資料５−１

「知床国立公園 50 周年・世界遺産 10 周年記念事業」取組実績について
知床の価値や保全の意義を再確認するとともに、あらためて知床の自然環境の魅力を広く発信するなど、周
年記念事業として展開（期間：平成 26 年６月〜平成 27 年７月）

○公式事業：周年記念に係るイベントなど
周年事業開始式

実施日：平成 26 年６月１日
場 所：知床峠展望広場
内 容：知床峠新標識除幕、開始宣言、啓発活動
主 催：環境省釧路自然環境事務所、林野庁北海道森林管理局、北海
（キックオフイベント）
道、斜里町、羅臼町
シンポジウム「奇跡の海〜地球で 場 所：羅臼小学校
ただ一つの「RAUSU」〜」
内 容：基調講演、パネルディスカッション
おさんぽ自然観察会
内 容：熊越えの滝歩道を散策し、自然観察を行う
ホエール・バードウォッチング
内 容：10％割引実施
幻のポンホロ沼観察ツアー
内 容：ポンホロ沼と周辺の森を散策
100 ㎡運動地公開ツアー
内 容：運動地を森づくりスタッフが案内
その他
◇知床自然センター：ダイナビジョン無料（上映後、スライドレクチ
ャーの実施）
、夕陽写真展（〜７月 31 日）
◇知 床 五 湖：オリジナルしおり、記念バッジをプレゼント
◇遺産関連５施設等：オリジナルポストカードをプレゼント
特設ホームページ開設
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/ssi/50th-10th.htm
周年記念パネル展
◇環境省：平成 26 年８月１日〜25 日（羅臼ビジターセンター）
◇林野庁：平成 26 年６月２日〜27 日（北海道森林管理局庁舎）
６月１日〜30 日（知床ボランティア活動施設）
平成 27 年７月１日〜24 日（北海道森林管理局庁舎）
◇北海道：平成 26 年６月 17 日〜19 日（オホーツク総合振興局庁舎）
６月 26 日〜27 日（北海道庁本庁舎）
７月７日〜11 日（根室振興局庁舎）
平成 27 年６月１日〜25 日（札幌市北１条地下通路）
６月 29 日〜７月 10 日（根室振興局庁舎）
７月７日〜10 日（オホーツク総合振興局庁舎）
７月 16 日〜17 日（北海道庁本庁舎）
◇斜里町：平成 26 年５月 20 日〜６月 13 日（ゆめホール知床）
◇羅臼町：平成 27 年５月 13 日〜21 日（金沢市）
８月７日〜９日（札幌駅前通地下歩行空間）
◇合同パネル展示：
平成 27 年７月４日〜５日（ゆめホール知床）
100 ㎡運動地公開トレイル運用実験 実施日：平成 26 年 10 月 14 日〜31 日
内 容：ホロベツ園地（100 ㎡運動地内）に複数のトレイルルートを設
定し、運動地の公開とホロベツ地区の利活用をねらいとした
社会実験を実施。
主 催：斜里町、知床財団
後 援：環境省釧路自然環境事務所、林野庁北海道森林管理局
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知床国立公園50 周年記念シンポジウ 実施日：平成 26 年 11 月１日
ム
場 所：知床自然センター
内 容：基調講演、パネルディスカッション等
主 催：環境省釧路自然環境事務所、斜里町、羅臼町、知床財団
知床博物館特別展「知床、西表から 実施日：平成 26 年 11 月 11 日〜12 月 25 日
のメッセージ」
場 所：知床博物館
内 容：日本の最東北端と最西南端の国立公園をむすんで、2 つの公園
の自然や公園の成り立ち、将来に向けての課題や夢を紹介。
知床フェア in 世田谷
実施日：平成 26 年 11 月 22 日〜24 日
場 所：東京都世田谷区（千歳船橋商店街）
内 容：森繁久彌氏の胸像建立式典にあわせて、知床の物産や観光の
PR 等を実施。
国立公園 50 周年・世界遺産 10 周年 実施日：平成 27 年７月４日
記念式典・講演会
