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↑ 木古内駅に初入線した車両。鮮やかな紫のラインが印象的です。

エ ク ス プ レ スき こ な い

新幹線、ついに木古内駅に初登場！

去る12月2日（月）に木古内駅で北海道新幹線の
試験走行歓迎セレモニーが開催されました。渡島西
部、檜山南部の住民など約400名が見守る中、10両
編成の美しい車両が流れるように登場。ホームは多
くの歓声につつまれました。寒い中、セレモニーに
ご協力頂いた多くの方々に心からお礼申し上げます。
夢の実現まであと１年余り。町では開業に向けて

引き続き様々な事業に取り組んで参りますので、本
年もよろしくお願いいたします。

謹賀新年

－新幹線で結ばれる東北との縁に基づく強力な「食」の発信拠点が誕生－

木古内町観光交流センターに

新幹線開業に向けた渡島西部、檜山南部における広
域の観光、物産拠点施設として町が建設中の「木古内
町観光交流センター」にテナントとして入居するレス
トランの運営事業者が決定いたしました。

レストランは、木古内の姉妹都市である山形県鶴岡
市においてイタリアンレストラン「アル・ケッチァー
ノ」を経営する世界的料理人、奥田政行シェフのプロ
デュースを受けて、町内の事業者である「K.DEPART
（ケイ・デパール＝木古内の旅立ちの意）」（代表取
締役 近藤舞子氏）が経営するもので、道南の豊富な
食の素材を最大限に生かした質の高い料理を提供する
予定です。

～奧田政行シェフ略歴～

1969年
山形県鶴岡市生まれ。高校卒業後に上京し、イタ
リア料理、フランス料理、純フランス菓子、イタ
リアンジェラートを修行。帰郷後に2つの店で料
理長を歴任
2000年
アル・ケッチァーノを独立開業。
2006年
イタリア スローフード協会国際本部主催「テッ
ラ・マードレ2006」で、世界の料理人1000人に
選出される（日本からは11人）

奧田シェフは地元、山形県庄内地方に暮らす生産者
を丹念に訪ね歩き、食材の持つ最高の美味しさを引き
出し、新たな光を当ててきた方。その活動は鶴岡市を
「食の都」にするための大きな原動力となり、山形県
から「食の都親善大使」に任命され、地域と密着した
活動を展開されています。
木古内町が、新幹線で結ばれる東北との深い縁に基

づいて展開する、道南の食の魅力強化に向けた取組に、
是非ともご注目ください。

奧田政行シェフ監修のレストランが進出決定！

↑ 奥田政行シェフ（45歳）

↑ 木古内町観光交流センターパース図
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エ ク ス プ レ スき こ な い

私たちが記事を書いています

津山 睦浅見 尚資

木古内町 地域おこし協力隊

www.facebook.com/kikonai.hayabusa03

フェイスブックとホームページで情報発信中

私たち≪はやぶさ０３≫の活
動をfacebookページで発信
しています。Facebook未登
録の方でも閲覧できます。

道南西部９町の広域観光情
報を「旬感・千年北海道」
のホームページとfacebook
ページで発信しています。 新幹線地域活性特命チーム

《 はやぶさ０３ 》1000nen-hokkaido.com

www.facebook.com/1000nen.hokkaido

木古内商工会女性部 手塚さん：
木古内駅で降りて下さるお客様に、木古
内ならではのおもてなしをお届けします。

松前町役場 丹羽さん：
新幹線の躍動感はすごい！たくさんの方
に松前へ来てもらえるように頑張ります。

函館はやぶさPR隊 小林さん：
新幹線はやぶさがもたらす経済効果を最
大限にするため、私たちは走り続ける！

木古内中学校生徒会 高橋さん：
新幹線を見て開業が待ち遠しいです。
早く新幹線に乗ってみたい！

特集 木古内に新幹線がやって来た！
～セレモニー参加者の声～

知内高校吹奏楽部 小林さん：
ホームに入ってくる新幹線に感動しました！
いつか木古内駅から新幹線に乗りたいです！

木古内中学校 村上さん：
新幹線開業まであと少し 安全第一でファイト！
木古内中 ３－Ａ Be a Legend

木古内町おもてなし部会 廣瀬さん：
笑顔のおもてなしで
お客様を歓迎していきます！

キーコガールズ 柏谷さん：
歓迎の旗振りは一体感があって良かったです。
今後、キーコ駅長とPR活動を頑張ります！

キーコ駅長：
吹奏楽や太鼓の演奏でセレモニーは盛り上がった
よ。モ～ダッシュで走り続けるから応援してね！



■ 委嘱状を挟んで力強いタッグを確認しあう大森伊佐緒町長と奧田政行シェフ
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フェイスブックとホームページで情報発信中

