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研修期間：2019 年 10 月 28 日（月）～10 月 31 日（木） 

研修場所：ロシア連邦 ユジノサハリンスク市 

研修メンバー： 高校 3 年生 観光開発講座受講生 4 名 

   



〇フォトギャラリー  

  
研修メンバー4 名@新千歳空港      第 1 ギムナジア生徒による学校紹介・案内  

 

 

  
立命館慶祥高校学校紹介          ロシア観光事情アンケート調査  

 

 

  
       焼き絵絵制作体験        ブリヌイづくり体験・先生方・生徒と懇談  

 

  



  

サハリン州郷土博物館見学        第 1 ギムナジア生徒とナイトウォーク  

 

 

  

極東一の規模のロシア正教会聖堂内     コテージ開発が進む「山の空気」中腹  

 

 

  

「山の空気」中腹展望台にて     朝鮮半島文化のキムチ@市場「アジア・シチ」  

  



  

    

 

  

CAKO 社インタビュー風景          

   

  

Go Sakhalin 社インタビュー後      日本や韓国の調味料もそろうシティモール  

旧樺太神社参道  

ロシア国内の天然の原料に  
こだわった菓子  
 

稚内市サハリン事務所建物前に

保存されていた水準点  



 

①サハリン研修に臨むにあたり  

  

今回の研修参加動機は，サハリンと北海道は昔，交流があったのにも関わらず現

在は交流人口，関係人口ともに少ない状況であるため，その改善策を考えるたいと

考えたからである。研修前のサハリンのイメージは，多くの日本人が住んでいた歴

史があったため，日本統治時代の建築物が未だ残る土地で，日本人も一定サハリン

には居住していると思っていた。実際研修の中で見学したサハリン州郷土博物館や

王子ヶ池の神社跡などには漢字で書かれている石碑が残っていたり，「ふるさと」と

いう日本料理屋を経営していらっしゃる方は，ユジノサハリンスク市の名誉市民の

称号を付与されているという話を聞き，日本とサハリンの「繋がり」を感じた。現

地では，「ロシア人の日本への良いイメージと悪いイメージの比率は７：３なのに対

し，日本人は 3：7」というお話を，駐在する日本の方にお聞きした。私たち日本人

の印象とロシアの人々の間に大きなイメージの差があることに驚かされた。（有田） 

 

私は，サハリンには日本統治時代の名残でまだまだ日本風の建物物や文化的要素

が残っていると考えていた。街もあまり活気にあふれている，というようなイメー

ジがなく，北海道の地方都市と近いイメージを持っていた。実際訪問してみると，

ユジノサハリンスクへの玄関口のホムトヴォ空港のビルは古めかしい感じがしたが，

空港から車で 5 分も走ると，一気にヨーロッパ風の建物が増え，市街地は開発が進

み拡大している様子が見て取れた。自身が抱いていたサハリンのイメージと大きく

異なり，大変驚かされた。なぜ，今回サハリン研修に参加したかというと，私は将

来，日本と海外を、観光を軸につなぐ仕事に就きたいと考えているためである。今

回のテーマである，「サハリンと北海道をつなぐ観光プランニング」を考察すること

は，将来の自身の夢も具体的なものになるのではないかと考えた。私自身，サハリ

ンについては，日本史の授業で習う知識ほどしか知らなかったが，事前学習や現地

でのフィールドワーク，インタビューを通して知識を深めることができたと実感し

ている。（菅井）  

 

私はサハリンに対し，「北海道と距離的には近いが，交通手段が限られており，ま

た，お国柄などから気軽に行くことができる場所ではない」という印象を抱いてい

た。サハリン州は人口も少なく，ユジノサハリンスクもひっそりとした静かな街だ

とイメージを持っており，現地には未だ日本が支配していた歴史から建造物などは

たくさん残っているということを事前学習で学んだ中で，そこに住む人々は，日本

に対してあまり良いイメージを持っていないのではないかと考えた。観光の視点か

らは，特に有名な観光地や，サハリンならではの名産品といったものはあまり無く，

プランニングに一定の困難さも感じていた。参加動機としては，北海道と地理的，

歴史的に大きな関わりのある場所であることから，現在の日本と何らかの共通性や



 

