長 新島 俊哉

委員 北海道経済産業局 局長 児嶋 秀平

委員 北海道開発局 局長 和泉 晶裕

委員 北海道運輸局 局長 石﨑 仁志

委員 北海道地方環境事務所 所長 徳丸 久衛

監事 (株)北海道二十一世紀総合研究所 代表取締役社長 中村 栄作

監事 (株)道銀地域総合研究所 代表取締役社長 二階堂 裕隆

顧問 北海道議会 議長 大谷 亨

顧問 北海道市議会議長会 会長 山田 一仁 札幌市議会議長

顧問 北海道町村議会議長会 会長 西村 昭教 上富良野町議会議長
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資料3 北海道150年事業実行委員会 開催経過

区 分 議題等

設立総会
2016年11月 7日（月）

（１） 北海道150年事業に係るこれまでの経過について
（２） 設立趣意書について
（３） 【１号議案】実行委員会規約（案）について
（４） 実行委員会役員等について

2016年度第１回
2016年11月 7日（月）

（１） 北海道150年事業基本方針について
（２） 【１号議案】平成28年度事業計画（案）について

2016年度第１回（書面開催）
2017年 5月26日（金）

（１） 【１号議案】平成28年度事業報告について
（２） 【２号議案】平成28年度収支決算報告について
（３） 【３号議案】平成29年度事業計画（案）について
（４） 【４号議案】平成29年度予算（案）について
（５） 【その他】 全体事業計画（骨子案）に係る意見について

2017年度第２回
2017年12月19日（火）

（１） 【１号議案】規約の改正について
（２） 【２号議案】事業計画（原案）について
（３） 【３号議案】補正予算について

2017年度第３回（書面開催）
2018年 3月23日（金）

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

区 分 議題等

2016年度第１回（書面開催）
2016年12月22日（木）

(１) 【１号議案】新たに加入する委員について

2016年度第２回（書面開催）
2017年 ３月14日（火）

(１) 【１号議案】新たに加入する委員について
(２) 【２号議案】北海道150年事業ポータルサイトの構築について

2017年度第１回
2017年 9月 1日（金）

(１)北海道150年事業の実施状況について
(２)実行委員会構成員における取組等について

区 分 議題等

2017年度第１回
2017年 6月 5日（月）

(１)北海道150年事業 事業計画（素案）について
(２)北海道150年事業のＰＲについて
(３） 平成２９年度スケジュール等について
(４)各プロジェクトの概要及び進捗状況について