www.facebook.com/kikonai.hayabusa03 www.facebook.com/1000nen.hokkaido

私たち≪はやぶさ03≫の活動を
facebookページで発信していま
す。Facebook未登録の方でも閲
覧できます。

道南西部９町の広域観光情報を「旬
感・千年北海道」のホームページと
facebookページで発信しています。

1000nen-hokkaido.com

私たちが記事を書いています
木古内町  地域おこし協力隊
新幹線地域活性特命チーム

《はやぶさ03》
浅見尚資 津山　睦

■ 奥田賞を受賞した「豆のヨーグルトサラダ」（JA女性部瓜谷支部出品）

農の力で木古内を盛り上げる、元気な女性たち！

■ 大盛況の「ふれあいフェスティバル」で自ら選んだ
　「奥田賞」を発表！

■ 商工業者に試作品改良のアドバイス。 ■ 自ら作った特別メニューを住民の方に直接お振る舞い。

奥
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政
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古内町観光交流センターにおける飲食部門の監修をされることに
なった、山形県鶴岡市の奧田政行シェフが2月2日（月）に来町され、

大森町長から「木古内町観光大使」に委嘱をさせて頂きました。
　町長から「食を通じて地域の魅力を発信していただきたい」と依頼を受け
たシェフは「今後、首都圏の店舗などで道南の食材を活用していきたい」と
話されるなど、早くも前向きに活動意欲を示しておられました。

木

地域が一
丸となった食の魅力強化へ

　当日は奧田シェフも参加。自ら料理した「はこだて和
牛と野菜のヘルシーカツレツ」を振る舞うと共に、全て
の試作品を丁寧に食べ歩き、木古内町の食材を「磨けば
光る宝物ばかり」と賞賛してくださいました。
　試食会の後は、シェフが「食で道南を元気にしよう」
と題して基調講演を実施。地域の食材と真摯に向き合
うと共に、生産者や研究者との連携の下、様々な困難
を乗り越えながらも、庄内を「食の都」へと導いた経験
談を語り、道南の活性化に向けたヒントと激励を与え
てくださいました。

幹線時代に向けた木古内の食の魅力づくりを加
速化するため、この度、JA新はこだて木古内支

店女性部の皆さんの全面的なご協力の下、毎年恒例の
「ふれあいフェスティバル」を拡大する形で、2月3日
（火）に「きこない食のフェスタ」を開催しました。
　JA女性部からは、「特産物料理（越冬野菜）の部」や、
「漬け物の部」など172品目が出品。一方木古内商工会
からは、「みそぎの塩」を使用して共同開発した6品目が
並び、来場された約300名の方々が、創意溢れる料理
の試食を楽しみました。

新

奥田政行シェフをお招きし、「きこない食のフェスタ」初開催！

今回は「奥田賞」も登場しましたね。
ェフからは「すぐメニュー化できる」との講評を頂き
驚きました。見た目と後に残る香りを重視したとい

うレストランの現場ならではの視点は勉強になります。観
光交流センターのレストランでメニューになるのでしたら、
レシピ提供など協力を惜しみませんよ。（笑）

シ

新幹線開業に向けた抱負は。
回は町内外から数多くのお客様に来場して頂き、驚
いています。新幹線を一つのきっかけにして、自分

たちが育てた野菜の知名度が高まったり、レストランなど
で私たちの料理を基にしたメニューが開発され、それを食
べに全国から新幹線に乗ってきていただければ嬉しいです。

今

どんなきっかけで始められたのですか。
は昭和50年頃の漬け物コンクールがきっかけ
で、現在は、農家のお母さんたちが育てた野

菜などを工夫を凝らして自慢の料理にしたり、編み
物などの手芸品を作り上げて持ち寄って展示してい
ます。毎回テーマを工夫して続けた結果、多くの皆
さんにご来場頂けるイベントになりました。

元

今回で11回目を数えるJA女性部による「ふれあ
いフェスティバル」。新幹線開業に向けた力強
い食の担い手として期待が高まる皆さんにお話
しを伺いました。

開業1年前
特別号
開業1年前
特別号特別号
開業1年前
特別号特集

ふるさと道南のため何か貢献したいという
夢をずっと持ち続けていたのが最大の理由
です。前職では隠れた地場産品を再発見し、
販路を開拓する仕事に長く携わったことか
ら、センターの使命である9町の魅力発信
に、自身の経験が活かせると思いました。

重責をお受け頂いた理由は何ですか？
まずは、町民の皆様が日常的に利用して頂
けるような品揃えと接客を目指します。特
にお客様と店員のコミュニケーションを築
くことに注力します。そうして築いた輪
を、町内から道南西部9町へ広げて行きま
す。新幹線で遠方から来るお客様に対して
も魅力的に映る、ワイワイと賑やかなお店
にしたいですね。

どんな施設にしたいですか？

1月22日（木）に、センターの開業準備マネージャーとして着任された、元イトーヨーカ
ドー函館店販売促進部長の浅利文博さんにお話しを伺いました。

観光交流センター開業準備、本格始動

浅利文博さん
がマネージャー
として着任！

JA新はこだて
木古内支店女性部の皆さん。
（右端 代表の森永尚美さん）



開業1年前特集開業
木古内駅開業に向け、広域＆官民が一丸となってモーダッシュ!