つながりがあるかどうかを調べたかったこと，また，そもそもロシアという国それ

自体に興味があったからである。（高橋）  

 

 研修に行く前のサハリンのイメージは , 日露戦争後に日本が南樺太を領有したと

いう歴史があることから，かつての樺太の中心都市であった，ユジノサハリンスク

には昔の日本統治時代の建造物などが街に残っており，  それらはサハリンの人々

にとって，どのくらい関心寄せている歴史なのだろうかと考えていた。日本とは歴

史的つながりだけでなく，地理的にも日本に大変近い位置に存在することから，日

本との文化的な共通点も存在するのではないかと思っていた。私の祖母は，戦争中

にユジノサハリンスクに少しの間住んでいたということを聞いたことがあった。ゆ

えに，私は今年観光開発の授業中でサハリンの話がでるたび興味が増していった。

そもそも私は，サハリン研修に行くことができるという理由からこの観光開発講座

を選択した。ユジノサハリンスクの歴史やロシアの食，文化，観光事情について興

味があり，日本との関係性も学習したいと思ったため，この研修に参加した。（田湯）  

 

②研修行程と各研修地での研修内容  

1 日目  10 月 28 日(月) 

時間  場所  内容  

15:00（日本時間）  新千歳空港国際線ターミナル  集合  

18:30～19:00 頃  ユジノサハリンスク  

ホムトヴオ空港  

着後，宿泊先ホテルへ移動  

19:30 頃  ホテルサハリンサッポロ  到着，チェックイン  

19:45～21:00 夕食（マルーシャ）  店のシンボルがマトリョーシカ。ロシ

ア伝統料理のボルシチ，ビーフストロ

ガノフ , シーバクソンジュースに舌鼓。 

21:00～21:30 スーパー（ピエールヴィ）  新鮮な食材が豊富。チーズなどの乳製

品や牛乳の種類が豊富。日本の調味料

や食品も高価で販売されている。  

21:45 ホテルサハリンサッポロ  着後，ミーティング。  

 

2 日目  10 月 29 日(火) 

時間  場所  内容  

8:30 ホテルサハリンサッポロ  出発  

9:00〜9:30 北海道サハリン事務所  表敬訪問。佐藤知至氏・出野翔太氏。

サハリン情報取材を実施  

10:00～12:20 第 1 ギムナジア  双方が学校紹介，観光開発アンケート



 

調査，学校見学，焼き絵制作，パンケ

ーキづくり，生徒・教員と一緒に作っ

たり，懇談するなどした  

12:45～13:45 ガガーリンホテル  昼食。ロシア料理バイキング  

13:50～14:40 サハリン州郷土博物館  見学。館内や屋外展示場には，日露戦

争中・日本統治時代に使用されていた

ものが多く展示されていた  

15:00～16:30 サハリン州政府庁舎  表敬訪問。ブトゥハノフ経済発展翔副

大臣ほか 5 名，観光関連インタビュー  

16:45～17:30 ガガーリン公園  見学  

17:45 頃  ホテルサハリンサッポロ到着  一旦帰着  

18:30～19:30 レーニン広場  

サイゴン（夕食）  

広場周辺散策後，レストランへ。  

朝鮮出身の人も多く，種類が豊富な韓

国料理を食べる  

19:45～21:30 市街地ナイトウォーク  第 1 ギムナジアの生徒とコミュニケ

ーションをとりながら，中心地の観光

名所を紹介してもらい，日本文化やロ

シアのことについて話し合った  

21:30 ホテルサハリンサッポロ   

 

3 日目  10 月 30 日(水) 

