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Ⅸ プラン策定の方向性（案） 

１．「2002 年札幌市国際化推進プラン」のレビュー 

2002 年に札幌市国際化推進プランが策定されているが、10 年を経過し社会の環境の変化

を考慮した上で改めて見直すと、以下の課題があると考えられる。

①理念・目標は、現在にもつながる大きな視点であるが、具体的な取組と連動していない。

②各取り組みが部署ごとに分かれ、取り組みごとの相乗効果が出ていない。

③協働を謳いながらも、民間への移動への仕組み、協働のシステムがない。

図表 9-1 札幌市国際化推進プラン（2002 年）のポイント 

基本理念 

『グローバル・パートナーシップが魅力と活力を生み出す世界都市さっぽろ

～世界を結び、共に創る「共創」のまちづくり～』

国際化推進施策の方向性 

（1）市民が主体の国際化

（2）市民生活を豊かにする国際化

（3）札幌の優位性を発揮できる国際化

基本目標 

（1）世界の人が住みたくなる共生都市さっぽろ

  ○異文化理解と国際感覚の醸成  ○外国人も暮らしやすい環境づくりの推進

  ○豊かな共生交流空間の創造

（2）世界の発展に貢献する協働都市さっぽろ
  ○協働による国際交流・協力の推進  ○都市ネットワークの積極的な活用

  ○札幌の特長を生かした国際協力の推進

（3）世界が集う魅力と活力ある創造都市さっぽろ

  ○札幌の国際化を牽引する経済交流の推進 

  ○世界の人々が出会う国際集客交流の推進  ○世界都市としての文化と環境づくり

基本指針の推進にあたって 

（1）活発な市民活動の形成に向けて
  ①活動の場の充実  ②市民参加の促進  ③市民活動団体の自立の促進

（2）国際化を推進する行政の体制づくり
  ①国際感覚豊かな職員の育成  ②国際化推進に向けた庁内の連携強化

  ③近隣市町村や関係機関との連携強化

（3）協働による国際化の推進に向けて

  ①相互理解の促進  ②協働事業の促進  ③（財）札幌国際プラザの機能強化
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２．国際化プランの改訂の方向性 

（１）新プラン改訂の考え方 

札幌市の政策上の「国際戦略」の位置付けは、各部局の国際関連事業を包含し、相互に関

連するものとして位置付けられる。新プランは、各部局の計画の上位計画でも下位計画でも

なく、各部局の個別の事業が統一的で効果的に展開される関連付けを目指すものである。

そのため、現行の国際化推進プランについて、現状においても有効な要素を活かしつつ、

発展させるとともに、総合的・戦略的な要素を加えた改訂を目指す。また、改訂された新プ

ランと短期的かつ具体的な事業によって構成されるアクションプランを策定し、実行力ある

ものにしていく視点が重要となる。

新プランの策定にあたっては、庁内意見と市民意見を集約した上で策定されることが求め

られる。

（２）改訂の方向性 

これまでの現状分析及び現行の国際化推進プランのレビュー、新プランの改訂の考え方を

踏まえ、改訂の方向性として以下のものがあげられる。

①目標の具体化 

・目標を具体的な事業等に落とし込み、取り組み内容を明確化する。

・そのためにアクションプランの策定が必要である。

②ロードマップの明確化 

・大きな理念・目標に対して、個別の事業が連動していない。

・また、施策間の関係性が見えないので、ロードマップが必要である。

・ロードマップの進捗を確認するためには、評価が必要である。

③誰が取り組むのか主人公の明確化 

・アクションプランの実現には、担い手の明確が必要である。
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３．札幌市国際化に向けたロードマップ

