
事務事業数

23

・未指定文化財の調査及び指定の推進を図
り、指定数の増加に繋がった。また、文化
財パトロールや助成制度の周知を行った。
（指定数:R1 337件、R2 341件、R3 343件）
・アイヌ民俗文化財に関する調査及びアイ
ヌの民俗技術等に関する講座を実施した。
（R1～R3 4管内5市町で各年度100回講座実
施）
・世界文化遺産の登録が決定（R3.7.27）
・文化財ニュースレターにより、情報を発
信した。（R1 6回発行、R2 6回発行、R3 3
回発行）
・日本遺産の活用に取り組む知事部局（文
化・地域振興・観光）に、認定事例等につ
いて情報提供し、活用を支援した。
・アートギャラリー北海道（AGH）情報の随
時発信を行った。（随時実施）
・「北海道デジタルミュージアム」による
情報発信強化を検討中。（環境生活部文化
振興課と調整中）

実績と成果

・文化財の調査・保存・活用の推進。
・アイヌ民俗文化財の調査。
・保存・伝承活動の推進。
・世界遺産の登録と保存活用の推進。
・文化財に関する情報の発信と文化財に親しむ機会の
提供。
・日本遺産の認定と活用支援。
・出張アート教室、オンラインアート教室及び鑑賞支
援ツールの提供など、芸術文化に接する機会の充実。
・「アートギャラリー北海道」の取組など美術館等を
核とする地域文化の振興や魅力発信。
・道立美術館のインバウンド対応や情報発信の充実。

今年度の取組

・文化財の活用事例等に関する資料を関係部に提供し、施策に役立ててもらうなど、連携を図っ
た。(随時実施）
・道内の公私立美術館がネットワークを構築し、それぞれの施設や所蔵作品を相互に紹介する企画
展を開催したほか、ＰＲ活動や各種イベントに協働で取り組んだ。（今年度、道立６館９展、連携
館12館13展実施）

・アイヌ民俗文化財の保存・伝承活動の推進や文化遺産の保存・活用の推進のため、十分な財源の確保等
を国に要望した。（R４年５月　令和５年度（2023年度）国の文教施策及び予算に関する提案・要望）【H25　国
補助10,924千円（総事業費21,850千円）,H30　国補助 4,650千円（総事業費 9,300千円）,R 4　国補助 4,620千
円（総事業費 9,240千円）】
・コロナ禍においても、青少年に優れた芸術の鑑賞機会や多様な文化活動への参加機会を提供するため、
「文化芸術による子供育成総合事業」の公演数の拡充を国に要望した。（R４年５月　令和５年度（2023年度）
国の文教施策及び予算に関する提案・要望）【開催状況～R1:126校、R2:127校、R3:127校】

文化財・博物館課所管課教育庁

現状と
課題

・伝承者の高齢化などからアイヌ語やアイヌ文化の継承・保存が急がれる状況にある。
・文化財の指定の推進や維持管理、活用の取組を行ってきたが、活用方策に課題が見られる。
・文化財保護法の改正に伴い、令和２年８月、文化財保存活用大綱を策定した。
・道内の美術館・歴史博物館は、地域振興の核として、関係機関との連携・協働による多様な鑑賞
機会の充実や人々の交流促進により、施設の魅力を高め、地域文化の振興に取り組む必要がある。

連携状況

施策名 芸術文化活動の推進
施策

コード
1113

予算額
（千円）

Ｒ４ 1,144,870 Ｒ３ 1,163,621 Ｒ２ 1,068,201

令和４年度　基本評価調書① 所管部局

3(4)A、3(4)C

概ね順調総合判定SDGs

関連重点
戦略計画等

施策目標

・アイヌ民俗文化財の保存・伝承の取組について推進する。
・未指定文化財の調査や文化財の指定・登録等を推進するとともに、指定文化財の適切な維持管理
等に努めるほか、文化財に親しむ機会の提供等、文化財の活用に取り組む。
・すべての道民が生涯を通じて文化に親しむことのできる環境づくりを進めるため、市町村や関係
機関と連携しながら、芸術文化活動へ参加する機会や芸術鑑賞などの文化に触れる機会などの充実
を図る。

政策体系
(中項目)

ふるさとの歴史・文化の発信と継承
政策体系
コード

知事公約　創生総合戦略

緊急性
優先性

前年度
二次評価

意見

対応状況
(R4.3時点)