時間  場所  内容  

8:45 ホテルサハリンサッポロ  出発  

9:00〜9:30 ロシア正教会  見学。お祈りの時間と重なったため，

市民がお祈りを捧げている様子を生

で見ることができた  

10:00〜11:20 山の空気  見学。サハリンで人気のアクティビテ

ィや，新たな計画，新設宿泊施設につ

いてなど観光関連インタビューを実

施  

11:15～11:50 市場「アジア・シチ」見学  市民の買物の様子や暮らしの様子を

見ることができた  

12:05〜12:45 昼食（セリ・パイエーリ）  学食形式で注文。ローカル価格。  

13:20〜14:30 稚内市サハリン事務所  所長三谷将氏に姉妹都市・サハリン事

情ほか主に道北地域との交流に関し

てインタビューを実施  



 

15:15〜16:00 CAKO（製菓会社）工場  見学。ロシア食文化関連インタビュー

を実施  

16:10～16:45 勝利広場・樺太神社跡地  見学  

17:00〜17:45 GO Sakhalin オフィス  ロマノフ社長にサハリン観光・情報発

信についてインタビューを実施  

18:00 頃  ホテルサハリンサッポロ  一旦帰着  

19:00～20:15 夕食（133）  ロシア各種肉料理を食べる  

20:30 ホテルサハリンサッポロ   

 

4 日目  10 月 31 日(木) 

時間  場所  内容  

9:40 ホテルサハリンサッポロ  チェックアウト，出発  

10:00〜11:30 シティーモール  土産物購入ほか  

12:00 ユジノサハリンスク  

ホムトヴォ空港  

到着  

13:30 ユジノサハリンスク  

ホムトヴォ空港  

出発  

14:30（日本時間）  新千歳空港国際線ターミナル  到着  

（全員） 
③取材メモ  

・北海道サハリン事務所（佐藤所長・出野主査）  

2018 年で北海道とサハリンは協定締結（北海道・サハリン州友好・経済協力提携）

20 周年。新千歳からユジノサハリンスクまで週 5 便飛んでいることを知らない人が

多く，運賃が高いこともあり，ビジネス目的の人ばかりで，観光客は少ない。ユジ

ノサハリンスク，成田間のほうがユジノサハリンスク，新千歳間のよりも運賃が安

いことも北海道とサハリンの交流人口が増えない要因であるとされる。他には，サ

ハリンには遊ぶところというイメージがないことも要因。実際は，スキーなどの自

然を利用したアクティビティがある。しかし，それは北海道でも可能である。サハ

リンとロシアの他の観光地との差別化が必要で，サハリンは日本時代のものや大自

然などの観光資源がある。サハリンはアジアの雰囲気を持っているが，ウラジオス

トクはアジアに近いにもかかわらず，街並みがヨーロッパということで人気な観光

地となっている。  

 

日本からサハリンに観光客を呼び込むための取り組みとして，日本からサハリン

へ飛行機を利用する客は，ビジネスで行き来する人が現状多い。一般客は，飛行機

の料金が高いためあまり利用しない。サハリン州政府として格安航空路線新設を検



 