※印は北陸新幹線における参考事例であり、北海道における実施が決定されたものではありません。

▶第3回開業記念事業実行委員会

▶新幹線木古内駅竣工
▶北海道観光商談会（春）

H27
4月

5月

▶開業記念キックオフイベント実施6月

▶「江差・松前 千年北海道手形」2年目の販売開始（～9月まで）
▶青函プレDC（JR各社等による大型観光キャンペーン）開始（～9月まで）
▶開業記念夏イベント実施
▶新幹線開業日決定（※）

7月

8月

▶開業記念秋イベント実施9月

▶北海道観光商談会（秋）10月

11月

▶新幹線開業ダイヤ発表（※）12月

▶木古内町観光交流センターオープン
▶開業記念冬イベント実施
▶新幹線列車試乗会の実施（※）

H28
1月

2月
▶北海道新幹線木古内駅開業
▶道南いさりび鉄道開業3月

広域観光の推進～渡島西部、檜山南部9町の力で新幹線客を呼び込もう～
観光交流センターの建設

～9町の魅力発信拠点を作ろう～

町の回遊促進
～木古内らしい観

光地を作ろう～
駅周辺整備の推進

～便利で魅力的な
駅前を作ろう～

開業機運の醸成～木古内駅開業を盛り上げよう～

青森県今別町と連携し、新
幹線の停車本数を当てる懸
賞クイズを実施。全国から
1,500件を超える応募が。

日本一小さい
新幹線のまち
キャンペーン

全道初の開業カウン
トダウンを敢行。昨
年は仙台に1ヶ月出
張して町の人口と同
数を目標に「ともだ
ち」づくり。

キーコ全力疾走
世界的料理人、奥田政
行シェフ監修のレスト
ラン「どうなんデス」が、
道南の食材を強力にプ
レゼンテーション。

食の魅力発信
「寒中みそぎ」を
テーマにした、町
民とのふれあいを
楽しめるツアーガ
イドを提供。

みそぎの町歩きガイド
約300台分の
無料駐車場や
駅と市街地を
つなぐバリア
フリー対応の
自由通路など
を整備。

アクセス施設の整備

電線の地中化や、道内最大の森林蓄積を誇
る道南スギを使った景観統一を実施。

駅前通の景観整備

常駐の観光コン
シェルジュによる、
鮮度が高くおもて
なし感あふれる観
光案内を実施。

質の高い観光案内

江差、松前方面へ
のバスが多数発着
すると共に、レン
タカー会社2社の
進出が決定。

二次交通サービスの提供
関係30団体が一丸
となって、開業に
向けた様々な記念
事業の方向性を協
議。

開業記念事業実行委員会の開催

これからはイベントやPR活動が

ぎゅ～ぎゅ～詰め！とっても大

変だけど、日本唯一の「新幹線

観光駅長」としてこれからも頑

張るよぉ！

各町が連携し、
9つの滞在型観
光商品（「千年北
海道プラン」）を
開発。

魅力ある
滞在メニューづくり

エリア内の定期観光
バス＆路線バスが3日
間乗り放題！
「江差・松前千年北海道
手形」を発売。

二次交通の整備

戦略的なプロモーション活動

いよいよ開業。これま

でお世話になった皆さ

んとのご縁を大切に、9

町の魅力やおもてなし

の心を強力に発信して

いきます！

希少資源である
「はこだて和牛」や、
「寒中みそぎ」を
テーマにした特産
品を重点開発。

個性ある
特産品の開発

開業までの主なスケジュールはどうなっているの？
現時点で町として想定しているスケジュールは、次のとおりです。

主な取組のご紹介

地引き網体験や、
咸臨丸の歴史学習
など、木古内なら
ではの体験観光を
展開。

体験観光の推進

木古内と言えばなんと言っても

「みそぎ」。行修者が祈願した豊

かな町の恵みをいらっしゃるお

客様に楽しんで頂けるよう、本

気で頑張ります！

道南には知られざる魅力的な食

や物産品があふれています。生

産者とのつながりを大切にしな

がら、皆様に愛されるセンター

にしていきます。

町と協力して、北海道の玄関口

に相応しい景観づくりを進めて

います。道南スギを活用して美

しく生まれ変わった商店街で皆

様をお待ちしております。
駅前商店街組合

渥美　徹さん
町あるきガイド

鈴木慎也さん
開業準備マネージャー

浅利文博さん
はやぶさ03
浅見&津山

木古内駅
新幹線観光駅長

キーコ

渡島・桧山両振興
局やJR北海道と一
体となって、東北や
首都圏で様々な宣
伝活動を実施。
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平成24年7月から活動を開始した木古内町の『は
やぶさ03』が、平成27年度末の新幹線木古内駅開
業に向けての様々な取り組み状況などを、町内外
の皆様にお知らせします。
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↑ 北海道新幹線開業まで１年を切り、意気込むキーコガールズ
のメンバーたち。

