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令和４年度 第２回 北海道恐竜・化石ネットワーク研究会 議事概要 
 

＜概要＞ 

〇日 時：令和４年(2022 年)12 月 21 日（水）15：00～17：00 

〇場 所：オンライン(Zoom)開催 

〇出席者：別紙「出席者名簿」のとおり 

〇次 第： 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 議 題 

(１)今年度の取組報告について 

(２)「ほっかいどう恐竜・化石カレンダー」の制作について 

(３)各博物館・団体等からの話題・情報提供について 

４ その他 

５ 閉 会 

 

１ 開会 

［北海道・小林］ 

 時間となったので、令和 4 年度第２回北海道恐竜・化石ネットワーク研究会を開催する。本日

の司会を務める小林。どうぞよろしくお願いする。 

 開会にあたり、北海道総合政策部地域政策課未来人財担当課長の保木よりご挨拶申し上げる。 

 

２ 挨拶 

［北海道・保木］ 

 北海道総合政策部地域政策課未来人財担当課長の保木。本日は年末のお忙しい中、オンライン

での会議にご出席いただき、感謝。 

 新年度になって以降、久しぶりに行動制限のない年となっており、各地に人の賑わいが戻りつ

つあると感じている。各市町の皆様におかれても、参加型の事業の再開など、コロナ禍からの

脱却に向けて様々な活動に取り組まれていると思うが、道としても恐竜・化石の取組をさらに

進めていきたいと考えている。本日は、今年度のこれまでの取組について結果のご報告と、ク

ラウドファンディングの寄附により制作する「ほっかいどう恐竜・化石カレンダー」について

の意見交換を行うとともに、各市町の最近の活動などについても情報提供いただきたい。 

 今年度の取組については後ほど詳しくご報告するが、夏休み時期にはカードとマップの配付キ

ャンペーン、秋口には札幌市内で PR イベントを実施し、大変盛況だった。ご協力いただいた

各市町の皆様に改めて感謝申し上げる。また、「ほっかいどう恐竜・化石カレンダー」の制作

を目的として実施したクラウドファンディングでは、目標額を大きく上回る寄附をいただくこ

とができた。これらの PR イベントやクラウドファンディングを通じて、恐竜・化石に対する

反響の大きさを直に感じ、このコンテンツが持つ力を改めて感じたところ。 

 今回制作する「ほっかいどう恐竜・化石カレンダー」をはじめ、今後も本研究会の一層の連携
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により恐竜・化石コンテンツの魅力を活かした取組を行い、「恐竜・化石大陸ほっかいどう」

を発信していく考えなので、ぜひ皆様のご理解・ご協力をお願いしたい。 

 

