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2016年5月13日
札幌なにかができる経済人ネットワーク

「北海道１５０年物語」実行委員会発起人会
画像はイメージです。禁無断複製。

道民すべての誕生日をお祝いしよう！
提言

題字：わか葉会主宰 阿部和加子氏

北海道１５０年物語

明治２年、北海道開拓使設置。
２０１８年９月、開拓使設置から１５０年。
いろいろな人々の力が今の北海道の繁栄を
つくりました。

1869年

2015年
2018年

このメモリアルイヤーを
次の50年への起爆剤に！

北海道に住む人すべての誕生日です

2018年9月まで

まだ2年半あります。

この2年半を
道民みんなが楽しみながら企画し、
全道が一丸となるチャンスとしましょう。

プレオリンピックの年に
北海道のエネルギーを
全世界にアピール！ やりたい事は満載。

自分たちの誕生日をより意義のあるものに。
みんなのアイデアで一生に一度の
スペシャルイヤーを作りましょう。

北海道１５０年物語 「１５０年物語」プロジェクト始動

 2006年北海道文化審議会で提言。
 札幌なにかができる経済人ネットワークでは、
2014年4月に「北海道150年物語」を提言。

 読売新聞・北海道新聞掲載、ラジオ等で呼び掛け。
 北海道山谷副知事へメッセージ。
 札幌市秋元副市長へメッセージ。
 多くの自治体首長が賛同。
 太田国土交通大臣とのミーティングで話題に。
 北海道開発局も参画。
 2015年選挙で各立候補者、知事の選挙公約にも。
 2015年11月ホームページで企画・アイデア募集 北海道新聞掲載
 全道でいろいろな夢とアイデアが生まれています。

札幌市時計台を

国際的アーチストも呼べるシティホールに。
伊藤実枝子、越智文雄、三浦健太郎、宮澤敏夫、横内龍三、ウン・ヨンジュンほか

3月にSNN有志と市文化財課の協力で音響防音テストを行いました。

北海道１５０年物語
例えば

こんなアイデアも

次は道庁赤れんがのリノベーション。

時計台を北海道１５０年のシンボルに

歴史を
知る
学ぶ
感じる展示

見る
触る
楽しむ売店

スタッフは北海道開拓の歴史を
コスプレでご案内

展示室・売店のリニューアル

時計台を北海道１５０年のシンボルに

インフォメーションセンター
設置

 北海道観光センター ： 世界からの観光客へ
情報をオールインワンで発信。

 駐 車 場 ： 札幌市役所駐車場を、土日祝祭日開放
 多 国 語 ガ イ ド ： 国際プラザの協力
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北海道の食と料理を集大成して出版したい。

