
71

G20観光大臣会合開催の記録 【北海道・倶知安発信（地域PR）】

令和元年（2019年）10月25日、26日、観光庁がニセコHANAZONOリゾート308棟に設置した展示ブースに

「北海道PRブース」を出展した。テーマを「世界に誇る北海道観光コンテンツの発信」とし、“観光”、“食”、“ポップカル

チャー”の三つの分野と“アイヌ文化”について、各国代表団や報道関係者に発信・PRを行った。

観光分野では、平成20年（2008年）の主要国首脳会議の開催地である洞爺湖や本道を代表する観光地である

美瑛の景色を表したポスターをはじめ、道内各地の魅力を掲載したパンフレットや動画により、北海道の雄大で美し

い自然や観光地の素晴らしさをPRした。

食分野では、観光客にも人気の銘菓と地元産の飲み物を用意し、訪れた方々に試飲食していただきながら、安心

安全でおいしい北海道の食について紹介した。

ポップカルチャー分野では、さっぽろ雪まつりから生まれた北海道を応援するキャラクター「雪ミク」を取り上げ、

北海道の自然や文化、スポーツなどを素材とした雪ミク衣装を通じ北海道の魅力をPRしたほか、3Dホログラムによ

る実際のライブ映像を配信し、本道が生んだ映像文化について発信した。

アイヌ分野では、内閣官房アイヌ総合政策室と協力し、アイヌの伝統的生活を描いた絵画パネルや工芸品、民族衣

装を展示したほか、令和2年（2020年）4月にオープンするアイヌをテーマとした日本初の国立博物館「民族共生象

徴空間」（愛称「ウポポイ」）のPRを行った。

26日午後には、観光庁の企画により、各国代表団や報道関係者が各展示ブースを見学する「展示ツアー」が実施

された。

各国代表団の展示ツアーでは、多くの取材がなされる中、鈴木北海道知事、村田北海道議会議長が展示品の説

明を行ったほか、北海道銘菓の試飲食やアイヌ民族衣装の試着体験など、北海道の魅力に直接触れていただける機

会を設けることで、各国代表団はじめ多くの方々に積極的に本道をPRした。

6 北海道・倶知安発信（地域 PR）北海道・倶知安発信（地域 PR）北海道・倶知安発信（地域 PR）

（1） 情報・PRブースの設置

鈴木北海道知事と

村田北海道議会議長による説明

北海道銘菓の試飲食 アイヌ民族衣装の試着
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令和元年（2019年）5月25日、北海道観光振興機構の協力のもと、来道された各国政府関係者に対して、小樽市

内の地元酒蔵の視察や人力車乗車体験をはじめ、北海道の政治、経済、文化の中心である札幌市内観光、巨大なカ

ルデラ湖である洞爺湖の見学、アイヌの歴史や文化を紹介する民族共生象徴空間（ウポポイ）建設予定地の視察な

どを行い、北海道の魅力を感じていただいた。

❶ 高級実務者級会合

（2） エクスカーション

田中酒造視察 人力車乗車体験

登別地獄谷視察 民族共生象徴空間（ウポポイ）視察

Ⅰ 小樽・札幌コース　

   参加者：イギリス1名・トルコ2名

市町村 行　程時　間

12：00-13：00

13：10-14：30

15：30-15：50

小樽市

小樽市

札幌市

昼食（銀鱗荘）

小樽市内観光（田中酒造・人力車乗車体験）

札幌市内観光（時計台・赤れんが庁舎・大通公園）

Ⅱ 洞爺・白老コース

   参加者：ドイツ1名・EU3名・フランス1名

市町村 行　程時　間

11：30-13：00

13：40-14：00

15：00-15：10

15：40-16：10

真狩村

洞爺湖町

登別市

白老町

昼食（マッカリーナ）

洞爺湖・サイロ展望台視察

登別地獄谷視察

民族共生象徴空間（ウポポイ）建設予定地視察
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大臣会合前日の令和元年（2019年）10月25日には、北海道観光振興機構の協力のもと、各国政府関係者に対し