３－１ 議題（１） 

［北海道・小林］ 

 議題（１）、今年度の取組報告について。 

 まず、「ほっかいどう恐竜・化石カード・マップ」の配付キャンペーンについて。昨年度は新

型コロナウイルスまん延防止等重点措置を受け 11 月に実施したが、今年度は 7 月から 8 月ま

での子どもたちにとって最適な期間に実施できた。内容としては、恐竜・化石を展示している

博物館等への訪問を促すキャンペーンとして、12 市町の博物館等にご協力いただき、入館した

希望者にカードとマップ配付し、異なるカードを３種類集めるとレアカードをプレゼントし

た。結果として、合計でカード約 3,000 枚、マップ約 900 部を配付した。途中、在庫を別の博

物館等に郵送していただくなどご協力いただいた。また、夏の忙しい時期に本来業務と併せて

キャンペーンにご協力いただき、感謝申し上げる。カード・マップを求めて 3,000 人が動いた

と思うと、大変大きな成果だったのではないか。 

 次に、「みんなおいでよ！恐竜・化石大陸ほっかいどう展 2022 オータム」の開催について。

10 月 1 日から 2 日の土日に、イオンモール札幌発寒のすずらん広場付近で開催。内容は、体

験ブースとして AR 撮影体験：むかわ町、ミニ発掘体験：足寄町、展示ブースとしてむかわ竜

1/5 骨格レプリカ：むかわ町、デスモスチルス／アショロア骨格レプリカ：足寄町、ヌマタネ

ズミイルカ骨格レプリカ：沼田町、異常巻きアンモナイト化石標本／ウラホロミガキボラ化石

標本：浦幌町、パネル・ポスター展示として三笠市、八雲町となった。来場者はイベント全体

で 1 万人程度、AR 体験は人数を計測できなかったが数百名程度、ミニ発掘体験は 416 名の方

が参加。どちらの体験も大変な盛況で、ミニ発掘体験は予約がすぐに埋まり、参加できずに泣

き出す子どもがいたり、AR 体験もご家族で喜んで撮影されていたのが印象的だった。むかわ

竜 1/5 骨格レプリカは解説付きで皆さん興味深げに見て行かれ、デスモスチルス／アショロア

骨格レプリカもインパクトがあり人気だった。沼田町の長野学芸員はレプリカを運ぶために２

往復していただき、浦幌町の持田学芸員も１日のためにお越しいただき、感謝申し上げる。ポ

スターやパネルの展示も合わせ、多くの方に PR できたと感じている。 

 続いて、クラウドファンディングについて。「ほっかいどう恐竜・化石カレンダー」を制作す

るためにクラウドファンディングを実施した。実施方法としては、ACT NOW（アクトナウ）

というサイトで寄附を募った。サイトからはクレジットカード等によるオンライン決済だが、

紙の納付書による寄附も受け付け、デジタルとアナログの両方で実施した。実施期間は８月 10

日から 10 月 31 日まで。目標額は 50 万円としていたが、結果は合計 82 万４千円。道内外の個

人 126 名、道内企業４社から寄附いただいた。小さなお子さんや恐竜が大好きなお孫さんがい

るという方など沢山の方たちから、最も小口で千円から寄附をいただき、積み重なってこの金

額になっている。この期待を裏切ることがないよう、素晴らしいカレンダーを制作しようと思

うので、引き続き皆様のご協力をお願いする。 

 今年度の取組についての報告は以上となるが、何かご意見やご質問などあるか。 
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［沼田町化石体験館・長野］ 

 今年度初めに切手に使用する画像を送ったが、その後どうなっているか。 

［北海道・小林］ 

 切手については昨年度から引き続いてしまっているが、各市町が使いたい画像を送っていただ

いており、まだ届いていないものがある。お送りいただくよう再度お願いして、１月頃から切

手のフレームのイメージを作り、それを日本郵便㈱にお渡しして 2 ヶ月程度で制作できる予

定。次回のネットワーク研究会の際に、皆様からいただいた画像をフレームに当てはめたもの

を２～３パターン用意して、どれが良いかご意見をいただき決定したいと考えている。 

［沼田町化石体験館・長野］ 

 了解した。 

 

