(参考)
ドゥーチエ・プロジェクトに寄せられた視点・アイディア等分類表
項

目

総括的視点

留意すべき視点
○価値あるものには必ずｽﾄｰﾘｰがあ
る。ｽﾄｰﾘｰを伝えられなければ共感
が生まれない。共感がないと人は
動かない。
○人材育成も重要。北大で観光を専
攻した学生がﾎﾃﾙや旅館に就職す
るとなれ ば親が 反対するのが現
状。
○Wi-Fi 対応ﾊﾞｽには通信費負担の課
題が。
○今の 10 代がこの業界に就職した
いと考える仕掛けが必要。道民は
まず外に行き経験すべき。例えば
自分で富裕層向けｻｰﾋﾞｽを想像で
きるか。
○新幹線からの二次交通が問題。
○世界のﾄｯﾌﾟﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾃﾙもなく多方
面でﾈｯｸになっている。
○省庁の垣根を払って欲しい。
○何もしないことがﾊﾞｹｰｼｮﾝという
考えに理解が必要。 *↑

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受け ○中国人はｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ。小銭に戸惑
入れ・ｽﾄﾚｽﾌﾘ
う、不満も多い。
ｰに関する視 ○ﾆｭｰﾖｰｸでは、道路標示が統一され
点
ていて分かり易い（横が st.、縦
が ave.）。
○航空路線の維持・拡大は、航空会
社がおいしい路線とみてくれるか
否かが重要。双方向がﾎﾟｲﾝﾄ。
○多言語のｱﾅｳﾝｽでは批判もある。
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞのｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ対応は重要。
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの大幅増に体制がｷｬｯﾁｱｯ
ﾌﾟ出来ているか。ｻｰﾋﾞｽの質が落ち
るとﾘﾋﾟｰﾀｰの阻害要因。
○空港に観光案内所がない。空港・
観光協会等との役割分担が重要。

即実行可能なｱｲﾃﾞｨｱ

------------------------*↓
○ﾁｰﾑ北海道でやるべき。
○ﾄﾞｩｰﾁｴの意見を皆で共有
すべき。
○日本は英語圏の人を囲い
込むｱｲﾃﾞｨｱが弱い。
○土産物店が出すﾂｱｰ業務
は、無料だとｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ。有
料は違法。
○最近は、とって付けたよう
なｽﾄｰﾘｰ付けをしたり、単
に生産者の顔写真をつけ
れば良いといったように、
良いものであるように見
えるものを売るといった
風潮が広がり問題。
○中国語の表記拡大を。交通
機関の券売機でのｸﾚｼﾞｯﾄｶ
ｰﾄﾞ不可の場合に重要。
○中国で人気のﾆｭｰｽ番組がｽ
ｶﾊﾟｰでも流れている。これ
は人気のある番組であり、
北海道で見せると大変喜
ばれる。ﾎﾃﾙ等で考えるべ
き。ﾀｲ語等もある。
○観光客の椅子に取り付け
る補助装置の貸し出し。
○新千歳からのｴｱﾎﾟｰﾄの
荷物置き場の増設を。
○店先での 2 次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの
掲示や GPS 機能を活用しｽ

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ興しに適したｱｲﾃﾞｨｱ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築に適したｱｲﾃﾞｨｱ

参考になる先行事例等

○北海道の価値あるもののｽﾄｰﾘｰを伝 ○走行中、拠点ごとに観光情報を ○ Sapporo Team Adventure
Mobile
える人が必要。
ｽﾏﾎで受け取れる仕組みを。
Phone(S.T.A.M.P.)Rally という学生・
○道内のものづくりの人は、2020 年に ○世界的ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙの誘致。
留学生・一般の方を対象に、WEB を活用
ついて何も考えていない。これを気
した交流事業がある。
づかせる仕組みが必要。
○ﾆｾｺ町、倶知安町、小樽市、札幌市は連
○道内の各市町村は人口減の課題を抱
携協定を結んでいる。
えている。域外から人を呼んでくる
○沖縄には、ﾋﾙﾄﾝやﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝがあり、一
仕掛けが必要。若くして当選した首
流のﾎﾃﾙﾏﾝを目指している若者が多く
長は、問題意識を持っている。
いる。
○外国人をﾊﾟｰﾄﾅｰとして取り込むこと
を考えるべき。
○若者にもっと海外へ旅行してもらう
仕掛作りが必要。
○洞爺湖では民間自ら Wi-Fi 整備を行
った。１民間企業では無理でも、地
域が連携し、その取組が周辺にも波
及する仕組み、可能であれば北海道
全体に波及する仕組みづくりを。