星澤クッキングスタジオ 星澤幸子

北海道150年物語『北海道のグルメ歴史探訪』

北海道出身ビッグアーティストによるコンサート。

歴史・文化・芸術の北海道大文化祭

北海道出身の歌手大集合！！

札幌ドームで150年記念イベントウィーク

まちひとしごと株式会社 越智文雄

青少年のための科学の祭典in北海道2018

ドームでしかできない巨大実験も企画！

札幌ドームで150年記念イベントウィーク

科学の祭典in北海道 実行委員長 四方 周輔

滝川洋二先生の
サイエンスショー

年間数百万人の利用が可能！

「札幌シティ空港」と丘珠地区再開発

丘珠空港を国際空港に

丘珠研究会

札幌駅から中島公園まで光のアートを描く

観光客がもう一泊したくなる常設イルミネーション

駅前通りに常設イルミネーションを

北海道文化放送㈱東京編成部 中川 尚

1年中お祭りで花火をあげっぱなしの北海道に

全国・海外から観光客を。

北海道150年記念でコンベンション誘致。

よさこいソーラン、雪まつりも、オータムフェアも

１５０年記念のスペシャルバージョンで。

旅行会社「北海道150年物語キャンペーン」

北海道ゆかりの歌人の歌を書に

わか葉会（主宰 阿部和加子）

北海道１５０年記念書道展

北海道などに古くから住んでいるアイヌの人たちは、

自然の恵みに感謝し、自分たちに役立つもの、

自分たちの力の及ばないものを神として、

日々、祈りと様々な儀式を行ってきました。

北海道の地名のおよそ８割は、アイヌ語に由来しています。

豊かなアイヌ文化と歴史を勉強しましょう。

アイヌ文化と歴史を勉強しよう

アイヌ文様でラッピングされた電車の運行や

アイヌの伝統料理を提供する飲食店の出店

アイヌ文化で札幌をジャック

浅田 裕
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全道の地区予選を勝ち上がったチームを

東京大会に送り出そう。

バスケで北海道を盛り上げよう!!

http://www.hoopinthehood.com/

ストリートバスケイベント全道大会

北海道ストリートバスケットボール協会 会長 石部 樹未

赤レンガテラスが注目を集める新観光地になっています。

それなのに本丸の赤レンガ庁舎は21時消灯。

 LED投光器で▲70%省エネで更に明るく。

観光客がまだ歩いている24時まで点灯しませんか。

赤レンガライトアップの時間延長を

（株）あかりみらい 越智文雄

新十津川物語を映画化。連載新聞小説化。

マッサンブームを再び。

北海道を舞台にした映画の特集上映イベント。

フィルムコミッションの活躍の年に

札幌なにかができる経済人ネットワーク有志

札幌に映画やＴＶドラマの撮影所を。

北海道には海外に負けないポテンシャルがある。

 映画産業は映像や衣装、メイク、車両、美術、

ゴルフ場、ススキノ振興、ホテル、ケータリング、ＣＧ・・

すそ野の広い産業。

 オープンセットは観光資源そのもの。北海道のシネマツーリ
ズムがワインやチーズのツーリズムとの相性もばっちり

札幌に大規模撮影所を

北海道文化放送㈱ 中川尚

子供たちの歴史教育に郷土研究実習を。

北海道の開拓の歴史を漫画シリーズで。

開拓の歴史村・博物館で通年イベントを

㈱エア－ダイブ 島義勇伝

北海道100年を記念して創られた

北海道博物館・開拓の歴史村も50周年。

この機会にリニューアル展示して

通年のスペシャルイベントを。

子どもたちに郷土の歴史教育を

風力発電で発電した電気を

水素に変換し路面電車に活用。

水素燃料電池を活用した
架線のない路面電車の導入

野田 健士

札幌市交響楽団を中心に

北海道出身ビッグアーティストによる

野外大演奏会を開催。

札響を中心とした野外大演奏会

戸田 聡

札幌本道（現在の国道36号）の開通に伴い設置された島松
駅まで歩いた道をたどるイベント

大志を抱くフットパスイベント

浅田 裕
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・冬に保管した雪を夏に赤レンガテラスに持ち込み、親子で
150体の雪だるまを作る。