エ ク ス プ レ スき こ な い

木古内町を女性のパワーでPR

「キーコガールズ」活動本格化！

平成２７年４月１日、北海道新幹線開業まで１年
を切りました。新幹線開業を機に木古内町のPR活動
を活発化させようと結成された「キーコガールズ」
もメンバーを増員し、活動を本格化させていきます。
町内外で行われるイベントなどで、キーコの代弁を
したり、女性の目線で木古内町の魅力を発信し、PR
していきます。

－冬のモニターツアーバス結果報告－

広域の力で冬の観光客誘致を！利用者にも好評の実証実験！

新幹線木古内駅活用推進協議会は、北海道新幹線開業
に向け、地域の課題である冬の観光について、観光客の
ニーズを把握し、観光メニューの磨き上げを図るため、
２月の土日にかけて「冬の江差号・松前号」モニターツ
アーバスを運行しました。

今年は、昨年の「江差・松前を巡るルートでは移動時
間が長い」との意見を踏まえ、函館・木古内から当地域
のメイン観光地である江差を中心に巡る「冬の江差号」
と松前を中心に巡る「冬の松前号」の２コースを設定。

「冬の江差号」では、冬の江差のメインイベントであ
る「北前のひな語り」を地元ガイドが案内し、ひな人形
で彩られた「いにしえ街道」を散策したあと、全国江差
追分大会優勝者による実演とプチレッスンを体験。

また、「冬の松前号」では、冬の松前ならではの「岩
のり作り体験」を実施。観光客は岩のりを細かくきざみ、
のりが均等になるように型枠に入れる作業を体験しまし
た。

参加者からは、「普段、通過する町を改めて知ること
ができた」、「見学場所の一つ一つが心のこもった“おも
てなし”で大変楽しめた」、「ガイドの説明が大変良かっ
た」など好評の声をいただきました。

今回のモニターツアーを踏まえ、今年度は、体験メニ
ューの磨き上げのほか、道外への情報発信を基本としつ
つ、道内観光客の誘客にも力を注ぎ、更なる交流人口の
拡大を図っていきます。

１年間の無病
息災を願い、
みそぎ浜で水
ごり体験 →

←地元商店
街の方との
ふれあいが
人気の江差
の「まち歩
き」

←「岩のり作
りは、ここが
決めて」と、
お手本を見せ
る漁師のお母
さん



道南西部9町の情報発信拠点「みそぎの郷きこない」の経営を担う
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イベント盛りだくさん！

エ ク ス プ レ スき こ な い

↑ 地元木古内への思いと将来の構想を
語る北島さん。平成24年5月から木古
内商工会長に就任。

－ 新幹線開業まであと1年－

◆なぜ同法人を立ち上ようと考えたのでしょうか？
過疎化が深刻な木古内で、若い人達の定住につながる雇用の場を作り

たいという思いからです。さらに、センター内で働く職員だけでなく、
別の場所でも新たな雇用の機会を作るため数年前から動き始めています。

センターの運営に備えては、7年程前から構想作りを始めました。そ
して有志で地道に勉強会を続けて、理念を共有できる仲間作りを進め、
平成26年3月に法人化しました。

－ 特集 新幹線でがんばる人たち －

一般社団法人 木古内公益振興社 代表理事 北島孝雄さん

↑ センター運営の詳細について、頻繁に打ち合わせを重ねる北島さん(右)と同法人事務局長の工藤さん(左)

平成27年3月の木古内町議会定例会で、木古内町観光交流センター“み
そぎの郷 きこない”(以下、センター)の指定管理者が「一般社団法人 木
古内公益振興社」に決定しました。同法人代表理事の北島孝雄さんに、
センターの経営や構想について伺いました。

3月22日、北海道新幹線開業1年前
イベントin函館・五稜郭が五稜郭タワ
ーで行なわれ、キーコが新幹線木古内
駅をPRしました。約200人が集まった
トークショーにはプロ野球日本ハムの
スポーツ・コミュ二ティ・オフィサー
稲葉篤紀さんが登場し、新幹線開業へ
の期待などを語りました。

↑ ステージでPRするキーコ（H27.3.22)