３－２ 議題（２） 

［北海道・小林］ 

 続いて、議題（２）カレンダーの制作について。 

 前回のネットワーク研究会でもご説明したが、概要としては、北海道草創期から現代までの 1

億年を 1 年 365 日に換算したカレンダーで、北海道の成り立ちや時代毎に繁栄した 12 市町ゆ

かりの古生物等を紹介する。各市町の特徴や観光名所等の紹介を載せ、訪問の動機付けとなる

よう工夫したい。小林教授に時間旅行のナビゲーターになっていただき、各時代の特徴などを

解説いただく予定。また、道内に限らず国内外で発見された古生物の紹介を各ページに載せ、

視野をより広く持ってもらうとともに、様々な情報をリアルタイムで追えるよう工夫したい。

「様々な情報をリアルタイムで追えるよう工夫」ということについてだが、このカレンダーは

来年度や再来年度など使用期間を限定せず長く図鑑のように使ってほしいという思いから、日

付・曜日は載せない予定。カレンダーという名称ではあるが、あくまで北海道の１億年を１年

に換算したもので、よくある地球カレンダーの北海道版というイメージ。ただ難点として、日

付・曜日が入っていないとリアルタイムで見るものにならないかもしれない。それに対し、

「世界に目を向けるといつどんな生物がいたか」といった様々な情報も追加することで、何と

か日々見て楽しめる、開くたびに新たな発見や面白さがあるものにしたい。これについては、

先般小林教授にご相談した際、日付・曜日がないと日々見る習慣がなくなってしまうというご

指摘があり、それに対しご提案いただいた要素を取り入れたもの。また、仕様案に盛り込めて

いないが、表紙か１ページ目辺りに時代の変遷が一目でわかるような年代表を載せる予定。さ

らに、最後のページについて、人間もこの生物の歴史の中にいるものとして、「100 年後、1

億年後の人間や北海道がどうなっていたいか」というメッセージを投げかけ、過去を学ぶだけ

でなく未来に想いを向けるものにしたい。 

 続いて、仕様案について。見開き A3 サイズ、16 ページのオールカラーで、時代に沿って 12

市町の古生物をイラストや写真で紹介し、併せて市町の紹介も載せる。壁掛け用の穴を付ける

予定だが、ガイドブックのように持ち歩くこともできる形態としたい。3DCG のイラストもし

くは化石の写真を掲載するが、イラストは白亜紀分を服部雅人氏、それ以降分を足寄動物化石

博物館の新村学芸員にお願いする予定。配付先として、寄附いただいた方と 12 市町の皆様、

来年度以降のイベントの参加者を考えている。長い間使ってもらうため、前回のマップのよう



4 

な丈夫な紙質で作りたい。寄附の目標額は達成したが、紙質を良くする、イラストをできる限

り盛り込むなど、クオリティを上げようとすると予算の制約があるため、委託業者と当課が協

働して制作する予定。マップの際は各市町の取材を委託業者に依頼したが、今回は予算の関係

上できかねるため、当課から各市町の皆様に調査票を送付し、記載いただいた内容を当課で整

理して紙面に起こそうと考えている。今年中に送付し、来年１月中旬頃に返送いただく想定。

現時点の仕様案はたたきの状態で、市町の紹介にどの程度スペースを割けるか未確定のため、

送付いただいた内容を当課で調整・加工し、それを皆様に確認いただく。 

 続いて、掲載する古生物について。各市町に第 1 から第 3 希望を伺ったものを表にした。小平

町の長澤補佐に先日お電話し、ハドロサウルスが１位でクビナガリュウが２位となっている

が、他の市町含めクビナガリュウが出てこなくなるため、もし良ければクビナガリュウを１位

にさせていただけるかご相談していたが、如何か。 

［小平町教育委員会社会教育課・長澤］ 

 当町は展示設備がなく、ハドロサウルスを PR しきれていないため、「実は当町からも見つか

っています」といった形で紹介できればと思っていたところ。クビナガリュウについて、骨格

模型はあるがイラストを持っておらず、作りたいとは思っても中々できていないため、イラス

トを提供いただけるのであればクビナガリュウでも構わない。 

［北海道・小林］ 

 仕様案の 2 月のページに便宜的に載せているが、服部氏が製作されたイラストがあるので、こ

れで良ければクビナガリュウを掲載したい。小平町のクビナガリュウがそのイラストで問題な

いか専門家に検証いただき、お墨付きを得た上で掲載しようと考えている。 

［小平町教育委員会社会教育課・長澤］ 

 了解した。 

［北海道・小林］ 

 続いて、ページ割付について。１月から 12 月までページを割り当て、時代毎の古生物も並べ

ている。画像は服部氏と新村氏に依頼し、両氏のイラストがない場合は化石の写真を予定。６

月から 10 月にかけて内容が薄いなど、時期により内容の濃淡があるが、それについては紙面

を工夫しながら作りたい。先日の足寄動物化石博物館での打合せの際に石炭を掲載するという

ご提案をいただき、７月に入れているが、同じように何月に何を掲載できるかについてご意見

をいただければ。 

 続いて、スケジュールについて。12 月にネットワーク研究会で仕様案検討としているのが本日

の研究会。12 月中に調査票を発出すると先ほどお伝えしたが、その後、１月から３月にかけて

取材・記事作成・検証・校正等を順次進めていく。２月下旬頃が原稿の完成品のデッドライン

となるので、それまでに原稿を作り、3 月に印刷製本して納品されるという段取り。４月以降

に配付。ただ、４月以降の当課の事業について現時点で確定しているものがない。できるだけ

早く事業を知らせてほしいというご要望もいただく中大変申し訳ないが、来年度は 4 年に１度

の知事選挙がある変則的な年となる。４月に知事選挙があり、そこで選出された知事が政策予

算を決定するため、予算が付くのは７月頃。そのような状況のため、いつどんな事業をやる

か、幾ら予算が付くかなどは今現在白紙の状態。来年度、事業内容や予算が決まり次第、でき
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るだけ早く当ネットワーク研究会を開催し、皆様にご相談したい。 

 カレンダーの制作については以上となるが、何かご意見やご質問などあるか。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 カムイサウルスを第１希望としているが、第３希望以降もいくつも候補を挙げることができ、

全部を掲載できないことは承知しているが、例えば第１希望をイラストで掲載し、残りを文字

で紹介するなどは可能か。 

［北海道・小林］ 

 今お示ししている仕様案は、正直まっさらな状態に近いもの。これに対しご意見をいただくの

が本日の趣旨なので、様々なご意見をいただき、その後紙面上で実現できるかどうか検討させ

ていただく。このご意見についてもこれから検討したい。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 了解した。また、「情報をリアルタイムで追えるように」という点について、印刷物なので内