○ｺｲﾝが不要になる公共交通の一日乗
車券の利用促進 PR・説明強化を。
○北海道の開拓の歴史をｺﾝﾃﾝﾂとして
海外へ発信していくことが必要。
○札幌は、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ式の案内表示を先
進的に導入し、札幌五輪の準備に活
用すると良い。
○北海道も例えば、
「ｸﾗｰｸ通り」のよう
に、北海道独自の開拓時代の重要な
名前を活用し、ｽﾄｰﾘｰを持たせた道路
名にしたら。
○観光と産業が連携して、業種をまた
いだﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝが重要。
○海外ﾐｯｼｮﾝ派遣の際には必ず北海道
や地域の PV を持参する運動を展開。
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○ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ機能・拠点の拡充（多
様なｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ・ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸの活
用・拡大、空港内の観光案内所
設置）。
○日本に来てから、交通機関の切
符を買って貰っているが、今後
は、機上や先方の国の旅行会社
から購入できないか。
○北海道新幹線開業をにらみ、ﾊﾞ
ｽ､ﾚﾝﾀｶｰ、ﾀｸｼｰ等と連携したﾌﾟﾗ
ﾝﾆﾝｸﾞを。
○受け入れに関係する企業等が適
切な対応を確保するために航空
機の臨時便等の情報が迅速・的
確に把握できるような仕組みが

○中国人向けで最大のﾋｯﾄﾊﾟﾝﾌは、札幌雪
祭りの際の「雪道の歩き方」。大量に持
ち帰り、地元でここへ行って来た、こ
うやって雪道を歩いた等の体験自慢を
し、皆で楽しむ小道具になっている。
○ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの案内板等の表示は、外国人
に大変分かりやすい。4 つの文化が融合
しているが、表示は、英語を大きく記
載。
○交差点表示は、京都が非常に分かりや
すい。この表示は、地域を知らない人
のための表示であるべき。
○ﾆｾｺ町や倶知安町では、観光協会と JR
が連携して、駅でｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ対応を行っ
ている。
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留意すべき視点

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受け ○駅の施設等「ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの街」に。
入れ・ｽﾄﾚｽﾌﾘ ○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応において、今、一番
ｰに関する視
重要な課題は、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ業
点
務の対応である。委託料が高く新
規参入もなく、行政の補助もない。
○（観光地は）ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ管理が重要。
○道民の海外への旅行が、大きく減
少しているのは問題。
○訪日外国人の 90％は、その国の旅
行会社を使用。ﾈｯﾄ専門も多い。こ
れらは、日本の旅行業法の規制対
象外。
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応のﾊﾞｽは、協会非加
盟の会社が多い。事故がおきると
北海道ﾌﾞﾗﾝﾄﾞに傷がつく。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
管理やﾘｽｸ管理の視点で考えるべ
き。
○土産物屋が雇った外国語を話せる
者が知識もない中で、通訳ｶﾞｲﾄﾞ
をしている事例が多い。

即実行可能なｱｲﾃﾞｨｱ

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ興しに適したｱｲﾃﾞｨｱ

ﾏﾎに中国語等案内を流す。 ○海外航空路線は、観光客のみではも
○多言語対応のﾀﾌﾞﾚｯﾄ活用
たない。ﾋﾞｼﾞﾈｽ客が何人乗るかが定
による店での商品・ﾒﾆｭｰ
期便の運行には重要。ﾋﾞｼﾞﾈｽ活用の
等案内拡大。
拡大促進を。
○医療現場で役立つ外国語
○道内発着便の道民活用拡大ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、
会話講座の実施、普及。
商品造成促進。
○食関連など道内企業のﾊﾜｲへの進出
が不可欠→ﾊﾜｲ便確保のため。
○ｽﾎﾟｰﾂ大会実施には必ず大きな関連
会議あるので戦略的取り込みを。
○MICE の波及効果を統一的に提示。
○（空港から）荷物を預けっぱなしで
移動出来るようにしよう。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築に適したｱｲﾃﾞｨｱ

参考になる先行事例等

必要。国や公的機関が早めに情
報を整理し関係者が共有・提供
する体制の構築を。
○ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ業務の競争拡大
方策導入。
○ｱｲﾇ文化ｼｱﾀｰは、札幌にもあって
良い。
○ｱｼﾞｱのﾅｲﾄﾏｰｹｯﾄのような夜のｴﾝ
ﾀｰﾃｰﾒﾝﾄが必要。
○空きﾋﾞﾙ活用のｹﾞｽﾄﾊｳｽ設置。
○いざというときにﾜﾝｳｪｲでﾀｸｼｰ
を利用出来るようにすべき（ﾀｸ
ｼｰで忘れたﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを届ける等）

○多言語対応について、一部で英語対応
を行っている。非常時には中国語も。
○外国発行のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞに対応している
駅もあるが、対応するｶｰﾄﾞ毎に端末が
必要。
○異業種連携で割引券発行等を行ってい
るｸﾞﾙｰﾌﾟもある。
○中国本土のﾂｱｰだけが、日本のﾗｲｾﾝｽを
持ったｶﾞｲﾄﾞが同行している。
○東京では、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱと双方向の観光を進
めるため、ｼﾞｬｶﾙﾀ･ｺﾞﾙﾌﾂｱｰを展開中。
○ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟを見ながらのﾊﾟｰﾃｨは大好
評。

