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議題

１ 「恐竜・化石を活かした地域づくりの方向性」

２ 令和３年度の主な取組(報告)
１ ネットワーク研究会の参加市町拡大

２ 「みんなで創ろう！ほっかいどう恐竜・化石大図鑑!!」の実施

３ 「みんなおいでよ！恐竜・化石大陸ほっかいどう展」の開催

３ 令和４年度の取組(案)
１ クラウドファンディングの実施

２ 「恐竜・化石大陸 北海道」プロモーション(夏)の実施

３ オリジナルフレーム切手の制作

４ 今年度のスケジュール(案)
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1 「恐竜・化石を活かした地域づくりの方向性」

取組方針（抜粋）

本道における恐竜・化石を活用した地域づくりを推進す
るため、適切な保管・管理のもと、多様な関係者の連携
による持続可能な取組を展開していきます。

(1)恐竜・化石情報の共有・発信
教育・生涯学習、観光・文化振興、研究など多様な価値を持った地域資源である

恐竜・化石について、道内各地域が連携・協働し、その魅力を発信していきます。

(2)広域的に連携した取組の推進
全道各地で発掘・展示されている恐竜・化石について、各地域が地域資源として潜在

的な価値を磨き上げ、それぞれの地域や資源が有機的につながる取組を官民連携して
推進します。
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1 「恐竜・化石を活かした地域づくりの方向性」

これまでの経過（H29~R2年度)

H30.1 「北海道恐竜・化石ネットワーク研究会」設置

H30.8 「恐竜・化石を活かした地域づくりの方向性」策定

H31.1 北海道化石フェスト2019（札幌市）開催

H31.2 当課ホームページから「北海道の恐竜・化石」を情報発信

R1. 8      環境広場2019（札幌市）への出展

R2. 2      「ほっかいどう恐竜・化石カード」の制作

R2. 7      クラウドファンディング
-R3. 3     →「ほっかいどう恐竜・化石マップ」の作成

R2.12     「恐竜・化石大陸 北海道」PR動画の制作・発信

R3. 3      「ほっかいどう恐竜・化石カード」配布キャンペーン実施
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2 令和３年度の主な取組(報告)

1 ネットワーク研究会の参加市町拡大

2 「みんなで創ろう！ほっかいどう恐竜・化石大図鑑!!」の実施

3 「みんなおいでよ！恐竜・化石大陸ほっかいどう展」の開催

4 北海道デジタルミュージアムの開設

主な取組

関連する取組
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2-1 ネットワーク研究会の参加市町拡大

概 要

北海道恐竜・化石ネットワーク研究会での議論を踏まえ、全道市町村に意向調査を行
い、研究会への参加市町を５市町→１２市町に拡大
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市町村名 展示施設名