前述の改訂の方向性を踏まえ、札幌市の国際化に向けたロードマップ案を作成すると次頁

のようになる。下記にポイントを整理する。

（１）基本理念の理念の継承 

現行プランの基本理念「グローバル・パートナーシップが魅力と活力を生み出す世界都市

さっぽろ ～世界を結び、共に創る「共創」のまちづくり～」は、今の時代にも通用する理

念と考える。国際化や多文化共生が目指す姿としては、様々な視点が交わることで「新しい

価値の創造」を図ることである。

（２）契機→交流→創造→発信→契機の循環 

現行プランでは、交流→創造→発信→交流という循環が想定されており、発展していくイ

メージが描かれている。この流れに、「契機（きっかけづくり）」を加えることで、実際の施

策実施の様子を明確に表すと考える。現在、札幌市で行われている各部局の施策の多くは、

この「契機（きっかけづくり）」に含まれる。

（３）ステップを上げるための仕組みづくり 

現行プランでは、「交流」をきっかけとすれば自然と「創造」につながっていくという循

環が想定されているが、実際には「契機から交流」「交流から創造」など、次の段階になる

ためには越えなければならない課題も多く、交流すれば自然と創造につながるものではない。

札幌市の施策に求められることは、「共に創るまちづくり」という最終的な目標に向かう

道筋を想定しながら、市民の力を引き出すための側面的な支援ができる仕組みを作り上げる

ことであると考える。

（４）流れに応じた５つの分野 

「札幌を知ってもらう／きてもらう」ということを目標とした「契機（きっかけづくり）」

の段階は、広い意味で捉えた場合観光分野であるといえる。これまで、狭義の観光や経済、

姉妹都市交流など様々な取組が行われてきたところである。他の市町村では、まず「知って

もらう」ために施策を数多く実施しているが、SWOT分析からわかるようにこの部分は札

幌の強みといえる。

一方で、契機（きっかけづくり）から発展させて、交流そして創造につなげていかなけれ

ばならない分野としては、経済分野、国際貢献、都市文化、生活環境などがある。これまで

の取組として行われてきた部分もあるが、戦略的に位置付けられ実施されてきた事業は少な

い。
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図表 9-2 札幌市の国際化に向けたロードマップ 

観光 

分野 

国際 

貢献 

都市 

文化 

生活 

環境

経済 

分野 

札幌を知ってもらう／来てもらう（※注） 

モノや技術を 
やりとりする 

グローバル・パートナーシップが魅力と活力を生み出す世界都市さっぽろ ～世界を結び、共に創る「共創」のまちづくり～ 

国際共同事業を 
立ち上げる 

既存スキームの中で 
技術協力する 

パートナーシップ型での 
国際貢献を行う 

外国人市民が 
周りとつながる 

多文化共生社会が 
実現する 

イベントを通じて 
ふれあう 

コラボレーションにより 
新たな文化を生み出す 

札幌市に 

外国人が住む 

○契機から交流につなげるための課題

・企業の意識が薄い 

→テスト販売事業の拡大 など

・人材がいない 

→留学生の活用・マッチング事業 など

・物流が脆弱 

→地域商社の設置 など

国際競争力の創出・強化 国際社会での役割と責任 まちの魅力や活力の創出 新しい文化や価値の創造 

○交流から創造につなげるための課題
・共通のテーマづくり 

→PTA 活動などへの橋渡し など

・ともに行動できる環境づくり 
→子どもによる日本語学習支援 など

・異文化理解を深める 

→多文化共生の市民組織 など創造 

交流 

契機 

○契機から交流につなげるための課題

・相談相手がいない、集まる拠点がない

→国際プラザの機能強化 など

・きっかけがない 

→建設部冬みち事業などの活用 など

→イベント活用 など

・日本側の意識が薄い 

→多文化共生会議の実施と発信 など

○契機につなげるための課題 

・必要な情報がわからない 
→市政の情報提供

→相談員の設置 など

・住む場所がみつからない 
→住宅情報データベース など

・働く場所がない 

→経済分野との連携 など

○契機から交流につなげるための課題

・定期イベントの開催 

