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第 1章 はじめに

私たち 2016年度観光開発講座選択者は，今年度，「ボーダーツーリズムを考える」ということ
を年間テーマに掲げ，2016年 8月 19日（金）～21日（日）の 2泊 3日で稚内研修を，9月 28
日（水）～10月 1日の 3泊 4日でサハリン研修を行った。（サハリン研修は選抜組で行ってき
た）

実際に自分達が見ず知らずの土地を「観光客としての視点」を持ち，五感を使って現地調査を

行い，現地で働く様々な方にインタビュー調査を実施し，稚内観光を・サハリン観光を，「もっと

こうしたら観光地として素晴らしくなるのでは」といった「観光プランニング」を行い，私たち

なりの改善点を見つけ，さらに考察を行った。

私，中村は，調査の中で，道の駅の中にあるお土産店，さらに海の駅という施設の中にある駄

菓子屋等にインタビューを行った。インタビューを通して率直に感じたことは，稚内の観光地で

働く人は，あまり「観光」それ自体に興味がなく，観光客をより多く呼ぶという面ではあまり積

極的ではないように感じられた。たとえば研修の中でかの有名な宗谷岬に訪れた際，周辺にある

土産店の奥に，流氷館と呼ばれるマイナス 20度が体感できる部屋があった。私たちは一観光客の
立場で実際に流氷館に入りその寒さを体感し楽しんだが，ここで私たちは，「どうしてもっと大き

な看板をお店の前や入り口に置かないのだろうか」と言ったPR面に関する疑問を抱いた。そも
そも流氷館がある場所が，店舗の一番奥の気づきにくい場所にあること，さらに看板が小さくて

分かりにくいという状況を見て，これが観光客がまばらであった原因だと考えた。北海道に住ん

でいて，寒さにはある程度慣れている私達慶祥高校生でも十分に興味を持ち楽しむことができる

空間であるため，外国人観光客や道外観光客であれば，より喜びも大きく，楽しめる施設なので

はないかと考えた。

その他，「ボーダーツーリズム」に詳しい，稚内市建設産業部サハリン課の中川 善博主査や北

都観光株式会社の米田 正博氏の講演を受け，稚内市とサハリンの関連や，サハリンという土地

の魅力，ビザに関わる制度やサハリン観光の詳細について学ぶことができた。今回の稚内市訪問

では稚内市長工藤 広氏にお会いすることができ，私たちは表敬訪問も行った。工藤市長は，稚

内市の歴史やサハリンとの交流の歴史についてなどをお話してくださり，大変貴重な時間となっ

た。

9月末にはサハリン遠征隊を組織し, 7名の生徒（観光開発講座からは 5名）がユジノサハリン
スク，コルサコフを訪れ，稚内とサハリンという 2つの場所をつなぐ，「ボーダーツーリズム」を
考える現地調査を行った。遠征隊は稚内研修で収集した情報と成果を元に，北海道とサハリンを

どう繋ぎ，どのような形でサハリンの魅力を発信してゆくか，観光プランニングを行ってきた。

（私，中村は「後方支援隊」のためサハリン研修には参加していません…。詳しくは本報告書の
第 4章をご覧ください。）
今回の 2つの研修では，普段の学校の授業では学びきれないことや体験を直接でき，私たちに
とって濃い 2泊 3日（3泊 4日）になった。今後もボーダーツーリズムを学ぶ際や，個人観光に
行く際に，これらの研修を通じて学んだ，「地域を見る方法と視点」や調査方法を生かしてゆきた

いと思う。

（2016年度観光開発講座 リーダー 中村 百音）
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第 2章 稚内研修報告
1. 稚内市基本情報

(1)自然環境
面積は 761.49k㎡で日本最北端に位置する。宗谷海峡に面し，海峡をはさんで東はオホ
ーツク海，西は日本海。宗谷岬からわずか 43kmの地にサハリン（旧樺太）があり，ロシ
ア連邦サハリン州をはじめとする北方圏諸国への玄関口としても知られている。地名の

「わっかない」はアイヌ語の「ヤム・ワッカ・ナイ」（冷たい水の出る沢）が語源であ

る。

図 1. 稚内市の位置（稚内ブランドHPより）

表 1. 稚内市の気候（2016年）

月
降水量

(mm) 

気温(℃) 
日照時間(h) 降雪(cm) 最深積雪(cm)

平均 最高 最低

1 118.5 -5.2 1.7 -10.4 23 155 66
2 115.5 -4.7 6.2 -10.9 34.2 165 60
3 40 0.5 12.8 -8.2 142.8 33 48
4 82.5 4.3 12.5 -1.4 150 6 2
5 41.5 11.4 22.7 1.4 245.4 -- --
6 146 12.5 24.6 5 162.8 -- --
7 154 17.4 25.4 8.5 164.1 -- --
8 112 21.6 28.6 14.3 170.1 -- --
9 316 16.6 22.1 9.3 153.6 -- --

10 132.5 9.5 21.9 -0.4 92.1 15 14
11 129.5 0.1 9.7 -10.8 25.8 92 34
12 34.5 -2.6 9 -8.7 37.2 77 17

（気象庁HPより作成）
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表 2. 季節ごとの稚内の特色
【春】3~5月

4月下旬には最高気温が 10℃をこえるよ
うになるため，5月に入るとエゾノリュウ
キンカなどの春の花が咲き始める。また，

中旬には桜が満開になる季節であるため各

地から観光客が訪れる。

【夏】6~8月
夏は短く，風が強くなるため高山植物が多

く咲く。それに伴い，本格的な観光シーズン

になる。また，平均最高気温が 30℃をこえる
ことがほとんど無い。そのため，避暑地とし

ても有名である。

【秋】9~11月
雷が一年の中で最も多くなる頃であり，

雨の降る日も多くなる。

また，11月からは冬季スポーツとしてカー
リング場がオープンされる。

【冬】12~2月
元旦の宗谷岬では，初日の出を迎えるイベ

ント「初日の出 inてっぺん」が行われる。
また，この時期はスキー場もオープンしてい

たり，国内最大規模の犬ぞりレースも行われ

たりして，にぎわっている。

 稚内市の平均気温は 7度前後で，最高気温は 22～28度，最低気温はマイナス 10度～
14度となっている。また，ロシア・アムール川に距離的にも近いことから，冬になると
宗谷岬付近の海には，流氷が接岸することもある。

同市は，「水産」・「酪農」・「観光」を基幹産業とする宗谷地方の行政・経済の中心地と

なっている。

<水産> 
漁場の宗谷海峡は暖流と寒流が入り混じっているため，ナマコ，毛ガニ，マガレイなど

の魚介類の好漁場となっている。また，利尻昆布は道内トップクラスの水揚げを誇ってい

る。さらに，ウニの種苗育成などの資源の保護も行っている。

 <酪農> 
広大な行政面積を持つ，宗谷地方の豊かな自然が育んだ農畜産物や海産物を「稚内ブラ

ンド」として認定し，「食」の※1ブランド化を推進することで地域経済や産業の活性化を

図っている。近年，野菜に特化した生産組合が結成され，名産のブランドだった「勇

知イモ」が復活するなど，より地域に密着したかたちの畑作も注目されている。

<観光> 
 稚内・サハリン間の定期航路開設と，経済・文化交流の促進のため，昭和 47 年（1972
年）9 月，ソ連友好親善使節団がサハリン州ネべリスク市を訪問。ネべリスクと友好関係
を築けたことをきっかけにサハリン観光ツアーが実現した。1988年当時のサハリン州知事
が定期航路を作ろうと提言したことで，北海道とサハリン州の共同ワーキングループがで

き，稚内市はサハリン州との親善交流に力を注ぐ一方，定期航路の開設に向けてチャータ

ー船を使ったサハリンツアーを企画するなどしている。
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＜※1 参考資料＞

（稚内ブランドHPより）
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 (2)人口・都市・歴史
稚内市の人口は，平成 26年 12月末日現在で 36,500人（男 17,915人，女 18,585人）と
となっており，18,375世帯あります。年齢別に見ると，60歳代の割合が最も多く，50歳代，
30歳代，40歳代と続いており，約 3人にひとりが 60歳以上となっている。また，外国人は，
327人が稚内市民として登録されている。 

表 2. 稚内市の人口動態状況（2010～2014年の近 5年間）
年次 世帯数 人口 自然動態 社会動態

総数 男 女 出生 死亡 増減 転入 転出 増減

2010年 18,909 38,857 19,002 19,855 302 390 △88 1,732 2,023 △291

2011年 18,851 38,308 18,723 19,585 293 418 △125 1,470 1,908 △438

2012年 18,676 37,628 18,418 19,210 287 460 △172 1,398 1,911 △513

2013年 18,477 36,914 18,105 18,809 286 476 △191 1,459 1,996 △537

2014年 18,375 36,500 17,915 18,585 266 459 △193 1,516 1,748 △232

表 3. 住民基本台帳法に基づく登録者数（人口）及び世帯数
世帯数 男 性 女 性 計

18,391 17,489人 18,233人 35,722人
（平成 28年 8月末日現在）

表 4. 改正前住民基本台帳法に基づく登録者数（人口）及び世帯数
世帯数 男 性 女 性 計

18,108 17,402人 17,982人 35,384人
（平成 28年 8月末日現在）

※平成 24年 7月 9日の改正により，外国人住民にも住民基本台帳法が適用されることとなった
   稚内市は江戸時代の貞享 2年（1685）に松前藩が，宗谷に藩主直轄の宗谷場所を開設した
のが始まりで，以来，アイヌの人々との交易の場として，また北方警備の要所として栄えて

きた。

明治 12年（1879年）宗谷村に戸長役場がおかれた年を市の開基としている。日露戦争後
の明治 38年（1905年）南樺太が日本の領土となり，さらに大正 12年（1923年） 稚内～
樺太間に定期航路（稚泊航路）が開設されてからは，交通運輸の基地として発展を続け，昭

和 24年には北海道で 14番目となる市制が施行された。
戦後は底引き網漁で栄え，全国的にも有名な漁港になった。1955年当時は，765.74平方メ
ートルの地域に当時の人口 4万 4751人が住む日本最北端の都市になった。1965年までの増
加は稚内における水産加工業の発展に伴って，道南などからの労働者の定着があったことなど

から, 人口は増加し続けた。1951年，稚内の漁業が全国に占める地位は，水揚げ量で第 2位。
水揚げ金額では第 9位であった。現在では『水産』を中心に，『酪農』そして『観光』を三本
柱とし，北海道北部の中核都市という機能も果たしている。昭和 62年（1987年）には，ジェ
ット機による東京直行便が就航したのを始め，大阪・名古屋直行便も就航。平成 7年からは，
サハリンとの定期航路が復活し，「日ロ友好最先端都市」としてサハリン州との交流もさかん

に行われている。
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＜重要事項年表＞

・1635年 松前藩が宗谷に滞在する
・1685年 松前藩が宗谷を開設する
・1859年 宗谷が秋田藩の領となる（抜海，野寒布市は幕府直轄）
・1869年 宗谷が開拓使となる
・1870年 宗谷が金沢藩の領となる
・1872年 宗谷支庁が設置される
・1873年 宗谷支庁が廃止され留萌支庁の管轄となる
・1875年 留萌市長を廃止し札幌本庁に合わさり宗谷に開拓使出張所を置く
     ロシアと樺太・千島交換条約を結ぶ（樺太原住民 841名を稚内へ移す）
・1879年 宗谷に郡役所と戸長役場が設置され稚内の基礎が築かれる
・1885年 日本郵船会社小樽と稚内の間に定期航路を開く
・1886年 道庁が管轄となる
・1897年 郡役所から宗谷支庁を開設する
・1906年 小樽・稚内・樺太の間に定期航路を開設する

(3)交流活動
    国際交流

ネベリスク市（旧称：本斗/ほんと）
 ロシア連邦サハリン州サハリン島の南部の西海岸にある，人口約2万4千人の港町。
水産業が盛んで，昭和 47年（1972年）9月 8日から稚内市と友好都市になっている。
以来，お互いのまちの人々による都市訪問や，少年少女サミットを行ったり，ネベリ