私たち≪はやぶさ０３≫の活
動をfacebookページで発信
しています。facebook未登
録の方でも閲覧できます。

道南西部９町の広域観光情
報を「旬感・千年北海道」
のホームページとfacebook
ページで発信しています。

1000nen-hokkaido.com

www.facebook.com/1000nen.hokkaido

私達が編集をお手伝いしています

木古内町 まちづくり新幹線課新幹線振興室

新幹線地域活性特命チーム
《 はやぶさ０３ 》

ホームページとフェイスブック
で情報発信中

津山 睦浅見 尚資

www.facebook.com/kikonai.hayabusa03

◆センター経営の方針は？
道南西部9町の魅力や情報をいち早く

発信する拠点にします。そして木古内ら
しい「おもてなし」の見本となる場とし
て、センターから仕掛けて行きます。

◆北海道新幹線の開業については？
センターが持続的に発展するためには、新幹線をあくまでもプラスアルフ

ァと捉え、新幹線に依存し過ぎないバランスの取れた戦略にする必要があり
ます。ですが、開業当初は木古内町が全国から注目されるまたとないチャン
スですので、開業効果を享受できるよう万全の態勢で準備を進めていきます。

－ １年後の開業を見据え－

3月13日から15日にかけて、北海道
新幹線木古内駅開業記念事業実行委員
会が北陸新幹線の開業を視察しました。

一行は、新潟県の上越妙高駅や糸魚
川駅、富山県の富山駅を訪問。

約１年後に迫った北海道新幹線木古
内駅の開業に向けて、開業を祝う各地
域の盛り上がりの様子を視察しました。

↑ 開業一番列車を出迎える様子（H27.3.14)

北陸新幹線開業を視察



新幹線でがんばる町 隔月刊 Vol.1６

平成2７年７月
≡木古内EXPRESS≡

平成24年7月から活動を開始した木古内町の『は
やぶさ03』が、平成27年度末の新幹線木古内駅開
業に向けての様々な取組状況などを、町内外の皆
様にお知らせします。
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↑ 北海道知事をはじめとした来賓の方々と木古内保育園・永盛保育園
のみなさんと共に記念撮影（H27.6.2）

エ ク ス プ レ スき こ な い

北海道新幹線開業300日前を記念し、北海道知事
をはじめとした関係者の皆様から頂いた「開業応援
メッセージ」が付いたカウントダウンボードを木古
内駅前に設置しました。当日は、高橋知事や鉄道・
運輸機構北海道新幹線建設局の金山局長も駆けつけ、
開業機運を盛り上げて頂きました。カウントダウン
は開業日が正式決定した時点で「あと何日」まで表
示し、ダイヤ発表後は木古内駅に一番列車が到着す
るまでの時間を「あと何分」まで表示します。

－木古内の食材が奧田マジックで大変身－

木古内町観光大使の奧田シェフが、一次産業者の方々と料理教室を開催！

平成28年1月オープン予定の観光交流セ
ンターに入るレストラン「どうなんde’s」
を監修する奧田シェフが６月11日から道
南を訪れ、レストランで使用する食材探し
を行いました。奧田シェフ自ら生産者の方
に会い、味を確かめ食材を集めて回りまし
た。

6月13日には、木古内町健康管理センターで、食材を提供
してくれたJA新はこだて木古内支店女性部・漁業者の奥様
たちを交えて料理教室を開催。奥田シェフは、「魚は切り方
一つで食感が変わる」「魚でダシを取るときは天然塩を使う
と、灰汁がうまく取れる」などと解説。時折、奧田シェフが
ユーモアを交えて説明すると、参加者からは笑いが起こり、
とても和やかな料理教室となりました。

奧田シェフは合計12品を調理。出来上が
った料理は、参加者のみなさんで美味しく
頂きました。見慣れた食材が、奧田シェフ
の技でグッと美味しくなったことに、みな
さん驚きながら、一品一品作り方を復習し、
木古内に奧田シェフ監修のレストランがで
きることに大変期待していました。

「メッセージ付きカウントダウン
ボード除幕式」を実施



運輸事業者と自治体が連携した実証実験を今年も行います！

≡木古内EXPRESS≡
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「きこない・駅まつり」を開催します！

エ ク ス プ レ スき こ な い

－ 北海道新幹線木古内駅開業記念イベント－

－開業に向けた誘客の仕組みづくりに向けて－

私たち≪はやぶさ０３≫の活
動をfacebookページで発信
しています。facebook未登
録の方でも閲覧できます。

道南西部９町の広域観光情
報を「旬感・千年北海道」
のホームページとfacebook
ページで発信しています。

1000nen-hokkaido.com

www.facebook.com/1000nen.hokkaido

私達が編集をお手伝いしています

木古内町 まちづくり新幹線課新幹線振興室

新幹線地域活性特命チーム
《 はやぶさ０３ 》

ホームページとフェイスブック
で情報発信中

津山 睦浅見 尚資

www.facebook.com/kikonai.hayabusa03北海道新幹線木古内駅の駅舎建築工事
がほぼ完了したのを受けて、新幹線木古
内駅１階コンコースを自由に見学できる
「きこない・駅まつり」を開催します。
駅コンコース内イベントでは、札幌･ジ

ュニア･ジャズスクールや江差ちんどん屋
、近隣町のゆるキャラによるステージの
ほか、鉄道写真なども展示します。また
、飲食ブースが出店する、「きこない商
工まつり」も同時開催しますので是非お
越しください。