→PMF、ミュンヘン・クリスマス市、札幌

国際短編映画祭、国際スキーマラソン

・市民団体の育成 

→イベント主催団体と交流団体の連携

 など

○交流から創造につなげるための課題
・コラボレーションの仕掛けづくり 

→PMF ワークショップ事業、札幌市立大

学の有効活用 など
・新たな作品・文化を活かす方策 

→作品発表の機会の創出 など

・多様な人材が暮らせる仕組み 

→シティプロモートとの連携 など

○交流から創造につなげるための課題
・双方向による意見交換の場づくり 

・ニーズの詳細の理解促進 

→冬の都市市長会の戦略的利用 など
・多様な主体を巻き込む動き 

→地域企業、市民組織、在住外国人な
どへの協力方策検討 など

○契機から交流につなげるための課題

・札幌の持つ強みが伝わっていない 

→環境技術に関する情報発信 など

・受入体制を整える 

→JICA 札幌、札幌市立大学 など

・技術協力の意義を市民へ認知 

→技術協力の事例集作成 など

○交流から創造につなげるための課題
・企業間の信頼関係の醸成 

→モデル事業に対する支援 など

・詳細な情報の収集 
→外国事務所の有効活用 など

・マネジャー級の人材育成が必要 
→企業人材育成・マッチング など

●経済からのアプローチ 
→国際展示会への参加

→シティプロモーションの実施

●観光からのアプローチ 
→国際見本市への参加

→アジアへの PR 事業

→MICE の誘致活動

●都市間交流からのアプローチ 
→姉妹都市交流

→冬の都市市長会

●文化からのアプローチ 
→国際イベントの実施

→YOSAKOI ソーランの海外公演

国際戦略の策定 

ま
ち
の
魅
力
の
発
信

（※注）他の市町村はこの段階で苦労しているが、札幌市の場
合、イメージ、ネームバリューがすでにあることが強み 

青文字…現在既に実施されている取組や事業 

赤文字…今後、課題解決のために検討が必要とされる取組や事業 

国際化の成熟

に向けた 

ステップアップ
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４．国際都市ネットワークの戦略的あり方（案）

国際化に向けたロードマップを踏まえ、札幌市における国際都市ネットワークの戦略的

あり方を検討する。

（１）国際都市ネットワークの現状 

現在、札幌市は「世界冬の都市市長会」の事務局として取り組みを進めているところで

ある。世界冬の都市市長会は、「冬は資源であり、財産である」というスローガンのもと、

世界の北方の都市が集まり冬の技術や経験を学びあうネットワークである。

新潟市が主催する日ロ沿岸市長会や北九州市・下関市が主催する東アジア経済交流推進

機構などが地域経済発展を目的とするネットワークとは異なり、地域の共有の課題を解決

することに主眼が置かれている。ただし、テーマが広く、課題解決に直結していないとい

う意見もある。

図表 9-3 政令指定都市が主催する国際都市ネットワークの状況

名称
世界冬の

都市市長会

日ロ沿岸

市長会

アジア

太平洋都市
サミット

東アジア

経済交流
推進機構

アジア太平洋

都市間協力

ネットワーク
（CITY NET）

タイプ
課題解決型

（？）

地域経済

発展型

課題解決型

（？）

地域経済

発展型
課題解決型

主催

（事務局）
札幌市 新潟市 福岡市

北九州市

下関市
横浜市

会議開催場所 輪番制 輪番制 輪番制 輪番制 輪番制

参加自治体数 10カ国 19 都市 2 カ国 34 都市 12 か国 19 都市 3 か国 10 都市
正会員 75 
準会員 43 

分科会 環境 官民合同事業 特になし
ものづくり
物流

温暖化対策

インフラ
防災

ミレニアム

開発目標

活動資金
会費
札幌市予算

会費
新潟市予算

定期徴収なし
会費＋事務局
負担

会費

横浜市予算
国連の補助金

その他
研究組織が

仲介
緩やかな組織

民間主導で

目標が具体的

事務局が

韓国へ

※「課題解決型（？）」は、テーマが広く課題解決に直結していない面があることを示す。
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図表 9-4 主な海外の国際都市ネットワークの状況