スク市内に「わっかない通り」があるほど，交友を深める活動を続けている。

コルサコフ市（旧称：大泊/おおどまり）
       サハリン州南部のアニワ湾の中央にある，サハリン州第 3の都市で，人口は約 4万

6千人。稚内市とは，平成３年７月２日に友好都市，平成 4年（1992年）9月 8日
に友好港湾の提携をした。また，稚内港とは日本船フェリーによる定期航路が開設

されていてサハリンへ渡る人たちの交通の要所であり，人や物資の利用を図る稚内・

コルサコフ定期航路利用促進合同会議も毎年行われている。

ユジノサハリンスク市（旧称：豊原/とよはら）
サハリン島の南部にあり，約 17 万人の人々が生活しているサハリン州最大の都
市。行政・経済の中心となっているほか，大学や研究機関，博物館，美術館などの教

育・文化施設も集まっている。稚内市とは，平成 13年（2001年）9月 9日に友好
都市となり，学生・企業・行政の関係者による相互派遣研修などが行われている。平

成 14年（2002年）5月 8日に稚内市サハリン事務所が開設され，稚内市より職員
が常駐して行政機関との連帯や友好，経済の中心地として活発な交流が行われ，友

好の絆を深めている。



- 10 - 

バギオ市

       フィリピン共和国ルソン島の北部に位置する最大の都市バギオ市は，標高 1,500ｍ
の高地にあり，約 25万人の人々が暮らしている。平均気温は約 21℃で，「フィリピ
ンの軽井沢」としてサマーバケーションには避暑をもとめて，多くの人々が訪れて

いる。      昭和 48年（1973年）3月 20日に姉妹都市となった。
アンカレッジ港

 アメリカ合衆国アラスカ州の中南部にあり，雄大な自然が広がる観光地としても

人気がある場所である。アラスカ州の中で最も大きい都市で，約 27万人の人々が住
んでいる。港は，州の主要貿易港で，一般貨物の供給地となっており，稚内港と昭和

57年（1982年）7月 27日に姉妹港湾の提携をした。
（阿部・川面・工藤・中村・渡邉十）

＜参考資料＞

稚内市史編纂委員会 編『稚内市史 第 2巻』稚内市, 1999年
稚内市HP 稚内市のご案内・稚内のあゆみ（歴史）・江戸期宗谷場所来訪年表 ほか
稚内ブランドHP 
稚内地方気象台HP 
気象庁HP 
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2. 稚内とサハリンの関係
(1)交通（稚内・コルサコフ間フェリー）
①稚内・コルサコフ間フェリーの運行状況

※現在時差は 2時間
コルサコフ発 稚内発

運行期間 2016年 8月 1日(月)～2016年 9月 16日(金) 

運行回数
週 2往復/全 16往復 週 2往復/全 16往復
毎週月・木 毎週火・金

運行時間
コルサコフ港 11:00発
⇒ 稚  内 港 13:30着

稚 内 港 9:00発
⇒コルサコフ港 15:30着

運賃 片道 ¥18,000  往復 ¥36,000 

※1

図 2 日ロフェリー（旧フェリー）     図 3 ペンギン 33（新フェリー）

②フェリーの歴史

1922 年に北海道の鉄道線がようやく稚内まで延伸されると，樺太の人々はその輸送力
を活用するため，稚内から定期航路を熱望した。それを受けて，本格的な，砕氷船の亜庭丸

と宗谷丸が新造された。稚内航路は，夏季は１日１往復，冬季も隔日往復を原則とし，稚内

と大泊（現：コルサコフ）の間を 8時間でつないだ。ピーク時の 1997年には，78,291人
の利用者がいた。1999年には，日本のフェリー会社がこの航路に参入した。当時のサハリ
ンでは，石油天然ガスのプラントの開発のために多くの外国技術者が生活していた。稚内

からの船便が彼らの生活ニーズを満たしていた。しかし，プラントの建設が一段落し，さ

らに現在のユジノには，ショッピングセンターがいくつも建てられるようになったため，

稚内からのフェリーへの依存度は減少していった。また，サハリン観光の多くが，旧島民

の人々とその家族であったが，時代とともに，かつての故郷を訪ねる人々も少なくなって

いった。

※1 http://hs-line.com/ 北海道サハリン航路株式会社
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③第三セクターで新会社設立

稚内市は，航路存続の危機を迎えたため国や北海道へ補助金拡大の支援を要請したが，色

よ い返事はもらえず，新会社設立へ方針転換した。その後の全員協議会では「運航主体と

して運航会社を設立しなければならない」としたうえで，「遅くとも 9月の（ハートランド
フェリー）運航終了までに最善を尽くす」との方針を示したとのことだ。運航のための新会

社は「市と経済界が出資して官民で進める」とし，第三セクターの形を取る方向性を示した

が，詳細は未定である。船体については，ハートランドフェリーが運航中の貨客船「アイン

ス宗谷」を買い取る協議を進めているそうだ。運航を新会社へ移管した後は，運航体制や運

航期間も見直し，現在の夏季 3ヶ月以外の時期にも運航する構想だ。そのため，サハリンか
らの観光客誘致に力を入れる一方，貨物輸送も増やすため，稚内からの農産物輸出，サハリ

ンからの海産物輸入にも力を入れる方針である。読売新聞によりますと，工藤市長は「航路

は稚内市の将来にとって欠かせない。（戦後）やっと実現した航路であり，いったん閉ざす

と（ロシアが）近くて遠い国になる。道北の町にメリットがある形態となるよう検討したい」

と述べたということだ。ちなみに，2015年度のサハリン定期航路の第一便は 6月 9日に稚
内を出航した。この日の便に乗船したのは，日本人が 27人とロシア人含むその他外国人 7
人の 34人だけだった。オフシーズンの 6月上旬とはいえ，やや少ない気がします。存続方
針が出されたことは喜ばしいことであるが，これを機会に利用者の拡大を図りたいところだ

※2。

④2016年運行再開

稚内港とロシア極東サハリン南部コルサコフ港を結ぶ定期航路の再開を目指す第三セク

ター「北海道サハリン航路」は２９日，稚内市で記者会見し，7~9月に客船を運航する契

約をサハリンの船舶運航会社と結ぶ方針を明らかにした。7月 4日に契約を締結する見通

し。船舶運航会社「サハリン海洋汽船」（サハリン・ホルムスク）が 7月 25日～9月 16

日，16往復 32便を運航予定。使用するのはドミニカ船籍の全長約 27メートル，定員 80

人の客船（270トン）で，貨物の搭載はしない。予約や発券業務は日本総代理店の北海道

サハリン航路が請け負う。今後，航路維持にかかる費用の助成を稚内市に要請するとい

う。同航路は 1999年に開設。乗客や貨物が少なく赤字が続き，運航会社のハートランド

フェリー（札幌市）が昨年 9月に運航を終えた。 運航再開に向け今年 4月，稚内市と地元

企業 3社が共同で第三セクターを設立し，協議を進めていた。

※2 http://tabiris.com/archives/saharin/ 稚内・サハリン航路存続のために新会社を設立
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⑤考察

一度は，存続の危機を迎えたフェリーであったが，第三セクターの設立により，何とか

危機を乗り越えた。よって私は今後フェリーの利用者が増えることを望むが，今のままだ

と増えることは難しいと考える。よってサハリンと稚内ともに新たに魅力を見つけていく

べきである。

（佐々木）

   ＜参考資料（関連新聞記事）＞

    ・「稚内-サハリン定期フェリー，17年の運航に幕 18日に」
     （日本経済新聞 2015年 9月 18日付記事）

      稚内市とロシア・サハリン州コルサコフ市を結ぶ日ロ定期フェリー航路の最終便が

18日，稚内に帰港する。ハートランドフェリー（札幌市）が運航してきた 17年の歴
史に幕を閉じる。稚内市は来年度から引き継ぐ新会社の設立を模索，最終便までに詳

細を詰める方針を６月の市議会で表明していたが，採算性の壁を克服できず難航して

いる。

 同航路は戦前から就航し，終戦に伴い 50年間休止。ロシア船による再開を経て，
1999年からはハートランドフェリーが日本船を運航する。同社は乗客や貨物の減少で
採算がとれないとして今年度限りでの撤退を決めている。

 同社の蔦井孝典社長は「17年間続けてこられたのは利用者，支援者のおかげで，感
謝の気持ちでいっぱい」と話し，州政府やコルサコフ市，港湾の関係者にあいさつ回

りをするため，16日の稚内港からの出発便に乗り込んだ。

 稚内市日ロ定期航路対策部の日向寺和裕部長も乗船している。「サハリンからの一

時帰国者も利用しており，地域と地域を結ぶ重要な役割を果たしている」と強調。

「運航の継続を前提に市が動いていることをサハリン側に伝え，顔つなぎをしてきた

い」としていた。

 稚内港国際旅客ターミナルで 16日に見送った工藤広市長は「ビジネスだけでなく，
歴史や思いを背負っている航路なので何としても残したい」と語り，改めて運航の引

き継ぎに意欲を示した。

 ハートランドフェリーの 2015年度の実績見通しは旅客 4400人弱，貨物 200トン
弱。99年からの累計は旅客約７万 6500人，貨物約４万 1800トン。
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    ・「稚内-サハリン，客船運航再開へ 露の会社，7月～9月/北海道
（毎日新聞 2016年 6月 30日 地方版記事）

     稚内港とロシア極東サハリン南部コルサコフ港を結ぶ定期航路の再開を目指す第三

セクター「北海道サハリン航路」は２９日，稚内市で記者会見し，７~９月に客船を

運航する契約をサハリンの船舶運航会社と結ぶ方針を明らかにした。７月４日に契約

を締結する見通し。

 船舶運航会社「サハリン海洋汽船」（サハリン・ホルムスク）が７月２５日~９月１

６日，１６往復３２便を運航予定。使用するのはドミニカ船籍の全長約２７メート

ル，定員８０人の客船（２７０トン）で，貨物の搭載はしない。

 予約や発券業務は日本総代理店の北海道サハリン航路が請け負う。今後，航路維持

にかかる費用の助成を稚内市に要請するという。

 同航路は１９９９年に開設。乗客や貨物が少なく赤字が続き，運航会社のハートラ

ンドフェリー（札幌市）が昨年９月に運航を終えた。

 運航再開に向け今年４月，稚内市と地元企業３社が共同で第三セクターを設立し，

協議を進めていた。
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(2)サハリンとの交流活動・事業
稚内市は，サハリン州の３つの都市との間で友好都市を締結している。ネべリスク市は

1972年(昭和 47)年 9月 8日，コルサコフ市は 1991 (平成 3)年 7月 2日，ユジノサハリン
スク市は 2001(平成 13)年 9月 9日に締結した。
 親善訪問やスポーツ交流，文化交流からスタートしているサハリンの人々との交流は，

近年は交易拡大の可能性を探ることや旅客往来の拡大を図るなど，実務的な交流も増えて

いる。サハリンは宗谷海峡とオホーツク海を挟んで稚内と接しており，北海道を含め，日

本とは経済的な結びつきが強い。宗谷地域等サハリン交流連絡会議は，宗谷の市町村や団

体などが構成員となっており，さまざまなサハリン交流の取組みが活発に行われている。

中でも姉妹友好都市提携をしているサハリン州内の３都市，ネベリスク市，コルサコフ市，

ユジノサハリンスク市の間では，研修生の受入と相互派遣交流の取組などを実施している。

またサハリン州ユジノサハリンスク市に稚内事務所を設けるなど，情報収集や州行政府

との連絡調整，稚内市や定期フェリーのＰＲなど，稚内とサハリンをより身近にする活動

を続けている。 稚内とサハリンの経済交流を推進するために稚内日ロ経済交流協会は，

ロシア通関企業が駐在する稚内日ロビジネスサポートセンターの設置を始め，ロシア語の

翻訳及び情報の収集，情報提供などによる企業へのバックアップ等，色々な活動を行って

いる。

現在は，石油･天然ガス開発などが進み経済発展が著しく，市民の所得水準も向上して

おり，近年安全で安心な日本製品への関心も高まっていることから，管内では，地域企業

による食料品の輸出などが盛んに行われるようになっている。平成 24年度は，管内から
初めて輸出したメロンやスイカ，マグロ及びハマチといった品目を始め，サハリンで行わ

