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１　資産の顕著な普遍的価値と完全性・真実性に関する観察指標

- 遺構・遺物の保存状態の把握・記録（Ⅱ-2～8,10～13,Ⅳ-1,Ⅴ-2）

- 構成資産及び周辺の植生の状態とその管理状況の把握（Ⅱ-9,Ⅳ-2）

- 構成資産から周辺への眺望の把握（Ⅲ-1～5,Ⅳ-2）

- 遺構・遺物の保存状態の把握・記録（Ⅱ-2～8,10～13, Ⅳ-1,Ⅴ-2）

- 構成資産から周辺への眺望の把握（Ⅲ-1～5,Ⅳ-2）

- 構成資産から周辺、構成資産周辺から構成資産への眺望の把握（Ⅲ-1～5,Ⅳ-2）

- 構成資産が立地する地形の崩壊、変形状況の把握・記録（Ⅱ-10,Ⅴ-2、Ⅵ-1～2）

- 構成資産及び周辺の植生の状態とその管理状況の把握（Ⅱ-9,Ⅳ-2）

- 構成資産周辺の景観阻害要因と景観の改善と変化の把握（Ⅲ-1～5）

- 遺構・遺物の保存状態の把握・記録（Ⅱ-2～8,10～13,Ⅳ-1,Ⅴ-2）

- 構成資産から周辺への眺望の把握（Ⅲ-1～5,Ⅳ-2）

- 被害等対策のための基礎情報の把握（Ⅱ-1～4,11,14,Ⅲ-4,Ⅳ-1,Ⅴ-1,Ⅵ-1,2）

項目 指標 備考

Ⅰ.顕著な普遍
的価値を伝達す
る属性の保護・
管理

測定内容・方法

Ⅰ-1.
属性a)自然資源を巧く利
用した生活の在り方を示
すこと

Ⅰ-2.
属性b)祭祀・儀礼を通じた
精緻で複雑な精神性を示
すこと

Ⅰ-3.
属性c)集落の立地と生業
との関係が多様であること

Ⅰ-4.
属性d)集落形態の変遷を
示すこと



２　構成資産の保護・管理に関する観察

Ⅱ-2.
構成資産における現状変
更件数

文化財保護法に基づく史跡の現状変更
の許可申請・届出の件数及びその内容を
把握する。

Ⅱ-3.
構成資産におけるき損件
数

文化財保護法に基づく史跡のき損届の
件数及びその内容を把握する。

Ⅱ-4.
遺産影響評価の実施件
数

史跡整備、き損時の修復等に係る遺産影
響評価の実施件数を把握する。

Ⅱ-5.
構成資産の公有地化率

民有地の買い上げ実施状況を把握する。

Ⅱ-6.
遺構の状況

遺構の状況について、観察、写真撮影等
により記録する。

年平均気温 9.8℃ 年平均気温 9.2℃

湿度 ％ 湿度 ％

年間降水量 1,198.5mm 年間降水量 1,290mm

Ⅱ-8.
地下水位

低湿地における水量、水質の状況を観察
する。

Ⅱ-9.
植生の状況

構成資産内の植生の状況について観
察、写真撮影等により測定する。

Ⅱ-10.
災害後の被害状況把握

風水害、土砂災害、地震等による構成資
産における被害状況を把握する。

Ⅱ-11.
構成資産の保存活用協
議会等の開催数

構成資産を所管する地方公共団体を中
心とした史跡整備委員会、保存活用協議
会等の開催数を把握する。

Ⅱ-12.
資産の調査研究

資産に関わる調査研究の実施状況及び
その内容、調査研究成果等を掲載した報
告書等の発刊数を把握する。

Ⅱ-13.
関連文化財の調査研究

構成資産に関連する文化財の調査研究
の実施状況及びその内容、調査研究成
果を掲載した報告書等の発刊数を把握
する。

Ⅱ-14.
調査研究体制の充実

構成資産の調査研究等を担う専門職員
の数を把握する。

項目

Ⅱ-7.
気温、湿度、降水量の経
年変化

大気の常時観察を行い、気温、湿度、降
水量の変化を計測する。

気温・年間降水量は気象庁HPから抽出（函館市川汲）
湿度はデータなし

前年度結果

2件

0件

100%

芝で養生し，遺構が問題なく
確認できる状態である。

今年度結果

1件

0件

100%

芝で養生し，腐食・劣化なし

表２参照

指標

表６参照

表３参照

2021年2月16日暴風雪波浪警報

表４参照

備考

電柱撤去（2020年7月14日申請/2020年7月15日許可/2020年7
月31日報告）

表５参照

表１参照

1件

3人

Ⅱ.資産の保全
状況と保護・管
理

変化なし

被害なし

1回

2件

変化なし

被害なし

4回

0件

0件

3人

0件 0件



３　構成資産及び緩衝地帯に影響を与える諸条件に関する観察指標

Ⅲ-1.
公共事業の発注件数

緩衝地帯の道路、河川、治山等の公共
事業発注件数を把握する。

開発許可申請 4件 開発許可申請 3件

建築確認件数 0件 建築確認件数 0件

届出件数 0件 届出件数 0件

事前協議件数 0件 事前協議件数 0件

Ⅲ-4.
遺産影響評価の実施件
数

開発行為等に係る遺産影響評価の実施
件数を把握する。

Ⅲ-5.
構成資産の内外からみた
眺望の観測

視点場からみた眺望の定点観測により、
視界に入り込む阻害要因を把握する。

年平均値 0.001ppm 年平均値 0.001ppm

日平均値の年
間2%除外値

0.002ppm
日平均値の年
間2%除外値

0.002ppm

環境基準適否 適合 環境基準適否 適合

年平均値 0.010ppm 年平均値 0.010ppm

日平均値の年
間98%値

0.029ppm
日平均値の年
間98%値

0.028ppm

環境基準適否 適合 環境基準適否 適合

Ⅳ-2.
植生の状況

構成資産周辺の植生の状況について観
察、写真撮影等により記録する。

Ⅴ-1.
災害発生情報の観測

気象・地震・津波・火山活動による災
害発生情報を把握する。

Ⅴ-2.
災害後の被害状況把握

風水害、土砂災害、地震等による構成
資産周辺の被害状況を把握する。

今年度結果

1件

二酸化硫黄

二酸化窒素

変化なし

整備工事範囲以外変化なし

3件

前年度結果

二酸化硫黄

二酸化窒素

変化なし

1件

整備工事範囲以外変化なし

0件

緩衝地帯における開発許可申請や建築
確認件数を把握する。

Ⅲ.開発圧力

大気の常時監視を行い、大気の二酸化
硫黄・二酸化窒素含有量を測定する。