て、後志の地元酒造や牧場の視察をはじめ、座禅体験、地元高校生との交流などを行い、後志管内の自然や食、歴史

や文化に触れあう地域との交流プログラムを提供した。

また、会合終了の翌日の10月２7日には、小樽市の地元酒造や千歳市のサケのふるさと千歳水族館の視察をはじ

め、長沼町での和菓子作り体験、定山渓温泉での足湯体験、増毛町のふるさと歴史通り散策などを行い、北海道の

魅力を体感していただいた。

❷ 大臣会合

トワ・ヴェールにて手作り食品の試食 ヴィラルピシアにて昼食

鰊御殿とまり見学 座禅体験

市町村 行　程時　間

14：40-15：10

15：30-16：10

泊村

神恵内村

鰊御殿とまり見学

座禅体験（天龍寺）

Ⅱ 漁業の歴史と座禅体験コース

　参加者：スイス1名

市町村 行　程時　間

10：10-10：30

10：30-11：00

12：00-12：50

黒松内町

黒松内町

倶知安町

牧場見学（株式会社TOMONIゆめ牧舎）

特産手作り食品の試食（トワ・ヴェール）

昼食（レストラン＆デリ ヴィラルピシア）

Ⅰ 後志の自然と食コース　

　参加者:アルゼンチン1名･中国4名･ドイツ1名・シンガポール1名・インド2名

地域交流エクスカーション　10月25日
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二世古酒造見学 ニセコ高校生と交流

トンコリ演奏視聴 和菓子作り体験・試食

Ⅲ 地元酒造と観光体験コース　

　 参加者：EU1名

市町村 行　程時　間

14：10-14：40

15：00-16：00

16：10-16：40

倶知安町

ニセコ町

ニセコ町

酒造見学・試飲（二世古酒造）

ニセコ高校生と交流（NISEKO BASE CAFE）

牧場・ミルク工房見学（ニセコ髙橋牧場）

Ⅳ 地元酒造とアイヌ体験コース

　 参加者：カナダ2名・イギリス3名

市町村 行　程時　間

10：15-10：50

11：35-12：30

13：30-14：30

14：30-16：30

17：10

小樽市

石狩市

長沼町

長沼町

千歳市

酒造見学・試飲（田中酒造）

昼食（金大亭）

アイヌ伝統楽器トンコリ型ネックレス作り体験とトンコリ演奏視聴

和菓子作り体験・試食

新千歳空港

地域連携型エクスカーション　10月27日



75

G20観光大臣会合開催の記録 【北海道・倶知安発信（地域PR）】

足湯体験 サッポロビール園にてビール飲み比べ

「石狩」あいろーど厚田で北前船展示を見学 ふるさと歴史通り散策

Ⅴ 札幌の自然・アイヌ・ビールコース　

　 参加者：アルゼンチン2名・メキシコ2名・オランダ2名・WTTC1名

市町村 行　程時　間

10：15-11：00

11：20-12：10

13：00-14：00

14：00-15：00

16：00-16：50

17：10

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

千歳市

千歳市

足湯体験（心の里定山）

アイヌ文化交流センター（サッポロピリカコタン）見学

昼食（サッポロビール園）

サッポロビール園見学

サーモンパーク千歳／サケのふるさと千歳水族館見学

新千歳空港

Ⅵ 日本海の食と歴史コース

　 参加者：EU1名

市町村 行　程時　間

11：10-11：30

12：40-13：30

13：30-15：30

17：30

石狩市

増毛町

増毛町

東神楽町

道の駅見学（「石狩」あいろーど厚田）

昼食（寿司まつくら）

ふるさと歴史通り散策（増毛駅、国稀酒造など）

旭川空港
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令和元年（2019年）6月27日発行の「The Japan Times G20大阪サミット特集号」にあわせ、北海道観光やG20観