れた「北海道フェア 2012」においては，スイーツの試食なども実施している。
将来に向けさらにサハリン州との観光交流を推進するために，宗谷総合振興局において

は，平成 23 年度にはサハリン観光のルートなどを決め，平成 24 年度にはそのルートの
モニターツアー等なども実施している。交流推進のための情報収集や情報提供，連絡会議

の開催などのほか，宗谷特産品や観光のＰＲ，札幌・東京などでのサハリンPR，サハリ
ン州のガイドマップの作成などの事業は北海道宗谷総合振興局が展開している。

図 3. 稚内市の友好都市
＜参考資料＞

・どさんこ 103HP『稚内から最北の地宗谷を巡る旅』

（高橋）



3. 稚内の観光地とその特色
 ここからは, 調査班員が現地調査前に調べた, 「稚内地域の魅力的な観光地」について, 抽
出したものを紹介する。（なお, 調査班内で重複したものはまとめて紹介することとする）

(1)ノシャップ岬
 秀峰・利尻富士と花の浮島・礼文島，サハリンの島影を一望できる。夕暮れ時には地平線に

沈む夕日が感動的な情景をつくりだす。住所：北海道稚内市ノシャップ岬

・ノシャップ寒流水族館

 日本最北端にある，わが国で 100番目に登録された水族館。北方系の生き物を中心に展
示・飼育して  いる。迫力の 90トン回遊水槽やアザラシショー，ドクターフィッシュや
アザラシの餌やり体験など，様々な思い出をつくることができる施設となっている。アザラ

シのショーは，言葉が通じなくても楽しめるものが多くあるため国籍関係なく観光客を呼び

込むことができる。住所：北海道稚内市ノシャップ 2丁目 2-16 

(2)開基 100 年記念塔・北方記念館
稚内市の開基百年と市制施行 30 年を記念して建てられた施設。1，2 階が稚内

の歴史を物語る 貴重な資料を展示する北方記念館で，間宮林蔵を中心とした，

郷土および樺太関係の資料が揃っている。この施設に行くことにより，稚内の歴史と昔

の稚内とロシアのかかわりについて学ぶことができる。また，開基百年記念塔は地上

70 メートルの高さにガラス張りの展望台があり，ここから南は広大なサロベツ原野，宗谷海
峡，西は利尻・礼文の展望，そして北はサハリンの島影を捉えることができ，稚内ならではの

景観を楽しむことができる。

  ・南極観測樺太犬記念碑・樺太犬供養塔

昭和 32 年（1957 年）日本が初めて南極観測に参加するにあたって，現地での
物資輸送を目的に派遣されたのが 20 頭の樺太犬であった。厳寒の南極大陸でこ
の樺太犬たちは，調査のために大活躍し多大な貢献をしたが，南極の悪天候を克

服できずに樺太犬 15 頭が現地にやむなく置き去りにされるという悲劇が起こっ
た。そして，その 1 年後再び越冬隊が南極を訪れたとき，樺太犬タロ・ジロの 2
頭が奇蹟的に生き延びていたという感動的なニュースは，当時世界中に報じられ

た。また南極で亡くなった犬たちの慰霊碑，樺太犬供養塔も建っている。樺太犬は，

樺太および千島列島で作り出された犬種である。樺太犬はやはり寒さに強いのであろう

か。私の憶測では稚内とロシアとの交流がなったのならば，きっと南極に行った

のも樺太犬ではなく土佐犬などであったのだろう。ここに行くことにより，稚内

と樺太とのつながりをよりいっそう感じることができる。

  ・氷雪の門

この碑はかつて日本領土だった樺太で亡くなった日本人のための慰霊碑で，高さ 8m の門の
中央に 2.4mの女性の像がある。今もなお，戦争の悲しさと平和の尊さを訴えるモニュメント
だ。ここで我々の先祖がかつて樺太からどのような形で帰ってきたのか，彼らの「ふるさとへ

の思い」を感じることのできる場である。

住所：稚内市稚内公園 



(3)稚内港北防波堤ドーム
宗谷湾を望む北埠頭のシンボル。北埠頭が稚内-大泊間の旧稚泊航路旧樺太航路の

発着場として使われていたとき，ここに通じる道路や鉄道へ波の飛沫がかかるのを防ぐ目的

で，昭和 6年（1931年）から昭和 11年（1936年）にかけ建設された防波堤。強風と荒波を
防ぐ全長 427m の世界でも珍しい半アーチ形ドームは円柱 70 本の柱廊風のゴシッ
ク建築を模した重厚なデザインで，2001 年には北海道遺産に指定されている。生
で見ると圧巻である。

   住所：稚内市開運 1 丁目

(4)道の駅わっかない
国道 40号の終点の位置にある，日本最北端の道の駅である。施設は日本最北の駅舎「JR稚内
駅」に隣接している。中には「ワッカナイセレクト」という店カフェがあり，そこでは宗谷黒牛

ハンバーグを挟んだ「ライ麦サンド」など，稚内ブランドの食事が楽しめる。北海道遺産に認定

されている「稚内港北防波堤ドーム」や稚内と樺太大泊（現サハリン州コルサコフ）間を運航し

ていた連絡航路記念碑の「稚泊航路記念碑」などの観光スポットに近く，一緒に廻るのがおすす

めである。

住所：稚内市開運 2丁目

(5)北門神社
1785年に創建。稚内市中心部に位置し，宿泊施設が立ち並ぶエリアに近く，稚内公園などほ

かの観光名所とも隣接しているため訪れやすい場所となっている。サハリンにも日本統治時代

の神社は残っているが，現在は取り壊されて使用されてはいないものが多いため，ロシア人観

光客から見たときに，「日本らしさ」を実感できるスポットではないだろうか。

住所：稚内市中央 1丁目 1番 21号

(6)稚内副港市場
稚内のお土産品や温泉施設，レストランなどが集結した日本最北端の複合施設。屋外には

「波止場横丁」といった屋台村があり，「ペチカ」ではロシア料理が楽しめる。稚内牛乳，駄

菓子屋，お土産店，名物海鮮丼などの食事処があり，地元の食材を生かした美味しいお料理が

自慢である。

住所：稚内市港１丁目 6番 28号

(7)旧瀬戸邸
昭和 27 年（1952年）に建設された，瀬戸常蔵という底曳きの親方の住宅。昭和 20年代～

40年代（1945年～1965年）に稚内は底引き網漁の前線基地としてにぎわっていた。瀬戸常蔵
は 1936年ころから稚内で機船底引網漁船の経営をはじめ，財をなす。常蔵は 1977年から日ソ
漁業交渉日本政府代表顧問としても活躍した。戦後まもない昭和の建築物を保存するとともに，

稚内の漁業の歴史を伝えている。

住所：稚内市中央 4丁目 8-27 



(8)宗谷岬
稚内市にある岬で，日本政府が実効支配する範囲で一般人がいける最北端の地。宗谷岬は

最北端の地で樺太まで 43㎞であるため，晴れた日には樺太を肉眼で見ることもできる。ま
た，樺太が見えるだけでなく，「最北端の地」をアピールした日本最北端の地の碑，江戸時代

に樺太探索を行った間宮林蔵の像や周辺には旧海軍望楼など樺太とのかかわりを実感できるも

のも残っている。最北端の地や樺太目視など，ここでしか体験できないことを体験することが

できる場所であることが魅力だ。稚内の中でも観光地として確立している場所であるため外国

人観光客の集客も見込める。特に稚内はロシアとの交流がさかんであるため，ロシアからの観

光客の集客も可能であろう。住所：北海道稚内市宗谷岬 

 ・間宮林蔵の立像 

初めて日本から樺太に渡り，樺太が島であることを発見した探検家，間宮林蔵

の偉業をたたえた立像。林蔵は，世界地図に日本でただ一人「間宮海峡」という

日本人名を残した。ここへ訪れることにより，間宮林蔵の偉大さを肌で感じるこ

とができる。日本人で最初に樺太と大きなかかわりをもったのはやはり間宮林蔵

であるのではないか。

住所：稚内市宗谷岬 

 ・旧海軍望楼 

帝政ロシアとの国交が悪化し始めた明治 35 年（1902 年）に，国境の備えとし
て旧帝国海軍が建設したもので，当時最強といわれたロシアのバルチック艦隊

が，宗谷海峡，津軽海峡，東シナ海のどこかを通過し，ウラジオストクに集結す

ることを察知することは，戦略上極めて重大であったことから，同望楼は海上監

視の任務が課せられた。日露戦争の終結に伴い望楼の使命は終わったが，その後

も，無線通信基地や，太平洋戦争では対潜水艦監視基地として使用された。明治

年代の建築物で現存する唯一のもので，昭和 43 年 12 月，市の有形文化財に指定
された。

住所：稚内市宗谷岬

(9)間宮林蔵渡樺出港の地 
文化 5 年 4 月 13 日，幕府から命を受けた林蔵（当時 29 歳）は，松前奉行支配

調役・松田伝十郎とともに，第 1 次樺太探検に出発した。このとき，林蔵は郷里
から持ってきた墓石を海岸に建て，探検への覚悟のほどを示したといわれてい

る。同年 7 月 13 日，第 2 次樺太探検のため，アイヌの船に乗って単身で出発し，
トンナイ（旧真岡付近）で冬を越し，翌年 5 月に樺太を北上，樺太北端のナニオ
ーまで踏査して樺太が島であることを確認。この時の探検地図が，後にシーボル

トによって紹介され，樺太北部と大陸の間が「間宮海峡」と命名された。

住所：稚内市清浜

（全員）



 ＜地図（いずれもGoogle mapをもとに作成）＞

図 1. ノシャップ岬周辺観光地
（ノシャップ岬[A.]まで稚内駅から宗谷バスで 15分程度）

図 2. 稚内駅周辺観光地
（稚内駅から稚内公園[B.]までは徒歩 30分程度）



図 3. 稚内港周辺観光地
（稚内副港市場[F.]は稚内駅から徒歩 11分）

図 4. 宗谷岬周辺観光地
（稚内駅から宗谷バスで約 50分）

＜その他＞



宗谷岬 

最北端の地であり，「日本最北端の地」と記された
石碑が建てられている。ここから眺望できる朝日
は絶景。晴天の日はサハリンが見える。お土産とし
て人気の「最北端到達証明書」なども売られている。
観光客に便利なバスも運行している。

ノシャップ寒流水族館

日本最北端の水族館。北の海に生息する魚などが飼
育されている。魚に触れる体験も可能。サハリンに
はこのような施設がないため魅力的だ。周辺には海
鮮を堪能できる昼食にぴったりなお店もある。 

稚内観光まるごと 
いちにち 

朝

昼

〒098-6752
北海道稚内市宗谷岬

〒097-0026 
北海道稚内市ノシャップ２丁目
２－１６

おすすめ観光地3選 



夕日の美しい景勝地として知られる。宗谷海峡を
挟んでサハリンと対峙する国境に位置する場所。
ノシャップ岬ではイルカの時計がシンボルとされて
いて，夜間はライトアップされる。すぐ近くには国内
で２番目に高い稚内灯台があり，天気がいいと利尻
富士を見ることができる。

ノシャップ岬

   ＜参考資料＞

・稚内市HP, 稚内観光協会HP, 北海道遺産HPほか

夜

〒097-0026 
北海道稚内市ノシャップ２丁目 

（高橋）



4. 現地調査整理
 ここでは現地調査の行程と，その中で「道の駅わっかない（JR 稚内駅）」・「稚内副港市場」
内で 8月 21日（日）に行ったインタビュー調査をまとめた。道の駅では氏に，副港市場では
氏にお話を伺ったほか，勤務する方にヒヤリングを行うチームと，店員や来訪客にヒヤリング

をするチームに分かれてデータの収集を以下のルールに従って行った。

基礎データ 質問した場所・年齢・性別

質問内容  ①どこから来たか ②稚内に来た目的 ③稚内に対する印象（全員対象・必須

項目）

(1)稚内駅構内・20代・男性（JR稚内駅駅員）
稚内駅の観光客について，稚内駅を利用する観光客は 1日に 100人ほど訪れる。その中に
外国人の観光客は 30人～40人ほど訪れる。観光客の中で抜海駅を目的にしている人は 10
人ほど。また，抜海駅近辺でアザラシを見ることができるため，冬の時期に行く人が多く，

