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Ⅲ 庁内及び関係団体ヒアリング調査 

札幌市の各部局で取組が進められている国際化に関する計画をレビューし、国際化に関す

る施策等の整理を行うとともに、各部局の担当者等にヒアリング調査を行うことで、国際化

を効率的かつ効果的に進めるための庁内連携のあり方を検討する。

また、財団法人札幌国際プラザをはじめとした札幌市内の関係団体に対してもヒアリング

調査を行った。

１．札幌市における国際関連計画の状況 

（１）札幌市産業振興ビジョン 

平成 23 年 1 月に札幌市経済局産業振興部経済企画課が中心になって策定した平成 32 年

度までの計画である。

「地域資源を活かし

た創造性あふれるま

ち」「中小企業の活気が

あふれ新しい時代を先

導するまち」「世界に羽

ばたく企業が躍動する

活力あふれるまち」「人

と企業が世界中から集

まる魅力的なまち」「個

性的なまちづくりと産

業が結びつき地域がに

ぎわうまち」の 5 つの

目指す姿に向け、具体

的な施策の展開方策を

まとめている。

図表 3-1 札幌市産業振興ビジョン（施策体系図）
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「札幌市経済の成長をけん引する重点分野」として、①食、②観光、③環境、④健康・福

祉、の 4 分野を掲げている。また、「札幌市産業の高度化に向けた横断的戦略」として、4
つの戦略があり、その中の 1 つとして「グローバル化への対応を販路拡大の推進」がある。