Ⅴ.自然災害

項目

Ⅲ-3.
景観条例に基づく届出件
数

Ⅳ-1.
大気汚染に係る環境基
準達成状況（二酸化硫
黄・二酸化窒素）

Ⅲ-2.
民間の開発行為件数

指標

景観条例に基づく届出件数を把握する。

Ⅳ.環境変化

0回

被害なし

0回

被害なし

備考

臼尻漁港臨港道路工事関連

表９参照

表７参照

表８参照

表10参照



Ⅵ-2.
自動車数

構成資産の周辺地域における駐車場入
込状況を測定する。

Ⅵ-3.
便益施設等の設置状況

構成資産における便益施設等の設置状
況を把握する。

４　顕著な普遍的価値の伝達に関する指標

Ⅶ-1.
資産に関する研修会等へ
の参加者数

資産に関する研修会、セミナー等への参
加者数を測定する。

Ⅶ-2.
ガイダンス施設の設置状
況

構成資産におけるガイダンス施設の設置
状況を把握する。

Ⅷ.地域住民、民
間団体の活動

Ⅷ-1.
資産に関する地域住民、
民間団体の活動

構成資産での地域住民、民間団体等の
活動内容や参加人数等を測定する。

項目 指標 備考前年度結果 今年度結果

Ⅵ-1.
来訪者数

構成資産への来訪者数を測定する。

整備中 設置済み

構成資産への来訪者数 表11参照

表13参照
令和２年11月竣工。供用は令和３年度から。

962人

影響なし 影響なし

260人

20,402人 18,307人

ガイダンス施設への来訪者数 ガイダンス施設への来訪者数

Ⅶ-3.
パンフレットやホームペー
ジによる情報提供

刊行されているパンフレット等、地方公共
団体共通のホームページにより、情報提
供の回数・状況を把握する。

56回 80回

Ⅶ.顕著な普遍
的価値の伝達

1,969人 21,759人

項目 前年度結果 今年度結果指標

構成資産への来訪者数

Ⅵ.観光圧力

表12参照
８月の混雑期に一時的に満車となったが，交通整理員を配置
するなどし,渋滞は発生しなかった。

表15参照
パンフレット等の発行数：4種、発行部数3,771部。
ホームページの更新回数80回、アクセス数22,796件。

パンフレット等の発行回数パンフレット等の発行回数

ホームページの更新回数 ホームページの更新回数

3回 4回

11,383人 27,952人

表14参照
函館市もしくは函館市教育委員会が市内で開催した事業をカ
ウント。

函館市縄文文化交流センター（2011年11月設置）

設置済み設置済み

備考

表16・17参照
函館市の地域住民もしくは民間団体が市内で開催した事業を
カウント。



表１　資産内における遺産影響評価の実施状況
【行為等の詳細分析の要否判断結果】

影響の有無
詳細分析の

要否

【詳細分析を実施した案件】

該当なし

構成資産名 行為地 行為の概要 判断理由 記録作成機関

記録作成機関

該当なし

構成資産名 行為地 行為の概要 分析方法 分析結果 評価理由



表２　遺構の状況

OUV
墓域

（図面） （写真） （写真）

発掘調査はトレンチ調査に限られてお
り，地下遺構は良好に保全されてい
る。

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

OUV
居住域

（図面） （写真） （写真）

整備工事に伴い，人止め柵を設置。
発掘調査はトレンチ調査に限られてお
り，地下遺構は良好に保全されてい
る。

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

地点名 位置 前年度 今年度 備考

●

●



表２　遺構の状況

芝で養生され，くぼみにより地中の竪
穴建物跡の位置とおおよその規模が
視認できる状態である。

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

OUV
盛土

（図面） （写真） （写真）

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

竪穴建
物跡群

（図面） （写真） （写真）

保護層を被覆したのち，芝で養生さ
れ，盛土遺構の形状が視認できる状態
である。

備考地点名 位置 前年度 今年度

●

●



表２　遺構の状況

年　　　月　　　日撮影 年　　　月　　　日撮影

盛土遺
構

（接合
部）

（図面） （写真） （写真）

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

（図面） （写真） （写真）

保護層を被覆したのち，芝で養生さ
れ，小丘部から接合部が視認できる状
態である。

備考地点名 位置 前年度 今年度

●



表３　植生の状況（構成資産範囲）

地点名 位置・方向 主な樹種、外来種等前年度 今年度

No.1

（図面）

主な樹種：落葉広葉樹（クリ，オニグル
ミ，ヤマグワなど），外来種（ニセアカシ
アなど），その他(オオイタドリ，クマザサ
など)

2020年7月28日撮影

（写真） （写真）

2020年10月28日撮影

No.2

（図面）

主な樹種：落葉広葉樹（クリ，オニグル
ミ，ヤマグワなど），その他(オオイタド
リ，クマザサなど)

2020年7月28日撮影 2020年10月28日撮影

（写真） （写真）

●

●



表４　構成資産の保存活用協議会等の開催状況
【構成資産を主体とした協議会の開催状況】

【保存・活用に係る委員会の開催状況】

名称 開催年月日 議事・報告事項 備考

第１回 協議事項 ・副会長の選任について
報告事項 ・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の取り組みについて
　　　　　　 ・縄文文化普及啓発にかかる取り組みについて
　　　　　　 ・函館市景観計画改定について
協議事項 ・「縄文遺跡群の世界文化遺産登録による効果促進施策のあり方」の策定について