主な取組



<成果指標の達成状況>　⇒３つ以外の指標は、補助指標調書に記載
増加 文化財数 R1年度 R2年度 R3年度 最終目標(R4) 達成率 指標判定

目標値 337 339 341 341
実績値 337 341 343

増加 ％ H29年度 H30年度 R1年度 最終目標(R4) 達成率 指標判定
目標値 50.0 59.0 64.0 70.0
実績値 56.6 70.1 80.5

増加 人数 R1年度 R2年度 R3年度 最終目標(R4) 達成率 指標判定
目標値 746,000 764,000 800,000 800,000
実績値 816,926 335,549 434,335

【総合判定】

対応方針番号

文化財保護強調月間に文化財活
用事業を実施した市町村の割合

A

令和４年度　基本評価調書② 施策名 芸術文化活動の推進
施策

コード
1113

連携状況
緊急性
優先性

指標判定○

D

　北海道教育推進計画における施策の方向性「文化財の保存及び活用の推進」の観点から指標とし
て設定。

125.8%

　北海道教育推進計画における施策の方向性「文化財の保存及び活用の推進」の観点から指標とし
て設定。

指標名②

指標名③

翌年度に
向けた

対応方針

内容

①
道立美術館等の利用促進を図るため、道立美術館と道内の公・私立美術館との連携による施
設・所蔵作品相互紹介、ＰＲ活動や各種イベントの協働、道立美術館等の展覧会等を紹介する
動画配信の取組推進（動画コンテンツの充実）

○ B 総合判定 概ね順調

指標名①

A

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による休館等の対応により、目標値を大きく下回る状況となったが、
この状況下でも芸術に親しめるよう、各美術館等の展覧会の情報等を動画配信する「北海道リモートミュージ
アム」の取組を進めるなど、施策の推進が見られた。

分析（主な取組と成果）

　文化財保護強調月間における文化財公開事業関連の促進
　（R３はコロナ禍の影響により国が調査を見送ったことを踏まえ、本道の調査も見送ったため、達成率は
　　算定不可）

道立美術館等の入館者数 54.3%

設定理由
　北海道教育推進計画における施策の方向性「芸術文化活動の推進」の観点から指標として設定。
（道立美術館等：近代美術館、三岸好太郎美術館、旭川美術館、函館美術館、帯広美術館、北方民
族博物館、文学館、釧路芸術館）