光大臣会合開催地域の魅力を発信する広告を掲載した。

広告の内容に加え、北海道が誇る文化に関する特集記事を別刷（1,000部）し、各国代表団向けのウェルカムギフト

の一つとして配布した。

（3） 英字新聞への特集掲載

後志20市町村をはじめとする北海道が誇る食の魅力を発信する取組として、令和元年（2019年）9月から10月

にかけて計3回（延べ10日間）にわたり、倶知安町及びニセコ町で食のフェアを開催した。

第1弾は、ニセコで人気のレストランが参加して自慢のメニューを提供する味覚の祭典「ニセコオータムフードフェ

スティバル」と合同で、ひらふ交差点横の広場において開催し、後志管内20市町村の特産品やニセコ地域の生鮮野

菜を販売した。

第2弾は、北海道各地の味覚を「ニセコ髙橋牧場」に集結させ、美味しい料理と美しい自然を堪能いただくイベント

として開催した。

第3弾は、大臣会合の地元主催歓迎レセプションと同じヒルトンニセコビレッジに北海道・羊蹄が育んだ食品を集

め、レセプション会場に向かう各国代表団やプレスツアーに参加した報道関係者にも立ち寄っていただき、後志地域

の優れた製品を販売した。

（4） 食の PRイベント「まるしぇ２０」

G20大阪サミット特集号に掲載した広告 別刷した特集記事

令和元年（2019年）9月12日～15日

倶知安町ひらふ交差点横（倶知安町字山田）

日　　程

会　　場

[第1弾]
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特産品、生鮮野菜の販売

海外メディアによる取材

開催告知のリーフレット

イベント会場
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開催告知のリーフレット

イベント会場

令和元年（2019年）10月4日～6日

ニセコ髙橋牧場（ニセコ町曽我888の1）

日　　程

場　　所

[第2弾]
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会場案内看板 環境保全を意識した段ボールのごみ箱撮影フォトパネルの設置

イベント会場

出店ブース

採れたて野菜の先着プレゼント お楽しみ抽選会
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開催告知のリーフレット

開催告知のリーフレット
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一般来場者へのPR プレスツアー参加者へのPR