図表 3-2 札幌市産業振興ビジョン（国際関係） 

札幌市経済の成長をけん引する重点分野 

 北海道の豊富な「食」 

  【基本施策 4】道外・海外への販路拡大及びニーズに応じた食品の創出 
・アジア諸国をはじめとした海外への販路拡大

・北海道物産展、商談会、テスト販売などの有効活用

・法律、税制面、マーケティング、物流について産学官連携のもと課題解決への取り組み

 魅力的な資源を活かした「観光」 

  【基本施策 2】アジアなどをターゲットとしたプロモーションの推進 

・近接する中国などアジア諸国を戦略的なターゲット
・インド、ロシア、マレーシアなどもターゲット

  【基本施策 4】国内外からの MICE 誘致の推進など集客交流の活性化 
・MICE の誘致活動を推進

札幌市産業の高度化に向けた横断的戦略 

 競争力を高めるための付加価値の創出 

  【基本施策 3】IT やコンテンツの活用による高付加価値化と IT 産業の活性化 
・アジア諸国とのアライアンスを促進し、新たな販路を開拓

 産業を支える人づくりと地域コミュニティづくりの推進 

  【基本施策 1】グローバル化など社会環境の変化に対応する高度人材の育成 
・高度な技術力、語学力や創造的能力などのスキルを持つ総合的な人材育成

 グローバル化への対応と販路拡大の推進 

  【基本施策 1】積雪寒冷地技術や北海道の食など強みを活かした海外進出の促進 
・食や健康を意識した商品戦略を確立し、アジア諸国やロシアへの企業の販路拡大を促進

  【基本施策 2】海外企業と企業間連携の充実 

・中国やロシアなど海外に進出を検討する企業への支援

・札幌市北京事務所の活用、中国都市との IT 産業を中心とした交流促進

  【基本施策 3】販路拡大に向けた商流・物流ネットワーク体制の強化 

・マーケティングや販路拡大を担うネットワーク体制の強化

  【基本施策 4】アジアなど海外企業との架け橋となる人材の育成 
・就業希望の外国人と企業のマッチング

・札幌市での留学やビジネスの経験がある外国人の活用

・教育機関・関係機関との連携によるアジアへの留学の促進

 創造性を活かした札幌らしい魅力の発揮 

  【基本施策 1】積雪寒冷地技術を活用した海外進出の促進 

・中国東北部やロシア極東部を対象に、研究者や技術者の交流など人的ネットワークの
構築を通して、製品の輸出を図る

  【基本施策 2】ウィンタースポーツなど札幌の気候風土を活かしたスポーツ産業の振興 
・中国をはじめとする海外からのスキーツアーなどの誘致による観光活性化

札幌市経済を支える中小企業の経営革新と基盤強化 

 経営革新と創業の促進 

  【基本施策 1】企業の新分野進出及び新規市場開拓の促進 
・中国などのアジア諸国やロシアなどへの企業の市場開拓を図り、中小企業の新たな事

業展開を促進

 多様な人材の確保と育成 

  【基本施策 1】女性、障がい者、高齢者、外国人の能力を活かす就業促進 

・企業と留学生のマッチングを進めるなど企業ニーズに応じた外国人労働力の活用促進
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（２）札幌 MICE 総合戦略 

平成 22 年 11 月に札幌市観光コンベンション部が中心になって策定した計画であり、目

指す方向性として「札幌の都市力を最大限に活かし、東アジアにおける屈指の MICE 都市

として、札幌ならではの独自の地位の確立を目指す」としている。

今後 5 年間の目標値として、以下の 3 点を掲げている。

①札幌 MICE の質的向上

・顧客（主催者・参加者）満足度を抽出調査し、向上を図っていく。

・NPO、関連産業との連携により、受入ノウハウを持ったコーディネータ等を

10 人／年、人材育成を進める。

②札幌 MICE の量的増加

・コンベンションについて、国際会議の開催件数を、年率 5%成長させることにより、

5 年後には開催件数 100 件の達成を目指す。

・インセンティブツアーについて、中国市場等への直接・間接による誘致強化を図り、

受入件数を 5 年間で 5 割、集客閑散期（1～5 月）に増加させる。

③札幌の MICE の市場規模

・5 年度の市場規模を 100 億円増（2 割増に相当）の 570 億円を目標値に据える。

そして、戦略的事業として 3 事業を掲げている。

①中国市場へのマーケティング強化

・MICE 専門見本市への出展、北京市内での札幌 MICE セミナーの開催など

②韓国大田コンベンションビューローとの共同による MICE 推進

・人材育成や MICE 情報分野での交流、専門見本市への共同出展、産官学ネットワーク

を活用した共同研究プロジェクト

③札幌 Greener Weekの開催

・「アジア環境賢人会議」等、環境関連国際会議の誘致・創出

以上をみると、ターゲットを東アジアに明確に絞っている状況がわかる。
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（３）シティプロモート基本方針（仮称） 