夏は利尻島・礼文島に行く人が多い。JR では外国人の観光客向けに安い旅行プランを販売
しているため，それを利用する外国人観光客が多い。

(2)道の駅わっかない・20代・女性
    北見市から観光をするために車で稚内を訪れた。稚内を訪れた理由は，仕事で羽幌に行っ

ていたため帰りに稚内に寄ってから北見に帰ろうと思ったから。稚内の印象は「旅行客が

多い」ということと「道が広い」ということ。宿泊はしない。

(3)北市場・60代・男性（店舗勤務）
北市場を訪れる観光客について，観光客が訪れる時期は 4月 20日～8月 10日と 8月 20
日～10月 15日（利尻・礼文観光のラストチャンス）が多く，4月 20日～8月 10日は 140
人～150人ほど，8月 20日～10月 15日は 200人～250人ほどが訪れる。

    観光客の主な出身地は秋田県，岡山県，鳥取県，島根県，福岡県で，海外は台湾，香港，シ

ンガポール，マレーシアが多い。国内観光客のほうが多いため，海外から来る観光客は全体

的に少ない。国内観光客のなかでも道外から訪れる人のほうが多い。道内からの観光客は日

帰りが多い。（ドーミーインで温泉に入浴する人多数）

     鳥取県や島根県など西日本からの観光客が多い理由は，地方で農業を営む農家の方が収穫

後に息抜きとして訪れるから。また，北海道への直行便がないため，夏季のみチャーター便

が運航され，観光客が増える。

     観光客が北市場で買っていく商品は，ほっけ，蟹，昆布，北海道銘菓，珍味，じゃがいも，

ブラックサンダー，ラーメンなどが多い。

 観光の目的は，利尻・礼文の花を見るため，宗谷岬を訪れるため，というのが多い。若い

人は少なく，割合的には 30代が 2割，50代が 3割，60代が 5割となっている。
 北市場で行っている外国人観光客向けのサービスは，飲食ができることを伝えるために英

語や中国語で書かれた看板の使用や，国内だけでなく海外にまで輸送できるプランの用意を

している。



(4)稚内副港市場・20代・女性（店舗勤務）
    海の駅を訪れる観光客について，一日に訪れる人数は 70人ほどで，観光バス 2台分ほど。

ツアーではない一般の観光客は 15組ほど訪れる。バイクでの観光客が多く，防波堤ドーム
にテントを張って宿泊している人も「海の駅」を訪れる。

    アピールポイントは地元の新鮮な海鮮を多く扱っていること。

人気の商品は帆立海苔で売り切れになるほど人気の商品。ほかには，ほっけ，蟹，帆立，ウ

ニが人気。道外から訪れる観光客が多い。外国からは台湾，中国，アメリカから少しだけ来

る。観光客の年齢層は広いが高齢者が多め。外国人を対象にした取り組みはなし。海の駅

を訪れる外国の観光客はいるが，商品を買うことは少ない。地方発送等のシステム・設備

は整っている。Wi-Fiも有り便利。

(5)道の駅わっかない・40代・外国人男性
   オーストラリアから来た。休暇で北海道観光に来たので寄ったとのこと。特に稚内に対す

る目立った印象は無し。宿泊はした。

(6)北市場・50代・5名グループ（男 4，女 1）
   大阪から来た。最北端ということで 1度来てみたかったとのこと。印象は特に無し。宿泊

はした。

(7)北市場・10代・男性 7人グループ
大学でサイクリング部に所属。名古屋から来た。留萌に集合してから自転車で日本海を

北上。最北端の街，ということに魅かれて観光に来た。稚内公園周辺を回った。思ったより

も街としてしっかりしているという印象。宿泊はキャンプをしながら。

(8)道の駅わっかないヒヤリング調査
 一般的に道の駅とは，休憩ができ，駐車スペースがあり，トイレがあり，地域の情報が発

信できる場所であって，一般的にはそこにアレンジとして地場産品などの地域に利益をもた

らすものを付け加える。JR稚内駅と同じ建物にあり，「道の駅」として使われる『キタカラ』
は特異な位置にあり(国道 40 号線の終点右→国道の最北端)主な利用客は観光客と地元の人
が半々で，施設は物販，地域交流センター，飲食店，映画館まではいっている。稚内の人口

は約 3万 7000人，それに対し映画館があるのが珍しい。稚内市民だけでなく稚内市周辺の
利用客も見込んで建設したとのこと。稚内駅や映画館なども一緒になっている複合施設のそ

ばにはバスターミナルもあり，ほとんどの路線が駅を通るため，観光客が集まりやすい。観

光客にとって地場産品を購入したいと考える人が多いであろうということで，物販・飲食店

を置く。サハリンから稚内に来る観光客は以前に比べると減っているという事実がある。か

つてロシア人は稚内へ食料など日用品の買い物をするために訪れていた人が多数いた。しか

し，ロシアも経済発展し，少しずつ豊かになってゆくと，「稚内へ買い物に」という人は少

なくなったという。札幌や本州の方に行き先が変わり，サハリンに住むロシア人も次第に稚

内への関心が薄れてきたのではないかと考えられるとのこと。



(9)稚内副港市場ヒヤリング調査
 稚内には二箇所の「海の駅」があり，ポートサービスセンターと稚内副港市場に分けられる

港に訪れる人は，公安関係が多い ポートサービスセンターでは，海で働く人には便利な日常

生活を送れるよう，サポートする施設である。8月上旬には祭りが行われ，10 人 1組で参加
できる手漕ぎボートレースも行われる。昨年は 36チーム参加。巡視船「りんどう」による「み
なと見学会」，海の生き物に直接ふれることができるタッチプールなど，子どもに向けたもの

などさまざまなイベントを行っている。

 第 19回ソーラン祭りも見ものだが，副港市場を含め，外国人観光客はほとんど訪れない。
株式会社副港開発が出資しているが利益はほぼない。温泉があり，地元の人など毎日来る人も

いる。



5. 稚内観光プランニング

(1)プランA 
・ノシャップ寒流水族館の改善

 国内の他の水族館と比べてみると，展示されている魚の数やショーの種類が少ない。水

族館の隣にはノシャップ岬があり，そこを訪れた観光客を水族館に流したり，この水族館

に訪れる人を増やすためには，「ここの水族館ならでは何か」を考えなければならない。た

とえば，水族館館内にあったガチャガチャの１つに「ノシャップ水族館限定」という文字

があり，これは興味を惹かれるものである。ただガチャガチャの為だけに，この水族館に

来る人はそう居ないだろうが，少し特別感のあるものを置くのは重要なことである。将来

的にこの水族館が残ってゆくためにはより大きな特徴を作ってゆかなければならないと考

えるが，すぐにでも始められそうな改善案を考えてみた。

・館内が暗く，足元が滑りやすい

→水族館であるため，展示生物の関係で暗い部分もあることは理解できるが，足元のみ
を照らすライト程度は安全面からもあった方が良い。滑りやすいことについての注意

書きもあったが，暗いがゆえに注意書きが見つけられなかった。

・館内に階段・段差が多い（隣接する青少年科学館も同じく）

→車椅子の観光客やお年寄りに対応していない。エレベーターがあったか未確認。
・展示している魚などの説明書きがあるものとないものがあった

→展示している生物の種類が，他の水族館と比べて決して多いわけではないので，説明
文章などは教育のためにも，増やしても良いと思われる。

・宗谷丘陵（稚内フットパス）の改善

今回の現地調査で，1 番強く印象に残った場所は，宗谷岬付近の周氷河地形がみられる
この場所道を歩いたことだ。荒涼とした丘陵地に 1 本道で 5km，11km2本の散歩コース
があり，我々は 5kmのコースを歩いた。印象としては，途中の休憩場所が少なすぎるよう
に感じた。すでにある休憩場所には小さなベンチが設置してあるのみで，雨風を避けられ

るような場所はなかった。休憩所の充実と，間隔を短くするべきだと思う。スタート・ゴ

ールの眼だった表示がなく，ゴール地点も極めて殺風景であった。観光客に対し周辺情報

などを提供するための看板やトイレ，自動販売機などの設置は必要であると思われる。

（阿部）



図 1.稚内フットパス（稚内フットパスHPより）

(2)プランB 
全体的に観光地の施設における外国語表記が少なく，外国人観光客から見ると理解でき

ないところもあるだろう。特に，宗谷岬やノシャップ岬，稚内ノシャップ寒流水族館な

ど，定番の観光地で，外国人観光客も多く訪れるところにすら外国語の説明書きがなかっ

た。英語の表記を増やせば，外国人観光客の理解が深まり，さらに観光客を呼び込むこと

ができると考える。

・宗谷岬

宗谷岬の先端，「日本最北端の地」を標す記念碑。北極星の一稜をモチーフに，中央には

北を示す「Ｎ」，台座の円形は「平和と協調」を表している。海に向かってこの地に立つ

と，前方三方が海，正面に 43km先のサハリンの島影が浮かび上がり，日本の最北端であ
ることを実感できる。

宗谷岬は稚内の人気観光地のひとつであるが，記念碑の日本語の説明書きがなく，もちろ

ん英語など，外国語表記の説明書きもなかった。また，宗谷岬のお土産屋の中に，「宗谷岬

流氷館」という施設がある。その施設は，氷温室のような大きな冷凍部屋の中がマイナス

13度になっていて，宗谷岬に流れ着いた流氷が部屋いっぱい置いてあり，さわることも出
来る。動物の剥製なども展示しており，入場料が無料である。そのような魅力的な施設があ

るにもかかわらず，この施設の存在を示す看板などがないため，気がつかず，見ずに帰る人

も多い。それらを改善すれば，さらに観光客の満足度や，観光客数を向上させることができ

ると考える。



・ノシャップ岬

アイヌ語でノッ・シャムといい「岬が顎のように突き出たところ」「波の砕

ける場所」の 2 つの意味があると伝えられている。夕日の美しい景勝地とし
て，知られ，秀峰利尻富士や花の浮島礼文島も一望できる。

 ノシャップ岬は稚内の人気観光地の一つであり，土産屋も充実しているが，

宗谷岬と同様に，日本語の説明書きがなく，もちろん英語など，外国語表記の

説明書きもなかった。ノシャップ岬周辺には，天体観測や南極観測の資料を展

示した青少年科学館，幻の魚イトウをはじめ北方系の魚たちが大回遊水槽で群

遊するノシャップ寒流水族館など見どころが多くあるため，改善によって，さ

らに観光客の満足度や，観光客数を向上させることができると考える。

・ノシャップ寒流水族館

 稚内ノシャップ寒流水族館とは，ノシャップ岬の周辺にある日本最北端の水

族館であり，昭和 43 年 7 月に，北海道開道 100 年，稚内市開基 90 年，市制
20 年の記念事業の一環として建設された。水量 90 トンの回遊水槽は，まぼろ
しの魚であるイトウをはじめ，ソイ，カレイ，ホッケ，オオカミウオなどの魚