2020年10月13日

函館市縄文遺跡群保存活用協議会

名称 開催年月日 議事・報告事項 備考

第２回

年　　月　　　日

第３回

年　　月　　　日

史跡垣ノ島遺跡保存整備検討委員会

第１回

未開催
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り，委員の招へいが困難となったため，
未開催。

年　　月　　　日

第２回

年　　月　　　日

第３回

年　　月　　　日



表５　資産の調査研究
【調査研究の実施状況】

補助金等

なし

【調査研究成果等を掲載した報告書等】
補助金等

あり

表６　関連文化財の調査研究
補助金等

無し

概要

『函館市　電電公社合宿舎遺跡(3)』
函館市教育委員会・一般財団法人道
南歴史文化振興財団

A4，124頁 300部
電電公社合宿舎遺跡（緩衝地帯内）の
発掘調査報告書

名称 作成主体 規格・頁数 発行部数 言語

概要

当該地における縄文時代の古食性の復元を目的に，垣ノ島遺跡
および大船遺跡から出土した縄文中期後葉の榎林式土器を対象
に土器胎土の脂質分析を行った。

別添資料の有無

■　あり　　□　なし

□　あり　　□　なし

□　あり　　□　なし

300部
これまでの事業経過を含め，平成29年
度～令和２年度に実施した保存整備
事業の内容をまとめた報告書。

日本語

調査研究の内容 実施主体 実施期間

名称

史跡垣ノ島遺跡 保存整備事業報告書 函館市教育委員会 A4・150頁

「北海道南茅部地域における縄文時代
中期土器胎土の脂質分析」

函館市縄文文化交流センター
（委託者：東京大学総合研究博物館
宮田 佳樹）

2020年8月～2021年3月

作成主体 概要言語発行部数規格・頁数

日本語



表７　民間の開発行為件数

法令・制度等 条文 前年度結果 今年度結果 備考

第93条 0件 0件

第125条 0件 0件

都市計画法 第29条 0件 0件

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第7条 0件 0件

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律

第10条 0件 0件

都市公園法（青森県都市公園条例） 第6条 0件 0件

砂利採取法 第16条 0件 0件

第10条の2
第10条の8
第34条1項
第34条2項
第34条の2
第34条の3
第20条
第24条
第25条
第26条1項
第27条1項
第55条1項

千歳市普通河川条例 第5条 件 件

洞爺湖町普通河川管理条例 第5条 件 件

弘前市法定外公共物管理条例 第4条 件 件

函館市普通河川管理条例 第10条 0件 0件

砂防法（砂防法施行条例：秋田県条例） 第4条 0件 0件

第15条の2
第15条の4
第4条第1項
第5条第1項
第24条
第32条

墓地、埋葬等に関する法律 第10条 0件 0件

函館市墓地条例 第8条 4件 3件

八戸市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 第3条 件 件

漁港漁場整備法 第39条 0件 0件

北海道自然環境等保全条例 第30条 0件 0件

道路法

文化財保護法

森林法

河川法

農地振興地域の整備に関する法律

農地法

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件



表８　緩衝地帯及びその周辺における遺産影響評価の実施状況
【開発行為等の詳細分析の要否判断結果】

影響の有無
詳細分析の

要否

無 否

無 否

無 否

【詳細分析を実施した案件】

函館市教育委員会

記録作成機関開発等の概要 判断理由

垣ノ島遺跡
臼尻町391-1
（臼尻霊園）

墓石の土台の改修
現状からほとんど変更がない軽微な行為であり，資産や景観上の
影響は認められないため。

構成資産名 行為地

構成資産名 行為地 開発等の概要 記録作成機関分析方法 分析結果 評価理由

該当なし

垣ノ島遺跡
臼尻町391-1
（臼尻霊園）

墓石の撤去
現状からほとんど変更がない軽微な行為であり，資産や景観上の
影響は認められないため。

函館市教育委員会

垣ノ島遺跡
臼尻町391-1
（臼尻霊園）

墓石の土台の取付，花立切断穴あけ
現状からほとんど変更がない軽微な行為であり，資産や景観上の
影響は認められないため。

函館市教育委員会



表９　構成資産の内外からみた眺望の観測

備考

展望景観に負の影響は認められない。

管理棟および体験施設等の整備工事
中

（図面）

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

（写真） （写真）

（写真） （写真）

前年度 今年度

視点場
No.2

（図面）

視点場
No.1