討しているとのこと。また，ウラジオストクを始め，極東ロシアでは電子ビザの導

入により，以前より観光がしやすくなった。サハリンにもこの流れが来ており，今

後の観光客増加が見込まれている。ロシアで日本人に人気の観光スポットは，極東

地域ではウラジオストク。街並みがヨーロッパのように綺麗で成田や関空などから

直行便が飛んでおり，2 時間ほどで行くことができる。若い女性に人気の観光スポ

ット。  

日本人が持っているサハリンやロシア観光のイメージは良くないものが多いそ

うである。楽しくなさそうとか，ロシア人は怖いなどのイメージ。現在サハリンに

来る人は「人の行ってないところに行きたい」，「昔の日本統治時代の建物・遺構を

見たい」という，どちらかといえばコアな人たち。現状はビジネス客が多い。  

（日本の人の印象を変えることが必要・サハリンを知ってもらう工夫が必要！）  

 サハリンにより入込客数を増やす方策として，「他との差別化をしないと観光客

は来ない」とのこと。実はアクティビティが多いが知られていない現状。（スキーや

バギーを体験する人には北海道の人は少ない）。電子ビザの取得が可能になったこ

とは観光を考えてゆくうえで大きな前進。週 5 で千歳からユジノサハリンスクに飛

行機が飛んでいるが，内訳はビジネスで来る人が多い。飛行機運賃が高く，北海道

路線より東京（成田）線の方が値段が安く，北海道の人より東京の人の方が価格設

定的には来やすい。景色が素晴らしい場所は豊富だが，そこまで行くのが大変。車

で何時間もかかってしまったり，トイレが途中ない，といったインフラ整備が課題

である。  

                                      

・第 1 ギムナジア  

第 1 ギムナジアの生徒 2 人と先生方が学校案内をしてくれた。その後立命館慶祥

側から学校紹介のプレゼンをしたあと，20 名程の生徒に北海道・サハリン観光に関

するアンケートに回答してもらった。（日本文化体験・交流は時間の都合上開催でき

なかったため，お土産としてけん玉・羽子板・筆ペン・折り紙をプレゼントした。）

その後，焼き絵の体験をした。サハリンでは，技術の授業は男子のみ，家庭科は女

子のみの授業とのことである。その後ブリヌイというクレープの生地のようなもの

をつくり，紅茶を飲みながら，生徒・教職員とともに懇談した。第 1 ギムナジアの

生徒は積極的に日本語で話しかけてくれた。学校の設備に ICT 機器が導入されてい

た。教室内には実際に体験して学ぶことが可能な，まるでゲームのような教材が多

数置いてある。学校には数か所にプーチン大統領の写真が飾ってあり，愛国心を感

じた。第 1 ギムナジアの生徒は日本語の勉強にとても熱心で，たくさん日本語で質

問してくれた。英語も堪能。私たち慶祥生にとっても良い刺激となり，言語学習を

頑張ろうと感じた。  

 

 



 

                                      

・サハリン州政府にて観光関連インタビュー  

 サハリン州政府では以下のような質疑応答をした  

Q 1. 電子ビザの発行により，サハリンをはじめロシアへの観光がしやすくなったと

思うが，航空券代も比較的高い日本とサハリン間で LCC の導入予定はあるか。  

A1. ユジノサハリンスク空港では LCC の受け入れを検討している。  

既存の航空会社路線，オーロラ航空では，半年前にチケットを買えば半額近

い値段で買える。また，預け入れ荷物なしだとさらに安くなる。（出張で利用

するビジネスマンには大変良いが観光客向けではない  

 

Q2. 観光客をサハリンに呼び込むために工夫していることはあるか。  

A2. 観光インフラを整備している。3 年前に観光情報センターの Go Sakhalin を  

開いた。そのホームページや，各種 SNS を用いてサハリンの良いところを  

PR している。日本の旅行会社とも協力。来年プロモーションツアーを実施  

予定。  

 

Q3. サハリンの人達は日本に来たいと思っているのか？また，サハリンの人たちの

日本に対する印象とは。  

A3. 興味をもっている。サハリンの人達は親日家が置く，札幌へ行くことも多い。

千歳―ユジノサハリンスク便は週 5 便もある。日本の印象はおもてなしの精

神がある。歴史がある。観光が充実している。美味しい料理がある。  

 

Q4. サハリンにいるトナカイについて（国内研修地幌延町との交流の可能性を  

探る質問）  

A4. 数種類のトナカイがいる。南部に育成ファームがあってトナカイの角のエキ

スの温泉がある。北には野生のトナカイがいる。クジラをみることができる

ツアーが夏にあり，そこでトナカイをみることができる。サハリンにトナカ

イは 3 千頭います。3 種類のトナカイがいます。サハリン州南部には育成フ

ァームがある。その育成ファームには，トナカイのツノからのエキスの温泉

があり，入れる。北には野生のトナカイがいます。サハリン州は北から南ま

で千キロメートルあるので，トナカイは北から南へ行きづらく，移動しにく

い。コルサコフあたりにトナカイそりができるファームがある（4 頭）。トナ

カイやクジラを見たい人が夏にサハリンの北に行けるツアーがある。他のと

ころからトナカイを採っているので問題は少なくなっているように考えま

す。カムチャッカ地方。ロシアは広いので色んな地域から搬送している。  

 