新幹線木古内駅活用推進協議会は新幹線木古内駅
の開業に向け、道南西部9町エリアにおける公共交通
機関を利用した広域観光のあり方を検証するため、7
月1日から9月30日までの期間で、運輸事業者と連携
した実証実験事業を実施します。
内容は、函館バスが発売する周遊きっぷ「江差・

松前 千年北海道手形」に合わせて、各町が独自の滞
在型観光商品を提供するものです。

また、これに合わせて各町においては、滞在型観光メニュー（通称「千年
北海道プラン」）を用意して、手形を利用して各地へお越しになるお客様の
おもてなしをいたします。
地元ガイドと一緒に歴史的な街並みを歩く「江差プラン」や本格中華料理

と温泉を楽しむ「厚沢部プラン」、人気急上昇の矢越海岸アドベンチャーク
ルーズを満喫できる「知内プラン」など、各町が趣向を凝らした魅力あるお
もてなしでみなさんをお待ちしています。
詳細は千年北海道手形ＨＰをご覧ください。
http://1000nen-hokkaido.com/tegataplan/

この「手形」は、エリア内の路線バスや定期観光バスが３日間乗り放題と
なる他、江差～奥尻間のフェリー２等旅客運賃が２割引となる特典も。自由
に道南西部９町を巡る周遊観光を楽しむことができます。

◆開催概要

開催日：平成27年7月11日(土)
駐車場：木古内町中央公民館駐車場

木古内町役場駐車場 など
問合先：木古内町まちづくり新幹線課
ＴＥＬ：01392-2-3131

①駅コンコース内イベント
時間：14:00～17:00
場所：新幹線駅舎1階、北側駐車場
内容：札幌･ｼﾞｭﾆｱ･ジャズスクール

夢作宣伝社 (江差町ちんどん屋)
子ども鉄道制服撮影会
新幹線カラー車両展示 など

②きこない商工まつり
時間：11:00～18:00
場所：新幹線駅北側駐車場
内容：飲食ブース

ステージイベント など



新幹線でがんばる町 隔月刊 Vol.1７

平成2７年９月
≡木古内EXPRESS≡

平成24年7月から活動を開始した木古内町の『は
やぶさ03』が、平成27年度末の新幹線木古内駅開
業に向けての様々な取組状況などを、町内外の皆
様にお知らせします。
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↑ ユキちゃんとキーコ駅長による北海道新幹線クイズ大会の様子
（H27.7.11 ）

エ ク ス プ レ スき こ な い

－全国に渡島西部・檜山南部９町をＰＲ－

青森県・函館ディスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進会議に参加！

北海道新幹線開業後の２０１６年７月～９月にＪＲグルー
プが展開する「青森県・函館ディスティネーションキャンペ
ーン（ＤＣ）※」に向け、国内外の観光関係者に観光資源を
売り込む「全国宣伝販売促進会議」と地域の魅力を実際に体
感していただくエクスカーションが７月１５日～１７日にか
けて開催されました。
「全国宣伝販売促進会議」の個別商談会では、旅行会社の

担当者へ新幹線木古内駅から函館湾を望みながら函館へ向か
うルートや駅からの二次交通の手段として、路線バスと定期
観光バスを活用した周遊きっぷ「千年北海道手形」を提案。
担当者からは、「木古内駅から函館市までの移動時間が新函
館北斗駅経由と差がないことを初めて知った。木古内～函館
ルートは、函館山や津軽海峡を望むことができ旅情を感じら
れる」などの意見を頂きました。

16日からのエクスカーションでは、木古内駅を拠点に渡島
西部・檜山南部を周遊するコースを実際に担当者が訪れ魅力
を体験。参加者からは、「歴史・文化・食が充実した内容で
エスコート個人型商品で利用できる」、「木古内駅を玄関口
として利用検討したい」、「レンタカー・団体バス以外の二
次交通の充実が必要」、「外国語対応が必要」など様々な意
見を頂きました。今回の意見を踏まえ、観光メニューの改善
などを図りながら新幹線開業に向けた取り組みを充実させて
いきます。

「きこない・駅まつり」を開催
北海道新幹線木古内駅の駅舎建築工事がほぼ完了

したのを受けて、７月１１日、新幹線木古内駅１階
コンコースを会場に「きこない・駅まつり」を開催
しました。当日は、渡島西部・檜山管内にお住いの
方を対象とした「駅舎見学会」とあわせて､約1,000
人が来場。ステージイベントでは、札幌･ジュニア･
ジャズスクールによる演奏のほか、周辺町のゆるキ
ャラによるクイズ大会や江差町のちんどん屋などで
会場を盛り上げました。また、コンコースでは、プ
ラレールの展示･体験や鉄道写真展、北側駐車場で
は、新幹線カラーの車両展示などが行われました。