地点名 位置

●

●



表９　構成資産の内外からみた眺望の観測

整備工事に伴い，張芝を実施。
展望景観に負の影響は認められない。

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

視点場
No.3

（図面） （写真） （写真）

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

視点場
No.4

（図面） （写真） （写真）

整備工事に伴い，人止め柵を設置。
展望景観に負の影響は認められない。

備考地点名 位置 前年度 今年度

●

●



表９　構成資産の内外からみた眺望の観測

年　　　月　　　日撮影 年　　　月　　　日撮影

視点場
No.5

（図面） （写真） （写真）

2019年10月11日撮影 2020年10月28日撮影

（図面） （写真） （写真）

展望景観に負の影響は認められない。

備考地点名 位置 前年度 今年度

●



表10　植生の状況（構成資産周辺）

地点名 位置・方向 主な樹種、外来種等前年度 今年度

No.1

（図面） （写真） （写真）

主な樹種：落葉広葉樹（クリなど），その
他(アカザ，オオイタドリなど)

2020年7月28日撮影 2020年10月28日撮影

（図面） （写真） （写真）

年　　　月　　　日撮影 年　　　月　　　日撮影

●



表11　来訪者数
（単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 月当たり平均

構成資産 0 2 29 31 92 58 27 21 0 0 0 0 260 22

ガイダンス施設 249 117 701 1,785 3,551 4,813 3,011 2,413 296 248 254 869 18,307 1,526

表12　自動車数

（単位：日）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 月当たり平均

満車日数 － － － － － － － － － － － － 0 0

臨時駐車場
開放日数

－ － － － － － － － － － － － 0 0

（単位：日）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 月当たり平均

満車日数 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1

臨時駐車場
開放日数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表13　便益施設等の設置状況

構成資産

ガイダンス施設

構成資産

あり

【ガイダンス施設（駐車可能台数：41台）】

【便益施設等の設置状況】

休憩室 トイレ 乳幼児施設

あり

【構成資産（駐車可能台数：41台）】 ※ガイダンス施設共用

0箇所

あり あり

その他

トイレ（バリアフリー対応），車いす貸出し
※令和２年11月竣工。供用は令和３年度から。

トイレ（バリアフリー対応），車いす・ベビーカー貸出し

【域内における誘導サインの設置状況】

高齢者用施設 通信環境

あり

あり

あり あり あり なし



表14　資産に関する研修会等の開催状況

2020年度企画展「目指せ！世界文化
遺産登録「北海道・北東北の縄文遺跡
群」～津軽海峡を挟んだ縄文時代の
交流～」

2020年8月12日～9月24日
函館市縄文文化交流セ
ンター

6,470
津軽海峡を挟んだ南北海道と北東北の両地域の文化的な共通性に焦点を当
て，この地域ではぐくまれた縄文文化の特徴や魅力を紹介。

2020年度企画展「津軽海峡北岸の縄
文遺跡」展示解説セミナー

2020年8月8･22日 市立函館博物館 20
企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡」の開催にあわせて，企画担当学芸員によ
る一般向け展示解説を開催。

縄文体験講座「竪穴住居のジオラマを
つくろう」

2020年8月9日
函館市縄文文化交流セ
ンター

4
展示室を見て，縄文時代の人がどんな家に住んでいたかについて説明を受け
た後，竪穴住居の骨組模型をつくる体験講座を開催。

史跡垣ノ島遺跡臨時公開（遺跡案内） 2020年8月6･10日 函館市教育委員会 52 一般市民を対象に，整備工事中の垣ノ島遺跡内を学芸員が案内・解説。

鹿角で縄文時代の釣り針を作ろう 2020年8月7日 市立函館博物館 12
小学4年生以上とその保護者を対象に，縄文時代にも使用された鹿角による釣
り針を作成。

空から文化財を見てみよう（ドローン体
験）

2020年8月6･10日 函館市教育委員会 22
小学生とその家族を対象に，整備工事中の垣ノ島遺跡内で飛行させたドロー
ンからの映像を観察し，学芸員が遺跡の特徴などについて解説。