Q5. サハリンに来る観光客は 2 万人と聞いたが，日本人が一番多いのか。  

A5. 2018 年には 30,000 人を突破。そのうち観光客が 22,000 人。  

日本人は 7,500 人（クルーズ船含む）。  



 

                                      

・山の空気(ゴールヌィヴォズドフ)インタビュー  

ユジノサハリンスクを代表する観光地，スキー・リゾート。質の高いコース整備

が次々とされている。山腹にはコテージを建設中。景色が綺麗で，2 か所の展望台

から街を見渡せる。ロシアの別荘，ダーチャが山のふもとに建つ。2020 年にスキー

の国際競技会が開かれ，2021 年には子供アジアオリンピックも開催予定。山の空気

では以下のような質疑応答をした。  

Q1. どうやって観光客を呼び込んでいるか。  

A1. ラジオ，TV 番組，インターネットで宣伝している。  

 

Q2. サハリンではどんな冬のアクティビティが人気か  

A2. スキー，スノーボードは半々ぐらいの割合で人気。魚釣り，そりも人気。  

 

Q3. 客の年齢層について  

A3. 18～45 歳が多い。スノーボードをしている人が半分，スキーが半分で，レン  

タルも行なっている。  

 

Q4. 日本人はどれくらい来ているのか。ロシア以外ではどこから来る人が多いか。 

A4. 12 月～4 月に約 1,000 人。80%はロシア人です。モスクワからが多い。外国  

人は残りの 20％程度で，ドイツや日本，韓国から来る人が多い。北海道には

多いオーストラリアからの客は少ない。  

 

Q5. 観光客が山の空気に来るには，どんな交通手段を利用してくるのか。  

A5. タクシーを利用するか , 無料シャトルバス路線。市内主要ホテルとの間に結  

ばれている。  

 

Q6. 今後の計画は。  

A6. 予定がいっぱいです。新しくできるコテージ（シャレー）は Long Stay 客用

新しいシャレーは，街まで近いし，スキーのコースも近いので便利です。2020

年頃に大きい大会を行う予定（国際競技大会）。2021 年には「子供アジアオ

リンピック」。2024 年には若者の中で新しい赤山で行われる大会がある。

2027 年にはパラリンピックが開催される構想も。  

 

Q7. 人工降雪は毎年使っていますか？  

A7. 吹雪で 2 メートル積もることもあるが，去年はスノーマシーンも使った。  

 

 



 

                                       

・稚内市サハリン事務所にてサハリンと北海道の交流関係インタビュー（三谷所長） 

1945 年までは定期航路が存在。稚内とサハリンの交流は文化・スポーツ交流な  

ど非常にさかん。現在サハリン→稚内の観光客は全盛期より減少傾向。2018 年ま

で存在したフェリーが今年度は運休で。稚内市サハリン事務所としても交渉を続

けているが，運航再開までには多くの困難がある様子。  

 

Q1. サハリンと北海道をつなぐツアーの開催予定はありますか？  

A1. 以前はあったが，今は需要があまりなく，予定していない。1999 年から 2015 

年には，約 200 人乗れる大型船の運航をしていた。この船は，人だけでなく  

貨客船として，荷物も運ぶことができるため，サハリン市民が稚内のホーム  

センターやドラッグストアで買い物して帰ることも多かった。船のメリット  

は，沢山荷物を持っていけること。稚内とサハリンを結ぶ船がなくなった今， 

人々が行き来するには，新千歳空港を経由して行くしか方法はない（遠回り）。 

稚内からサハリンまでフェリーで 5 時間だが，飛行機では飛行距離が短すぎ  

るため運航は難しい。（平成 3 年，4 年頃には稚内空港からサハリンの空港ま  

での航路を試験運航したが，近すぎて廃止となった）  

 