・真夏の雪合戦大会！

赤レンガテラスで真夏の雪ダルマイベント
雪合戦大会

久米設計 只野

ドームまでわくわく楽しみながら歩く。

門前市の賑わいとお祭り感を。

福住駅から札幌ドームまでを門前市に

池上学園 池上公介

・150年記念日の夜に全道一斉に

サッポロビールで乾杯！！

・北海道150年記念ロングランビアガーデン

カウントダウンで乾杯！！

北海道産業の礎を築いた村橋久成を主人公に

NHK大河ドラマを誘致

村橋久成を主人公に大河ドラマを

NHK大河ドラマを誘致する会田中和夫

後列中央が村橋久成

桜、白木蓮、キングサリ、紅葉など

一年を通して楽しめる植樹を

豊平川堤防沿いに四季折々の木を植える

高橋

北海道を周遊するルートで

ツール・ド・北海道を開催

北海道周遊をルートとする
ツール・ド・北海道を

戸田 聡

フライングヒルはヒルサイズが185メートル以上

のジャンプ台を使用するスキージャンプ。

北海道でフライングヒル大会を実現する。

フライングヒル大会が可能なジャンプ台を

戸田 聡

札幌ドームに150個の風呂桶を

北海道型に並べ各地の温泉を体験

札幌ドームで全道の温泉を体験

石幡秀明

開拓に尽くした先人を想うイベントに

100年記念塔をイルミネーションで飾る

西尾健二
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北海道議会の建て替えを税金を使わない民活PFI手法で。

一等地を有効利用する。

150年記念事業として北海道議会を高層複合ビルに

札幌ドームに北海道出身のお笑いタレントを呼んで

盛大なお笑いライブを開催

札幌ドームで北海道出身のお笑いタレント全員集合

橋本章子

開拓神社や北前船の事を話しながら、チェンバロ公演

150年記念事業として
北海道神宮で北前船コンサートを開催

明楽みゆき

姉妹友好提携先は100か所以上

道内の高校生１５０名を
北海道の姉妹都市に短期派遣

オフィスBee 角田貴美

雪まつりステージで公演

北海道150年物語をオペラに

まちひとしごと㈱ 越智文雄

179市町村役場からレーザーを発射し

国際宇宙ステーションから撮影し世界へ発信

北の絆プロジェクト

宮達隆行

北海道１５０年記念に向けた各地域の連携
「北海道新幹線でイルカ（ホエール）ウォッチングに出かけよう！」

北海道新幹線で函館に訪れた観光客に、イルカ（クジラ）
の遭遇率が98%以上である噴火湾のイルカウォッチングを
もっとPRし、室蘭周辺まで足を運んでもらう。

北海道１５０年記念に向けた各地域の連携
「北海道開拓と函館の歴史を学ぶ」

開拓使が札幌に設置される前の箱館府と函館の歴史につ
いて学ぶ

北海道１５０年記念に向けた各地域の連携
「北海道開拓とアイヌの人々」

北海道新幹線で函館に訪れた観光客に、2020年に国立
博物館となる予定である白老のアイヌ民族博物館をもっと
PRし、白老周辺まで足を運んでもらう。
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北海道１５０年記念に向けた各地域の連携
「北海道の名付け親 松浦武四郎ツアー」

蝦夷地に「北海道」という名前を付けた名付け親である松
浦武四郎が選定した北海道の地名をめぐるツアーを開催

北海道150年記念
「北海道のビールはここから始まった！」

開拓使麦酒醸造所から始まった北海道でのビール造り。
今では道内各地でおいしい地ビールがつくられている。北
海道限定のサッポロクラシックや道産小麦や道産ホップを
使用したビールを扱うお店をマップにして北海道のビール
の普及を図る。

開拓の歴史を学ぶ

・北海道の開拓の歴史を日本遺産に登録

・北海道関連ニュースのアーカイブス

スポーツで北海道を盛り上げよう！

・札幌ドームで北海道150年記念スポーツフェスティバル

・北海道150年記念札幌競馬

GⅠレース特別レースの開催

・北海道150年記念ジャンプ大会

・北海道150年記念札幌マラソン／駅伝

・北海道150周年 腕立て伏せ、腹筋、

スクワット、筋トレトライアスロン大会

・札幌ドームで北海道150年記念少年野球大会

芸術祭で盛り上がる北海道

・♪北海道150年記念合唱祭♪

・北海道150年記念大文化祭

→歴代北海道文化賞受賞作家の作品を一堂に集めた

展覧会を開催

・土方歳三オペラ

→新選組をテーマに北海道独立戦争

をオペラに

道産のお酒でカンパイ！

・150周年記念日本酒

・道産米でつくった日本酒でシャンパンタワー！

ふるまい酒

・道産酒の飲み比べ

・150mlの道産酒を作る

北海道の生産者150人×シェフ150人

北海道の農家さん、漁師さんなど食材を生み出す人と日
ごろからおいしい料理を生み出すシェフがペアになって
（例：玉ねぎ農家×イタリアンシェフ、さんま漁師×ラーメン
店店主…）150の料理を作って、味わう。北海道は【素材そ
のまま料理】なんてもう言わせない！