縄文スタンプラリー Jomonとれじゃーは
んてぃんぐ

2020年8月1～9月30日
函館市教育委員会･北海
道渡島総合振興局

938
企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡」の開催にあわせて，展示中の資料を所蔵
する渡島管内の資料館と協力して，縄文スタンプラリーを開催。

2020年度企画展「津軽海峡北岸の縄
文遺跡」

2020年7月11～10月18日 函館市教育委員会 5,009
市立函館博物館で，道内の構成資産とこれまで函館市内で発掘・収集された
秀逸な資料を展示し，津軽海峡北岸域の縄文文化を紹介。

縄文体験講座「土器の模様づくり」 2020年7月18日
函館市縄文文化交流セ
ンター

3
縄文土器の模様のもととなる「原体」を作り，独特の模様の付け方などについて
学習。

はこだてみらい館クラフトワークショップ
「縄文缶バッジ」

2020年6月21日 はこだてみらい館 20
縄文DOHNANプロジェクト協力のもと，縄文缶バッジ制作体験や縄文紙芝居
実演などを実施。

縄文体験講座「春の縄文染め」 2020年5月12日
函館市縄文文化交流セ
ンター

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

郷土の歴史講座「縄文遺跡群の世界
遺産登録に向けて」

2020年6月20日 函館市中央図書館 40
縄文文化の基礎的な内容とともに，近年の縄文ブームや「北海道・北東北の縄
文遺跡群」の世界遺産登録に向けた動向について，市教委学芸員が講演。

縄文体験講座「縄文釣り体験」 2020年6月2･9日
函館市縄文文化交流セ
ンター

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

企画展「世界文化遺産登録をめざす
北海道・北東北の縄文遺跡群」

2020年4月1日～5月10日 函館市教育委員会 2,746
「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進のため，大船・垣ノ島両遺
跡出土遺物を中心とした展示を函館市亀田交流プラザで開催。

縄をよってつくるしおりづくり 2020年5月3～6日
函館市縄文文化交流セ
ンター

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

史跡垣ノ島遺跡・史跡大船遺跡「遺跡
見学会」

2020年5月2・3・5日 函館市教育委員会 - 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

名称 開催日 事業主体 参加者数 概要

函館空港遺跡群資料展示コーナー 2020年4月1日～2021年3月23日 函館市教育委員会 -
「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進のため，函館空港遺跡群
出土資料とともに大船・垣ノ島両遺跡出土遺物含む縄文遺跡の展示を函館空
港国内線ターミナルビル３階に設置。

市役所庁舎内展示 2020年4月1日～2021年3月31日 函館市教育委員会 -
「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進のため，大船・垣ノ島両遺
跡出土遺物を中心とした展示を函館市役所１階玄関風除室に設置。

企画展「世界文化遺産登録をめざす
北海道・北東北の縄文遺跡群」

2020年4月25日～5月10日 函館市教育委員会



春休み期間限定 はこだて縄文クイズラ
リー

2021年3月23日～31日
函館市縄文文化交流セ
ンター

52 展示室の展示の中から答えを探すクイズラリーを実施。

縄文体験講座「令和２年度遺跡調査報
告会」

2021年2月13日
函館市縄文文化交流セ
ンター

15
市教委が整備を行った垣ノ島遺跡ほか，4遺跡の2020年度調査内容等につい
て，市教委学芸員および調査実施者である財団調査員が報告。

企画展「世界文化遺産登録をめざす
北海道・北東北の縄文遺跡群」

2021年2月5日～3月28日 函館市教育委員会 2,700
「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進のため，遺跡群の概要や
構成資産を紹介するパネル展を金森赤レンガ倉庫で開催。

総合的な学習の時間「縄文文化学習」 2021年1月28日・2月12日 函館市臼尻中学校 10
1年生生徒対象の地域学習として「縄文文化学習」を実施。市教委学芸員が講
話。

冬休み限定 縄文体験 鹿角アクセサ
リーづくり

2021年1月9・10日
函館市縄文文化交流セ
ンター

3
鹿角プレートをやすりを使って削り出して模様を作り，自分だけのストラップを制
作。

縄文体験講座「秋の縄文染め」 2020年11月22日
函館市縄文文化交流セ
ンター

2 「イチイの葉」を使って，ハンカチを染める草木染講座を実施。

通訳ガイドセミナー 2020年11月17・18日 函館市観光部 35
世界遺産登録後の通訳ガイドの確保および育成を図るために開催。市教委学
芸員が講話。

縄文体験講座「縄文時代の石器をつく
ろう！」

2020年11月7日
函館市縄文文化交流セ
ンター

9 黒曜石を打ち欠いて矢じりを作る体験講座を開催。

ジュニアJomon展 2020年11月3日～2021年1月28日 市立函館博物館 1,676 こども学芸員が復元・複製した土器や釣針等を展示。

地域公開参観日 2020年11月2日 函館市臼尻小学校 35
「故郷のすばらしさを感じよう」の趣旨で，全校児童参加の参観日を地域に公
開。市教委学芸員が「臼尻小学校遺跡について」をテーマに講話。