札幌市のシティプロモート戦略は、札幌で行われている個々の事業が、札幌の魅力として

一貫した都市イメージを結ぶように、統一的で効果的な都市メッセージを世界と札幌市民に

向けて発信する仕組みであり、現在、札幌市市長政策室政策企画部企画課が中心となって基

本方針をとりまとめているところである。

基本方針としては、

①魅力を再発見する～「行きたいまち」から「住みたいまち」へ

②魅力を味わい発信する～「札幌・北海道の魅力を支え、発信するまち」へ

③魅力を創造する～「新たな挑戦を支援するまち」へ

が掲げられているところである。
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２．庁内ヒアリング結果 

（１）観光文化局 観光コンベンション部 観光企画課 

プロモーションターゲットは、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、インド、ロシア、

マレーシア、タイの 9 カ国。

観光インバウンド推進には「誘致」と「受入」があり、「受入」に関する事業が弱い。

国際戦略自体は国際部が作成し、それを各部局が実施する形がよいのではないか。国際部

がどう統括するかという点が重要。

（２）経済局 産業振興部 産業振興課 

ターゲットはアジア圏（中国、台湾、韓国、シンガポール）。特に、関税等の諸条件を考

慮すると香港が重点地域。

国際展開を強化する分野としては、①食、②寒冷地技術、③環境、④健康。

国内企業の目を海外に向けさせる環境づくりが必要。

（３）環境局 環境都市推進部 環境計画課 

JICA 研修、冬の都市市長会などを実施。今後も現状維持で進めたい。

寒冷地住宅、太陽光発電、木質バイオマスなど輸出可能な技術はある。ただし、民間事業

者にとってのメリットは少ないと感じる。

「生物多様性」が今後、国際的に重要なテーマになってくると考える。

（４）市長政策室 政策企画部 企画課 

シティプロモーションの柱は 3 つ。①「行きたいまち」から「住みたいまち」へ（スト

レスフリー、まちに誇りを持つ…）、②「札幌・北海道の魅力を支え、発信するまち」へ（北

海道全体との協調）、③「新たな挑戦を支援するまち」へ（食、映像、スポーツなど魅力産

業の創出）。

シティプロモート戦略は H23.6 月公表。具体的事業よりむしろ理念的な内容。
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３．関係団体ヒアリング結果 

（１）財団法人札幌国際プラザ 

①国際交流分野 

姉妹都市交流では「市民同士の相互交流・理解」が重要。特に、若い世代の人材育成事

業に重点を置いている。

中国・ロシアは経済交流を持つことを最終目的としているようだが、札幌市側にニーズ

にマッチした企業がないという課題がある。

②多文化共生分野 

人口減少による産業の衰退期においては、それを補完するため、外国人が暮らしやすく、

外国人から選ばれるまちづくりが必要。例えば、韓国では外国人が居住する場合、400 時間

の講習を義務付け、結果として韓国での生活に溶け込みやすくしている。

情報発信・相談への対応言語として、ロシア語への対応も必要と考える。

③コンベンション分野 

北海道へのインセンティブツアーのニーズが高い国として香港、台湾があるが、現在、シ

ンガポール、マレーシア、タイなどに拡大している。

札幌市の MICE の評価が高い要因としては、オリジナルでユニークな企画力にある。

今後は民間企業によるコンベンション受入ネットワークを活用し、グリーン MICE の推

進を図る。

（２）札幌商工会議所 

主な取り組みとして、①アジア食品輸出促進、②中小企業への外国人留学生の雇用促進、

の 2 つを実施している。

商工会議所では、リスクの少ない香港、シンガポール、台湾をターゲットとする。北海道

庁では長期的な視点から中国、ロシアをターゲットとしている。

ロットがまとまらないことが課題。公的機関による商社機能の立ち上げが必要。

（３）社団法人北海道観光振興機構 

ターゲットとして、台湾、香港、韓国のビック 3 のほか、欧米地域（アメリカ、イギリ

ス、フランス）、オーストラリア、ロシアにも PR を実施している。

中国はエージェントの影響力がまだ大きい。現地エージェントの教育に係る取り組みが必

要と考える。

北海道の弱み（少ない座席数、高い航空運賃）では、団体客の集客は本州に負ける。今後

は富裕層対策の必要性が増す。
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（４）社団法人札幌観光協会 

さっぽろ羊ケ丘展望台であれば、年間 36 万人の来訪者のうち 3,000 人程度が海外からの

観光客と思われる。国際化は否応なしに対応すべきことであるが、1 施設として対応するに

は難しい部分がある。

観光の専門家と海外の専門家とは異なる。札幌市の観光コンベンション部と国際部がどの

ような連携をするのか知りたい部分である。

観光協会は、窓口にはなれるが、具体的な話はツアーオペレーターとホテル等民間企業が

直接話さないと進まないので、もどかしい部分はある。

言葉の問題にしても、札幌市や北海道、北海道観光振興機構などと比べ、極端に小さい東

組織では対応が難しいのが現実である。協会には 14 名のスタッフがいるが、4 名は英語が

でき、韓国語は 1 名対応可能。中国語までは対応できていないのが現状。

かつて、海外の観光局等と姉妹提携を行い、街頭でパンフレットを配るなどの PR 活動を

行ってきたが、現在は予算が少なくなり疎遠になってきている。

北海道とは、179 市町村分の 1 の立場で役割を果たしている。

札幌市の持つ素材として、観光、コンベンション、文化、医療があげられているが、加え

てウェディングも重要なコンテンツになると考える。
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Ⅳ 市民意識調査 