容をアップデートできる訳ではないが、どういった意味か。 

［北海道・小林］ 

 通常のカレンダーであれば今日は何月何日か日々見て確認すると思うが、今回のカレンダーは

日付や曜日を入れず、日付を毎日確認するといったものではないため、1 回見ただけで終わっ

てしまう可能性があり、そうなると大変残念。そうならないように、「世界に目を向けると何

月何日にあたる時代にこんな古生物がいた」という情報を時代毎に何件か紹介していくこと

で、日々見る楽しみが増えるのではないか、という意味。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 市町の紹介のスペースに QR コード等を載せて、各市町のホームページにアクセスできるよう

にすることは可能か。 

［北海道・小林］ 

 マップの時もそうしたが、今の時代には不可欠と思っているので、QR コードは載せる予定。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 時代名は読み方が独特なものがあるので、ふりがなを入れた方が良いと思う。 

［北海道・小林］ 

 承知した。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 最後に、各市町にも配付されるとのことだが、各市町ではどのように活用すればよろしいか。 

［北海道・小林］ 

 市町によって扱いが変わるとあまり良くないので、今夏のカード・マップの配付のようなキャ

ンペーンの際に一斉に使っていただくといったことを考えており、一旦お配りするが、活用方

法についてはまたご相談させていただきたい。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 了解した。 

［三笠市立博物館・加納］ 

 ３点伺いたい。カレンダーの１ページ目辺りに年表を入れるとのことだが、それは白亜紀に至

るまでの古い時代からの年表を入れるという意味か。 
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［北海道・小林］ 

 いつからいつまでの年表を載せるかも検討中。画面にマップの時の年表を表示しているが、同

じようなものを載せるイメージ。 

［三笠市立博物館・加納］ 

 いきなり後期白亜紀が出てくる訳ではないので、地球誕生以来のおおよその年表を載せる方が

良い。また、北海道の歴史ということなので、北海道最古の化石を盛り込むのは如何か。北海

道最古の化石は白亜紀のものではないので、それを知ってもらった方が良いと思う。 

［北海道・小林］ 

 承知した。検討する。 

［三笠市立博物館・加納］ 

 ２点目だが、カレンダーの最後の方に 100 年後・1 億年後の北海道という問いかけを載せるこ

とについて、この年数は例えばの話だとは思うが、100 年は我々の扱っている１億年というス

パンからすると短すぎ、１億年後といっても普通は全くイメージできず北海道の形も変わって

いるので、この質問はかなり考えて作った方が良いと思う。質問ではなくて自分で思ったこと

を書く形でも良いかもしれない。気を付けないと漠然としすぎてあまり意味がないものになる

ように感じる。 

［北海道・小林］ 

 未来に向けたメッセージ性をと言いながらそのメッセージが曖昧では意味がないと思うので、

検討して再度ご相談させていただきたい。 

［三笠市立博物館・加納］ 

 ３点目だが、諸般の理由から日付を入れないということについて、個人的意見だが日付のない

カレンダーというのがピンと来ない。実用的なカレンダーではないと言えばそうかもしれない

が、カレンダーと謳うなら日付がないとぴりっとしない気がする。 

［北海道・小林］ 

 それについてはこれまでも色々なご意見が出ているところだが、長く使うために日付・曜日を

入れずに、一般的なカレンダーの隣に並べて使ってもらうなどの使い方を考えている。また、

日付がないとピンと来ないのであれば、仕様案の８月のページのように、実用性は高くないか

もしれないが目盛を入れるといったことも考えているが、正直私どもも悩んでいる部分。これ

については皆様からご意見をいただけるとありがたい。何かしらのやり方や、割り切って日付

は入れないなど、率直なご意見をいただきたい。小林教授はこの点について如何か。 

［北海道大学総合博物館・小林］ 

 私も加納館長と同じ質問を先日の道との打合せの際にしており、カレンダーと言いつつも日付

が入ってない、カレンダーと言いつつもカレンダーとして使えないという点が加納館長も気に

されているところと思う。一応の妥協点としては、カレンダーで下に日付・上に写真というも

のがあるが、その上の部分だけを集めた冊子として考え、一般的なカレンダーと併用するとい

う方法。12 市町以外の古生物も入れた方が良いのではないかと私から提案したが、例えば 12

月のページにたった 1 日分だけ北海道の古生物が載っているのではなく、「12 月何日と何日に

世界ではこのような生物がいた」ということが見えればカレンダー要素があるのではないかと

いう提案だった。その辺りの違和感をどう拭うかが大きな課題だと思っているが、私としても
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良い解決策がなく、一般的なカレンダーと併用するというのが妥協案。 