こども学芸員 2020年10月31日･11月1日 市立函館博物館 31
縄文スタンプラリーの全館達成者（小学生）をこども学芸員に認定し，土器の復
元や釣針の複製作業等を実施してジュニアJomon展を企画・開催。

縄文体験講座「縄文座学 南かやべか
ら縄文文化を語る」

2020年10月31日～2021年3月27日
函館市縄文文化交流セ
ンター

54
一般財団法人道南歴史文化振興財団のアドバイザーを講師に招き，毎月最終
土曜日に開催（全6回）。

収蔵資料展「はこだての縄文文化」 2020年10月29日～2021年3月31日 市立函館博物館 2,837
市立函館博物館・函館市教育委員会文化財課所蔵資料を通じ，函館の縄文
文化を紹介。

DOKI! DOKI! JOMON EXPO in はこ
だてみらい館

2020年10月10日～11月3日 はこだてみらい館 3,565
縄文をテーマにしたデジタルコンテンツの公開や講演会・ワークショップ等を開
催。市教委が遺物とパネルの展示を実施。（市教委後援事業）

企画展「世界文化遺産登録をめざす
北海道・北東北の縄文遺跡群」

2020年9月17～29日 函館市教育委員会 1,568
「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録推進のため，大船・垣ノ島両遺
跡出土遺物を中心とした展示を市内デパート催事場で開催。

縄文体験講座「縄文土器づくり体験」 2020年9月5日・10月10日
函館市縄文文化交流セ
ンター

10
主に大船・垣ノ島両遺跡から出土した土器を見本に製作し，１か月ほど乾燥さ
せた後に史跡大船遺跡体験広場で野焼きを実施。

縄文遺跡周辺清掃活動 2020年9月3日 函館市臼尻小学校 - 荒天により中止

遺跡見学 2020年8月26日 函館市臼尻小学校 14
授業の一環で，臼尻漁港臨港道路建設工事に伴う電電公社合宿舎遺跡（垣ノ
島遺跡緩衝地帯内）の発掘調査を見学。

27,952人



表15　パンフレットやホームページによる情報提供
【パンフレット等】

【ホームページ】

言語 更新回数 アクセス数

日本語 1 508

日本語 2 1,677

日本語 1 1,024

日本語 1 1,382

日本語 1 1,096

日本語 1 375

日本語 2 476

日本語 1 78

日本語 1 127

日本語 1 2

日本語 1 37

世界遺産登録推進車両用マグネット 函館市教育委員会 直径40.0 50枚 日本語
縄文遺跡群ロゴマークをデザインした車両用マグ
ネットを，函館市の公用車に掲出。

世界遺産登録推進車両用シート 函館市教育委員会 直径40.0 220枚 日本語
縄文遺跡群ロゴマークをデザインした車両用シート
を，函館市委託塵芥車やアジテータ車に掲出。

言語 概要名称 作成（改訂）主体 規格・頁数 発行部数

名称 運営主体 概要 アドレス

「北海道・北東北の縄文遺跡群」を世
界遺産に！

函館市教育委員会
函館市の「北海道・北東北の縄文遺跡群」を紹介す
るトップページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20171
22200063/

【世界遺産】世界遺産について 函館市教育委員会
世界遺産の概要と登録までの流れを紹介するペー
ジ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20171
22200056/

【世界遺産】「北海道・北東北の縄文遺
跡群」について

函館市教育委員会
「北海道・北東北の縄文遺跡群」を紹介するペー
ジ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20171
22200100/

本市の大船遺跡・垣ノ島遺跡を含む
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世
界文化遺産国内推薦が決定しました。

函館市教育委員会
2019年12月20日に「北海道・北東北の縄文遺跡群」
の世界文化遺産国内推薦が決定したことを周知す
るページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20180
72300056/

世界遺産登録推進バナー広告 函館市教育委員会 L100.0 W100.0 1両 日本語
縄文遺跡群ロゴマークをデザインしたバナー広告
を，函館市電らっくる号に掲出。

北海道・北東北の縄文遺跡群リーフ
レットシリーズ　史跡垣ノ島遺跡

函館市教育委員会・縄文遺跡群世界
遺産登録推進本部

L21.0 W10.0 3,500部 日本語・英語 垣ノ島遺跡の概説リーフレット。

※単位cm

【世界遺産】函館市の構成資産につい
て

函館市教育委員会 大船遺跡・垣ノ島遺跡の概要を紹介するページ。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20171
22200117/

【世界遺産】登録に向けての取り組み
について

函館市教育委員会
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に
向けた取り組みを紹介するページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20171
22200070/