○富裕層向け二次交通の検討、実施を。 ○函館、帯広空港（LCC 乗り入れ
------------------------- ○自転車で回る人向けに統一的ﾏｰｸや
可能）からﾆｾｺまで運ぶ仕組みの
＊↓
案内の設置。
整備を。
○ｵﾘﾝﾋﾟｯｸを見に来る人の中 ○北海道の観光地・名所は、通訳ｱﾌﾟﾘ ○空港にﾊﾗﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝを。
にも、ｺｽﾌﾟﾚが好きな人が
ではまだ固有名詞ではない。京都と
いる。
は凄い差。ｽﾏﾎ時代で、益々利用が高
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受け入れにあた
まるので、早く固有名詞に切り替え
り、通訳案内士が不足して
○千歳空港の整備が課題。もっと柔
るようｱﾌﾟﾘ会社に要請し、実現すべ
いる。通訳の人材育成が必
軟に運営すべき。非常に大きな機
き。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの確保、印象に大きな
会損失。入国審査等の物理的制約、 要。
影響。
○北海道新幹線開業を踏ま
ﾊﾞｽ、宿泊、二次交通が問題。
○札幌市のｶﾞｲﾄﾞが千歳でｶﾞｲﾄﾞ出来な
えたｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ増加には、ｼﾞ
○免税店が増えても英語が出来なけ
い規制がある。緩和をすべき。
ｬﾊﾟﾝﾚｰﾙﾊﾟｽの活用が効果
ればだめ。
○漫画・ｱﾆﾒのﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽの普及。
的。ﾖｰﾛｯﾊﾟの旅行会社は北
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞのﾄｲﾚﾏﾅｰ対策が一番困っ
海道の情報をもっと求め
ている。
ている。
○ﾆｾｺではﾀｸｼｰや住宅が不足。 ＊↑

五輪・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ ○五輪での実績を発信・活用し、五 ○福祉車両のｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ。
ｯｸの活用や契
輪後の展開で付加価値を上げる視 ○道産木材の活用に向けた
機とした取組
点が重要。
売り込み、PR。
に関する視点 ○東京と地方をどう結ぶかの視点整 ○道産食材の活用に､受けた
（対比軸）
理が必要。
売り込み、PR。
○環境面からも日本の「もったいな
い」をｱﾋﾟｰﾙすれば勝機も。

○あるﾊﾞｽ会社の定期観光ﾊﾞｽは４割弱で
多言語対応の観光ｶﾞｲﾄﾞが聞けるｼｽﾃﾑ
を導入（中，韓、英、日）。また全てが
Wi-Fi 対応。空港連絡ﾊﾞｽでも対応済み。
○定期観光ﾊﾞｽの 2 割がｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞという会
社も。
○駅の窓口の半数が外人というﾊﾞｽ会社
は、観光案内所とも業務提携している。
○森ﾋﾞﾙでは、都の外郭と組んで。羽田空
港等から森ﾋﾞﾙまでﾍﾘで送迎。
○海外では、どこに行っても自転車用 MAP
が配布されている。

○（五輪期間前後に）北海道に興味を ○五輪に向けた映像ｺﾝﾃﾝﾂを集め ○学生も参加して「ﾎｲｰﾙﾏｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
もってもらうための東京＋ﾜﾝのﾌﾟﾛﾓ
たｲﾍﾞﾝﾄの開催。
に取り組んでいる。車いすでも行きや
ｰｼｮﾝが必要。
○新千歳空港内にﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・ﾂｱｰｾﾝ
すい散歩ﾙｰﾄや飲食店等をﾏｯﾌﾟ化する
○東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸも見据えて、
「ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
ﾀｰ開設の実現を。
取組。
ﾂｰﾘｽﾞﾑ」は、新しい観光の提案にな ○最新鮮度保持技術を駆使して、 ○身障者用の形状記憶樹脂製の軽くて持
本道食材の提供。
ちやすいｶﾄﾗﾘｰもある。
る。
○東京、札幌、長野と連携して、五輪
○燕市等は県・市の首長の陳情に加え、
会場の史跡巡り。
著名人の発言によりｱﾋﾟｰﾙ。五輪経験選
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(参考)
ドゥーチエ・プロジェクトに寄せられた視点・アイディア等分類表
項

目

留意すべき視点

即実行可能なｱｲﾃﾞｨｱ

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ興しに適したｱｲﾃﾞｨｱ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築に適したｱｲﾃﾞｨｱ