［北海道・小林］ 

 仕様案に「pick up」という水色の囲みがあるが、日付を目盛で表示して何月何日の目盛からこ

の囲みに矢印を引き、「何万年前はここにこの古生物がいた」と表示するなどを考えている

が、苦し紛れであり中々妙案が浮かばず悩ましく思っている。カレンダーと言いつつカレンダ

ー機能がないことに違和感をお持ちの方がいればご発言いただきたい。特に気にならないなど

逆の意見でも構わない。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 地球の 46 億年の歴史を１年に当てはめる「地球カレンダー」の北海道版、１億年版だと思う

が、北海道の１億年の歴史を 12 ヶ月に当てはめたものをカレンダーと呼んでいるのであり、

実際の毎日見るカレンダーのようにするには無理があると思う。結論が言えず申し訳ないが、

あくまで１億年を 12 ヶ月で割り振って、時間の流れや各時代にどんな生物がいたかの移り変

わりを紹介しているものということで良いか。 

［北海道・小林］ 

 その通りだが、やはりカレンダーという名称が強すぎるため疑問に思われるのだと思う。 

［北海道大学総合博物館・小林］ 

 櫻井館長が今お話しされたように確かに地球カレンダー的なものだが、それだけだと１回見た

ら閉じて終わりになってしまう。それでは困るので、一般的なカレンダーと併用することで何

年も使えるようにしたい。開いて実感してもらうという意味では、前回のマップはそれを持ち

ながら博物館等を目指して地理的に動いてもらうという形だったが、もし今回ただの地球カレ

ンダーの北海道版としてしまうとペラペラと１回見たら閉じて終わりになってしまうので、一

般的なカレンダーと併用することで常に開いた状態にしてもらうという方向で議論していた。 

［沼田町化石体験館・長野］ 

 質問だが、このカレンダーは見開きでないとならないか。例えば、蛇腹のような形にしてずっ

と開いておけると時代の連続性を感じられ、一般的なカレンダーの横に吊るしておけると子ど

もでも見やすいのではないかと思うが、形としては中綴じのものになるか。 

［北海道・小林］ 

 中綴じの体裁はコスト面の理由から。一般的なカレンダーの作り方なので比較的コストが安

い。蛇腹というのはどのようなイメージか。 

［沼田町化石体験館・長野］ 

 開くと１枚の長い紙で下にずっと続いていく形だと、１年が繋がっているのがわかりやすく、

部屋の壁などに掛けておけるのではないかと思い、そうすると日付などもあまり気にならない

のではないかと感じた。 

［北海道・小林］ 

 恐らく今から体裁を大きく変えるのは非常に難しいと思うが、お話しいただいた要素を先ほど

の時代年表などの部分に取り入れるなど工夫したい。 

［足寄動物化石博物館・澤村］ 

 体裁の話から離れて中身のことについてでも良いか。各市町からの要望を軸にして組み立てて

いると思うが、北海道として出すので、「道の古生物として是非これは入れたい」というもの
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が他にもある。例えば北海道博物館に行くと、北海道の大きな特徴としてナウマンゾウとケナ