【世界遺産】縄文関係刊行物（パンフ
レット・ポスター等）

函館市教育委員会 函館市の縄文関連刊行物を紹介するページ。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200
60200033/

史跡垣ノ島遺跡保存整備検討委員会 函館市教育委員会
史跡垣ノ島遺跡保存整備検討委員会の概要を紹介
するページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20170
62900054/

函館市縄文遺跡群保存活用協議会 函館市教育委員会
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の概要を紹介
するページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20190
90300059/

函館市縄文遺跡群保存活用協議会 函館市教育委員会
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の会議開催を
お知らせするページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20190
90300042/

縄文紙芝居の貸出について 函館市教育委員会
縄文文化を紹介する子供向け紙芝居の貸出に関す
る広報のページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20191
20200038/
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函館市縄文文化交流センター 函館市教育委員会
縄文文化交流センターの施設案内に関するペー
ジ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20140
21000060/

函館市縄文文化交流センター
函館市縄文文化交流セ
ンター

縄文文化交流センターの事業内容や開館状況など
に関するページ。

http://www.hjcc.jp/

函館市縄文文化交流センタースタッフ
ブログ

函館市縄文文化交流セ
ンター

函館市縄文文化交流センター学芸スタッフのブロ
グ。センターイベントや縄文文化に関する情報など
を発信。

http://blog.livedoor.jp/hako_mai/

縄文遺跡 函館市南茅部支所 南茅部支所の縄文文化を紹介するトップページ。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200
12800083/

史跡「垣ノ島遺跡」 函館市南茅部支所 南茅部支所の垣ノ島遺跡を紹介するページ。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200
13000109/

第３回北海道新聞縄文絵画コンクール
作品展について

函館市教育委員会
第３回北海道新聞縄文絵画コンクール作品展の広
報のページ。現在非公開。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200
12100046/

企画展「世界文化遺産登録をめざす
北海道・北東北の縄文遺跡群」の開催
について

函館市教育委員会
2021年2月6日～28日に開催した同企画展の広報の
ページ。現在非公開。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20210
12700045/

史跡垣ノ島遺跡臨時公開（遺跡案内）
を開催します

函館市教育委員会
2020年8月6日･10日に開催した同見学会の広報の
ページ。現在非公開。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20190
41100073/

企画展「世界文化遺産登録をめざす
北海道・北東北の縄文遺跡群」の開催
について

函館市教育委員会
2020年9月17日～29日に開催した同企画展の広報
のページ。現在非公開。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200
82400121/

【世界遺産】縄文遺跡群の世界文化遺
産登録による効果促進施策のあり方

函館市教育委員会
世界文化遺産登録による効果を最大化することを目
的に策定した「あり方」を紹介するページ。

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20200
70100071/
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表16　資産に関する地域住民、民間団体の活動

名称 開催日 事業主体 参加者数 概要

道南縄文文化推進協議会普及・PR事
業

2020年4月1日～2021年3月31日（継
続）

道南縄文文化推進協議
会

-
函館市内広野町交差点にロードサイン「北海道・北東北の縄文遺跡群を世界
遺産に」，函館駅前北洋ビル壁面に横断幕「函館から縄文文化を世界へ発
信！」を設置。

縄文クランチチョコレート販売 2020年4月～ キングベーク -
創業90周年記念と縄文遺跡群の世界遺産登録を応援する商品として開発。売
り上げの５％は南かやべ縄文まつりの協賛金として寄付される。

縄文ビール醸造・販売 2020年5月 エンデバー函館店 - クリを副原料としたクラフトビールを，縄文DOHNANプロジェクトと共同開発。

第3回北海道新聞縄文絵画コンクール 2020年8月20～31日 北海道新聞函館支社 163 渡島・檜山管内の小中学生を対象に，「縄文時代」をテーマにした絵を募集。

講座「縄文遺跡群の世界遺産登録に
向けて」

2020年7月9･10日
函館市高齢者大学大門
校

105
縄文文化の基礎的な内容とともに，近年の縄文ブームや「北海道・北東北の縄
文遺跡群」の世界遺産登録に向けた動向について，市教委学芸員が講演。

特殊切手 国宝シリーズ第1集 2020年5月29日 日本郵便 - 日本の国宝を題材とした特殊切手。63円切手には国宝中空土偶をデザイン。

講座「縄文遺跡群の世界遺産登録を
めざして」

2020年7月14日 函館市亀田老人大学 134
縄文文化の基礎的な内容とともに，近年の縄文ブームや「北海道・北東北の縄
文遺跡群」の世界遺産登録に向けた動向について，市教委学芸員が講演。

縄文土器づくり 2020年7月11日･10月10日 北の縄文CLUB 22
大船・垣ノ島両遺跡をはじめ南茅部地域の出土土器を参考に縄文土器を製作
し，乾燥させた後，野焼きを実施。