○ｼﾄﾞﾆｰ五輪では、先住民をもっと世
○ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの練習場誘致（旭川では活
界にｱﾋﾟｰﾙしようという開会式を
動中）。
行った。これに学ぶべき。
○ｱｲﾇの世界観・自然観は、五輪の環境
○ある自動車ﾒｰｶｰは 2020 年に東京
視点とﾏｯﾁするｺﾝﾃﾝﾂであり、これを
をﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｶｰで埋め尽くす ------------------------ｱﾋﾟｰﾙする。
方針。
＊↓
○北海道は、障害者にとって移動が ○ﾀｰｹﾞｯﾄは若年層と親子。五
大変な地域。
輪は見る物だが、理念は運
○遊び程度でできるｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄが少
動を皆で楽しむ事ならば、
ない。海外の学校では結構ある。
親子と若者を中心に楽し
＊↑
めるものを。
情報発信・売 ○本道の特色である先住民族＝ｱｲﾇ ○もっと情報提供の機会を。
り込みに関す
の文化、ｱｲﾇのｴｺな生活様式にﾌｫｰ ○外国語の情報発信（HP 等）
ｶｽを。特に「食」と「衣装」。
る視点
をするならば、予約もそこ
○発信内容と発信先の絞り込み。海
で直ちに出来るようにす
外ﾒﾃﾞｨｱの「報道部」と「文化・社
べき。ただの情報発信だけ
会部」は全く別物。両方への対応
では機会を逃す。
が必要。
○ﾃﾚﾋﾞ局としての地域貢献
○日本の優位性も平準化している。
は、北海道の魅力の拡散。
2020 年はｱﾋﾟｰﾙ出来る最後のﾁｬﾝｽ。
○如何に魅力的に見せるか、高く売
れるようにするかはﾃﾞｻﾞｲﾝの力。
○お客を楽しませ、仕掛けを作る。
ｵﾘｼﾞﾅﾙ､ｵﾝﾘｰﾜﾝを作っていかない
と世界に負ける。世界にｺﾝﾃﾝﾂを仕
掛けていかないと負ける。本物の
場所に行かないと広がらない。
○北海道は食のｲﾒｰｼﾞが凄く良いが、
具体的な料理名が出てこない。北
海道の食の魅力は何か、食とは何
かを発信すべき。ｲﾒｰｼﾞに現実の産
業が追い付いていない。
○ものづくり、時づくり、人づくり
の視点で世界に日本文化を。
○北海道には、歴史のｽﾄｰﾘｰが足りな
い。北海道は、
「自然、食」に加え、
ｽﾄｰﾘｰを持てば鬼に金棒。

○今後の北海道の売り込み先は、ｱﾌﾘｶ、 ○ｱｲﾇの料理やｸﾞｯｽﾞ（衣装、工芸
東欧、中央ｱｼﾞｱ。
品）の提供、販売。
○道民一人一人がｱﾋﾟｰﾙする仕組みが ○ｽﾎﾟｰﾂ接待、ｽﾎﾟﾝｻｰ制の VIP ﾙｰﾑ
大事。
整備と活用。
○ﾜｲﾝ作りの 1 年や農業の考え方は、教 ○象徴空間完成までのﾌﾟﾛｾｽを白
育ｺﾝﾃﾝﾂになる。ｱｼﾞｱで不足する教育
老では見られることを伝えた
ｺﾝﾃﾝﾂに使え、売り込めば観光にも繋
い。変化を見て貰いたい。
がる。
○北海道における開拓ｽﾄｰﾘの映像
○ｱｲｽﾊﾞｹﾂﾁｬﾚﾝｼﾞのように道内各地域
ｺﾝﾃﾝﾂ作成と世界発信。
の学生が持ち回りで自然を楽しむ動 ○乱立しているｲﾒｰｼﾞｶﾗｰ、ｷｬﾗｸﾀｰ
画を配信。豊かな自然を世界に発信
を統一する。
していくと良い。
○漫画家によるﾗｲﾌﾞﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞの実
○個別自治体の PR より、例えば帯広、
施。地域資源を漫画というｺﾝﾃﾝ
釧路、網走地域で一体となれば全て
ﾂで描けることも強み。
のものが揃いｱﾋﾟｰﾙできる。
○「2.5 次元劇場」を北海道で上
○ﾊﾞｽ内での交通案内（○○通りを右に
演する。
（ｱﾆﾒを原作とした舞台）
曲がります等）は有効ではないか。 ○179 市町村を漫画家達で回り、
○国によりｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞﾂｱｰの時期が異な
教室を開催する。
る。呼び込み易い時期に呼び込み、 ○北海道ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ委員会を設置する
受け入れ側の集中を避けて分散化を
など、特色・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを再定義す
はかるべき。
る。
○英語圏の人を取り込んで（活用）世
界に発信してもらうことが、北海道
を PR する近道。
○旅行上級者は、意外な名所を探して
観光する。北海道でいえばｱｲﾇ関係で
3
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手等を情報収集や製品評価に活用。
○新潟・十日町市では JOC でﾌﾟﾚｾﾞﾝし、
地元製品をｱﾋﾟｰﾙ。
○美唄労災病院では、車椅子ﾗｸﾞﾋﾞｰ実施。
○電動車椅子ｻｯｶｰは日本発祥。
○札幌には障害者ｻｯｶｰﾁｰﾑがある。
○道内発祥の運動は、ﾐﾆﾊﾞﾚｰ、ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ、
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ。
○五輪関連で、世界一大きな絵ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
が進行中。
○「ｽﾄｰﾘｰﾗﾎﾞ」を立ち上げ北海道の価値
を集め、ｽﾄｰﾘｰとして世界に発信。
○道内の放送局が製作する
「Love Hokkaido」では、「北海道の風景
と食」の情報発信を同じ週に世界各地
で発信。現地でのｽﾎﾟｯﾄ CM などで
「HOKKAIDO」を息長くずっとｱﾋﾟｰﾙして
いる。
○5 つの道内地方空港が連携し、HP で PR
開始。ｻｲｸﾘﾝｸﾞ支援の対応も。
○豪州では「Best job in the world」
制度がある。英語を話せる人に年間 1
～2 千万円を支給し、観光や遊びの状況
や感想を WEB で情報発信する事業。
○ｱｲﾇ民族博物館の移動博物館を台湾で
開催。台湾の先住民族との交流もｺﾝｾﾌﾟ
ﾄ。ﾆｾｺでは外国人が興味を持った。
○ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾄﾗｯｸで、片側が登別、反対が
白老の PR を計画中。
○教科書の中にｱｲﾇ関係の記載が増えて
いる。海外 NW も広がり、ｱｲﾇ民族博物
館は、海外からのｲﾝﾀｰｼｯﾌﾟを受入れ。
○小樽のｺﾐｭﾆﾃｨ FM では、ﾘｽﾅｰ提案でｱｲﾇ
文化紹介番組放送中。
○ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの成功もあり瀬棚の LALALA
ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽは 3 千円でも良く売れている。