※ディスティネーションキャンペーン（ＤＣ）とは、ＪＲグループと
地元自治体が連携して行う国内最大規模の観光キャンペーン。

←新幹線
で繋がる
各町の魅
力をＰＲ

まち歩き最
後は無病息
災を願い、
水ごり体験

→

←「また来て
ね」と地域住
民みんなでお
見送り
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きこない教育体感ツアーを開催！

エ ク ス プ レ スき こ な い

－ 木古内の魅力を通じて東北と交流－

私たち≪はやぶさ０３≫の活
動をfacebookページで発信
しています。facebook未登
録の方でも閲覧できます。

道南西部９町の広域観光情
報を「旬感・千年北海道」
のホームページとfacebook
ページで発信しています。

1000nen-hokkaido.com

www.facebook.com/1000nen.hokkaido

私達が編集を
お手伝いしています

木古内町 まちづくり新幹線課新幹線振興室

新幹線地域活性特命チーム
《 はやぶさ０３ 》

ホームページとフェイスブック
で情報発信中

津山 睦浅見 尚資

www.facebook.com/kikonai.hayabusa03

新幹線開業に向け東北との交流を拡大するため、７月２
９日から３日間の日程で、秋田県大館市内の小学生４０名
を招聘し「きこない教育体感ツアー」を開催しました。木
古内の児童と一緒に網を引っ張る地引き網体験では、カレ
イなどがかかり昼食で味わいました。また、特産のホタテ
の稚貝をカゴに入れ放流する体験も学び、参加した児童は、
「大館市には海がないので、全てが貴重な体験で楽しかっ
た」と話していました。

新幹線開業に向け、キーコが東北一帯をモーダッシュで駆け巡る！
－東北との“絆”拡大－

北海道新幹線で結ばれる東北の方々ともっと仲良くなりたい！そんな思いで、昨年に引き続き、キーコが東北
地方の長期出張に出かけました。今年は、仙台近郊のみならず、もっと多くの東北県民と知り合いたいと思い、
開業までに木古内町の人口を上回る5,000人を目標とした“ともだち”づくりを宮城県をはじめ青森県や岩手県で
も実施。昨年夏から始めた“ともだち”づくりも残り約800人。新幹線開業に向け、これからもキーコはモーダッ
シュで頑張ります！！

７月２５日～２６日に開催さ
れた、東北放送（ＴＢＣ）夏ま
つりに参加しました。会場内で
キーコに声をかけてくださる方
もおり、少しずつＰＲが浸透し
ているのを感じました。

宮城県仙台市
ＴＢＣ夏まつりに参加

青森県五所川原市
マギュロウと青函ＰＲ！

８月６日に五所川原市の立佞
武多まつりの会場で開業ＰＲを
行いました。青森県のマギュロ
ウも参加し、連携を強化し、青
函を盛り上げていくことを確認
しました。

岩手県盛岡市
イオンモールに初出没！

８月１日、キーコが初めて岩
手県で開業ＰＲを行いました。
会場のイオンモール盛岡では、
“ともだち”づくりを行い、たく
さんの家族連れの方とともだち
になりました。

↑ホタテのカゴを皆で放流する様子
（H27.7.30）

「きこないフードバトル」を開催します！
－ 北海道新幹線木古内駅開業２００日前企画－

９月２６日に予定される「ＪＲヘルシーウォーキング」にあわせて、「食」を
テーマとしたイベント「きこないフードバトル」を開催します。町内の飲食店が
それぞれの味を競う「どんぶり対決」やＴＶなどでも活躍しているフードファイ
ターのアンジェラ佐藤さんとの「大食い対決」も実施。木古内の秋の味覚を楽し
める「きこないフードバトル」に是非お越しください。
日 時 平成２７年９月２６日（土） 11：00～16：00
場 所 木古内町役場駐車場
内 容 どんぶり対決、大食い対決、バルーンアートショー、吹奏楽演奏会等
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状況などを町内外の皆様にお知らせします。
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↑正式なカウントダウンのスタートを喜ぶキーコ（H27.9.16 ）

エ ク ス プ レ スき こ な い

－渡島西部・檜山南部9町の広域観光拠点施設－

木古内町観光交流センター「みそぎの郷きこない」開業へ始動！

北海道新幹線木古内駅開業に先立ち、平成28年1
月13日にＪＲ木古内駅前にオープン予定の「みそぎ
の郷 きこない」(※)の事務所開設式が、10月1日に
センター内で行われました。
この日は、指定管理者である一般社団法人木古内

公益振興社の北島代表理事が、センター長となる浅
利さんら職員に辞令を交付。浅利さんは「最高のお
もてなしを心がけ、観光や物産など9町の魅力が詰
まったセンターを作り上げていく」と決意を表明し
ました。

北海道新幹線の開業日
平成２８年３月２６日に決定！

9月16日、北海道新幹線の開業日が、平成28年
3月26日に決定しました。これにより、平成24年
12月17日から行っていた「キーコ駅長の勝手にカ
ウントダウン」も正式なカウントダウンに修正。
あわせて、木古内町役場3階の窓に、新幹線と