×

路面電車でジンギスカンパーティ

札幌市電でお座敷列車を運行。

電車に乗りながらジンギスカンを味わう。

×

北海道中をラベンダー色に

飛行機・バス・タクシー・JRをラベンダー色に。

イルミネーションもラベンダー色の電飾を使う。
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北海道地名の謎解き

新聞やインターネットで北海道の地名について連載。

北海道の歴史を学ぶ。

・温根沼（おんねとう）

・納沙布（のさっぷ）

・穂香（ほにおい）

150年記念ラーメン博覧会

150年を記念した
ラーメン博覧会

赤レンガ庁舎で１５０年記念展示を行う

赤レンガ庁舎のあかれんがサテライトで開拓の歴史展示
を行う。写真展示や開拓当時の資料などを展示。

道庁赤レンガでプロジェクションマッピング

開拓の歴史から新幹線、オリンピックまでをイメージ。

歴史壁新聞＆作文コンクール

北海道の開拓の歴史を学んだ学生による壁新聞＆作文コ
ンクールを北海道が主催する。 優秀賞受賞者には開拓
150年記念グッズを進呈。

150文字超小説コンテスト！

北海道にちなんだ150字の小説を募集。わずか150文字で
どれだけ心を揺さぶれるかコンテスト！

時計台をみんなで曳家して大通り公園に！

もう日本三大がっかりなんて言わせない。札幌市時計台を
市民による曳家で大通り公園に移す。テレビ塔、時計台、
大倉山ジャンプ台を一列に。

すし善 嶋宮勤

北海道の作家と映画～上映会とトーク・イベント～

 北海道はたくさんの作家を輩出し、その作品の映画化さ
れたもので北海道の過去と今を考え、併せて各作家の
作品も会場に展示する。また、上映作品鑑賞後、執筆者
を招き、作品が描かれた背景を語ってもらいます。

NPO法人北の映像ミュージアム 佐々木 純

映画で見る北海道

 先住アイヌ民族が自然の恵みと共存した時代。北海道
開拓が始まった時代。そして、産業の発展と共に、現在
に至る北海道の歩みを映画で振り返る。

NPO法人北の映像ミュージアム 佐々木 純
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苫東厚真地域で小型飛行機製造基地の誘致

 小型飛行機の滑走テストコースも作り，道庁が150年を
機に新プロジェクトをスタートさせ，魅力ある事業で産業
振興に力を発揮する。

公益社団法人札幌消費者協会 桑原 昭子

北海道150年記念初音ミクイベント

まちひとしごと㈱ 越智文雄

雪ミクのコスプレ世界大会

 世界中から北海道に雪ミクコスプレーヤーが集合

西川 みゆ

北海道150年記念サマージャズフェスティバル 紅白歌合戦を北海道から中継

 北海道出身の大スターが北海道で熱唱
百花繚乱の楽しいアイデアを
北海道活性化のエネルギーに。

自由なアイデアを実現できる、
自由な仕組み作りを急ぎましょう。

できないとは言わない。
どうすればできるだろうか。
オール北海道で自分たちのできることを。

「札幌なにかができる経済人ネットワーク」は
北海道を愛する、熱意ある人たちの集まりです。
自分の得意なことを得意な仕事で。
みんなが１２０％の力を出せば、北海道はさら
によくなります。
地域のためにアイデアと企画を実現しましょう!!

札幌なにかができる経済人ネットワーク
「北海道１５０年物語」実行委員会発起人会
事務局: まちひとしごと株式会社
011-876-0814 machihito.com

北海道１５０年物語