(参考)
ドゥーチエ・プロジェクトに寄せられた視点・アイディア等分類表
項

目

留意すべき視点

情報発信・売 ○「HOKKAIDO」は、外国人には発音
り込みに関す
しやすい。また、北海道は、訪日
る視点
外国人からは、日本の北海道に行
く、ではなく、東京、大阪、富士
山同様、北海道へ行く、との知名
度がある。これは、財産である。
○外人観光客は、日本文化に触れる、
雰囲気を味わうのが先で、必ずし
も多言語化が絶対条件でない。
○観光上級者は、自分で調べるので、
情報発信が非常に重要。特に WEB
での英語が重要。
○北海道出身・在住の漫画家は約 300
人と言われており漫画王国となっ
ている。
＊↑
観光（地域） ○ﾜｲﾝ作りは場所を選ぶが、販売を考
資源・食に関
えると力のある産業。北海道は、
する視点
世界的産地になる可能性がある。
○真似でない北海道のﾜｲﾝを目指す
べき。北海道の味とは何か。
○足りないのはﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ。戦う相手
は世界。北海道のﾚﾍﾞﾙが落ちてい
る。素材は良いが作り手が育って
いない。
○観光客がいくら来ても農業者等の
観光客は全く関係ないという姿勢
を改善すべき。
○きちんと準備をしない町や集落に
観光客は来ない。
○北海道の魅力はﾀﾞﾝﾄﾂ。魅力は全世
界に伝わっている。ただ実態があ
るのか。
○北海道の人が美味しいもの、楽し
んでいるものを自分も体験した
い。もてなすよりは地元の人が楽
しんでいるものをお裾分けする場
が必要。
＊↑

即実行可能なｱｲﾃﾞｨｱ

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ興しに適したｱｲﾃﾞｨｱ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築に適したｱｲﾃﾞｨｱ

------------------------は。
＊↓
○ｻｲｸﾘｽﾄの誘致に力をいれていること
○観光客は、ｽﾀｰがからんだ
を世界に PR したい。
ｽﾄｰﾘｰを確認しに来る。そ
れが「ﾀﾋﾞ」。
○「分からない力」を理解し
て「ﾈﾀ」提供する継続発信
が重要。
○ﾈｯﾄ上の対応は「表現は個
人的、内容は会社的に返
す」が基本。
○MICE もその地ならではを
提供しないと口ｺﾐに乗ら
ない。
○雪見ﾜｲﾝもやれる。温泉と
の連動も可能。
○来た人を釣り好きにする。
地元の楽しみを実体験で
きる機会を提供する。道
具・指導付で用意。
○大自然の中での BBQ。

------------------------＊↓
○食の魅力は、食材、加工、
見せ方。北海道は食材の良
さできたが、今は世界から
食材を集められる。
○観光で重要なことは、ｲﾒｰ
ｼﾞがどのように消費され
ていくかである。
○お仕着せﾂｱｰではなく、自
分達で楽しめる、自分が主
役になれる旅を欲してい
る。