群がさまざまな生態をみせながら泳ぎ回っています。他の水槽でもカニ，エ

ビ，ニシン，アメマス，タコなど多くの魚たちが華麗な姿を見せており，ここ

では，北方系の生き物を中心に 100 種約 1,500 点を飼育展示している。
 この施設も，最北端の水族館であることや，北の寒い海で生きる珍しい魚を

見ることができることなど，魅力の多い施設であり，それぞれの生き物の説明

書きがあって分かりやすかった。しかし，①や②と同じく外国語表記がないた

め，外国人観光客には伝わりづらいと感じた。また，通り道が狭いところや，

暗すぎるところがあり，体が不自由な方などが不便に感じることがあるではな

いかと考えた。

図 2 宗谷岬・ノシャップ岬（稚内観光協会 HP）より

上の三つの観光地のように，大きな改善点は二つある。一つ目は，施設の説

明書き，外国語表記をもっと増やすことだ。稚内への観光客は，日本人もいる

が，外国人も多く，需要が高いと考える。また，稚内を訪れる観光客は，年齢

が高い人も多く，バリアフリーを増やしていくことも観光客が増えることにつ

ながるだろう。この二つを改善していけば，観光客により満足してもらうこと

ができ，観光客数が増えるのではないかと考える。        （川面）



(3)プランC 
・ノシャップ岬の改善

 ノシャップ岬と書かれた看板から利尻富士が見えるのだが，展望台には利尻富士につい

て書かれた説明書きなどがなかったので，つくったほうがいいと考える。展望台の入り口

のところには，車椅子用にスロープが設けられていたが，車椅子に乗っている人の目線か

ら利尻富士は見えるのだろうか。車椅子の人用，または小さい子供用に踏み台を設置した

方が良いのではないだろうか。

 トイレのスペースは広く，車椅子の方でも利用しやすいと感じた。また，売店では入り

口が二つあり，スムーズに買い物をすることができた。

・ノシャップ寒流水族館の改善

全体的に館内が暗く感じた。足元に案内ランプなどを設置する。また，魚が入っていると

ころをさらに明るくするなどの対策を勧める。また，展示されている生き物よりも写真パ

ネルの方が多いと感じた。これに関しては生き物の種類を増やすことや，パネルの数を減

らすなどという対策を行ったほうがいいと考える。

屋外では，アザラシ・ペンギンショーやアザラシへの餌やり体験楽しめるのだが，ショー

が物足り  ないと感じた。対策としては，ショーを行う場所を大きくする，または，屋

内で行うか，屋根をつける(天気が悪い時など…)などがあげられる。しかし，アザラシとの
距離が近いのは子供も大人も楽しめるのでそこは残すのが最善だと考える。アザラシとペ

ンギンの展示スペースを分けて，ペンギンを増やす，またはペンギンのお散歩コース的な

ものを作る。これに関しては，係員が手を加えなくても観客が楽しめるような遊具を設置

する。(坂やトンネルなど) 
餌やり体験では，係員の監視はなく訪れた人が勝手に餌をやっている状況であった。アザ

ラシとの距離がすごく近いのは観光客にとって嬉しいことであるが，柵で隔てられている

だけなので，小さい子供などが事故に遭うケースも推測される。係員を一人でも置いたほ

うが親も小さい子供も安心して楽しめるであろう。

・宗谷丘陵

5ｋｍのショートコースを歩いたのだが，5ｋｍという短い距離でも上り坂や下り坂が多数
あり，運動が好きな人も楽しめるコースとなっている。しかし，ショートコースから出発

しても，多くの人が目当てとしているホタテの貝殻を敷き詰めた，「白い道」にたどり着く

までが多少長く感じる。道の途中で 2箇所，休憩地点となる 5人掛けのベンチがあるのだ
が，ベンチの幅が一般的なものと比べ細く，休憩に良いものとは言いがたい。疲れを癒す

以外にもちょっとした，娯楽スペースのようなつくりにした方が訪れた人がより，宗谷丘

陵を楽しめるであろう。（屋根をつける，花の種類がわかる看板，あと何キロか，など。）

また，途中の景色が非常に綺麗であり，ゴール地点には何があるのだろう，との期待を寄

せたが，鬱蒼とした道の先には今は営業していないプールと細い道路しかなかったため，

がっかりした。ゴール地点に設置された看板を新しくするなど，ゴール地点での達成感を

味わえるものが必要であると考えた。道路の位置を変更するのは難しいことなので，プー

ルの取り壊しをし，空いたスペースに道の駅のような施設をつくるなど，5ｋｍまたは 11ｋ
ｍを歩いてきた人が，息を落ち着かせることができるスペースが必要であると感じた。

（工藤）

(4)プランD 



私は稚内に訪れたのは初めてのことではない。一度，家族で訪れたときは宗谷岬に行っ

た。そのときは，観光プランニングという目線では見ていなかったが，「宗谷岬」という

日本最北端の場所であるだけで他には観光客であった私にとって魅力的なものは無かった

ことが思い出される。

今回，以前，訪れたときとは別の場所を訪問したが，観光プランニングという視点で改

めて稚内を見てみると，案外観光としての場所があると思われた。しかし，副港市場など

を見てみても，皆が観光に対して積極的に考えている様子がないように感じられた。 

稚内の観光を活性化させるには，稚内市民 1人 1人が，より観光客の呼び込みや，リ
ピート客を増やすようにするための努力しなければならないと，率直に思った。

  リピート客を増やすことにおいては，「稚内といえばこれ！」という特産品を作り上

げることが必要だと考えられます。特産品をつくることによって，その特産物を求めて買

いにくる人もできるので，稚内に訪れる人の数も増えると思いました。その特産物とは何

であるのか。例えば，私が稚内で食べた，「たこしゃぶ」で有名な「ミズダコ」である。

稚内に行って初めて「たこしゃぶ」というものを知った。これは道民でも普通に暮らして

いたら「たこしゃぶ」を食べる機会はないだろう。「ミズダコ」，そしてたこしゃぶ」を稚

内特産品にし，大体的なPR活動をし，観光客を，リピーターを増やすことを提案した
い。観光のターゲットの年齢幅も広げることも必要である。稚内の観光客は 60歳以上の
定年退職をしている方など，お年寄りの方が多いと感じられた。

私たちのような高校生や若者の観光客は，まったくといっていいほど見られなかった稚

内の街。特産品づくりとPR活動，そしてお客さんの年齢幅を広げることが稚内市の観光
を盛り上げることに繋がると考えた。

（近藤）

(5)プランE 
稚内研修を通して，改善すべきと考えた点がいくつかある。一つ目は，観光名所の場所

がわかりにくいことだ。看板をしっかりつくるなどして，アピールをしていくべきである。

二つ目は稚内ブランドの一つ，稚内牛乳があまり広まっていないことだ。稚内牛乳の販

売は現在一部に限られている。私は実際に飲んでみて，とてもおいしいと感じた。この牛

乳を更に売り出すことにより，稚内の食の部分を活性化させることができると考える。

三つ目にスタンプを押せる場所がたくさんあるので，それをもっと生かすべきだ。

たとえば，スタンプラリーにして，すべて集めると何か商品がもらえるなどの活動。

観光名称を訪れる人も増加するのではないか，と考える。

四つ目は，滞在期間を延ばす取り組みをすべきだと考える。最北端だからという理由で

来る人が意外と多いため，稚内を訪れるだけで満足してしまう人がとても多い。そのため

に，もっと新たな観光地を発掘すべきである。例として，農業体験や漁業体験ができる場

所があったらよいと考える。

五つ目は副港市場の施設規模が小さいことだ。なぜなら，すごくきれいでいい施設なの



で，もっと規模を大きくすることにたくさんの人を呼び込むことができると考える。先ほ

ど述べた農業体験や漁業体験ができる施設があるとよいと思う

稚内の未来は決して明るいものではないと感じた。まず，稚内市内の人々も観光を活性

化させようという意識をあまり感じられなかった。次に観光地の量・大きさがとても少な

く，小さく感じた。稚内の人々が意識をかえ新たな観光地を開拓していけば新たな稚内を

発見できると考える。その例として，やはり食の面でできることを探していくべきだと考

えた。おいしいもの目当てで来てくれる人を増やすのだ。そのためには，稚内グルメとい

うのを確立させていくべきだ。                     （佐々木）

図 3. 観光の食物連鎖（佐々木作成）

(6)プランF 
道の駅わっかない，稚内副港市場でのヒヤリング調査の結果から，稚内には「最北端だ

から」という理由で観光に来る客が多かった。これだけでは最北端に一度来てしまうとそ

れだけで達成感が生まれてしまい，これでは，リピートして訪れる人が少なくなると感じ

た。「個人的にまた見てみたい！」と思えるものは残念ながら無いに等しかった。

このことから，稚内のもともとある観光地に付加価値をつけて，体験型のものを増やし

観光客をどう楽しませるかに重点を置いた観光地づくりが必要であると思った。

たとえば，稚内フットパスの「白い道」に敷いているような白い貝殻をデコレーション

の材料としオルゴールやストラップづくりなどの土産品をつくったりする工夫，稚内公園

内にあった“天国へのブランコ”の周辺に花壇を設置し，四季の花でいっぱいにするなどの
アイディアはどうであろうか。

 ボーダーツーリズムは，現地に信頼できるパートナーを見つけることが重要である。

「この人なら信頼できる」，という人が見つけられたら，安心して旅行プランを作成するこ

とができる。稚内の魅力は最北端であることと，ボーダーツーリズム，サハリンとの交流

があることであり，その地理的特性を生かした，より興味が湧くような施設・観光スポッ

トの改善を考えていく必要がある。

観光の

活性化

稚内市民の意識改革

稚内の人々は，観光を
活性化させようとする
意識が低い人が多い。
意識を高めることによ
り，稚内市民が立ち上
がることにより，観光
のみならず稚内市自体
の活性化につながる。

観光名所の魅力・場所の増加

稚内市民の意識改革に
より，新たな稚内の魅
力を八卦することがで
きる。特に，稚内市民
と連携した観光が新た
に発達することが望め
る。

観光客の増加

観光名所の魅力・場所
の増加により，観光客
がぞ科する。観光客が
増加することにより，
利益をたくさん得るこ
とができ，新たな観光
名所を作ることができ
る。



稚内へのリピーターを増やすためには，以下の 4つの点から可能であると考える。ファ
ン型（思い入れや愛着がある等），再チャレンジ型（今度は天気や体調の良い時に再び行っ

てみたい等），変化型（今度は家族と一緒に行ってみたい等），行為リピート型（のんびり

する，その旅行先というより，その場所で行う特定の活動を目的とする）この 4つが挙げ
られる。

たとえば，再チャレンジ型でいえば以下の例が挙げられる。最北端である稚内は，海の

向こうにサハリン島が見えるというのは何よりの醍醐味である。しかし，天候に恵まれず

見えないこともあるだろう。そうしたときに，またこの地に訪れてリベンジをする，それ

が再チャレンジ型だ。

 行為リピート型は，上記にも挙げた”白い道”を歩く等だ。
（高橋）

図 4.リピーターのパターン（高橋作成）

(7)プランG 
 稚内で私たちが実際に訪れた観光地は，道の駅『キタカラ』および JR 稚内駅，海の駅
『副港市場』，稚内公園，北方開基百年記念塔，旧瀬戸邸，ノシャップ岬，宗谷岬などで，

観光プランニングの視点からヒアリング調査などを含めた様々な調査を行った。どの場所

にもそれぞれの良さがあり，観光地として客を取り込むための工夫を見ることができたが，

実際にそれが効果を発揮しているのかは分からないようなものが多かった。

 道の駅『キタカラ』は，地元の人に使ってもらういわゆる憩いの場としての機能を発揮

しながら，JRに乗って遠方から来る客や，JRに乗って稚内の外へ行く客がそこで消費す
るような仕組みを作らなければならない。その点では，映画館が置かれていたことや，お

土産店も独自の商品である『ポテラーナ』を出すなど興味を引くようなものもあった。し

かし，街の中心としては物足りないものとして，飲食店が充実していないことや稚内市自

体に興味を引きつけられるようなものが足りなかったと言えるだろう。 海の駅『副港市



場』では，地元の海で獲れた海産物や，稚内市の歴史についての展示などが行われていた。

海産物を売っている場所の雰囲気はとても良く，港町の朝市を彷彿とさせるような空間づ

くりがなされていた。 稚内市の歴史についての展示は，広くスペースも取られており，

展示している内容もしっかりしていて，姉妹都市であるロシアのユジノサハリンスク市と

の昔からの関係についての史料もあり小さな博物館のようだった。しかし，海の駅という

もの自体の知名度が低く，本来の利用法として使われていない印象があった。そもそも自

家用の船で旅行する人は少ないため，上記のような取り組みは良いものではあるが，海の

駅の知名度の向上にもっと務めるべきである。

稚内の観光地の中ではかなり認知度が高いノシャップ岬，宗谷岬にも感触を確かめてき

た。ノシャップ岬の観光客を受け入れる態勢は良いとは言えなかった。外国語非対応，バ

リアフリーの悪さ，導線の悪さは目立った。しかし，良い点も見られ，お土産店が充実し

ていたことや，隣接している水族館，科学館の展示内容はなかなか興味をひかれるもので

あった。しかし，それらのアピールが不十分であり，実際に訪れた観光客もそれらに触れ

ることなく帰ってしまうことが予測される。なので，もっと積極的にアピールすべきだ。

方法としては，稚内市の観光ホームページのノシャップ岬の紹介の中に分かりやすく挿入

することや，水族館・科学館を独立させて紹介するのもいいだろう。あとは実際にお土産

店まで誘導することができれば，より魅力的な観光地になるであろう。宗谷岬は，日本最

北端の地(択捉島を除いた場合)であり，モニュメントが建てられていて地元の人よりは観
光客，主にバイクでのツーリング客が多い印象だった。実際にできることとしては，モニ