Q2. サハリンにもトナカイがいると聞いた。幌延町のトナカイ観光牧場とサハリン  

の「トナカイ交流」について，アイディアを持っているが，どう思うか。  

A2. トナカイの交流はいい案だと思うが，トナカイなどの動物は輸送するにあた  

って，検疫が大変厳しく，国が管理するもの。実現するのは難しいと思う。 

（幌延町とサハリンの交流案として，トナカイを使った観光プランニングを  

提案したいと考えていたため，残念だったが，稚内とサハリンを結ぶフェリ  

ーが復活すれば不可能なことではないと思うので，少しでも早くフェリーが  

復活することを願う。）  

 

Q3. サハリン州政府も押している「山の空気」のスキー場としての魅力は。  

A3. 雪質はそこまで良くはない。北海道の方が良いのでは。日本（特に北海道） 

のスキー目当ての観光客がこれから増える可能性は低いと考える。何か「変  

わったこと」をしなければ日本からの観光客は増えないのではないだろうか。 

 

Q4. 稚内市からサハリンに来る観光客はどれくらいいるのか。  

A4. 稚内からサハリンへ行く人は少ない。来る人は，親が樺太に住んでいた人や， 

旅慣れた東京の人が旅行としてサハリンに来る。  

 

Q5. 北海道とサハリンの交流人口はどのように増やそうとしていますか？  



 

A5. 魅力発進をしている。サハリンには稚内に馴染みがある人が多い。（スポーツ

団体やダンスでの文化交流などが行われている）観光目的でサハリンから稚内に行

く人はいない。日数もかかる上に費用もかかる。交通手段の「パターン」が少ない

ため，サハリン内の交通ルートを整備しなければならない，という課題がある。山

の空気の整備が次々と進められているが，今サハリンはインフラ整備が途上。個人

旅行客に向けた対応が必要。  

                                       

・CAKO(製菓会社)工場見学・ロシア文化インタビュー  

2013 年に設立，2016 年に製造を始め，150 品目をつくっている。  

砂糖の入っていない菓子も製造。ロシア国内の天然の原料にこだわっていて，練乳・

小麦粉・砂糖はシベリア産，ベリー類はサハリンの森からとっている。現在はロシ

アのみの販売だが，日本への販売も視野にいれているという。  

 

Q1. この工場の概要（設立年，製造品目，生産量，主な出荷先）を教えてください。  

A1. 2013 年に設立。初めは建設や機械の仕入れ，レシピ作り。2016 年からは製  

造開始した。150 品目のお菓子を作っている。製造開発を続けている。今は  

砂糖の入っていないお菓子を作る研究をしている。1 トンのお菓子が作られ  

ています。  

Q2. 原料は主にどこの産地のものを使用していますか？  

A2. シベリアからの原料を使用。使っているベリーはサハリンの森で，採集して  

いる。練乳・小麦・砂糖はシベリア産。  

 

Q3. 日本や外国に輸出していますか？（計画はありますか？）  

A3. ロシア国内のみの販売です。2019 年 10 月，北海道で行われた「アグリフー  

ドプロジェクト」にお菓子を出品した。日本は市場として大変興味深いので  

ビジネスパートナーをつくりたい。  

 

Q4. ここで製造されている商品の特徴やセールスポイントを教えてください。  

A4. 質の高い材料を使っていること。ロシア産のものは質が高く，天然。質が一  

番大切です。  

 

Q5. 人気の（売れ行きの良い）商品を教えてください。また，何故それが人気だと

思われるか？生産者のお立場からお聞かせください。  

A5. ゼヒール，パスチラ，マーマレード，クッキー，プチチカが人気です。プチ  

チカは会社によって味が違う，伝統的なお菓子です。小さいゼヒールはロシ  

ア人は好きではないので，大きくしています。  

 