○ﾜｲﾅﾘｰ巡りは、宿泊とﾊﾟｯｹｰｼﾞにする
べき。分乗ﾊﾞｽやｼｬﾄﾙﾊﾞｽを。
○ﾜｲﾅﾘｰが点在する町づくりを。
○どうやって世界と戦うか。得意な人、
学生等を世界中に見に行かせ学ばせ
るべき。
○道内にｵﾀｸの聖地をつくる。
○食材の力だけのﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを変えな
ければならない。加工、見せ方を「食
べたい」につなげるｽﾄｰﾘｰ作りが必
要。これをﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞに結びつける仕
組みが必要。
○豪州のﾏｰｶﾞﾚｯﾄﾘﾊﾞｰように、ﾎｰﾑ･ﾃﾞｨﾅ
ｰﾂｱｰ等を取り込んだ、他の一流ﾜｲﾝ産
地とは異なる方向性、やり方がある。
○「非花粉ﾂｱｰ」も良い取組。
○函館、青森のﾂｲﾝｼﾃｨｰ化。
○北海道の観光も量から質への転換
（長続きする観光）を図る時期。例
えば、知床も上高地のように入場規
制を検討しても良い。また、ﾄｯﾌﾟｼｰｽﾞ
ﾝの 7、8 月は、定員制をとり（ｻｰﾋﾞｽ
4
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○函館と青森共同でﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
を行う。今年 7･8 月はﾌﾟﾚ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを首
都圏や東北で実施。
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ増に向けては、関係機関が連
携し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾄの開設、SNS 活用、外
国語版ﾊﾟﾝﾌ作成等に取り組んでいる。
○京都国際ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑの来訪者の 3 割が
外国人であり、観光ｺﾝﾃﾝﾂになってい
る。高知県にも漫画ｺﾝﾃﾝﾂ課があり、地
域をあげて応援。

○地域側がどういう形で、何をい
くらで楽しませるか、提供でき
るか、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化すべき。
○北海道と名前がついたﾊﾗﾙ商品
がない。対応すべし。
○先住民の料理が阿寒湖に集まれ
ば人が来る。
○農家ﾚｽﾄﾗﾝの組織化、ﾈｯﾄﾜｰｸ化。
○北大も一流のﾎﾃﾙﾏﾝを養成する
学科を作ったら良い。北海道は、
ﾋﾙﾄﾝやﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝのような富裕層
が宿泊するﾎﾃﾙを誘致すべき。北
海道のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ価値を高めること
にもなる。
○道東でのｻｲｸﾘﾝｸﾞ展開。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
化を図る。FIT の荷物運搬ｻｰﾋﾞｽ
が必要。
○ﾁｾ風のﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ。
○ｻｲｸﾙﾄﾚｲﾝ等地域に向かう公共交
通で自転車も運べるようにす
る。（ﾒﾙﾎﾞﾙﾝは無料）
○ﾆｾｺｸﾗｼｺを UCI ﾏｽﾀｰｸﾗｽの大会

○ﾅﾊﾟには、ﾜｲﾝﾄﾚｲﾝがある。
○道内初の農家ﾚｽﾄﾗﾝを 20 年前に始めた
人は、行政から視察予算を得て世界の
本物を見て、自分でもできると感じ始
めた。
○BYO が滝川市内で始まる。
○富良野ではﾎｯﾄﾜｲﾝをやっている。
○世界的にﾜｲﾝﾏﾗｿﾝが話題。
○雪かき体験ﾂｱｰも人気。
○夜空を見るだけﾂｱｰ。
○滞在型にするための早朝魚河岸巡りを
実施。地元漁組も協力。
○飛騨高山では、一度食べたら忘れられ
ない最高級のﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰを提供する小さ
なﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ専門店があり、外国人が飛
騨高山の観光とあわせて又はそれだけ
を目当てに訪問している。
○道東の 5 地方空港がﾒﾝﾃﾅﾝｽ用のｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ｽﾀﾝﾄﾞを連携して整備。
○ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞが欧米人に人気。台湾人
にも広がる。ﾌｸﾛｳや鷲等。根室、鶴居
村に良く来る。鶴居村のﾎﾃﾙではｵｰﾅｰが

(参考)
ドゥーチエ・プロジェクトに寄せられた視点・アイディア等分類表
項

目

留意すべき視点

観光（地域） ○北海道には頑なに味を守る老舗や
資源・食に関
そこと切磋琢磨する業界がない。
する視点
○ｲﾒｰｼﾞや物語を付与することで、何
気ない観光資源を高付加価値化し
ていける。このﾃｸﾆｯｸが重要。
○北陸から見ると、冬は雪に閉ざさ
れた清潔な空気。夏は、さわやか
な風とのｲﾒｰｼﾞ。このような北海道
の魅力を知らしめる努力が必要。
○道東は、しまなみ海道に勝てる程
のｻｲｸﾘﾝｸﾞ客の拠点になり得る。
○夜のｴﾝﾀｰﾃｰﾒﾝﾄがない（特に大人数
の場合）。
○初めての日本が北海道の人も多
い。日本文化の体験おもてなしﾒﾆ
ｭｰが必要。
○ｻｲｸﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ推進のためにもｲﾝﾌﾗ整
備が重要。
○欧米では、夏は自転車、冬はｽｷｰ
で賑わう。
○自転車旅行が歓迎される文化の醸
成が必要。持続性の視点を欠かさ
ないことが重要。
○MICE ではﾕﾆｰｸﾒﾆｭｰが重要。
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞはかわいいに関心大。