ガマンモスが向かい合っている展示があり、全道からの修学旅行でかなりの子どもたちが「北

海道はこうだ」と学んで行く。そういったものとの整合性をどう取るかが重要と思う。どのよ

うにそうした例を拾っていくか、どのように紙面を作っていくかなど、検討いただければ。 

［北海道・小林］ 

 北海道博物館の大変印象的な展示で、北海道ならではの絵だと思っている。どのような載せ方

になるかわからないが、いただいたご意見を踏まえて検討させていただきたい。 

［北海道博物館・水島］ 

 澤村学芸員から道博物館の宣伝をいただき感謝。ネットワーク研究会の趣旨からすると道内各

市町への誘導が目的かと思い当館としては遠慮していたが、確かに当館ではナウマンゾウとマ

ンモスを「北海道は北から来たものと南から来たものが交差する場所」という意味で色々な場

面で売りにしているため、何らかの形で採り上げてもらえればありがたい。また、現在示され

ている案は各市町からの希望としてそうなってしまうとは思うが、動物ばかりになっている。

実際には道内で植物化石も沢山発見されており、学芸員の成田がその専門なので、もし植物の

化石も採り上げてもらえたら協力できると思う。 

［北海道博物館・成田］ 

 実は北海道は日本国内でも特に植物化石が多く出ている。夏頃の内容が薄いという話があった

が、７～８月に当たる始新世には石炭を生み出した植物の化石が沢山ある。例えば夕張や三笠

が有名。10 月に当たる中新世の前半では、道南のせたなや松前の辺りで非常に状態の良い植物

化石が沢山出ている。美しい化石が多いので、12 市町に含まれていない市町村にも足を運んで

もらうという点でも、動物だけでなく植物も採り上げると良いのではないか。 

 また、先ほどから色々なご意見が出ているカレンダーの懸案部分について、私個人の経験だが

以前高等学校の教員をしており、実際に 46 億年の地球カレンダーを作らせていたが、その時

には時間の流れ・長さを意識させるようにしていた。例えば１億年を 10 ㎝とすると 46 億年は

4.6ｍとなり、これを地球の歴史の長さとすると、ホモサピエンスが現れたのは１㎜にも満たな

い非常に短い時間だとわかる。そういった時間の長さを実感させることがカレンダースタイル

の最も大きな狙いではないか。カレンダーの形で１億年を１年間にするのであれば、それに比

べて人類の歴史はどれぐらいの長さかを意識させる。100 年先という話もあったが、100 年で

なくても１万年やもう少し先でも良いが、１億年の長さを 1 年間とし、「もう少し未来のひと

月後や半年後はどうなっているか想像しよう」という話に繋げると良いのではないか。折角カ

レンダーの形にしているので、時間の長さを意識させるべきだと思う。 

［北海道・小林］ 

 具体的なアドバイスをいただき感謝。植物化石は是非考えたい。基本的にはネットワーク研究

会の 12 市町を訪問いただけるような PR 資材という目的だが、色々なものを載せることで北

海道の化石の多様性を表せると思うので、12 市町＋αであっても問題ないと考えている。是非

前向きに検討したい。 

 また、カレンダーの懸案部分について、皆様のご意見も最もだと思う。成田学芸員のお話にも

あった、時間の長さに対しての人間の小ささといったコンセプトに立ち返って再度検討したい
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と思うが、この場では具体的な案が出てこないので少しお時間いただきたい。引き続きメール

等でご相談させていただくが、より良い物にしていくためには皆様からのご意見を磨き上げる

ことが何よりだと思っているので、是非ご意見をいただきたい。 

 

３－３ 議題（３） 

［北海道・小林］ 

 続いて、議題（３）各博物館・団体等からの話題・情報提供について。最初に三笠市から。 

［三笠市立博物館・加納］ 

 ７月 16 日から 10 月 10 日まで「翼」というタイトルで翼竜と鳥類の進化についての特別展を

実施し、１万５千人ほどの入館者があった。まだ新型コロナの影響を受けている感覚はある

が、徐々に入館者が戻っていると思う。 

［北海道・小林］ 

 続いて、むかわ町から。 

［むかわ町穂別博物館・櫻井］ 

 穂別博物館の今年度の入館者は１万８千人を超え、開館以来 10 番目の数値。子ども化石クラ

ブも順調に実施できている。カムイサウルスの全身骨格が、夏には旭川市の科学館で展示さ

れ、安平町でも胆振五大遺産との連携という形で展示された。北海道遺産との連携で、中央バ

スのラッピングバスにカムイサウルスの写真が掲載された。北海道大学総合博物館との連携で

は、小林教授の研究室の学生が来館され、化石の研究を続けていただいている。また、穂別博

物館の再整備計画が本格的に再開され、来年３月を目指して基本設計がまとめられるところ。

最終的には令和８年春のリニューアルを目指している。そのほか、３年ぶりに開催されるさっ

ぽろ雪祭りで、小林教授監修のカムイサウルスの大雪像が STV 広場に展示される予定。 

［北海道・小林］ 

 中川町の疋田センター長が所用により途中退席されたため、続いて、足寄町から。 

［足寄動物化石博物館・新村］ 

 今年度の入館者は今のところ２万３千人程度で、新型コロナがある程度落ち着いたと感じてい

る。今後の予定として、１月 7 日から 13 日まで「冬の博物館」として色々な体験事業を実施

する。また、来年度は当館が 25 周年を迎えるため、そのイベントを練っているところ。 

［北海道・小林］ 

 続いて、沼田町から。 

［沼田町化石体験館・長野］ 

 化石体験館が 11 月 3 日で今年度の営業を終了した。今年度の入館者数は 5,730 人で、開館以

来 3 番目に多かった。今年特別に何かをした訳ではないが、何年かかけて恐竜・化石が皆さん

に浸透していったのかなと入館者の様子を見て感じた。化石体験館は４月 29 日にオープンす

る。来年度、当館も開館 15 周年になるので、色々なイベントを組んでいるところ。明日から

当館のホームページで、町内で見つかった化石を紹介するガイドブックを無料で公開するの

で、ご覧いただければ。 

［北海道・小林］ 

 続いて、札幌市から。 
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［札幌市博物館活動センター・山崎］ 