世界大都市圏

協会

都市・自治体

連合

ユーロ

シティーズ

北東アジア
地域自治体

連合会

フィンランド
・ロシア近隣

地域協力事業

タイプ
テーマ別

課題解決型
総合交流型 課題解決型

地域経済

発展型

地域経済

発展型

主催者（事務

局）
バルセロナ バルセロナ ブリュッセル 慶尚北道

フィンランド

（外務省）

会議開催場所 輪番制 輪番制 輪番制 輪番制 なし

参加自治体数
119 
（2010年 8 月）

1,000 を超える

市と地域
140 70 

（2010年10月）
なし

分科会
5 つ 9 地域セク

ション

7 つの地域セク

ション＋大都

市セクション

･文化
･経済発展

･環境

･知識社会
･機動力

･社会問題

11 －

活動資金 会費 会費 会費 会費 国家財源

その他 － － － － －
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（２）世界冬の都市市長会の課題と対応策 

札幌市の世界冬の都市市長会の課題としては、①会議の議論や活動が活発とは言えない、

②会議に参加する都市が固定化している、③会議主催を希望する都市が少ない、④市の他

の国際事業との連携が少ない、⑤札幌市民における認知度が低い、などがあげられる。課

題に対する要因を整理し、解決策の案を示したものが下表である。

図表 9-5 世界冬の都市市長会の課題と解決策案

課題 要因 解決策案

会議の議論や

活動が活発とは
言えない

活動趣旨が絞り込めて

いない

・10 年単位などでテーマを作る。活動期限を設ける

・スローガンがわかりづらいので、明確にする

（防災等をテーマにすると、スローガンに違和感）

会議に参加する

都市が固定化

活動の目標設定がない

（環境分科会はあり）

・到達目標を設置する

参加都市の立場が違う ・参加条件の見直し、分科会活動を積極的に行う

テーマに関心が低い ・共通の関心テーマに絞り込む

開催場所が不便 ・2 回に一度を札幌で開催するなどの工夫

会議主催を希望
する都市が少な

い

会議主催するメリットが
少ない

・会議の知名度を上げる

・参加者を増やすイベントと連携

地域経済活性化等、自治体

以外への波及効果がない。

・民間の経済活性化プロジェクトと連携

・「北の技術大賞の授与等学術関係者の関心を呼ぶ

市の他の国際

事業との連携が

少ない

他の部署の事業の方向性と

調整されていない。

・各部署にも担当者を置き、その部署の活動を国際

会議でフィードバックすることを義務付ける

札幌市全体の事業への

役割が明確でない

・国際戦略における世界冬の都市市長会の位置づけを

明確にする。国際機関誘致など目標の１ステップと

位置づける

札幌市民に
おける認知度が

低い

札幌での開催が少ない ・2 回に一度、札幌で開催するなど札幌をメッカとする

マスコミの露出が少ない ・賞をつくる、文化、スポーツ等のイベントと連携

産業界の関心が低い ・経済イベントなどと連携、内外の企業を呼ぶ

・運営体制に市民を入れる

         →全体でなくプロジェクト毎

国際的な位置づけがない ・国際機関を後ろ盾としたプロジェクトを作る

・国際機関誘致の一環として事業を展開する
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（３）世界冬の都市市長会（リニューアルイメージ） 