即実行可能なｱｲﾃﾞｨｱ

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ興しに適したｱｲﾃﾞｨｱ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築に適したｱｲﾃﾞｨｱ

を低下させない）、域外から収益を稼
ぐ、一方、4、11 月のﾎﾞﾄﾑｼｰｽﾞﾝは、
おもいきったｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを設けて（交
通費補助等）積極的な誘客を図るな
どの取組を。
○日本文化体験をおもてなしﾒﾆｭｰ化す
る。
○ｱｲﾇと縄文は世界的に有名。道内でも
周知を。
○冬がｳﾘならば、幹線道路等は除雪・
排雪を徹底すべき。
○文化遺産の探訪ﾂｱｰを造成し、ｱｲﾇの
方にｶﾞｲﾄﾞしてもらう。
○（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向け）ｺﾞﾙﾌやｻｲｸﾘﾝｸﾞ等「特
化型ﾂｰﾘｽﾞﾑ」も検討していくべき。
このときに、姉妹都市の枠組みを使
うのも有益。双方向の交流は、航空
便の撤退防止にも資する。
○札幌や旭川といった医療機関の集積
がある都市では、「ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ」
も有用。関連学会の誘致等 MICE にも
有効。

に。海外から数百人が一度にく
るようになる。
○ﾊｲﾔｰやｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰを利用した同
好の志によるﾜｲﾅﾘｰ巡りﾂｱｰ、同
様にｽｨｰﾂﾂｱｰ。
○kitara ﾎｰﾙは、ﾖｰﾛｯﾊﾟやﾛｼｱ等専
門家から高い評価。札幌の大資
産。ｱﾋﾟｰﾙに最適な効果的活用
を。
○北海道をｲﾀﾘｱ化する（素材を活
かしてｼﾝﾌﾟﾙな調理。
○北海道・札幌を「世界一の美食
都市」にする。

○明らかに北海道のｳﾘは冬。
○大規模な集客が見込まれるｲﾍﾞﾝﾄ
は閑散期に行われるべき。
○欧州では、北海道に質の高い食が
あることばかりか、人が住んでい
ることすら知らない人がいる。
○安心・安全な食材や料理を提供し
ていくことが北海道の役割。
○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞのﾘﾋﾟｰﾀｰ率は低いと考
え、きた人の口ｺﾐ、SNS による拡
散集客を考えている。面白さを流
して貰う。
5
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ﾌﾟﾛｶﾒﾗﾏﾝで、その話や助言があるのが
支持されている。
○道の駅が人気。摩周はﾄﾞｯｸﾞﾗﾝも。阿寒、
釧路湿原では釣り客増。
○釧路。世界三大夕日ｶﾞｲﾄﾞ付きﾂｱｰ。ｵﾝｼ
ｰｽﾞﾝの拡張に。夕日ﾊｲｵﾎﾞｰﾙ→ｸﾞﾗｽとﾚｼ
ﾋﾟ指定。市民の夕焼け倶楽部はﾗｲﾌﾞで
ﾈｯﾄ配信。滞在型を誘導。
○長期滞在ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究会（釧路）。
○釧路ﾋﾟﾘｶ号。2/3 はｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ個人客。
○狸小路で着物の着付けﾚﾝﾀﾙ店に外人が
口ｺﾐで来だしている。
○豪州には、中国人向けﾜｲﾅﾘｰ巡りﾂｱｰが
用意されている。
○入場者の 50％が外国人というﾃｰﾏﾊﾟｰｸ
では、入り込みは冬に増える。外国人
を意識して伝わりやすいｱｸｼｮﾝを増や
し、ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ的に分かる物を工夫してい
る。舞台に上げるような体験型が韓国
人に受ける。ﾊﾟﾝﾌは 7 カ国語。ｽﾄｰﾘｰｶﾞ
ｲﾄﾞはｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語も作成。
-----------------------------○ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞは国内客の少ない時期にくる
＊↓
ので大切。貸衣装と写真、浴衣体験ｻｰﾋﾞ
○ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽｷｰ･ｱﾜｰﾄﾞ 2014 で、ﾆｾｺｴ
ｽもｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞに好評。
ﾘｱが全 4 部門で最優秀賞。英国
ｷｬﾝﾃﾞｨｷｬﾝﾃﾞｨ社の会員（資産 40 ○富良野の北印ｱｽﾊﾟﾗは素晴らしい。ｼﾞｬ
億円以上）ｱﾝｹｰﾄで、世界のﾘｿﾞ
ｶﾞｲﾓ「とうや」はもっと高く売るべき。
ｰﾄ４位。
○ﾆｾｺでは飲食店の数が追いつかず。経営
○夏季に首都圏の中高年が長期滞
者の 8 割が海外の方。日本語が通じな
在でﾆｾｺのｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑを利用。2～3
い店も。
ヶ月滞在する夫婦は 500 組程度 ○過去 50 年の雪不足でｽｷｰ場がｸﾛｰｽﾞして
いる。
いないのは日本ぐらい。
○ｲﾀﾘｱでは、星付きﾚｽﾄﾗﾝのｼｪﾌを ○EU のお城ﾊﾟｰﾃｨ、ﾙｰﾌﾞﾙも高額だができ
農場が雇って、敷地内でﾚｽﾄﾗﾝ
る。JRA の貸し切りﾊﾟｰﾃｨは客から評価
を開設するなど、生産・加工・
が高かった。
消費が 1 ヶ所で行われている例 ＊↑
もある。