道南ゆったり日帰りバスツアー 2020年8月6日 函館バス 15 大船遺跡・垣ノ島遺跡を周遊。

講座「縄文遺跡群の世界遺産登録を
めざして」

2020年8月5日・9月24日
函館市高齢者大学青柳
校

212
縄文文化の基礎的な内容とともに，近年の縄文ブームや「北海道・北東北の縄
文遺跡群」の世界遺産登録に向けた動向について，市教委学芸員が講演。

目指せ世界遺産～道南縄文史跡巡り 2020年9月26日 はこだて検定合格者の会 29
大船遺跡・垣ノ島遺跡・鷲ノ木遺跡を周遊するバスツアーを開催。市教委学芸
員が案内。

第3回北海道新聞縄文絵画コンクール
作品展示

2020年9月17～29日 北海道新聞函館支社 1,568
大船・垣ノ島遺跡出土遺物などをイメージした，第３回北海道新聞縄文絵画コ
ンクール応募作品全163点を，市内デパート催事場で展示。

めざせ⼤船！清掃活動 2020年10月30日
尾札部道路建設促進地
域協議会

25
垣ノ島遺跡と縄文文化交流センターが面する国道278号尾札部道路のボラン
ティア清掃を実施。

はじめてのJOMONガイドツアー 2020年10月4日
縄文DOHNANプロジェク
ト

15
遺跡ガイドの人材育成を目的に，一般市民を対象にバスツアーを開催。垣ノ島
遺跡・大船遺跡を学芸員が案内。

函館スイーツフェスタ2020 in 函館蔦屋
書店

2020年10月24・25日
函館スイーツ普及促進委
員会

18,926
縄文をテーマにしたオリジナルスイーツのお披露目会。市教委が遺物のレプリ
カとパネル展示を実施。

地方創生カレッジin函館 2020年11月28・29日
一般社団法人地域マネ
ジメント・アソシエイツ

117
「世界文化遺産登録とまちづくり」をテーマに，現地視察・意見交換会とセッショ
ンを開催。市教委文化財課長が垣ノ島遺跡を案内。（意見交換会はオンライン
開催）

縄文遺跡群ボランティアガイド養成講
座

2020年11月12日
北海道文化遺産活用活
性化実行委員会

13
遺跡ガイドの人材育成を目的に，一般市民を対象に講座を開催。垣ノ島遺跡・
大船遺跡について学芸員が講話。

はじめてのJOMONガイドツアー勉強会 2020年10月3日
縄文DOHNANプロジェク
ト

35
遺跡ガイドの人材育成を目的に，ツアーの事前に勉強会を開催。市教委学芸
員が講師となり，垣ノ島遺跡・大船遺跡について講話。



表17　構成資産の保護に関する団体等
【管理団体等の概要】

【構成資産の保存活用に関わる団体の概要】

名称 団体の種別 会員数 設立年月 団体の概要

「道南の縄文遺跡について」をテーマに市教委学芸員が講話。

函館市 史跡垣ノ島遺跡の所有者・管理者
【資産管理保全に係る従事者数】
所属長2名，専門職員3名，行政職2名

教育委員会世界遺産登録推進室（文化財課）が資産の保全管理を所管してい
る。

21,759人

縄文ガイド研修会 2021年3月24日 北海道渡島総合振興局 141
主にバスガイドやタクシードライバーを対象に，縄文文化や遺跡の見どころをゲ
ストとともに市教委学芸員が解説。

名称 所有者／管理者 従事者、従業員数 団体の概要

北の縄文CLUB 任意団体 約50名 1998年4月
土器や勾玉等の制作や遺跡清掃等の活動を通じ，縄文文化の普及啓発を
行っている。平成29年度北海道地域文化選奨受賞。

一般財団法人道南歴史文化振興財団 一般財団法人 47名 2016年4月
ガイダンス施設である函館市縄文文化交流センターの指定管理者であり，構成
資産である大船遺跡の管理委託者。大船H遺跡等，市内の発掘調査の調査実
施者でもある。

道南縄文文化推進協議会 任意団体
811法人

（正会員56・賛助会員
755）

2013年8月
2市1町の商工会議所・商工会で組織する「函館・北斗・七飯経済団体協議会」
を母体としており，縄文文化の普及啓発に係るイベント開催やグッズ制作のほ
か，駅前ビルへの懸垂幕設置なども実施している。

ふるさと歴史講座 2021年2月19日 北斗市教育委員会 18
「道南・函館・北斗の縄文文化～世界遺産登録へ向けて～」をテーマに市教委
学芸員が講話。

シーニックdeナイト2021 2021年2月6日
シーニックdeナイト実行委
員会

-
函館市縄文文化交流センターに手作りワックスキャンドルを設置。北の縄文
CLUB会員から12名参加。

第３回北海道新聞縄文絵画コンクール
作品展示

2021年1月30～2月14日 北海道新聞函館支社 201
大船・垣ノ島遺跡出土遺物などをイメージした，第３回北海道新聞縄文絵画コ
ンクール応募作品全163点を，函館市縄文文化交流センターで展示。

はこだて検定合格者の会勉強会 2020年12月13日 はこだて検定合格者の会 20