国際化についての意見や考えを把握するため、札幌市内に住む市民を対象としてアンケー

トによる意識調査を行った。分析にあたっては、2009 年に実施された「札幌市外国籍市民

意識調査」との比較を行い、日本人と在住外国人の意識の違いなどについて把握を行う。

１．調査概要 

（１）調査目的 

札幌市民の国際化に関する意識を把握するため、アンケート調査を実施し、2009 年に実

施した調査との比較・分析を行う。

（２）調査方法 

住民基本台帳より無作為抽出した札幌市民 2,000 名に対して、郵送配布・郵送回収で調

査を行った。

（３）調査期間 

平成 23 年 2 月

（４）回収結果 

送付件数 ① 2,000 件

不着件数（宛先不明などによる返送） ② 13 件

回答数 ③ 586 件

回収率 ③÷（①－②） 29.5%

※データの集計にあたっては、小数点第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にな

らない場合がある（以下、同様）。
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（５）回答者の属性 

分類 項目 回答数 割合

全体  586 100.0%
性別 男性 253 43.2%

女性 318 54.3%
無回答 15 2.6%

年代 20 歳未満 32 5.5%
20～29 歳 43 7.3%
30～39 歳 102 17.4%
40～49 歳 104 17.7%
50～59 歳 93 15.9%
60～69 歳 114 19.5%
70～79 歳 48 8.2%
80 歳以上 37 6.3%

無回答 13 2.2%
居住地 中央区 132 22.5%

北 区 108 18.4%
東 区 48 8.2%

白石区 23 3.9%
厚別区 38 6.5%

豊平区 78 13.3%
清田区 41 7.0%

南 区 55 9.4%
西 区 33 5.6%

手稲区 15 2.6%
無回答 15 2.6%

職業 会社員、団体職員 153 26.1%
自営業 53 9.0%
公務員、教員 30 5.1%
パート・アルバイト 66 11.3%
専業主婦・主夫 84 14.3%
学生 39 6.7%
無職 120 20.5%
その他 24 4.1%
無回答 17 2.9%
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分類 項目 回答数 割合

居住年数 10 年未満 30 5.1%

10～20 年未満 70 11.9%
20～30 年未満 103 17.6%
30～40 年未満 138 23.5%
40～50 年未満 109 18.6%
50 年以上 122 20.8%
無回答 14 2.4%
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２．調査結果概要（詳細は資料編に記載） 

（１）外国との交流について 

○身近に感じている国は、第1 位「アメリカ」、

2 位「韓国」、3 位「中国」の順となってい

る。

○外国との交流の経験は、第 1 位「海外旅行」

60.9％、2 位「外国人の友人・知人がいる

（いた）」23.7％、3 位「外国語や外国文化

を勉強」18.4％となっている。

・性別にみると、「海外旅行」は女性が男性

を上回っている。

○札幌市の 5 つの姉妹都市の中で知っているものは、第 1 位「ミュンヘン市」76.6％、2
位「ポートランド市」57.7％、3 位「瀋陽市」31.4％の順である。

○「世界冬の都市市長会」の“認知者”は 12.7％と 1 割強と少ない。

○参加したことのある国際イベントは、第 1 位「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」
33.6％、2 位「PMF（パシフィック・ミュージックフェスティバル 2010）」15.9％の 2
つが抜けている。

・性別にみると、両者とも女性が男性を上回っている。

○今後参加してみたい国際イベントは、第 1 位「外国語を学べるような講座」29.9％、2
位「外国の生活習慣や歴史に関する講座」24.9％、3 位「地域の外国人住民と直接交流