(参考)
ドゥーチエ・プロジェクトに寄せられた視点・アイディア等分類表
項

目

留意すべき視点

ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大に ○如何に魅力的に見せるか、高く売
関する視点
れるようにするかはﾃﾞｻﾞｲﾝの力。
○富裕層の経済人は、観光しながら
常にｱﾝﾃﾅを張ってﾁｬﾝｽを探してい
る。ｱｼﾞｱのﾋﾞｼﾞﾈｽは早い。
○皆で玉葱 30 円を 300 円で売る仕組
み作りをする視点が重要。
○北海道ﾌﾞﾗﾝﾄﾞとして個々の企業、
個々の物が出てこないとﾀﾞﾒ。
○外国では日本のように料理紹介番
組はなく、自分で食べたいものを
ﾈｯﾄで調べて来日する。
○道内には流行のﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰにも適
したﾛｹｰｼｮﾝがある。
○札幌延伸までの 15 年は、函館が
新幹線の北の終着駅となる。青函
が連携して、地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞをつくる
ことが重要。
○自転車大会の際に、行政の許認可
が高いﾊｰﾄﾞﾙ。
○海外に売り込む前にしっかりとし
た商品作りをしないと、単なる逆
境での戦いとなり、成功するのは
難しい。
＊↑

即実行可能なｱｲﾃﾞｨｱ

ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ興しに適したｱｲﾃﾞｨｱ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構築に適したｱｲﾃﾞｨｱ
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○冬場に団体でﾊﾞｽに乗ると
窓が曇る。これを解決でき
ればﾁｬﾝｽを生かせる。中国
では吹雪の映像も良いｺﾝﾃ
ﾝﾂになる。
○ﾊﾞｽの中にも Wi-Fi 環境が
必要。これだけで移動が楽
になり情報発信が増える。
○道内名産品ﾃﾞｻﾞｲﾝ高度
化・付加価値向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄの実施～名産品 before・
after～

○観光のﾊﾟｯｹｰｼﾞ化を打破し、北海道産
業に繋がる時間確保を。
○（訪日客に）言われた時にすぐﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ対応できる体制の構築。
○留学生のﾏｰｹｯﾄはかなり期待できる。
大学の活用もある。
○ﾎﾃﾙ・旅館業界もいつまでも同族経営
に拘らず、経営は優秀な社員に任せ、
ｵｰﾅｰは配当を得る、という経営と所
有の分離を検討する時期。
○障害者がﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ装置を付けた車
で、ﾀｸｼｰ会社を起業できないか。
○ﾄﾚｲﾙﾗﾝ（山を走るｽﾎﾟｰﾂ）というのも
海外で人気。北海道に合っている。
○MS、ｸﾞｰｸﾞﾙ等の開発部隊誘致を。
○漫画ｱﾆﾒを取り込んだﾊﾟｯｹｰｼﾞのｽｲｰﾂ
展開。

○ｼﾞｬｶﾞｲﾓつながりで、一村逸品ﾒ
ﾆｭｰによるｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ。
○ｱｲﾇ料理を高付加価値化して食
べさせる店を札幌に。
○千歳空港にｱｲﾇのｱｰﾄや物販を。
○例えば、市立大学と感度の高い
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰがｺﾗﾎﾞして、市立病院+
桑園地区において、おしゃれで
ｼﾝﾎﾞﾘｯｸなﾃﾞｻﾞｲﾝによるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化を進めると、都市ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ向上
につながるし、長期的には、関
連研究者の移住促進にもつなが
る。

○まち興しのｽﾎﾟｰﾂではなく、産業とし
て捉える。ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌが成功事例。
○ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞﾂｱｰが伸びている。台湾、中国
が盛り返している。
○時代村、熊牧場、ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸと統一 PR 実
施。個人ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向けに３施設で割引
ﾁｹｯﾄを販売。
○日本の飲み放題というｻｰﾋﾞｽが外国人
からすると驚き。外国ではそういうｻｰ
ﾋﾞｽはないし、そういう仕組みは商売上
成立しない。

------------------------＊↓
○首都圏の学校からは、函館
に修学旅行に行きたいと
のﾆｰｽﾞが高い。今後は首都
圏から、片道は新幹線、片
道は航空機との需要も出
てくる。
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