 昨年度に引き続き、札幌市南区から発見されたクジラ化石のレプリカを制作中。全身が揃って

きたので、そのお披露目として、２月４～５日に札幌駅前地下歩行空間でイベントを行う。通

りかかった際にはお立ち寄りいただければ。クジラの展示のほかワークショップもあるので、

ご家族でも楽しめると思う。クジラについては、足寄町の新村学芸員にご協力いただいた３D

モデルを活用して AR も制作したいと考えている。なお、クジラは推定で 14ｍ以上。全身は展

示できないため、主要な部分を展示し、その大きさを体感してもらえればと思っている。 

［北海道・小林］ 

 続いて、黒松内町から。 

［黒松内町ブナセンター・斎藤］ 

 当センターでは、町内で採れる瀬棚層の貝化石の検索図鑑を一昨年ホームページにアップし、

去年それを完全な状態に整備し、学校の授業等で使っていただいている。また、来年開館 30

周年を迎えるので、それに向けて色々考えているところ。 

［北海道・小林］ 

 続いて、枝幸町から。 

［オホーツクミュージアムえさし・高畠］ 

 当館は化石に関する専門の学芸員がいないので中々本格的な活動ができないが、今年は２年半

ぶりに足寄町の澤村学芸員にお越しいただき、新しいデスモスチルスの化石を見つけることが

できた。掘ればまだまだ見つかると思うので、来年度もう少し本格的に発掘を進めたい。 

［北海道・小林］ 

 続いて、浦幌町から。 

［浦幌町立博物館・持田］ 

 北海道博物館の皆様がお越しになり、「最後のアンモナイト」の産出地でもある K-Pg 境界の

調査とはぎ取り標本の制作を行われた。現在、K-Pg 境界までの林道が損傷して車の立ち入り

ができない状態となっており、現地への林道の確保について道有林側と来年度に向けた協議を

している。また、コロナ禍以降中断していた町内の化石発掘事業も、３年ぶりに厚内－峠下動

物群の化石群集を対象に実施した。来年度以降も引き続き、初等・中等教育における町内の化

石の教材化が図れるように検討・準備を行っている。 

［北海道・小林］ 

 続いて、別海町から。 

［別海町郷土資料館・石渡］ 

 ７月から 3 ヶ月間、「根室海峡から発見されたマンモスゾウ臼歯化石」という特別展を実施し

た。当館で所蔵している根室海峡のマンモスゾウの化石は３つあるが、根室市と厚岸町の資料

も合わせ５つの実物資料などを展示した。入館者はそこまで多くなかったが、PR はできたと

思っている。 

［北海道・小林］ 

 続いて、出席予定者名簿に載っていないが、時間を作ってご出席いただいた小平町から。 

［小平町教育委員会社会教育課・長澤］ 

 当町は博物館等の組織がなく活動が中々難しいが、文化財関係の活動の一環として、北海道の

歴史の中に小平町を位置付けるという１時間の講演を色々な所で行っている。その中で、商工
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会青年部の方々にお話しした際、会場の「ゆったりかん」という施設の前にあるハドロサウル