分析（主な取組と成果）

分析（主な取組と成果）

　未指定文化財の調査を行い、指定の推進を図ったことで、指定数の増加に繋がった。

設定理由

国及び北海道が指定する文化財
の数

100.6%

設定理由



施策名 施策コード

うち
一般財源

本庁 出先
機関 人工計
対応
方針
番号

方向性

0501 － 義務費 各種審議会運営費
各美術館協議会の運営に要する経費（近代・旭川・函館・
帯広）

文化財・博
物館課

1,532 1,532 0.1 0.0 0.1 2,310

0502 － 義務費 許認可事務等市町村交付金
道指定文化財の軽微な現状変更等許可事務を行った市
町村に交付するための交付金

文化財・博
物館課

492 492 0.2 0.1 0.3 2,827

0503 － 義務費 文化財保護審議会 北海道文化財保護審議会に関する事務
文化財・博
物館課

1,253 1,253 0.2 0.0 0.2 2,810

0504 － 一般
指定管理者制度導入施設に係る
管理費用（北方民族博物館、文学
館、釧路芸術館）（負担金）

北方民族博物館、文学館、釧路芸術館の管理・事業費等
文化財・博
物館課

396,828 395,909 12.8 0.0 12.8 496,463 ①
改善（指標

分析）

0505 － 一般
指定管理者制度導入施設に係る
管理費用（北方民族博物館、文学
館、釧路芸術館）（直営分）

北方民族博物館、文学館、釧路芸術館の管理・事業費等
文化財・博
物館課

382 382 0.7 0.0 0.7 5,831

0506 － 一般
指定管理者制度導入施設に係る
管理費用（埋蔵文化財センター維
持管理費）

埋蔵文化財の調査研究を行い、保存・活用を図り、道民の
理解を深めるための道立埋蔵文化財センター維持管理に
要する負担金

文化財・博
物館課

128,762 88,266 1.2 0.0 1.2 138,103

0427 － 一般 青少年芸術劇場費
本物の舞台体験事業（文化庁事業）及び北海道巡回小劇
場に係る事務

社会教育
課

666 666 0.2 0.3 0.5 4,558

0507 － 維持費 美術館維持運営費

・近代美術館の維持運営費
・旭川美術館の維持運営費
・函館美術館の維持運営費
・帯広美術館の維持運営費
・三岸好太郎美術館の維持運営費

文化財・博
物館課

456,232 453,735 1.0 15.0 16.0 580,776

0513 － 一般 美術館事業費 道立美術館５館の事業費等
文化財・博
物館課

97,934 34,994 1.0 21.4 22.4 272,296 ①
改善（指標

分析）

0514 － 事務
博物館登録等博物館事務、学芸
員資格・講習会等事務

博物館登録等博物館に関する事務、学芸員資格・講習会
等に関する事務

文化財・博
物館課

0 0 2.5 1.5 4.0 31,136

二次政策評価意見

1113

一次政策評価

令和４年度

令和4年度　事務事業評価調書 芸術文化活動の推進

令和４年度

整理番号 重複施策 経費区分 事務事業名 事務事業概要 前年度から
の繰越事業
費（千円）

事業費
（千円）

執行体制
フル
コスト

（千円）

課・局
室名



0515 － 一般 文化財保存対策費
・文化財保護法等に基づき、文化財の保存・活用等を図る
ための事業

文化財・博
物館課

2,874 1,463 2.5 1.5 4.0 34,010

0516 － 一般 遺跡埋蔵文化財保存対策費
文化財保護法に基づき、土木工事等に対する文化財保護
上の必要な指示を行うための埋蔵文化財包蔵地の調査を
行うための事業

文化財・博
物館課

7,337 3,669 7.5 1.2 8.7 75,058

0517 － 一般 アイヌ文化財保存対策費

・アイヌ民俗技術及びユカラを記録保存、アイヌの生活用
語や伝統的な風俗習慣、民俗芸能の保存伝承活動、アイ
ヌ民俗文化財業務に携わる専門職員等を対象とした資質
向上及び要請を図る事業

文化財・博
物館課

9,339 4,728 0.3 0.0 0.3 11,674

0518 － 一般 文化財保護活動費補助金
文化財に対する道民の理解を深め、普及啓発事業や、顕
彰事業、情報発信等の事業実施に対する補助金

文化財・博
物館課

4,807 4,807 0.3 0.0 0.3 7,142

0519 － 維持費
埋蔵文化財情報システム維持管
理費

埋蔵文化財包蔵地に関する情報をインターネットを通じて
公表し、道民に周知するための維持管理事業

文化財・博
物館課

2,552 1,276 0.2 0.0 0.2 4,109

0520 － 事務
世界遺産登録へ向けた取組の推
進

国指定史跡の縄文遺跡群や大規模竪穴住居跡群の世界
文化遺産への登録へ向けた取組の推進

文化財・博
物館課

0 0 0.2 0.1 0.3 2,335

0521 － 事務
文化財に親しむ機会の提供と情
報の発信

文化財を学校教育や社会教育の場において活用する機
会や、子どもたちや地域の人々が文化財に親しむ機会を
提供するとともに、文化財に関する多様な情報の発信の
取組

文化財・博
物館課

0 0 0.2 0.1 0.3 2,335

0522 － 事務
日本遺産認定に向けた取組の推
進

地域の文化財の日本遺産認定に向けた市町村の主体的
な取組に対する支援等を行う

文化財・博
物館課

0 0 0.9 0.1 1.0 7,784

0523 － 一般
「アートギャラリー北海道」推進事
業

道内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

文化財・博
物館課

5,625 3,821 1.0 2.0 3.0 28,977 ①
改善（指標

分析）

0525 － 一般
縄文時代に学ぶ・世界遺産を活用
した次世代育成事業費

縄文遺跡群に関する教材を作成し、児童生徒の歴史・文
化への理解促進や文化財保護意識の醸成を図るための
事業

文化財・博
物館課

6,468 3,246 1.5 0.0 1.5 18,144

0780 － 一般 児童生徒文化活動奨励事業費 全国高等学校文化祭の参加補助
高校教育
課

7,572 7,572 0.1 0.0 0.1 8,350

0528 － 一般 社会教育施設感染症対策事業費
社会教育施設における感染症対策のために必要な衛生
用品の整備に要する経費

文化財・博
物館課

4,215 0 0.1 0.0 0.1 4,993

0530 － 一般 美術品収集費
継続的な美術作品の収集のため、北海道美術品取得基
金の買戻しに要する経費

文化財・博
物館課

10,000 10,000 0.2 0.0 0.2 11,557

0 1,144,870 1,017,811 34.9 43.3 78.2計