場 所：ゆめホール知床
内 容：お祝いメッセージ（他遺産所在町村長）
、知床の歩み振返り（映
像上映、科学委員長コメント）
、記念講演、未来に向けたメッ
セージ等
主 催：環境省釧路自然環境事務所、林野庁北海道森林管理局、北海
道、斜里町、羅臼町、知床国立公園 50 周年・世界遺産 10 周
年記念事業推進協議会
知床サンセットクルーズツアー
実施日：平成 27 年７月４日
内 容：記念式典のエクスカーションとして実施。
自然解説を聞きながら、ウトロ港〜カムワッカの滝まで運航。
主 催：知床国立公園 50 周年・世界遺産 10 周年記念事業推進協議会、
知床斜里町観光協会、道東観光開発株式会社
知床世界遺産セミナー
実施日：平成 27 年７月５日
場 所：ゆめホール知床
内 容：
【第一部】NHK 公開セミナー にっぽん百名山
【第二部】知床科学委員会からの報告
主 催：ＮＨＫ北見放送局、環境省釧路自然環境事務所、斜里町、斜
里町教育委員会
世界遺産地域国際連携事業「知床国 実施日：平成 27 年７月 31 日〜８月３日
立公園における野生動物の保全と管 場 所：ゆめホール知床ほか
理 2015」知床エクスカーション＆タ 内 容：エゾシカやヒグマ生息地調査、タウンミーティング
主 催：知床タウンミーティング実行委員会
ウンミーティング
啓発資材の作成・配付等
◇ロゴマーク、ポスター、ポストカード、バッジ、イベントガイド、
クリアファイル、ロゴ入りトートバッグ・手ぬぐいの作成とイベン
トでの活用
◇庁舎前看板、横断幕の配置
広報活動
◇みどりフェスタ 2014 出店
実施日：平成 26 年４月 29 日
場 所：新宿御苑
◇みどりフェスタ 2015 出店
実施日:平成 27 年４月 29 日
場 所 :新宿御苑
◇株式会社三省堂書店との協働事業「知床フェア」実施
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実施日：平成 26 年５月７日〜18 日
場 所：三省堂書店全国 11 店舗（道内４店舗）
内 容：知床関連書籍を集めたブックフェア
◇ポスター掲示・ガイドブック配置依頼
実施日：平成 26 年５月、平成 27 年５月
依頼先：道の駅、空港、JR 駅、レンタカー会社
◇交通会社等訪問・啓発
実施日：平成 26 年６月
訪問先：札幌市内フェリー、航空会社等
◇JCB 北海道サイト内に知床紹介ページを開設
開設日：平成 26 年８月 19 日
サイト：http://www.jcb.jp/area/hokkaido/more/index.html
◇オホーツク観光と物産展における PR
実施日：平成 26 年 11 月 13 日〜14 日
場 所：札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）
◇森林資源保全に向けたシカ食害軽減推進シンポジウムにおける PR
実施日：平成 26 年 11 月 18 日
場 所：東京都
◇日本外国特派員協会におけるプロモーション
実施日：平成 27 年２月９日
場 所：東京都 日本外国特派委員協会
内 容：
「知床世界自然遺産 10 周年-ひがし北海道の食・自然・文化
と観光」をテーマにプロモーション実施
出席者：北海道知事、斜里町長、観光振興機構会長、
外国特派員協会会員 101 名 等
◇新聞、広報誌、メールマガジンを利用した広報
・北海道新聞紙面広告（平成 26 年６月１日、２日）
・新聞広報「みなさんの赤れんが」
（平成 26 年９月７日朝刊）
・広報誌（斜里町・羅臼町）
・高速バス車内誌「Bus Time」
・
「るるぶ FREE」
・北海道メールマガジン「Do・Ryoku(動・力)」
（平成 26 年９月〜平
成 27 年７月）
・㈱明治発行「明治健康ファミリー」
（平成 26 年 12 月号）
◇職員名刺を利用した啓発活動（ロゴマーク等を名刺に印刷）