(2)で整理した解決策案を踏まえ、世界冬の都市市長会のリニューアルを検討した場合の

アイデアを下表にまとめる。

札幌市が事務局を行っている冬の都市市長会を、「札幌市の国際拠点化」を図る上で戦略

的に利用することを念頭に置くと、活動目標の設定や隔年での札幌開催などのリニューア

ル案が浮かびあがる。

また、PR では、民間企業との連携で表彰などを行い、広報を進める方法も検討できる。

図表 9-6 世界冬の都市市長会のリニューアルイメージ

区分 内容 改訂ポイント

スローガン 「冬は資源であり、財産である」

・自然の脅威を克服する安心な生活（防災）

・冬に新たな賑わいをつくる（観光振興）

・雪、低温を利用にした新しい生活（環境）

・冬の生活を支える技術革新（経済）

分かりにくいために、サブタイト

ルを作る

サブタイトルそれぞれに庁内担当
部署が主催する

札幌市国際

戦略における
位置づけ

本会議を札幌国際拠点化の手段とする 会議開催が目的とならないように
留意する

目標設定

(10 年で実現) 
・防災：防災技術データベース（200 件）

    国際協力モデル 5 件

・観光振興：冬季観光入込数 20％アップ

・環境（CO2）：削減係数を参加市ごとに設定

・経済：特許 10 件の応援

具体的な活動目標をたて、

その成果を毎年記者発表する

事業内容 ・メイン会議

・部門別会議

・官民合同会議

参加市は関心のあるテーマを

選択して、それの運営委員となる

付随する事業(1)
国際
プロジェクト

国際機関と連携した事業を実施（環境、防災） 予算確保、認知度アップのため

付随する事業(2)
大賞権威づけ※

①北の都市大賞（技術）

②冬のメディア賞（映画、テレビ、文学表彰）

③地域賞

①は技術革新を目標

②はフィルムコミッションＰＲ

③頑張っている地域活動を評価

付随する事業(3)
併設事業

寒冷地技術展等(企業参加型) ・内外企業の関心を高める

付随する事業(4)
スポーツ

札幌国際スキーマラソン等との連携 ・認知度アップを図る

会議開催 隔年札幌で他の都市で開催 ・札幌の国際拠点化を目指す

※には、協賛企業を募る。例えば、①は経済産業局と連携、②は企業との連携（例：石屋製菓、ロイズ等）、

③市内町内会支援とかのイメージが考えられる。
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５．姉妹都市交流の戦略的あり方（案）

国際化に向けたロードマップを踏まえ、札幌市における今後の姉妹都市交流の戦略的あ

り方を検討する。

（１）姉妹都市交流の課題と対応策 

札幌市の姉妹都市交流の課題としては、①姉妹都市交流のメリットが不明確、②札幌市

民における認知度が低い、③庁内での相乗効果がない、などがあげられる。課題に対する

要因を整理し、解決策の案を示したものが下表である。

図表 9-7 姉妹都市交流の課題と解決策案

課題 要因 解決策案

姉妹都市交流の

メリットが不明
確

活動趣旨が絞り込めていな

い

・10 年単位などで重点交流テーマを絞る。

・国際交流を主とした団体だけでなく、重点テーマに

取り組む団体も巻き込む。

将来的な成果を期待して交

流を始めたわけではない

・姉妹都市は継続しつつも、経済、国際貢献、文化な

ど分野別のターゲットとなる都市と期間限定での交流
事業を進める。

札幌市民におけ

る認知度が低い

PR する場面が不足している ・ミュンヘン・クリスマス市のような自立型イベント

の実施を増やす。

市民、市民活動団体、企業と

の連携・協働が十分でない

・都市によっては、交流事業の窓口を市民に移すなど

市民主体の活動に移す。

庁内での相乗効

果がない

姉妹都市への意識が薄い ・テーマ別交流の位置付けを明確にし、関係する部署

との連携を図る。
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ノボシビルスク

ポートランド
ミュンヘン瀋陽

大田広域市

（２）姉妹都市交流（リニューアルイメージ） 

姉妹都市交流については、各都市との協議を進める中で、ある一定の期間を区切りなが

らテーマを決め、具体的な目標を立てて事業を進めていく必要がある。その際、すべての

分野を網羅するのではなく、分野に濃淡をつけながら進めることが重要である。これまで

の交流実績を踏まえロードマップに各都市を位置付けると下図のようになる。

例えば、大田広域市では、MICE 誘致の協力関係が構築されているため、まずは観光・

MICE 分野に重点を置き、「5 年以内に大田広域市と札幌市それぞれの都市で開催する国際

会議の案件形成を○件以上成立させる」といった目標を立てるなどの方策が考えられる。

また、環境分野での交流が盛んになっているミュンヘン市とは、共同での国際貢献活動実

施などが考えられる。

また、姉妹都市以外に関しても、テーマが合う都市との期間限定、テーマ限定の都市交

流も検討する必要がある。その際、例えば、新潟、ハバロフスク、ハルビンが行っている

ような 3 カ国連携などは効果が増加すると考えられる。

図表 9-8 姉妹都市の交流イメージ（ポジショニング）