が図れるようなイベント」23.0％、4 位「外国の文化や最近の流行に関する講座」22.4％
の順である。

・性別にみると、上位項目は概ね女性が男性を上回っており、特に 1 位の「外国語を学

べるような講座」は女性が男性の 2 倍以上となっている。

○今後、交流・協力を深めていくべき地域としては、第 1 位「姉妹・友好都市」39.6％、

2 位「気候・風土が似ている北方の諸都市」33.8％、3 位「韓国」32.8％の順となって

いる。

外国との交流経験といえば、約 6 割の人が「海外旅行」と答えており、性別では女性が

男性を上回っている。女性が高いのはこの項目ばかりではなく、「ミュンヘン・クリスマス

市 in Sapporo」や「PMF（パシフィック・ミュージックフェスティバル 2010）」への参加

経験、「外国語を学べるような講座」への参加意向のいずれも男性を上回っている。

63.7

54.3

45.4

0% 20% 40% 60% 80%

アメリカ

韓国

中国

身近に感じている国ベスト３
（N=350）
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（２）札幌国際プラザ 

○札幌国際プラザを「知っているし行ったこ

とがある」人は 11.1％、これに「知ってい

るが行ったことはない」人 41.1％を合わせ

た“知っている”人は 52.2％である。

・2009 年実施の「札幌市外国籍市民意識調査」

によると外国人では、札幌国際プラザに「行

ったことがある」人は 37.1％、「知っている

が行ったことはない」人は 29.7％で、両者

を合わせた“知っている”人は 66.8％を占

め、行ったことがある割合も、知っている

割合も外国人の方が高い。  

○札幌国際プラザが行っているサービスの中

で知っているものは、第 1 位「外国語のパ

ンフレットなどを配布している」31.0％、2
位「日本語と英語で相談対応や情報提供を

している」27.5％である。

・性別にみると、全般に女性が男性を上回っ

ている。

・「札幌市外国籍市民意識調査」では、「いろ

いろな言語で日本人と交流できる場」が 1
位となっており、外国人は“交流”を強く

意識している。

「札幌国際プラザ」は外国人の利用率と比べると日本人の利用率が低い。日本人にとっ

ては「外国語のパンフレットなどを配布している」など外国の情報提供の場という理解が

多いが、外国人にとっては「日本人と交流できる場」との理解が多い。

現状からみると、日本人にとって“日本人と外国人の交流の場”と理解されていないの

ではないか。もう一度役割を見直すことと、日本人向けの啓蒙活動が必要である。

なお、札幌国際プラザのサービスの認知率も女性が男性を上回っているという結果であ

る。

知ってい

るし行っ

たことが

ある

11.1%

知ってい

るが行っ

たことは

ない

41.1%

知らな

かった
45.2%

無回答

2.6%

「札幌国際プラザ」の認知
全体(N=586）

行ったこ

とがある

37.1%

知って

いるが

行ったこ

とはない

29.7%

知らない

32.9%

不明

0.3%

札幌市外国籍市民意識調査

（2009年2月）

全体(N=337）



40 

（３）外国人との交流 

○近所に住んでいる外国人と何らかのコミュニ

ケーションをとっている人は１割未満となっ

ている。

・「札幌市外国籍市民意識調査」によると、外国

人では「困った時に相談できる人がいる」「家

に招いたり招かれたりする人がいる」はいず

れも 3 割強である。

○今後、地域の外国人とどのような交流をした

いかは、第 1 位「外国の文化や習慣を学びた

い」30.4％、2 位「地域の行事に一緒に参加し

たい」22.4％である。

・性別にみると、どの項目も女性が男性を上回

っている。

・実際に外国人が行っている交流活動は、1 位「ス

ポーツや趣味の活動」、2 位「町内会・自治会

の活動」・「PTA など学校関係の活動」、3 位「母

国の文化などを紹介する活動」である。

○「多文化共生」という言葉・考え方について、

「よく知っている」3.1％と「少しは知ってい

る」16.4％と「言葉だけ知っている」30.4％を

合わせた“知っている”人は 49.9％とほぼ半

数となっている。

市民では現状で外国人とコミュニケーションを取っている人は 1 割未満と少ない。今後

どのような交流をしたいかというと、1 位は「外国の文化や習慣を学びたい」である。一方、

外国人の方は「スポーツや趣味の活動」「町内会・自治会の活動」などの日常的な交流を望

んでいる。つまり、外国人の方が“普段着的”なつきあいを望んでいるようだ。これに関

しては市民の側の意識改革が必要ではなかろうか。

なお、具体的な活動意向も女性が男性を上回っている。
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（４）外国人と共に行うまちづくり 