○関連事業：期間中に地元などで開催されるイベントを関連事業として位置づけ
日本ユネスコ運動全国大会

日本湿地学会シンポジウム
第５回国際野生動物管理学術会議

開催日：平成 26 年６月７日〜８日 場所：ゆめホール知床
内 容：基調講演、パネルディスカッション、提言、ユネスコスクール
若者のつどい、エクスカーション
開催日：平成 26 年９月６日 場所：北海道大学
内 容：基調講演、パネルトーク等
開催日：平成 27 年７月 26 日〜30 日
場 所：札幌コンベンションセンター
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厳冬期の知床五湖エコツアー

スカイバス運行

知床サンセットクルーズ
朝の大自然号
知床パスポート発行

内 容：研究発表・討論
実施期間：平成 27 年１月 22 日〜３月 22 日
内
容：冬期間閉鎖される知床五湖園地において、自然ガイド引率に
よる散策。
実施期間：平成 27 年７月 10 日〜31 日
内
容：２階がフルオープンになっているバスを知床自然センター〜
知床五湖間で運行。
実施期間：平成 27 年８月〜９月
内
容：夕日が沈む時間帯に特別臨時便を運航。
実施期間：平成 27 年６月〜１０月
内
容：早朝の知床五湖高架木道の散策と知床峠から朝日を鑑賞。
実施期間：平成 27 年５月〜７月
内
容：連泊者を対象に、提示すると協賛店舗で各種特典・割引が受
けられる知床パスポートを発行。

○パートナーシップ事業：地元において例年開催しているイベントなど
知床開き
海の日感謝ＤＡＹ
知床岬クリーン作戦

沿岸・海中ゴミ回収イベント
しれとこ夏まつり
知床海鳥ＷＥＥＫ
知床自然教室
らうす産業祭 漁火まつり
樹木医と歩く知床悠久の森
しれとこ産業まつり
知床紅葉ウォーク
しれとこ森の集い
知床ファンタジア
知床雪壁ウォーク
斜里町植樹祭
幻のポンホロ沼を見に行こう！
〜春の知床森林散策〜
エゾシカの樹皮食い被害と防鹿ネ
ット巻き体験実習
羅臼湖自然観察会

開催日：平成 26 年６月 14 日〜15 日
平成 27 年６月 20 日〜21 日
開催日：平成 26 年７月 19 日
平成 27 年７月 17 日
開催日：平成 26 年６月 29 日
平成 26 年７月３日
平成 27 年７月 10 日
開催日：平成 26 年６月 29 日
開催日：平成 26 年７月 24 日〜26 日
平成 27 年７月 23 日〜25 日
開催日：平成 26 年７月 21 日〜31 日
平成 27 年７月 20 日〜31 日
開催日：平成 26 年７月 30 日〜８月５日
平成 27 年７月 30 日〜８月５日
開始日：平成 26 年９月 20 日〜21 日
開催日：平成 26 年９月 27 日

場所：羅臼町
場所：羅臼町
場所：羅臼町
場所：羅臼町
場所：羅臼町
場所：斜里町
場所：斜里町
場所：羅臼町
場所：斜里町
場所：斜里町
場所：斜里町
場所：斜里町
場所：斜里町
場所：斜里町
場所：羅臼町
場所：斜里町

開催日：平成 26 年９月 28 日
開催日：平成 26 年 10 月４日
開催日：平成 26 年 10 月 19 日
開催日：平成 27 年２月５日〜３月 12 日
開催日：平成 27 年４月 19 日
開催日：平成 27 年５月 30 日
開催日：平成 27 年６月 14 日

場所:斜里町
場所:斜里町、羅臼町
場所: 斜里町
場所：斜里町
場所：斜里町、羅臼町
場所：斜里町
場所：斜里町

開催日：平成 27 年６月 27 日

場所：斜里町

開催日：平成 27 年７月 25 日

場所：羅臼町
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