2017年度第2回
2017年7月20日（木）

(１)第２次パートナーについて
(２)北海道150年事業に係る進捗状況及び依頼事項について

2017年度第３回
2017年10月27日（金）

(１)事業計画の策定状況
(２)パートナー事業の発表
(３)公式ガイドブック（イベントガイド）に係る作業依頼について
(４)記念式典におけるブース出展について

区 分 議題等

第１回
2017年 5月 1日（月）

(１)記念式典について
(２)北海道150年ウィークの設定、運営について
(３) アドバイザーについて

第２回
2017年 8月 9日（水）

(１)北海道150年事業の取組状況について
(２)記念式典（案）について
(３)北海道150年ウィーク（案）について

第３回
2017年10月20日（金）

(１)記念式典（案）について
(２)北海道150年ウィーク（案）について

■役員会

■運営会議

■総会

■記念式典等プロジェクトチーム （設置：2017年 4月27日（木））

※個別検討等は記載略
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パートナー索引（五十音順）

（株）アークス NO.79 p. 38

（株）アウラ NO.43 p. 25

（株）ACT NOW NO.25 p. 20

（株）アサツー ディ・ケイ北海道支社 NO.49 p. 27

アサヒ飲料（株）北海道支社 NO.107 p. 44

（株）朝日新聞北海道支社 NO.54 p. 30

アサヒビール（株） NO.31 p. 22,44

アサヒフードクリエイト（株） NO.108 p. 44

（株）アドバコム NO.111 p. 44

イオン北海道（株） NO.14 p. 18

（株）伊藤園 NO.121 p. 46

伊藤組土建（株） NO.150 p. 54

（株）イトーヨーカ堂 NO.87 p. 39

井村屋グループ(株) NO.41 p. 25

岩田醸造（株） NO.123 p. 47

（株）WITH NO.12 p. 17

（株）宇治園 NO.124 p. 47

（株）内田洋行北海道支店 NO.33 p. 22

（有）エアーダイブ NO.99 p. 42

（株）AIRDO NO.7 p. 15

エアライン・アライアンス合同会社 NO.96 p. 41

HTB 北海道テレビ放送（株） NO.4 p. 14

（株）HBA NO.149 p. 54

（株）HBCフレックス NO.2 p. 14

HBC 北海道放送（株） NO.1 p. 14

SDエンターテイメント（株） NO.30 p. 22

STV 札幌テレビ放送（株） NO.37 p. 25

（株）STVラジオ NO.38 p. 25

（一社）エスポラーダ北海道スポーツクラブ NO.138 p. 51

ＮＨＫ札幌放送局 NO.70 p. 35

（株）NTT東日本-北海道 NO.153 p. 55

（株）エフエム北海道 NO.130 p. 49

（株）えんれいしゃ／北海道生活 NO.131 p. 49

男山（株） NO.55 p. 30

（株）小原 NO.139 p. 51

（株）カネカ NO.75 p. 36

加森観光（株） NO.116 p. 45

カルビー（株）北海道事業本部 NO.151 p. 54

（株）カンディハウス NO.132 p. 50

（株）北菓楼 NO.115 p. 45

（株）北日本広告社 NO.46 p. 27

（株）北のグルメ NO.140 p. 51

キユーピー（株） NO.63 p. 33

キリンビール（株） NO.67 p. 35

（株）キロロホテルズ NO.148 p. 54

（株）近畿日本ツーリスト北海道 NO.144 p. 53

金滴酒造（株） NO.117 p. 46

（株）クールスター NO.147 p. 54

国稀酒造（株） NO.165 p. 58

クラブツーリズム（株） NO.92 p. 40

（株）クリエイティブオフィスキュー NO.36 p. 24

クリプトン・フューチャー・メディア（株） NO.5 p. 15

（株）クレオテック／会議・研修施設ACU NO.44 p. 26

（株）クレディセゾン北海道支社 NO.152 p. 55

クロスホテル札幌 NO.143 p. 52

劇団四季／四季（株） NO.119 p. 46

国分北海道(株) NO.52 p. 28

（株）小松製菓 NO.161 p. 57

（株）コンサドーレ NO.19 p. 18,19

ア行

カ行
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（株）札幌映像プロダクション NO.39 p. 25

札幌駅総合開発（株） NO.156 p. 56

サッポロビール（株） NO.10 p. 17,18,57

（株）札幌丸井三越 NO.100 p. 42

（株）三省堂書店札幌店 NO.145 p. 53

サントリー酒類(株)北海道支社 NO.34 p. 23

（株）シィービーツアーズ NO.47 p. 27

（株）ジーリーメディアグループ NO.98 p. 41

（株）JR東日本リテールネット NO.76 p. 37

（株）JTB NO.90 p. 40

しゃかいデザイン（株） NO.56 p. 30

ジャパンフリトレー（株） NO.157 p. 56

（株）須田製版 NO.105 p. 43

生活協同組合コープさっぽろ NO.18 p. 18,19

（株）セコマ NO.118 p. 46

（株）セブン-イレブン・ジャパン
北海道ゾーン

NO.64 p. 33

千秋庵製菓（株） NO.155 p. 56

全日本空輸（株） NO.8 p. 16

総合商研（株） NO.32 p. 22

（株）大丸松坂屋百貨店 大丸札幌店 NO.53 p. 29

タカハシグループ NO.126 p. 48

宝酒造（株）北海道支社 NO.101 p. 42

（株）たけしろうカンパニー NO.42 p. 25

中央バス商事（株） NO.122 p. 47

土屋グループ／
（株）土屋ホールディングス

NO.110 p. 44

TVh （株）テレビ北海道 NO.61 p. 33

（株）電通北海道 NO.6 p. 15

（株）東急百貨店札幌店 NO.35 p. 23

（株）東光ストア NO.83 p. 38

（株）道東アークス NO.85 p. 38

道南食品（株） NO.89 p. 40

（株）道南ラルズ NO.84 p. 38

（株）道北アークス NO.82 p. 38

東洋印刷（株） NO.104 p. 43

東洋水産（株） NO.95 p. 41

十勝毎日新聞社グループ NO.22 p. 19

凸版印刷（株）
東日本事業本部北海道事業部

NO.77 p. 37

（株）２０パーセント NO.74 p. 36

日糧製パン（株） NO.60 p. 32

ニッカウヰスキー（株）北海道工場 NO.109 p. 44

日清食品ホールディングス（株） NO.137 p. 51

（株）ニッセンレンエスコート NO.50 p. 28

日本アクセス北海道（株） NO.86 p. 39

日本製粉（株）札幌支店 NO.159 p. 57

日本中央競馬会 NO.21 p. 18

ニッポンレンタカー北海道（株） NO.135 p. 50

（株）ニトリ NO.48 p. 27

日本航空（株） NO.9 p. 17

（一社）日本自動車連盟北海道本部 NO.134 p. 50

（株）日本旅行 NO.62 p. 33

NEXT IT（株） NO.97 p. 41

（株）ノースアンビシャス NO.51 p. 28

ハウス食品（株）札幌支店 NO.163 p. 58

（株）はこだてわいん NO.129 p. 49

（株）ピーアールセンター NO.40 p. 25

東日本高速道路（株）北海道支社 NO.94 p. 41

（株）ファミリーマート
北海道ディストリクト

NO.88 p. 40

パートナー索引（五十音順）

サ行

タ行

ナ行

ハ行
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（株）マルハニチロ北日本 NO.133 p. 50