三笠市 三笠市立博物館

むかわ町 むかわ町穂別博物館

中川町 中川町エコミュージアムセンター

小平町 小平町文化交流会館

足寄町 足寄動物化石博物館

市町村名 展示施設名

三笠市 三笠市立博物館

むかわ町 むかわ町穂別博物館

中川町 中川町エコミュージアムセンター

小平町 小平町文化交流会館

足寄町 足寄動物化石博物館

沼田町 沼田町化石体験館

札幌市 札幌市博物館活動センター

黒松内町 黒松内町ブナセンター

八雲町 八雲町郷土資料館（木彫り熊資料館）

枝幸町 オホーツクミュージアムえさし

浦幌町 浦幌町立博物館

別海町 別海町郷土資料館



2-2 「みんなで創ろう！ほっかいどう恐竜・化石大図鑑!!」の実施

実施内容

◎概要
北海道の恐竜・化石について描いてもらった絵を
「図鑑」として募集し、応募者には恐竜・化石マップ
をプレゼント

◎募集期間
令和３年７月17日～８月22日

◎実施結果
・ 応募総数203作品

・ 道内を中心に全国各地から、2歳から68歳まで
の幅広い層から応募

・ 「ハドロサウルス類」や「モササウルス類」、「アンモナ
イト」が人気ではあるが、ほ乳類、鳥類、貝類など
の応募も多数寄せられた

6
応募作品の例



2-2 「みんなで創ろう！ほっかいどう恐竜・化石大図鑑!!」の実施

応募作品の活用

◎オンライン展の実施

多くの方々に作品を見ていただくため、道HPにおいて

すべての作品を

「ほっかいどう恐竜・化石大図鑑!!2021 オンライン展」

として公開中

各市町からいただいた作品に対する講評・コメントも掲載
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今回の「みんなで創ろう！ ほっかいどう恐竜・化石大図
鑑！！」では、多くの方に、当館に収蔵・展示されているエゾミカ
サリュウやノドサウルス類だけでなく、アンモナイトや三葉虫を描いて
いただきました。その応募されたどなたも、じっくり化石を観察された
上で、想像力豊かにその生態を復元していらっしゃいました。
多くの場合、古生物の全身が化石として見つかることはまずあり
ません。部分的にしか発見されなかった化石から、生きていたとき
の全体像を想像する時には、化石をじっくりと観察して、どのような
特徴があるか調べることが必要不可欠です。「ほっかいどう恐竜・
化石大図鑑」では、まさにそのような化石の研究に取り組んでい
ただきました。
これからもぜひ、当館をはじめとした道内各地の博物館を訪れ
ていただき、化石の観察と生態の復元を楽しんでいただければ幸
いです。

どのイラストもカイギュウ類の穏やかでのんびり
した雰囲気がよく描かれていますね。にこやか
な表情や親子の楽しげな姿なども愛情深い
といわれるカイギュウ類の特徴をよく表していま
す。
体長と体重は、ショサンベツカイギュウのお

母さんがおよそ1.5トン、赤ちゃんが30㎏、
サッポロカイギュウやタキカワカイギュウだと体長
７～８ｍ、体重は５～６トンくらいと推定さ
れています。
においを気にされている方が多いようですが、
草食の動物ですのでそんなに臭くはないと思
います。私は鳥羽水族館でジュゴンのうんこを
かがせてもらいましたが、とてもさわやかないい
香りでした。

各市町学芸員の皆さんからのコメント（一例）



2-2 「みんなで創ろう！ほっかいどう恐竜・化石大図鑑!!」の実施

応募作品の活用

◎むかわ町恐竜フェスタで展示

町主催の「むかわ町恐竜フェスタ」において全作品を展示

（期間：R3.12.4～5

場所：四季の館、穂別博物館）

◎カムイサウルス(むかわ竜)復興トレインでの展示
JR北海道㈱の運行する「カムイサウルス(むかわ竜)

復興トレイン」において、カムイサウルス・ジャポニクスを

扱った12作品を中吊りにより展示

（運行時期：R3.12.1～R4.3.31

運行区間：主に日高線（苫小牧～鵡川間））

◎PRイベントでの展示
研究会主催の「みんなおいでよ！恐竜・化石大陸

ほっかいどう展2022」において全作品を展示

（開催期間：R4.1.8～1.10

開催場所：イオンモール札幌発寒店 すずらん広場）

等 8



2-3 「みんなおいでよ！恐竜・化石大陸ほっかいどう展」の開催

概 要
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◎目的

日頃、「北海道の恐竜・化石」に触れる機会の少ない層をメインターゲットに、

恐竜・化石に興味を持って頂き、道内各地の展示施設への来館を促すため、

不特定多数の人の往来の多いショッピングモールでPRイベントを実施

◎日時・場所

・ 期間：R4.1.8(土)～10(月・祝) 計3日間

・ 場所：札幌市内（イオンモール札幌発寒店 すずらん広場）

◎内容

① 「図鑑」応募作品の展示

② 化石や骨格レプリカ等の展示

③ 発掘やクリーニングなどの体験ブースの設置

④ 小林先生のステージイベント



2-3 「みんなおいでよ！恐竜・化石大陸ほっかいどう展」の開催

当日の様子
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2-4 北海道デジタルミュージアムの開設

概 要

◎北海道デジタルミュージアムとは？
北海道内の博物館・美術館等の施設情報や、施設に
収蔵されている資料・作品を集約し、その魅力を発信する
「横断検索ポータルサイト」

◎目的
北海道内の博物館や美術館等の情報を多言語で
包括的に発信し、国内外の多くの方々に楽しんで
いただける環境の創出を目指し、北海道の「知の入口」
としての役割を担うこと等

◎運用開始
令和４年(2022年)３月22日

※北海道デジタルミュージアムHP参照
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3 令和４年度の取組(案)について