開業日が書かれたポスターを掲示。ＪＲ木古内駅
自由通路には大型フラッグが掲示されました。
開業日まで残り150日を切り、木古内町では、

北海道新幹線木古内駅開業を一層盛り上げていき
ます。

※「みそぎの郷 きこない」は、渡島西部・檜山南部9町の広域観光拠点として、観光コンシェルジュが常駐し、9町の魅力を発信
する観光案内所や物産コーナー、道南の食材を活かしたレストランが入るほか、レンタカー窓口やバス待合所などの交通機能
も有する施設で、平成27年3月に木古内町が一般社団法人木古内公益振興社を指定管理者に指定。

↑観光案内所のカウンターに立ち、オープンに向け意欲を
見せる職員（右から、浅見さん、浅利さん、津山さん）

また、観光コンシェルジュとなる浅見さんは、
「3年かけて９町を歩き、人と出会い、各町に魅力
的な観光資源があることに気付いた。その魅力を観
光客に知ってもらうため、伝わりやすい情報発信を
心がけていく」と話していました。
今後は、オープンに向け、観光案内所や物産コー

ナーなどの開設準備やセンターの利用促進を図るた
めの様々な取組について検討していきます。

←9町の特産品
をＰＲする物販
コーナー

道南食材を活用
した料理が楽し
めるレストラン

→

新幹線で
がんばる町



みんなありがとう！ キーコがともだち“5,000人”達成！
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木古内の味覚が競演「きこないフードバトル」開催

エ ク ス プ レ スき こ な い

－ 北海道新幹線木古内駅開業200日前企画－

－北海道新幹線がつないだ絆－

観光コンシェルジュの活動
をfacebookページで発信し
ています。facebook未登録
の方でも閲覧できます。

道南西部9町の広域観光情
報を「旬感・千年北海道」
のホームページとfacebook
ページで発信しています。

1000nen-hokkaido.com

www.facebook.com/1000nen.hokkaido

キーコの情報はこちら

キーコの活動をブログで発信しています。

ホームページとフェイスブック
で情報発信中

www.facebook.com/kikonai.hayabusa03

北海道新幹線木古内駅開業200日前を記念し、
9月27日に木古内の“食”をメインテーマとしたイ
ベント「きこないフードバトル」を開催しました。
当日は、木古内町特産の「はこだて和牛」や

「ホタテ」などを使った6種類のどんぶりを販売
したほか、フードファイターのアンジェラ佐藤さ
んと一般参加者による大食い大会などを実施。ア
ンジェラ佐藤さんは、大食い大会で食べた「ホタ
テ」の大きさと美味しさに感激していました。
バルーンアートショーでは、風船を使って、北

海道新幹線を製作。子供達は、風船が割れないか
不安そうでしたが、出来上がった新幹線を見て感
動していました。
また、ＪＲ北海道主催のヘルシーウォーキング

も同時開催し、あいにくの天気の中でのウォーキ
ングになりましたが、町外からたくさんの方に参
加していただきました。ご来場いただいた皆さん
本当にありがとうございました。

北海道新幹線木古内駅開業に向け、全国の方に木
古内町を知っていただくため、平成26年7月から町の
ゆるキャラ“キーコ”が実施してきた「ともだち倍増計
画」が、9月14日に目標の5,000人を達成しました。

この「ともだち倍増計画」は、キーコが木古内町
の人口とほぼ同じ5,000人と“ともだち”になることを
目標として、町外の方と一緒に写真撮影を行い、公
式フェイスブックで紹介させていただくことで“とも
だち”と認定。5,000人目は、宮城県仙台市在住の遠
藤さんとそのご家族で、「どさんこプラザ仙台店」
に訪れた際、“ともだち”になってもらいました。遠藤
さんには、記念品として、木古内町特産の「はこだ
て和牛セット」をプレゼントしました。

北海道北見市出身の遠藤さんは、「出身地の北海道
と新幹線でつながったら、家族みんなで道南を回り
たい。子供たちもキーコがお気に入りになったみた
い」と話していました。たくさんの皆さんにご協力
いただき本当にありがとうございました。

「ともだち倍増計画」は、今後も続けていきます
ので、キーコにあったら是非“ともだち”になってく
ださいね。

↑5,000人目の遠藤さん家族と一緒にパチリ

↑1人目はかわいい女の子から
スタート

↑どこでもユキちゃんも一緒に
手伝ってくれたよ

↑15分でどんぶり4杯を平らげ
る大食い大会予選の様子

↑みんなで作ったバルーンアート

キーコの活動をfacebookペ
ージで発信しています。
facebook未登録の方でも閲
覧できます。

www.facebook.com/kikonai.ki.ko

http://ameblo.jp/kikonaiki-ko/