レセプション会場へ向かう各国代表団へのPR

所在地 主な販売商品出店者名

ベーカリーサンライズ

共和町本間製菓

小樽飯櫃

野澤商店

マルコウ福原伸幸商店

寿都湾元祖 かき小屋

SHIRIBESHIカフェ

SHIRIBESHIマルシェ

おおぞら三昧

あづま成吉思汗本舗

北海道ハーベスト江差

道の駅びふか

中標津しいたけ想いの茸

豚丼の芽室仕出し

岩内町

共和町

小樽市

岩内町

余市町

寿都町

－

－

大空町

厚真町

江差町

美深町

中標津町

芽室町

北海道極上角食パン

雷電だんご

たこザンギ

珍味かずのこ三味

余市流鰊の肴～にしんジャーキー～

海鮮G20セット

グラスワイン、瓶ビール

後志特産・名産品各種

しじ美醤油

塩コロジンギスカン

道南産蝦夷あわび焼き

くりじゃがコロッケ

大判椎茸チーズ焼き

特上十勝豚丼

【出店者一覧】

令和元年（2019年）10月25日～27日

ヒルトンニセコビレッジ（ニセコ町東山温泉）

日　　程

場　　所

[第3弾]
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開催告知のリーフレット

主な販売商品出店者名

株式会社本間松藏商店

ベジタブルワークス株式会社

株式会社ショクレン北海道

有限会社湧水の里

一般社団法人きもべつ観光協会

ニセコフードコミッション企業組合

株式会社髙橋牧場

株式会社セイコーフレッシュフーズ

特別栽培チルドじゃが、倶知安じゃが五四〇

ブロッコリー、北海道のとうもろこし、雪下人参ジュース

北海道米ななつぼし／ゆめぴりか、やわらか玄米

玄人衆「豆乳と酒粕のティラミス」抹茶、スモークとうふ、豆乳ブレッド

元気応援！つぶつぶコーンスープ／アスパラスープ、アスパラガスピクルス

幻の発芽黒千石大豆、鑑定米の発芽三昧合鴨農法ゆめぴりか・黒千石・

ミスニセコ大豆、GFおいしいNisekoじゃぱん白米プレーン

ニセコのむヨーグルト、曽我（チーズ）

京極の名水、名水珈琲ライト、名水珈琲ゼリー羊蹄型無糖

【出店者一覧】
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炉ばたにせこ浪花亭、本間松藏商店によるアピール

昼食会での弁当の提供倶知安じゃがいも弁当の内容

令和元年（2019年）10月26日に、ニセコHANAZONOリゾートのSHOW SUITE棟で実施された随行員昼食会にお

いて、倶知安町内の飲食店経営者等（炉ばたにせこ浪花亭、本間松藏商店など）が、G20観光大臣会合開催を契機に立

ち上げた「“私たちのまち弁”プロジェクト」として企画・制作した『倶知安じゃがいも弁当』を提供し、倶知安町や近郊地

域産食材の魅力を各国参加者へアピールした。

（5） “私たちのまち弁”プロジェクト

後志地域の食や観光などの魅力を国内外へ発信し、後志の知名度向上を図るため、管内20市町村には

G20観光大臣会合実行委員会が実施する取組に積極的に参画いただいた。エクスカーションでは、コース設定の

ための候補地を推薦いただいた。また、歓迎レセプションでは、「らいでんメロン（共和町提供）」、「シャインマスカット

（仁木町提供）」、「共和町クレイル社のカマンベールチーズ（共和町提供）」など、後志が誇る食材を提供いただくと

ともに、20市町村のPRブースを設置し、後志地域の食と観光のPRを行った。

◆ 後志管内の食・観光のPR

＜トピックス＞
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令和元年（2019年）10月27日から30日まで、JNTO（日本政府観光局）が主催する海外メディア向けファムトリップ

と連携し、G20観光大臣会合開催地の後志管内を中心に北海道をPRした。実行委員会では、レセプションで海外メディ

アを歓迎するとともに、ヒルトンニセコビレッジで開催されていた食のPRイベント「まるしぇ20」（第３弾）や大臣会合会

場の視察のほか、後志管内の観光地等を案内した。なお、参加者へのウェルカムギフトとして、岩内町の老舗縫製企業

「村本テント」のトートバッグ及び倶知安町「二世古酒造」のミニチュア菰樽（国分北海道株式会社提供）を贈呈した。参

加者の方々には、Facebook等のSNSから、後志の魅力を世界へ発信していただいた。

（6） プレスツアー

G20観光大臣会合会場視察 NIKI Hills Winery視察

ウエルカムレセプション まるしぇ20（第3弾）視察

事 業 名

主　　催

協　　力

参 加 者

ツアー内容

VISIT JAPAN トラベル＆MICE マート 2019メディアファムトリップ

JNTO（日本政府観光局）

G20観光大臣会合実行委員会、北海道（観光局）、北海道観光振興機構

海外メディア・旅行会社、ガイド、JNTO職員、通訳案内士　26名

○日　程　令和元年（2019年）10月27日～10月30日（3泊4日）

○主な取材対象

　・民族共生象徴空間（ウポポイ）

　・露天風呂取材（ホテル甘露の森）

　・ニセコ髙橋牧場

　・G20観光大臣会合会場（ニセコHANAZONOリゾート）      

　・NIKI Hills Winery

　・田中酒造亀甲蔵・小樽市内観光体験

　・大倉山ジャンプ競技場・北海道大学イチョウ並木