（株）マルハン NO.27 p. 21

三井不動産（株） NO.93 p. 40,54

三菱食品（株）北海道支社 NO.65 p. 34

（株）明治 NO.142 p. 52

メルシャン（株） NO.69 p. 35

ヤフー（株） NO.158 p. 57

山崎製パン（株） NO.162 p. 57

UHB 北海道文化放送（株） NO.29 p. 21,52

雪印メグミルク（株） NO.58 p. 31

(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー NO.24 p. 20

（株）読売新聞東京本社北海道支社 NO.45 p. 26

（株）ラルズ NO.80 p. 38

（株）リージョナルマーケティング NO.20 p. 18

リコージャパン（株） 北海道支社 NO.13 p. 17

立命館慶祥中学校・高等学校 NO.113 p. 45

（株）ローソン 北海道エリア NO.128 p. 48

ロート製薬（株） 札幌営業所 NO.164 p. 58

ロッテ商事（株）北海道統括支店 NO.102 p. 43

ワンドリームピクチャーズ（有） NO.73 p. 36

（株）福原 NO.81 p.38

ブレインデザイン合同会社 NO.57 p.30

豊栄建設（株） NO.114 p.45

学校法人北星学園 NO.91 p.40

（株）ほくせん NO.141 p.52

北雄ラッキー（株） NO.160 p.57

（株）北洋銀行 NO.72 p.36,46

北海道味の素（株） NO.26 p.21

北海道科学大学・
北海道科学大学短期大学部

NO.23 p.20

北海道ガス（株） NO.146 p.53

北海道キリンビバレッジ（株） NO.68 p.35

（株）北海道銀行 NO.112 p.44

（株）北海道クラウン NO.3 p.14

北海道コカ・コーラボトリング（株） NO.28 p.21

北海道酒類販売（株） NO.127 p.48

（株）北海道新聞社 NO.11 p.17,20

北海道中央バス（株） NO.136 p.50

合同会社Hokkaido Design Code NO.103 p.43

（一財）北海道電気保安協会 NO.125 p.47

北海道電力（株） NO.66 p.34

（株）北海道日本ハムファイターズ NO.78 p.37

（株）北海道バスケットボールクラブ NO.106 p.44

北海道旅客鉄道（株） NO.59 p.31

ポッカサッポロ北海道（株） NO.17 p.18,19,57

ホテルポールスター札幌 NO.154 p.55

（株）毎日新聞社北海道支社 NO.71 p.36

（株）マツオ NO.16 p.18

マックスバリュ北海道（株） NO.15 p.18

（株）松原米穀 NO.120 p.46

パートナー索引（五十音順）

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行
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スポンサー、パートナー一覧

スポンサー



株式会社
富士建設コンサル

株式会社
日興ジオテック

株式会社
葵開発コンサル

株式会社
アサヒ建設コンサルタント

株式会社北都

太平洋総合コンサルタント

株式会社
北辰建設コンサルタント

株式会社
北陽測量設計株式会社

北海道炭礦汽船
株式会社

株式会社
フェアフィールド

宗谷測量株式会社
株式会社

奥村組札幌支店
エスエスコンサル

株式会社
北裕建設コンサルタント

株式会社
北海道青年団ＯＢ会

大雪地ビール株式会社 北央道路工業株式会社
三菱電機株式会社

北海道支社
医療法人臨生会 道南食品株式会社

株式会社土屋ホーム

三栄電機販売株式会社 岩田醸造株式会社 株式会社ティ・エム
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スポンサー、パートナー一覧

スポンサー

日胆地区測量設計協会

HOKKAIDO

祝 150年

株式会社
トータル測量設計

留萌調査設計協会

※ 北海道150年映像と音楽による特別イベント実行委員会への協賛企業・団体を含む

・

・
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スポンサー、パートナー一覧

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

パートナー

ラルズ
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道北アークス 道南ラルズ 道東アークス

スポンサー、パートナー一覧



北海道150年事業実行委員会事務局

北海道総合政策部政策局北海道150年事業室

北海道経済連合会

北海道商工会議所連合会

TEL：011-204-5995

E-mail：hkd.150th@pref.hokkaido.lg.jp

公式サイト：https://hokkaido150.jp/