ュメントでの写真撮影や，海の先を眺めたりくらいしかなかった。周りに売店や飲食店が

あったが，閉店していた。少し離れた所にお土産店があり，その中に小さめの科学館，「流

氷館」があり，－20度を体験できるなど面白い体験ができる施設なのだが，その存在に気
づかないで帰る人が多く，宗谷岬にもその施設に誘導するようなものもない。看板を建て

るなどをして誘導し少しでも多くの人に来てもらえるようにすべきである。

稚内全体として，実際に稚内市を訪ねて，観光客に対する受け入れ態勢の悪さを実感し

た。具体的には，Wi-Fiの対応，外国語対応，外国人スタッフの登用，交通網の悪さおよび
分かりにくさ，稚内限定のものが無いなどが挙げられる。稚内の長所である，日本最北端

を活かし観光客を呼び込み，その中で実際に，観光地を見せることでリピーターを獲得す

ることができれば，今後の稚内の観光の未来は明るくなると思われる。

（渡邉涼）



6. 現地調査行程まとめ
日

次

月日
場所 現地時間

交通 

機関
行程 食事

1
8/19 

(金) 

新千歳空港

(集合) 

新千歳空港 発

稚内空港 着

稚内空港 発

稚内市 着

9：30 

10：25 

11：20 

11：45 

12：30頃

14：00 

15：30 

17：00頃

20：00頃

各自

NH4841 

専用バス

新千歳空港 2階 保安検査場B付近集合

荷物預け, 保安検査通過後, 搭乗ゲートへ

移動

着後, 荷物受取後, 稚内市内へ移動

稚内市役所表敬訪問」

稚内観光協会にてボーダーツーリズム講習会

ホテル着, 夕食へ

ホテルにてミーティング

＜稚内市内：ホテル泊＞

朝：× 

昼：各自

夕：各自

2
8/20 

(土) 

ホテル発

稚内市内・近郊

ホテル着

8：30頃

17：00頃

20：00頃

専用バス

徒歩

ホテルにて朝食後, 巡検へ

【稚内市内・近郊巡検】

新たな観光資源の発掘と, 観光地の現状を

調査（宗谷岬・野寒布岬・ノシャップ寒流水族館・

稚内市北方記念館・稚内公園など）

巡検終了後, 夕食

ホテルにてミーティング

＜稚内市内：ホテル泊＞

朝：ホテル

昼：各自

夕：各自

3
8/21 

(日) 

ホテル発

稚内市内・近郊

稚内空港着

稚内空港発

新千歳空港着

8:30頃

16：30 

17：30 

18：25 

専用バス

NH4844 

ホテルにて朝食後, 巡検へ

【稚内市内・近郊巡検】

稚内副港市場・道の駅でインタビュー調査

（予定）ほか

着後, 荷物受け取り お疲れ様でした。

朝：ホテル

昼：各自

夕：× 



第 3章 サハリン研修報告
1. サハリン基本情報

(1)自然環境と主な特色
 サハリンは南北約 950 ㎞，東西最大約 160 ㎞の細長い島である。その面積は約 76,400
㎢。これは北海道のおよそ 90パーセント程度の広さである。サハリンの最南端のクリリオ
ン岬（日本統治時代の名称西能登呂岬）と北海道の最北端の宗谷岬の距離は約 43㎞だ。
 人口はサハリン全体で約 48万人（2010年）。サハリンの中心都市であるユジノサハリン
スク（旧名豊原）市には約 18万人が住んでいる。樺太時代の昭和 16年の国勢調査では住
民数 406,557人だった。その後の調査結果では，明確な数字には残っていないが，約 40万
人であったといわれている。

 サハリンは亜寒帯に属するため非常に冷える。また，シベリア大陸からの季節風やオホ

ーツク海の寒流の影響を受けているため，同緯度の他の地方に比べて寒冷である。10月後
半には雪がちらつきはじめ，南西部の一部を除く海岸では 12月から 4月まで氷結する。冬
期の積雪量は多い。中心都市のユジノサハリンスク市の平均気温は 1 月で氷点下 12～15
度，8月で 16～20度。年鑑降雨量は 800～900ミリ程度。

表 1. 2014年サハリン州気象データ

（サハリン州気象・観光観測局資料より作成）

 サハリンの伝統的な産業は資源エネルギー業，漁業・水産加工，林業の 3分野である。
漁業ではサケ，鰊，カニ，鱈漁を中心としている。サハリンの経済発展の牽引力となった

のがサハリン大陸棚石油ガス開発プロジェクトである。サハリン州の主要な輸出品は，エ

ネルギー資源（石油，天然ガス，石炭）水産物・水産加工品で，輸入品は建設機械，燃料

製品，鉄・非鉄金属・金属製品である。2014年では貿易総額は 180億ドルであり，その
内の輸出が 167億万ドル，輸出が 13億ドルである。
 現在日本との姉妹都市関係は 10か所で結ばれている。

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
平均

気温

（℃）

−14.3 −10.0 −5.6 2.8 7.5 12.7 17.0 18.3 13.2 6.0 0.4 −7.6

降水量

(mm) 
48.9 53.4 13.0 32.2 85.7 137.1 103.2 36.0 69.9 87.1 47.6 85.1

平均

湿度

（％）

85 83 76 68 79 84 86 85 84 80 76 80



表 2. 日本とサハリンの姉妹都市関係
日本 サハリン

旭川市（北海道） ユジノサハリンスク

釧路市（北海道） ホルムスク

猿払村（北海道） オジョールスキー

天塩市（北海道） トマリ

名寄市（北海道） ドリンスク

根室市（北海道） セヴェロクリリスク

函館市（北海道） ユジノサハリンスク

紋別市（北海道） コルサコフ

稚内市（北海道） ユジノサハリンスク，コルサコフ，ネベリスク

余目町（山形県） コルサコフ

         （内田）

図 1. サハリンの地図（北海道日本ロシア協会HPより）

＜参考資料＞

・一般社団法人 全国樺太連盟HP 
・稚内市HP
・在ユジノサハリンスク日本国総領事館HP  



(2)都市・人口
 サハリン州は，ロシア連邦の極東連邦管理区に属している。サハリン州の人口は約 48.8
万人（2015年統計）で，州都ユジノサハリンスク市の人口は約 19.3万人，面積は約
87000km２（うち北方領土 5000㎞２）である。サハリンにはロシア人だけでなく，アジア
系の市民も多くいた。サハリン州の概要～2015年版～によると，民族構成は「ロシア人
82.3%，朝鮮人 5.0%，ウクライナ人 2.4%，タタール人 1.0%，ベラルーシ 0.6%，ニブフ人
0.4%，少数民族複数 (2010年)」である。
 旧日本統治時代の建築物も多く見ることができる。その多くは現ロシア軍の使用する建

物となっており，塀越しでだが見ることが可能だ。また，現ロシア軍所有の建物は，白い

塀が目印となっており。ここでの写真撮影は禁止されている。最悪の場合，帰国時などに

写真データを見せるよう言われ消去せねばならなくなることもあるという。旧日本時代の

建物は状態が良く，現在でも普通に旧豊原市役所が雑居ビルになっていたり，豊原庁病院

が軍病院になっていたりする。

サハリン及びロシア連邦自体の軍事色が強いということもあり，サハリンのいたるとこ

ろに実際に使われていた戦車を再塗装したモニュメントや戦勝碑などを見ることができ

た。また，戦勝記念日は祝日になり，街中を戦車やロシア軍の兵が行進したりなどしてい

るという。

サハリンの街中は，インフラ整備が良くなく，駅前の駐車場，その周辺の道路も凸凹し

て亀裂が入っていた。そして，少々埃っぽかった。

 サハリンの駅を見ると，時計が二つあり，ロシア連邦の首都モスクワの時間とユジノサ

ハリンスクの時間の時計とがあった。また，ホテルでテレビを見ると，ニュースなどでの

時計の表示がモスクワ基準になっている。

 ソ連時代のものが多く残っており，レーニン通りにはレーニン像が残っている。また，

ソ連時代のとても年季の入ったバスなどが道路を走っていたり，ソ連時代に建てられた建

物や，塀なども見ることができる。ソ連時代に作られた建物は，煉瓦が大きいのだとい

う。また，現在残っているソ連時代の建物は大抵がボロボロなのだとか。

ユジノサハリンスク市内ではないが，街を外れたプリゴロドノエに日本人上陸記念碑や

忠魂塔がある。当時使われていたトーチカがそのまま残っている。余談ではあるが，その

ような建立物は薙ぎ倒されて足元にそのまま残っていた，そしてトーチカの内部は落書き

がされていたり，ごみが捨てられていたりと雑な扱いであった。

街中の歩道の信号は日本と違い，足元にも信号があった。どういうことかというと，歩

道の前に線の様になった赤と青に光るライトが埋まっている。それが信号機代わりなの

だ。普通の信号機とともに，歩道に信号機を埋めることによって，歩きスマホをしている

人が誤って赤信号のときに歩道に飛び出してゆかないようになるのだそうだ。歩きスマホ

をしている人の事故防止をできるのはよいことだが，果たしてそれでよいのかと思ってし

まった。安全を守れても，スマホ利用者の安全（危機管理能力）が上がるものではないか

らだ。

日本の建築様式が見られる場所もある。そのひとつがサハリン州郷土資料博物館だ。こ

こは帝冠様式という西洋風の建造物に瓦屋根を載せたものである。このサハリン州郷土資

料博物館には，いたるところに日本の面影を感じることができる。例えば，入り口の扉に

は日本の天皇および皇室を表す紋章である，菊の御紋がついている。また，サハリン州郷

土資料博物館はしばしば新婚の夫婦が記念写真を撮りに来る撮影スポットとなっている。

サハリンでは，水道の調子があまり良くない。断水も日常的にあるらしく，宿泊先でも実



際に水が流れなくなった。調子が良くない理由は，水道管は日本統治時代のものをそのまま

使っているからである。水道管が劣化していることもあり，断水後の水は出し始めだと茶色

く濁っていた。                              （濱谷）

(3)歴史
 サハリン（樺太）は北海道の北に位置する島で，現在はロシアが統治している。ロシア本

土とは離れているが，氷河期には大陸と陸続きになっていたと考えられている。そのため，

恐竜の化石や古生物の化石も見つかっている。また，新石器時代の石器やかわらけも出土し

ているため，日本とほぼ同じ時期に同じような暮らしを送る人々がいたこともわかっている。

その人々は日本との関わりを持っており，樺太アイヌと北海道のアイヌ民族の間でも交流が

あったとされている。このように，サハリンの歴史は日本との関わりが深いものが多いため，

サハリンに限らず日本のことについても言及しながら歴史についてまとめていく。

一つ目は，江戸時代のサハリンの歴史についてだ。サハリンの調査は江戸時代以前から行

われていたが，江戸時代に大きく進展し，調査も活発に行われたため江戸時代のサハリン史

を特筆する。

 江戸時代には多くの人物が日本からサハリンへと調査に向かった。有名な人物としては，

間宮林蔵，最上徳内，松田伝十郎がいる。これらの人物は幕府の命を受けサハリンに渡り，

現地調査を行った。最上徳内はアイヌの人々の力を借りて樺太調査を行い，間宮林蔵はサハ

リンが島であることを発見し，樺太探索の際は松田伝十郎と協力して，東西からサハリンを

調べ，樺太北部にアイヌ語が通じないオロッコと呼ばれる民族が暮らしていることも発見し

た。これらの人物の調査結果から，江戸時代のサハリンはアイヌ民族中心となっていたが，

アイヌ民族以外の民族も独自の文化を保ち生活していたことがわかった。また，サハリンは

元に朝貢していた時期もあったが，独自の文化を守り続けていたことから北海道で暮らして

いたアイヌ民族との共通点も見受けられる。

 二つ目は，今回のサハリン研修でメインとなった日本の南樺太領有時代についてだ。

サハリンは元々日本とロシア両国民が共に暮らす雑居地となっていたが，1875年の樺太・千
島交換条約で日本が領有権を放棄したため，全土がロシアの領土となった。その後日露戦争