スの模型が、実は小平で北海道初の恐竜化石が発見されたことにちなんだものだと説明する

と、とても面白がってくれたため、協働先が見つかりそうだと感じた。旧花田家番屋関係の事

業もあり恐竜・化石に本格的に取り組めない状況だが、少しずつやっていきたい。 

［北海道・小林］ 

 続いて、北海道博物館から。 

［北海道博物館・成田］ 

 調査研究について、先ほど浦幌町の持田学芸員からご紹介いただいたが、K-Pg 境界の調査と

はぎ取り標本の採取を行った。展示については、10 月 13 日から 10 月 30 日にかけて、初めて

の試みとなる「化石の日」関連展示を実施した。これは日本古生物学会が 10 月 15 日を「化石

の日」としており、それに合わせる形でニッポニテス・ミラビリスという異常巻きアンモナイ

トを展示し、QR コードを付けて 3D データを見られるように工夫した。普及事業について、

毎年行っているが、北広島市のサンプルを使用し子どもたちに砂の中から貝の化石を探しても

らう事業を行ったほか、10 月には視覚支援学校を訪問し、目の見えない子どもを中心に「アン

モナイトはこういう作りの生き物」といったレクチャーを行った。また、個人的な取組ではあ

るが、ひがし大雪自然館と士別市立博物館と連携し、現地の植物化石を採集して観察する講座

も行った。来年度以降も引き続き実施したい。なお、士別市立博物館では 2020 年に発見され

た新種の植物化石も含め現地の化石を展示している。 

［北海道・小林］ 

 続いて、教育庁生涯学習推進局文化財･博物館課から。 

［北海道教育庁・本間］ 

 折角の機会なので、道の天然記念物の指定についてご紹介する。９月 30 日に「足寄動物群束

柱類化石」が北海道の天然記念物に指定された。3,390 万年前から 2,303 万年前の漸新世の海

に生息していたアショロア・ラティコスタとベヘモトプス・カツイエイの 2 体で、化石は合計

200 点。アショロアが世界最古の束柱類化石であるだけでなく、いずれも良好な保存状態で全

身が復元された世界で唯一の束柱類化石の骨格標本。また、日本列島が形成される以前の大き

な地殻の変動期を超えて、北西太平洋地域に生存し進化したことを示す化石で、束柱類の実態

解明や北海道自然史資料として極めて学術的な価値が高い。道内の化石の天然記念物指定とし

ては、昭和 59 年３月のタキカワカイギュウ化石標本、平成 29 年９月のホベツアラキリュウ化

石、30 年 10 月のヌマタネズミイルカ化石、令和２年５月のナカガワニシン化石に次ぐもの。 

［北海道・小林］ 

 足寄町の澤村学芸員、新村学芸員にご出席いただいているが、この天然記念物の指定は地域で

も話題になったのではないかと思うが如何か。 

［足寄動物化石博物館・新村］ 

 入館される方で報道を見たという方が結構いらっしゃった。 

［北海道・小林］ 

 10 月の札幌でのイベントの際に、レプリカの所に新聞の切り抜きが貼ってあり、それを見る方

も沢山いらっしゃったのが印象的だった。 
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（敬称略） 

４ その他 

［北海道・小林］ 

 その他、何かご発言等あるか。 

［三笠市立博物館・唐沢］ 

 カレンダーや切手などの件で道とやり取りする中で感じたことについてお話ししたい。道から

度々、各博物館等から提供できる画像の問合せが来るが、当館も他の施設もそうだと思うが、

提供できる画像はあまり変わらず、また、先ほどむかわ町の櫻井館長からもお話があったよう

に第 3 希望まででなく第４希望以降も沢山あるといった場合もあるので、各施設・各自治体が

提供できる画像を投げ込めるサーバーのようなものがあると便利だと思う。実際にカレンダー

などのプロジェクトが動く際に、例えば「何番と何番の画像を使ってください」と連絡すれ

ば、同じような画像が道と市町の間を毎回行き来することもなく良いのではないか。また、道

が画像を使用するだけでなく、ネットワーク研究会の参加市町が互いの画像を使用できるよう

になればと思う。例えば、各施設で特別展や講演会等をするにあたって、クレジット付きで各

市町の画像を使用できるようになれば、道内の色々な化石を簡単に紹介するコンテンツを各施

設で独自に作れるので、12 市町と道が共通して使える画像を市町側から投げ込めるサーバーが

あれば良いと思う。維持管理をどうするかなどの課題があることも承知しているので、今すぐ

やってほしいという話ではないが、将来的な希望としてお伝えしたい。 

［北海道・小林］ 

 大変重要なご指摘をいただき感謝。サーバーの維持管理等の課題については検討が必要だが、

このネットワーク研究会は 12 市町と道が協力して取り組んでいるものなので、互いの画像を

共有し、もっと柔軟に使用できればと思う。また、意見交換などももっと気軽にチャット等で

できればと思っているが、それもシステム的に追いついていない。今後どのようなことができ

るか検討させていただきたい。 

 他に何かご発言等あるか。なければこの議題を終了する。 

 事務局の議題は以上。道としても今後とも皆様と連携し、恐竜・化石の取組を推進したいと考

えているので、引き続きよろしくお願いする。 

 最後に小林教授からコメントをいただきたい。 

［北海道大学総合博物館・小林］ 

 今年ももう終わりだが皆さん色々活動いただき感謝。また来年、皆さんのお力を借りて北海道

をさらに盛り上げていきたいと思う。個人的な感想だが、皆さんの報告がポジティブだと感じ

た。このネットワーク研究会の影響であって欲しいと思うが、色々な所で入館者数がある程度

増えている、またはその傾向にあるというのは非常に喜ばしいことだと思う。より一層盛り上

げていければと思うので、来年以降も末永くよろしくお願いしたい。 

 

５ 閉会 

［北海道・小林］ 

 本日の議題は以上。様々なご意見をいただき感謝申し上げる。カレンダーをもっと良いものに

磨き上げていくためには皆様のご意見が不可欠。引き続きご協力願う。 

 これを以て本会議を終了させていただく。 