取組(案)内容
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１ クラウドファンディングの実施

２ 「恐竜・化石大陸 北海道」

プロモーション(夏)の実施

３ オリジナルフレーム切手の制作



3-1 クラウドファンディングの実施

概 要（案）

■ プロジェクト名：「（仮称）北海道カレンダーを創って、1億4,000万年を時間旅行！！

恐竜やアンモナイトたちが教えてくれる北海道のものがたり」

■ 企画内容：

➣ 北海道の草創期から現代までの１億４千万年を１年（365日）に換算したカレンダーを制作

➣ １月1日を白亜紀、12月31日を現代と仮定し、１年で１億４千万年を追体験

➣ 時代毎に繁栄した１2市町ゆかりの古生物や北海道の成り立ちなどを紹介し、太古から現代までの

北海道の歴史や古生物に興味・関心を持ってもらう

➣ 併せて12市町の特徴や観光名所等も紹介し、訪問の動機付けとなるようなガイド機能を付ける。

■ 目 標 額 ：500千円

■ 制作部数：5,000部

■ 活用方法：寄附者に送付、12市町の博物館や展示施設で配布、

恐竜・化石事業のプロモーション事業やイベントなどで活用

■ スケジュール：
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４月

ｸﾗﾌｧﾝ(案)作成

６月１日

ﾈｯﾄﾜｰｸ研究会

7～9月：寄付金募集

9月：恐竜・化石ｲﾍﾞﾝﾄ

（イオン発寒店）

10～11月：契約

12～2月：制作

３月

納品・配布

４月～
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業
などに活用

カレンダー制作時には、各市町ゆかりの古生物等について、取材協力をお願いする予定です



3-1 クラウドファンディングの実施
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概要(案)

25,100
は虫類の発達、首長竜・恐竜・
ほ乳類の出現

20,000
恐竜の繁栄、原始的な鳥類の
出現

14,500
恐竜の繁栄、モササウルス類、
アンモナイトの繁栄

カムイサウルス、ホベツアラキ
リュウ、エゾミカサリュウ、ティラ
ノサウルス類、テリジノサウル
ス類、アンモナイト、メソダーモ
ケリス

三笠市、小平町、
中川町、むかわ町

1月1日

暁新世 6,500 恐竜絶滅、小型ほ乳類の繁栄 ウラホロワダツミフネガイ 浦幌町 7月21日

始新世 5,580 二枚貝類が繁栄、ほ乳類繁栄 パキケトゥス、アンブロケトゥス 足寄町 8月13日

漸新世 3,390 ほ乳類の大型化
アショロア・ラティコスタ、ホッカ
イドルニス

足寄町 10月7日

中新世 2,300
海と陸の生物相はより現代に
近づく

デスモスチルス、サッポロカイ
ギュウ、アロデスムスウライポレ
ンシス

札幌市、枝幸町、
浦幌町

11月4日

鮮新世 530
現代の動物相につながるもの
がほぼ出現

タカハシホタテ、ヌマタネズミイ
ルカ、テシオコクジラ

沼田町 12月18日

更新世 181
原人、マンモス、ナウマン象の
繁栄

ステラーダイカイギュウ、ヤベオ
オツノジカ、マンモス、ナウマン
象

別海町、黒松内
町、八雲町

12月27日

完新世 1 現代人 人骨 12月31日

顕生代

北海道から発掘される
主な化石

ジュラ紀

白亜紀

新生代

古第三紀

新第三紀

第四紀

中生代

三畳紀

関係市町 年換算累代 代 紀 細分
基底年代
(万年前)

出来事

カレンダーの構成

【北海道カレンダープロジェクトの意義】

● 全国各地の古生物を活かしたＰＲの取組を見ても同種の取組は見られず、新規性・独自性が高い

● 「恐竜・化石マップ」（R2）寄附者や恐竜・化石ファンの方々から共感、賛同が得られると見込まれる

● 寄附金の募集等を通じて「恐竜・化石大陸ほっかいどう」のイメージ戦略の展開に資する

● 時間的情報である「カレンダー」と地理的情報を切り口とした「恐竜・化石マップ」を同時活用することで、

北海道の恐竜・化石に関する知識の深化が図られる



3-2 「恐竜・化石大陸 北海道」プロモーションの実施(夏)

多くの方々に道内各地の博物館や展示施設を積極的に訪問してもらい、

化石やレプリカに触れあい、その魅力や迫力を直に感じてもらうため、

各地域と連携して次のプロモーションを実施予定

企画概要（案）
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① 「ほっかいどう恐竜・化石カード・マップ」の配布 〔夏休み中〕

② PRイベント「恐竜・化石大陸ほっかいどう展2022」(仮)

(札幌市内)〔9月予定〕

【プロモーション企画】



3-2-① 「ほっかいどう恐竜・化石カード・マップ」の配布

企画内容①
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◎概要
・ 恐竜･化石を展示としている博物館等への訪問を促すため、来館した希望者に