が勃発し，1905年にポーツマス条約が締結された。日本が南樺太を領有したのはこのポーツ
マス条約からだ。ポーツマス条約により北緯 50 度以南の樺太が日本の領土となった。そし
て，1907年には行政機関として樺太庁が置かれ，樺太の統治と開発を行った。樺太庁が置か
れて以降人口は増え続け，1940年には40万人を超えたがそれ以降は減少の一途を辿り1944
年には 40 万人を下回った。第二次世界大戦中は 1945 年の戦争終盤まで日ソ中立条約を守
ってきたがソ連だが，8月 9日に条約を一歩的に破り，南樺太へ侵攻した。この侵攻により，
真岡郵便局事件や三船殉難事件が起こった。この真岡郵便局事件とは，ソ連軍の侵攻の際真

岡郵便局で電話交換手として働いていた 9名の女性電話交換手が死亡した事件のことだ。こ
の事件の犠牲者を悼む碑が稚内に建てられている。ソ連の南樺太侵攻により，真岡郵便局事

件や三船殉難事件以外にも犠牲者は多く出ている。民間人が北海道へ逃れるために南下して

いた際もソ連兵による攻撃は止まず，道中で足手まといになる子どもや老人を置き去りにし

たり，崖から突き落としたりすることもあったという。また，北海道へ逃れるために用意さ

れた引き揚げ船も撃沈されるなどサハリンでの犠牲者は 3500～3700人に及んだのではない
かと考えられている。しかし，戦争による犠牲者は他にもいる。当時，南樺太には日本人の

他に朝鮮人も暮らしていた。その朝鮮人たちは日本人の本土引き揚げの際，様々な理由から

引き上げることができなかった者も多くいた。その多くは子どもを持つ女性や 1946年に米
ソ間で結ばれた，ソ連地区引き揚げ米ソ協定により引き揚げの対象から除外された朝鮮人な



どだ。それらの人々の多くは戦後も祖国に帰ることはできずにサハリンで暮らし続けた。現

在でもサハリンに日系や朝鮮系の人々がロシア国籍で暮らしているのは，そのような経緯が

あったからだ。

第二次世界大戦について，メディアなどでは「沖縄が唯一の地上戦」と伝える場合が多い

が，日本がポツダム宣言を受諾して以降もサハリンでは地上戦が行われていた。そして，サ

ハリンでの戦争による犠牲者の多くはポツダム宣言受諾後に亡くなった者だ。今回の研修を

通して，近年注目されつつあるサハリンの歴史を改めて見直す必要があるのではないかと考

えた。

（加藤）



2.サハリン観光の未来
(1)今回のサハリン研修で，私たちはユジノサハリンスク（豊原）とコルサコフ（大泊）を訪
れた。ユジノサハリンスクはサハリンの州都で日本統治時代は樺太庁が置かれていた場所だ。

日本が統治していたということもあり，町の到る所に日本統治時代の名残を感じることができ

た。大きなショッピングモールやスキー場もあったが，観光地としては物足りなさがあった。

そこで，私はサハリンをより良い観光地にするために三つの提案をする。

一つ目は，ユジノサハリンスク市内の観光客に対する整備だ。ユジノサハリンスクには大型

スキー場やホテルが存在するが，ホテルは数が少なく，英語で会話ができるホテルマンも少な

いため国外から訪れる観光客にとっては快適とは言い難い。そこで私が提案するのは，市内の

要所に英語表記の看板を立てるというものだ。英語表記のものがあれば外国からの観光客もな

にが書いてあるのかを理解することができる。しかし，看板の設置は簡単にできるものではな

いし，お金もかかることなので今すぐにできる対策とは言えないが，それぞれのお店や役所で

ポスターを作るなどの対策はできると考えた。このようなことをすることで，国外からの観光

客にも優しい町になるのではないだろうか。

 二つ目は，ユジノサハリンスクに限らず町の整備が不十分だということだ。サハリンでは，

日本統治時代の水道管や道路や線路を使用しているため，道路が平らになっていない場所や，

端が欠けている場所が多い。水道管に関しては，透明な水が出るまで時間がかかることに加え，

朝に蛇口を捻っても水がでないなどの問題もある。また，市民が利用している公共バスはソ連

時代のものがあるため，今にも壊れそうなバスが当たり前のように走っていたりする。観光客

からすると，このようなバスは見るだけで不安になってしまうのではないかと考えた。観光客

に安心して楽しんでもらうためにも，町の整備は早急に行った方が良いのではないかと感じだ。

 三つ目は，稚内とのボーダーツーリズムを考える上で重要になってくる日本統治時代の建物

の保存やコルサコフの整備を進めることだ。コルサコフは港町で，日本統治時代の建物も多く

残っている。しかし，そのほとんどが全く整備されていない状態で，すでに解体が始まってい

るものもある。日本とのボーダーツーリズムでは，日本統治時代の建物は重要になってくると

考える。日本人にサハリンを身近な場所だと思ってもらうためには，日本に所縁のあるものを

アピールする必要があると考えたからだ。サハリンにある日本の建物をそのまま維持するとい

うのは国が絡む問題になるので難しいが，その建物が具体的にどこにあるのかを記した地図な

どがあるとよいのではないだろうか。実際に行ってみて，日本に所縁のあるものがある場所は

わかりにくいし行きにくいと感じたので，詳しい地図があると観光客も観光をしやすいし，安

心できるのではないかと考えた。

 私が，サハリンの新しい観光と日本とのボーダーツーリズムを行う上で最も重要になってく

ると感じたものは，前述した中にもある町の整備だ。サハリンは雰囲気も良く，もう一度行き

たいと思える場所だったが，町を整備しきれていないと感じるところもあったので，まずは，

外国からの観光客にも満足してもらえる街づくりをするべきだと考える。

（加藤）



(2)サハリン州郷土博物館
 第二次世界大戦前は，日本の領地であったサハリン(樺太)の史料や当時の生活を表す展示な
どが多くあり，昔の日本とサハリンの繋がりを強く感じさせるものであった。

 印象的だったものは，アイヌ族やニブヒ族の展示であり先住民族の傾向が似ているというこ

とをそこで初めて知り興味深かった。

 サハリンを訪れる日本人が，両国の歴史的経緯を知る上でここを訪れることはとても重要な

ことであり，日本では見ることができないものが多数ある。

旧樺太製糖工場豊原工場

1936 年に樺太製糖豊原工場として建てられた。樺太製糖は，戦後はソ連の国営工場となっ
てパスタ類や菓子を製造。ソ連崩壊後に民営化され，90年代半ばに菓子作りに絞った。
 現在は，建て替えが進んでいたが，外観は当時の様子を残しており今の日本のお菓子工場と

はまるで違うような雰囲気を醸し出していた。

山の空気(ゴールヌィ・ヴォーズドゥフ) 
 この施設は，サハリンで一番の観光資源になることが期待される場所だった。

 サハリン市内を一望できる展望台や極東一の呼び声高い巨大スキー場であり，都市交通がと

てもよくサハリン市中心部から車で 15分もかからないほどの大変優れた立地であった。
 施設の職員に質問をすると，夏は展望台として営業しており，冬はスキー場として営業して

いるとのことだったが，展望台として営業しているのにも関わらず来場者がとても少なかった。

 それに加え，外国語対応がなされていないことやお土産等の商品がないことなど様々な問題

点を挙げることができるような施設だった。

 この施設単体で利益を上げるとするならば，土地が広いために麓に宿泊施設を建設したり，

現地では名の通っている料理店などを出店することなど人を呼ぶための活動がまだまだでき

るということを感じた。

サハリンの食

 海外の食は日本人には合わない。という話をよく耳にする。また，海外に行った経験があま

りない人はそのようなイメージを持ちがちになっている。私がサハリンで食べた食事はほとん

どが大変美味しく，日本で食べたロシア料理と違いが多く見受けられた。現地の食材や現地の

独特の作り方などがあるのだろう。

 ロシア料理として有名なボルシチやピロシキも大変美味しく，特にピロシキはファストフー

ド感覚でお手頃に食べることができたというのが良かった。

まとめ

 今回の訪問で，私は初めてサハリンを訪れたが，訪れる前に思っていたサハリンと訪れた後

のサハリンは印象は大変違うものとなった。

 パンフレットを見たり，どのような観光スポットがあるのかを事前に調べたが，インターネ

ットや書籍で見るものとは大きく違いがあり，肌で感じたサハリンをより効果的に伝えていか

なければならないと感じた。

 また，サハリン観光をする日本人は高齢者が多いという事実を踏まえて，この層の若返りを

図らなければならない。

 本州に住み，スキーを趣味としていて毎年北海道旅行をしている人をうまくサハリンに取り



込みたいところであるが，ビザ問題など，入国するための手続きが面倒であり，まずここの規

制緩和が求められると考えた。

 今回はバスで現地を視察して回っていたが，都市交通も発展しているような印象は受けなか

った。おそらく路線バスが走っているだけで地下鉄や鉄道などが発展しているように見えず，

観光客を取り込むためにはインフラ整備が求められていると考える。

 食，文化についてはとても良いだけにインフラ整備を進めて極東一のスキー場である山の空

気を中心とした観光プランニングを積極的に進めることで今後のサハリン観光に新たな展望

があると考える。

（渡邉涼）



3.現地調査行程まとめ・写真
1日目（9月 28日[水]）
17時 00分 ホムトヴォ空港発 通訳・ガイドのリンマさん，道庁サハリン事務所の高
橋誠さんと会う

17時 50分 ホテル，サハリンサッポロ着
18時 15分 VTB銀行着 両替をする。緊張
18時 25分 レストラン（ディスカバリー）着 

メニューにあるが，注文できないものが多い。ポークBBQとパンを注文
19時 25分 料理着 注文してから 48分
19時 55分 スーパー（Первый）に立ち寄ってからホテルへ 店内は西洋的。生活品は結

構安い

20時 05分 よさこいソーランの練習

2日目（9月 29日[木]）
8時 00分 朝食 パンが美味しい
9時 30分 サハリンサッポロ出発
9時 40分 サハリン事務所着 サハリン事務所の石田氏からお話を頂く
11時 23分 サハリン事務所発 サハリン州郷土博物館に行く予定であったが，クルーズ船

団体客で混んでいたため午後に変更

11時 51分 旧樺太製糖豊原工場着 がっしりとした建物だが，外見はボロボロ。現在は菓
子工場（サハリンの菓子職人 2）。許可を得て特別に中を見学させてもらう

12時 30分 見学終了 工場長がお菓子を沢山振舞ってくれた
13時 00分 製糖工場発
13時 20分 市場着 昼食（ピロシキ）を買う   
14時 00分 州政府着 州政府表敬。緊張。
14時 25分 勝利広場へ移動 教会の見学
15時 05分 栄光広場へ移動・見学 ソビエト兵士の銅像が沢山
15時 35分 サハリン州博物館に移動
15時 40分 博物館着 屋外展示品を見る
16時 20分 館内見学。値段は写真撮影代込みで 170ルーブル
17時 40分 博物館発 記念撮影をした。
17時 53分 旧豊原市役所着
18時 00分 旧陸軍病院着
18時 23分 レストラン（サイゴン）着 ボルシチ，ビーフストロガノフ，ベリージュー

ス，白パンを頼む。

19時 10分 ボルシチ届く 全部のメニューが大変美味しく，ボリューミー。大満足。
20時 13分 レストラン発，スーパー（Первый）に立ち寄ってからホテルへ