 

Q6. ここで製造されている商品の特徴やセールスポイントを教えてください。  

A6. ロシア人がお菓子を買うときに価格は大切です。まず試食を行う→口コミを  

もとに改良→デザイナーがパッケージデザインをつくる（パックのデザイン  

はお客さんの意見を元にしています）。専属のデザイナーがいる。お菓子セッ  

トはクリスマスやお正月に売れて，販売量が増えます。ロシアのお正月は  

1 月 7 日です。クリスマスより，お正月の方がメインです。天気によって売  

り上げも変わってくるので，天気予報もチェックし製造したりもしている。 

                                      

・Go Sakhalin 社 サハリン観光関連インタビュー  

会社として観光客を増やすため旅行会社との協力や大阪展覧会に出展したり，国

際展覧会 JAT に参加し，サハリンの魅力を発信している。パンフレットは日本語，

英語があり，中国語，韓国語も追加予定。サハリンの観光における弱点は英語表記

が少ないことと述べていた。  

 

Q1. サハリンに来る観光客はどこの国の人が多いですか？  

A1. ロシア人の次には韓国人が多い。サハリンには，昔から朝鮮から移住してき  

た人が多いため。  

 

Q2. 観光客に人気なサハリンの観光地は？  

A2. 歴史関連遺産，自然の美しい場所など様々あるが，人によって違う。例えば，  

若者が東京から来たとき，漫画「ゴールデンカムイ」の影響を受けてサハリ  

ンへ来た人も。歴史（一番大事）が面白い。自然の美しさなら「アニワ岬」。  

秘境巡りをしに来る人もいる。  

 

Q3. 日本人とその他の国の観光客で「求めるもの」の違いはどんなことがあるか。 

A3. 日本はサービスレベルが高い。あと，日本人は「全部好きだ」と言います。 

（サハリンへ観光しに来た日本人に尋ねたときに往々にしてそう言うそう） 

 

Q4. 他の街にサハリンが誇れるもの（こと）は何ですか？  

A4. 1 番サハリンは面白いところではないだろうか。良いところ。ロシアを見る  

ならぜひサハリンにおいでください。  

Q5. パンフレットなどは何ヶ国語対応していますか？  

A5. 日本語，英語，韓国語。11 月に中国も追加する予定。2 年前から日本語パン  

フレットも作成し始めた。  

 

Q6. どのようにサハリンの魅力を PR しているのか？  

A6. 大阪で行われた展覧会や，「アグリフードプロジェクト」に参加した。国際  



 

展覧会「ジャット」に参加もしました。JTB など日本の旅行業者とも会った  

り，HIS 主催のセミナーにも参加している。PR はインターネットブログを  

通じて発信も。来年夏から，名古屋や大阪などにも新規路線を就航させ，サ  

ハリンへの路線を増便する予定（15 便）。国立会社だからガイドはない。  

旅行会社と協力している。  

（4 名がとったメモを合わせて整理した）  

                                       

④研修を終えて  

有田 新之助  

 Go Sakhalin 社でのインタビュー時に , 現在のサハリン観光の問題点として挙げ

られていた，「英語表記がないこと」は，実際各種観光地を訪問した際，不便だった。

通訳・ガイドの方がいないとレストランで注文することも難しく，街の標識を読む

こともできないため，まだ個人旅行は難しい地域であると感じた。ここから私は，

反対にロシア人が日本に来るときに，より来やすくなるためには，観光地や情報発

信にもいてロシア語対応の必要性があると強く感じた。取材して分かったことであ

るが，飛行機の運賃が高額であること（2020 年 1 月現在のエコノミー・Y クラス札

幌起点－ユジノ間往復は 84,700 円，ユジノ起点－札幌間往復は 650 ユーロ）船の

定期航路が存在しないことは，交流人口を増やす大きな壁になると感じた。ロシア

の人たちは北海道に来て，買い物や飲食を楽しみたいという人もギムナジアのアン

ケートより存在していることが分かったが，高い移動費のため日本に訪れるのを諦

めているロシア人が少なからずと存在すると思う。ゆえに，サハリンから日本への

観光客を増やすためには，サハリンから北海道に来る観光客には，滞在中に使える

特典付きの商品券配布や旅行者向け割引チケットを配布したり，道内の移動費を観

光客向けに安く設定すれば，よりロシアの人たちも北海道に来やすい環境になるの

ではないかと考えた。  

 