「ほっかいどう恐竜･化石カード」及び「ほっかいどう恐竜・化石マップ」を配付

・ カード３枚を集めると「レアカード」をプレゼント

◎カードについて
６種類（うち１種類はレアカード）

エゾミカサリュウ（三笠市） ホベツアラキリュウ(むかわ町) テリジノサウルス類（中川町）

クビナガリュウ（小平町） アショロア（足寄町） カムイサウルス・ジャポニクス(レア）

三笠市
(三笠市立博物館)

むかわ町
(むかわ町穂別博物館)

中川町
(中川町エコミュージアムセンター)

小平町
(小平町文化交流会館)

足寄町
(足寄動物化石博物館)

レアカード



企画内容②

◎新型コロナウイルス感染症対策に係る中止の目安
道内に「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が発令されたとき など

◎配付期間
令和４年(2022年)７月から８月まで
※夏休み期間を想定

◎配布施設

<マップと各町独自カード>

三笠市、むかわ町、中川町、小平町、足寄町

<マップ>

札幌市、黒松内町、枝幸町、浦幌町、別海町

沼田町、八雲町

3-2-① 「ほっかいどう恐竜・化石カード・マップ」の配布
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企画内容
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3-2-② PRイベント「恐竜・化石大陸ほっかいどう展2022」(仮)

◎目的
日頃、「北海道の恐竜・化石」に触れる機会の少ない層をメインターゲットに、恐竜・化石に興味を

持って頂き、道内各地の展示施設への来館を促すため、不特定多数の人の往来の多いショッピング

モールでPRイベントを実施する。

※ １月実施のイベントと同様

◎期間・場所
期間：令和４年(2022年) ９月24日（土）、25日（日） ※調整中

場所：札幌市内（イオンモール札幌発寒店 すずらん広場）

◎内容

① 「図鑑」応募作品の展示

② 化石や骨格レプリカ等の展示

③ 発掘やクリーニングなどの体験ブースの設置

④ 小林先生のステージイベント

⑤ クラウドファンディング（寄附）の呼びかけ



研究会構成団体への依頼内容

① 各展示施設にて、恐竜・化石カード・マップの配布をお願いします。

② 来場された方には、「恐竜・化石カード」を渡すのに合わせて、

クラウドファンディングのチラシの配布をお願いします。

③ 9月に札幌で開催予定のイベント「恐竜・化石大陸ほっかいどう展

2022」(仮)へのPRブースの出展、PR資材等の提供等をお願いします。

⇒詳細は改めて依頼しますが、１月同様、化石等のレプリカ展示品や

体験会などを想定しています。
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3-2 「恐竜・化石大陸 北海道」プロモーションの実施(夏)



企画内容

◎ねらい
・ 12市町の代表的な恐竜・化石を1枚のオリジナルフレーム切手にすることでネットワーク研究会
として一体感のあるPRが可能！

・ 窓口販売は道内限定だが、オンラインでの全国販売が可能であり、北海道の恐竜・化石の多様性

や魅力を全国に発信することが可能！

◎概要
・ 道と日本郵便㈱北海道支社との包括連携協定に基づき、北海道の恐竜・化石をテーマとした
オリジナルフレーム切手を制作・販売

・ 「恐竜・化石大陸ほっかいどうオリジナルフレーム切手」と題し、研究会構成団体が所有する古生物

化石等の画像を１枚の切手シートに
・ 解説用紙を付属し、展示施設等を紹介

・ 1000シート程度制作し、日本郵便㈱が道内郵便局及びオンラインで販売

（地元のイベント等で最寄りの郵便局が販売ブース等を設置することも可能）
・ デザイン制作については、日本郵便㈱の専門業者が対応

◎制作時期
令和４年９月のPRイベントまでに作成予定
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3-3 オリジナルフレーム切手の制作



制作イメージ

3-3 オリジナルフレーム切手の制作

A B
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今年度のスケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ネットワーク研究会
第１回 第２回 第３回

➀クラウドファンディ
ング（CF）

②プロモーション
(夏)

③フレーム切手

カレンダー制作・納品仕様決定・委託契約

制作・納品

企画・調整

調整・契約

CF実施期間

イベント企画・調整 効果測定

＜スケジュール(案)＞

カード・マップ配布

今後の検討
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札幌イベント

フレーム切手販売を目指す！

カレンダーの
制作イメージを提案

カレンダーの取材