3日目（9月 30日[金]）
8時 30分 サハリンサッポロ発
9時 10分 第 1ギムナジア着 歓迎を受ける
9時 20分 日本語授業の見学
10時 10分 ロシア語授業に参加
11時 00分 日本文化交流・ロシア文化交流・昼食（ギムナジアの食堂）
13時 35分 第 1ギムナジア発
13時 50分 平和観音像開眼式典参加。日本からもツアーが組まれ，参加者多数
15時 10分 式典終了 山の空気へ移動
15時 50分 山の空気着 インタビューを実施。強風に見舞われる
17時 04分 ガガーリン公園着 公園内散策
18時 15分 ユジノサハリンスク駅前のレーニン像・駅舎を見学
19時 00分 レストラン着 韓国料理をいただく
20時 20分 レストラン発 スーパー（Первый）に立ち寄ってからホテルに戻る

4日目（10月 1日[土]）
9時 10分 サハリンサッポロ出発

10時 00分 コルサコフ着 旧北海道拓殖銀行大泊店，元栄町小学校，稚内公園等見学
10時 23分 旧王子製紙大泊工場 見ごたえあり
10時 50分 展望台 亜庭湾・コルサコフ港を一望
11時 05分 コルサコフ市郷土資料館へ移動 途中亜庭神社へ。湧き水があり，飲める
11時 33分 郷土博物館着
12時 04分 上陸記念碑へ移動
12時 52分 上陸記念碑着 プリゴロドノエLNGプラント，トーチカ跡，旧女麗海底電信

ケーブル中継所跡を見学

13時 15分 ロシア料理レストラン着 ランチ 700ルーブル
14時 20分 市内の銀行で両替後，シティーモールへ移動
15時 15分 シティーモール着
16時 45分 見学・買い物終了。ホムトヴォ空港へ。
17時 00分 飛行場着。みなさんとお別れ。感謝



【サハリン研修写真集】

写真 1 北海道サハリン事務所にて         写真2 サハリンの菓子職人でもてなしを受ける

   写真 3 州政府表敬訪問後の記念写真          写真 4 サハリン州郷土博物館にて

写真 5 第 1ギムナジア交流日本語授業見学       写真 6 第 1ギムナジア交流日本文化交流

写真 7 第 1ギムナジア交流ロシア文化交流          写真 8 山の空気にて説明を受ける



写真 9 コルサコフ港付近展望台にて        写真 10 夕食時の 1コマ（ボルシチを食べる）

写真 11 旧樺太製糖豊原工場             写真 12 新しいロシア正教教会

写真 13 郷土博物館（アイヌの関連の資料）          写真 14 旧豊原市役所建物

写真 15 平和観音像開眼式典に参加          写真 16「山の空気」からのユジノの街の眺め



写真 17 旧王子製紙大泊工場              写真 18 展望台から桟橋を望む

 写真 19 横倒しにされた日本軍上陸記念碑          写真 20 プリゴロドノエLNGプラント

写真 21 旧女麗海底電信ケーブル中継所跡         写真 22 旧北海道拓殖銀行大泊支店



【サハリン研修中に地元の新聞に掲載】

www.sakhalin.info/news/122186  

Японские школьники на Сахалине познают все тайные смыслы русского "Здравствуйте!" 
サハリンで日本の学生達はロシア語の《ズドラーストヴィーチェ！》の秘めた意味を知る

11:52 30 сентября 2016.  Кирилл Ясько  

Образование, Южно-Сахалинск  
教育，ユジノサハリンスク市

В Южно-Сахалинске продолжается визит делегации старшеклассников из японского города Саппоро. 
Вчера жители Страны восходящего солнца успели пройти через обязательную официальную 
программу и познакомились с экспозицией Сахалинского краеведческого музея. А сегодня прибыли 
в южно-сахалинскую гимназию имени Пушкина, где попробовали хлеб-соль и на собственной форме 
почувствовали специфику изучения в нашей стране родного для них языка.  
 ユジノサハリンスク市では，日本国札幌市から高校生の代表団の訪問が続いている。昨日，日本国の住民達

は，必須の公式日程のあとで，サハリン州郷土博物館に行くことができ，そこの展示物を見学した。そして，今

日，プーシキン名称ユジノサハリンスク・ギムナジウムに到着すると歓迎の《パンと塩》を食べ，そして，自分のやり

方で，わが国での彼らにとっての母国語の学習の特性（特殊性）を理解した。

Местом встречи японских и отечественных школьников стала гимназия №1, рассказывает ее директор 
Ляля Боку, она была выбрана не случайно — несколько лет назад педагоги школы и японские коллеги 
уже навели мосты дружбы между Сахалином и Хоккайдо. Состоялось несколько педагогических 
поездок, в ходе которых как ра оказалась проторена дорога для юных японцев.  
— Интерес к Сахалину два года назад первыми проявили наши коллеги с Хоккайдо — учителя школы 
Кэйсе при университете Рицумэйкан уже приезжали на остров и вот сегодня к нам впервые приехали 
сами школьники. Это очень здорово, Япония — наш ближайший сосед, и я надеюсь, что и наши ребята 
смогут туда поехать в скором времени с ответным визитом, — рассказывает директор. — 
Факультативно японский язык у нас со дня основания гимназии преподавался, но по мере развития 
отношений двух стран мы его внесли в учебный план. Сегодня ребята могут изучать с 5 по 11 классы, 
есть очень большой интерес как у родителей, так и у самих гимназистов.  



第一ギムナジウムが日本とロシアの学生の懇談の場となったが，リャーリャ・ボク校長は，この学校が偶然選ば

れたのではないと話している。それは，数年前，この学校の教師達は日本の同僚達とすでにサハリンと北海道の

間に友好の橋をかけていたからである。教育視察旅行が数回行われ，それらの過程で日本の若者のための道

が開かれたのである。

「北海道の私達の同僚達は，２年前にサハリンに関心を示した-立命館慶祥高等学校の教師達はすでにサハ

リンの島を訪れており，そして，今日，初めて自分達の学校の生徒達が訪問したのである。とてもすばらしいこと

に，日本は私達の最も近い隣人であり，私は，近いうちに我々の生徒達が答礼訪問できることを期待している。」

と校長は語った。

Выбирать японский язык, рассказывают сами школьники, подталкивает прежде всего близость Страны 
восходящего солнца и обилие возможностей для общения — поехать на острова для многих намного 
проще, чем, например, во Францию (французский в гимназии также можно преподавать). Более того, 
рассказывает преподаватель иностранного языка Иван Гущин, есть не только туманные перспективы 
поездок, но и вполне отлаженные совместные мероприятия — гимназисты участвуют в конкурсах 
на знание языка, уже выезжали в Страну восходящего солнца, а этим летом трое старшеклассников 
отправятся в Японию по программе молодежных обменов.  
当校では，ギムナジウムの創設日から，日本語は選択科目となっているが，両国の関係が発展するにつれて

私達は日本語を教育プランに加えることにした。今日，５年生から１１年生まで学習することが可能であり，保護者

の皆さんだけでなく，当校の生徒達も，とても大きな関心を示している。

 何よりも日本国が近いこと，そして交流にとっ

ての可能性が豊富－多くの生徒にとって今に

いくことは，例えば，フランスに行くよりも（フラ

ンス語もギムナジウムで教えることが可能）簡

単であるということが

日本語を選択することを後押ししていると，生

徒自身が話している。

外国語の教師イワン・グーシン氏が言うに

は，旅行の漠然とした見通しだけでなく，完全

に整備されている合同事業－ギムナジウムの

生徒達は語学力のコンクールに参加してお

り，すでに日本国にも行っており，そして今年

の夏は高学年の３名の生徒が青少年交流プロ

グラムによって日本に出発している。



— Я думаю, что это достаточно серьезное достижение. Наша гимназия сегодня — единственная школа 
на Сахалине, где японский язык изучают так активно — с 5 по 11 классы. У ребят есть очень большой 
интерес, у родителей тоже, — продолжает Иван Гущин. — Хотя, конечно, это процесс небыстрый: 
в восточных языках вообще мало знать только грамматику, лексику, зубрить иероглифы или буквы. 
Надо понимать культурные аспекты, традиции, чтобы успешно с японским народом общаться. Все это 
мы пытаемся на уроках передать ребятам, так что думаю, что коммуникация сегодня состоится.  
 「私は，これはとても立派な成果だと思います。我々のギムナジウムは，現在，積極的に-５年生から１１年生に

日本語を教えているサハリンで唯一の学校です。生徒達も保護者達も，とても大きな関心を持っています。」とイ

ワン・グーシン氏は続けた。「とはいえ，もちろん，このプロセスは早くはすすまない：東洋の言語は，一般的に文

法，語彙を知ることや，漢字や文字の丸暗記は少ない。日本人とうまく付き合うためには，文化面や伝統を理解

することが必要である。これら全てを，私達は授業で生徒達に伝えるようにしており，その結果，今日，コミュニケ

ーションが成立していると思う。」

Японскую делегацию в гимназии имени Пушкина ждет насыщенная программа — ребята побывали 
на уроке японского языка, где вместе с сахалинцами вспомнили о главных достопримечательностях 
родной страны, решили небольшой тест на знание "географии туризма" и познакомились со знаковыми 
местами России — от озера Байкал до московского Кремля. Подготовка урока и общение с гостями, 
рассказывает одиннадцатиклассник Алексей Коконов, не заняла много времени и особых проблем 
не вызвала — на прошлом занятии изучили, а сегодня — пообщались и рассказали. Гости, впрочем, 
старания хозяев оценили очень высоко.  
 ギムナジウムでは，内容の豊かなプログラムが日本の代表団を待っていた－彼らは日本語の授業に参加し，サ

ハリンの学生と一緒に母国の名所について思い出し，《観光地理》の知識についての小テストを解いたり，バイカ

ル湖からモスクワのクレムリンなどロシアのシンボル的な場所について調べた。授業とゲストとの交流の準備は，

11年生のアレクセイ・ココノフ君が言うには，多くの時間はかからなかったし，特別な問題もおきなかったという-
前回の授業で調べて，今日，交流し，披露したということである。ゲスト達は，それでも，ホスト側の努力をとても高

く評価した。

— Сегодня было здорово — урок понравился очень, ребята впечатлили, которые так прилежно 
занимаются языком. В Японии таких, мне кажется, нет. Я и сама учу чуть-чуть русский, но такого 
уровня у меня нет — пока только приветствия да благодарности знаю, — делится впечатлениями Хана 
Сато. — Вообще, я бы хотела тут пожить — город очень спокойный, музей краеведческий интересный, 
борщ вкусный. Хочу еще побывать в Холмске — там очень много зданий эпохи Карафуто 
сохранилось, вот было бы здорово их посмотреть.  
 「今日はすばらしかった。授業はとても気に入りましたし，言葉を熱心に勉強しているみなさんが印象的です。

日本では，おそらく，このようなことはありません。私も自分で少しロシア語を勉強していますが，このようなレベル

ではなく，まだ挨拶と感謝の言葉しかしりません。」と佐藤はなさんが感想を伝えた。「とにかく，私は住んでみた

いです－街はとてもおちついているし，郷土博物館は興味深く，ボルシチも美味しいです。ホルムスクも行って

みたいです－そこは，とても多くの樺太時代に建物が残っているというので，それらを見てみたいんです。」

Впереди японских гостей ждет еще более насыщенная программа — им предстоит познать 
все тонкости и смысловые нюансы русских пожеланий и приветствий, познакомиться с мезенской 
росписью и пообедать в настоящей школьной столовой. В ответ делегация с Хоккайдо подготовила 
для сахалинцев мастер-класс по традиционным японским играм. Визит школьников из Саппоро 
в островной регион завершится завтра.  
 日本のゲストたちには，さらに内容が豊かなプログラムが待っている－ロシア語の挨拶の表現や意味のニュア

ンスを知ったり，学食での昼食などである。北海道からの代表団は答礼として，サハリン側の人たちのために伝

統的な日本の遊びに関するワークショップを用意していた。札幌からの生徒達の島の地域への訪問は明日終了

予定である。

ИА Sakh.com  