○地域に外国人が増えることによる影響は、

第 1 位「社会に多様性が生まれる」56.0％、

2 位「外国語を学ぶ機会が増える」39.1％と

プラスの意見が上位となる。

・性別にみると、上位 2 項目とも女性が男性

を上回っている。逆に「治安が悪化する」

は男性が女性を上回っている。

○外国人と共にまちづくりを行うために大事

なことは、第 1 位「外国人に対する差別意

識を持たないようにする」49.8％、2 位「日

本で生活するルールを外国人に伝える」

48.8％の 2 項目が 5 割近くを占める上位項

目となっている。

・いずれも女性が男性を上回っている。

○今後、外国とのかかわりが深まってきた場合の対応については、第 1 位「外国人に道

などを尋ねられたら親切に教えてあげたい」60.2％、2 位「簡単な会話ぐらいはできる

よう、外国語の勉強をしておきたい」49.7％となっている。

・性別にみると、「簡単な会話ぐらいはできるよう、外国語の勉強をしておきたい」は女

性が男性を大きく上回っている。

地域に外国人が増えることについては、「多様性が生まれる」「外国語を学ぶ機会が増え

る」など肯定的な意見が上位になっている。

まちづくりを行うために大事なことでも、「差別意識を持たない」「日本のルールを外国

人に伝える」など肯定的な意見が上位になっている。

こういったまちづくりに対する考え方も女性の方に積極性がみられる。
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（５）国際都市札幌 

○国際都市のイメージは、第 1 位「外国人と交流する機会が多いこと」44.2％、2 位「国

際会議・イベントが開かれること」33.1％、3 位「案内表示が外国語でも書かれている

こと」32.6％、4 位「外国からの観光客が多いこと」32.4％の順である。

○国際化により期待できる効果は、第 1 位「経済交流や観光の促進によって、地域経済

が活性化する」63.1％、第 2 位「海外の情報や知識を入手でき、よりよいまちづくり

ができる」45.4％ となっている。

○活発な経済につながる国際化を進

めるために力を入れるべきことは、

第 1 位「世界で通用する人材の育

成」48.6％、2 位「世界的な技術を

有する中小企業の育成」31.2％、3
位「世界に通用するモノづくり産

業の育成」28.5％の 3 項目がベス

ト 3 である。

○観光の国際化を進めるために力を

入れるべきことは、第 1 位「外国

語ができる人材の確保・育成」

58.2％、2 位「ホームページなどイ

ンターネットを活用した情報発

信」39.8％、3 位「海外向け観光客

誘致活動」26.5％が上位 3 項目である。

○世界に通用する「札幌の魅力」は、第 1 位「おいしい食べ物」61.6％と 2 位「豊かな

自然」53.8％の 2 項目が 5 割を超え、上位にあげられている。次いで 3 位「治安の良

さ」39.1％、4 位「暮らしやすい生活環境」28.8％、5 位「魅力的な都市環境」27.6％
の順となっている。

○札幌の魅力を海外に発信するために市がすべきことは、第 1 位「ホームページなどイ

ンターネットを活用した情報発信」45.9％、2 位「外国人観光客の誘致」31.9％、3 位

「外国人観光客のリピーターづくり」28.2％である。

国際都市「札幌」を実現する方策は、「世界で通用する人材の育成」「世界的な技術を有

する中小企業の育成」「世界に通用するモノづくり産業の育成」が上位となっており、世界

に通用する“人材”と“産業”の育成を課題とする意見が多い。

全体を通して目立つのは国際交流に対する女性の積極的な姿勢である。国際都市「札幌」

の実現においては、女性の活用が重要な鍵を握っている。
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