菅井 春那  

 私は今回の研修に参加して，日本とサハリンの交流人口を増やすためには交通手

段の整備・拡充が重要だと思った。現在，日本からサハリンに行くには新千歳空港

または成田空港からユジノサハリンスク・ホムトヴォ空港に行くしか手段が存在し

ない上，運賃も高額である。2015 年までは，稚内とサハリンを結ぶ定期フェリーが

存在したものの，利用者の減少により，2019 年現在では運航休止されていることを

知り驚いた。私はそのような状況からサハリン観光に行く日本人，反対に日本に旅

行に来るロシア人を今後増やしてゆくためには，昨今話題の，LCC 路線の新規開通

を提案したい。サハリン州政府におけるインタビューで，LCC の提案してみたとこ

ろ，州政府としても検討中との返事をいただいた。私は，LCC の開通により，より

手軽に旅行ができるようになることで，両国が身近な存在となり旅行がしやすくな



 

ると考える。現在サハリンと日本を行き来するのはロシアのオーロラ航空のみであ

るため，日本の LCC の会社（peach, Jet star）などが飛ぶようになれば，電子ビザ

の発行による簡便化と重なって，より観光客が増えるのではないかと考えた。稚内

とサハリンを結ぶフェリーの復活も貨物輸送の観点から考えてゆかねばならないが，

人の交流活性化のため，LCC の開通も第 1 に提案を考えてゆきたい。  

 

高橋 歩  

私はサハリン島という場所が，日本にはない豊かな自然に恵まれ，また魅力的な

観光名所もたくさんあることから，ネイチャーツーリズムを中心にサハリン観光を

活発化することは可能であると考えた。しかし，私自分にもいえることであったが，

サハリン研修に参加する前に，北海道に住む身でありながらそもそもどのような場

所か，名産品は何かなどを知る機会は少なく，またそれを知っている人も少ない。

取材をしてみて分かったことは全体的に観光に関する PR がまだまだ不足している

ことである。現在のサハリンが売り出している観光コンテンツは，正直言って他地

域においてもできることばかりである。そのことから「サハリンといえば何か？」。

「ならでは」のアクティビティ開発や「らしい」観光名所の売り出しと，それらを

中心にした情報発信をする必要があると考えた。  

 

田湯 亜蓮  

普段の生活の中で，他の国の文化や習慣に触れる機会は多くはないが，こうしてユ

ジノサハリンスクを訪問することができ，本当に勉強になることが多かった。どん

なに北海道とは近くても（飛行機で札幌から 1 時間），日本とは違った，今まで関わ

ることのなかったロシアの文化や習慣に触れることができた。極東最大の正教会で，

女の人はスカーフを巻いて髪を隠さないと教会の中に入れないといったルールを私

自身も体験したり，第 1 ギムナジアの生徒たちが日中も，そして夜も寒い中私たち

とコミュニケーションをとって，街中を案内してくれたことなど，これまでに知ら

なかったロシアに関する様々な知識や，物事の考え方・視点を備えることもできた。

私が提案にむけて重要視したことは，稚内↔コルサコフ間定期航路の復活である。

そうすることで，稚内市あたりに住んでいる日本人が遠回りをしてサハリンに行く

ということが無くなるうえ，船は航空機より安くたくさんの荷物を運べるため，両

地域の物流網確保と促進につながるからである。そしてたくさんの魅力が詰まった

サハリンを，諸外国にうまく PR できていない（足りない）と感じたため，新たな

PR 方法を考えたり，変えてゆくよう提案したい。（田湯）  
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