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    は じ め に 

  

 

今、ご当地検定が、全国的なブームです。火付け役とな

ったのは、「京都・観光文化検定試験」（京都商工会議所）と

いわれています。 

道内でも、2004 年の「札幌シティガイド」を始めとし、

各地の商工会議所を中心に、地域の活性化ともあいまって、

広がりを見せています。また､北海道通を試す民間の「道産

子検定」や､花のまちづくりのリーダー「フラワーマスター」

など、北海道の施策としての認定制度もあります。 

 

魅力に満ちた、私たちのふるさと北海道。その良さを知

り、学び、伝える、ご当地検定。そして、確かな質を保証し、

PR する、地域独自の認定（認証）制度など、ユニークな取

組の数々を、ごゆっくりご覧ください。
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1 

観光会議ほっかいどう  Ｖｏｌ．21 

*考察 頑張れ！北海道の“ご当地検定”：p16

～19 

じゃらん観光ビジネス研究プ

ロジェクト 
2007.3 北方誌 

2 

ソトコト 9 巻9 号 

*ご当地検定花盛り。全国お国自慢ガイド。：p80

～81  ※「道産子検定」紹介 

木楽舎 2007.9 一般誌 

3 

たしかな目 251 号 

*クローズアップ NOW ご当地検定に挑戦！：

p75～81  ※北海道フードマイスターほか紹介

国民生活センター 2007.6 一般誌 

4 

月刊石垣 26 巻7 号 

*特集 ブームで終わらせない！「ご当地検

定」：p17～31 

日本商工会議所 2006.10 一般誌 

5 

ニッポンご当地検定ＢＯＯＫ 歴史・文化・観光

など、あなたのご当地力を問う！ 

*札幌シティガイド検定：p9～24 北海道フード

マイスター認定制度：p216～219 

山田五郎監修 

日本文芸社 
2006 

231p  21cm 

一般291/NI 

6 札幌シティガイド 札幌商工会議所編・刊 2004.9 
144p 26cm 

H291.561/SA 

7 北海道観光マスター検定公式テキスト 

北海道観光マスター検定公

式テキスト編集委員会編 

和野内崇弘監修 

北海道商工会議所連合会 

2006.9 
124p 30cm 

H688.6/HO 

8 
北海道観光ハンドブック手引き書 北海道観光

マスター検定公式テキスト 第2 版 

北海道観光マスター検定公

式テキスト編集委員会編 

北海道商工会議所連合会 

2007.8 
142p 30cm 

H688.6/HO 

9 
おたる案内人 小樽観光大学校認定検定試験

公式テキストブック 

小樽観光大学校運営委員会

編 

歴史文化研究所制作・監修 

小樽観光大学校 

2006.11 
294p  26cm 

H688.6/O 

10 
はこだて検定公式テキストブック 函館歴史文

化観光検定 

函館歴史文化観光検定公式

テキスト作成委員会編 

函館商工会議所 

2006.12 
192p 26cm 

H688.6/HA 

11 
はこだて検定公式テキストブック 函館歴史文

化観光検定 第２版 

函館歴史文化観光検定公式

テキスト作成委員会編 

函館商工会議所 

2007.4 
192p 26cm 

H688.7/HA 

12 
とかち検定テキスト 十勝の観光文化検定公式

テキスト 

十勝の観光文化検定試験委

員会編・刊 
2007.1 

1 冊 30cm 

H688.6/TO 

13 
ぐるっと羊蹄まちしるべ 羊蹄山麓地域観光ガ

イド育成テキストブック 

羊蹄山麓地域観光ガイド育

成実行委員会編 

羊蹄山麓商工会広域連携協

議会 

2007.10 
182p 26cm 

H688.6/G/ｲ 

14 
北海道フードマイスター 北海道フードマイスタ

ー検定公式テキスト 平成19 年度版 
札幌商工会議所編・刊 2007.7 

210p 26cm 

H673.9/HO/H

19 

15 北海道フードマイスター検定試験過去問題集 札幌商工会議所編・刊 [2007] 
86p 26cm 

H673.9/HO 
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16 

40 歳からの仕事  230 号 

*知っ得四十歳講座 北海道フードマイスター

について：p11 

北海道アルバイト情報社 2007.8 北方誌 

17 十勝ワインバイザー認定試験資料 第4 回 
池田町ブドウ・ブドウ酒研究

所 
〔2007〕 

1 冊 30cm 

HP588.55/TO 

18 
函館イカマイスター認定制度 公式テキストブ

ック 

函館水産物マイスター養成

協議会 
2007.11 

137p  23cm 

H664.77/HA 

19 北海道アウトドア資格制度 
北海道総合企画部地域振興

室地域政策課編・刊 
2002.3 

7p 30cm 

HP786.3/HO 

20 
北海道アウトドア資格制度検討結果報告書 ア

ウトドア新時代の創造を目指して 

北海道アウトドア資格制度研

究会 
2001.12 

203p 30cm 

H786.3/HO 

21 
北海道アウトドア資格制度認定ガイド アウトド

ア事業の事例 

北海道経済部観光のくにづく

り推進室 
[2005] 

10p 30cm 

HP786.3/HO 

22 

73 回目の知床 

*北海道アウトドアガイド資格制度のゆくえ：p11

～30 

新谷暁生著 

須田製版 
2006.12 

316p 21cm 

H780.4/NA 

23 

ほっかいどう観光百景  41 巻9 号 

*「道アウトドアガイド資格」合格者延べ84人、合

格率22.8％ 最高齢70歳、女性ガイドも10人：

p32～33 

北海道観光旅行 2002.9 北方誌 

24 

ＲＥＲＡ  2007 ＡＵＴＵＭＮ 

*知床の海を漕ぎ、北海道のアウトドアを考えた 

第２回知床シーカヤックシンポジウム参加レポ

ート、北海道アウトドア資格制度への考察：p1～

6 

北海道アウトドア協会 2007.11 北方誌 

25 

開発こうほう  Ｎｏ．525 

*川を活かした人づくり、まちづくり 第 5 回 川

と人づくりの石狩川リバーインテリジェント認定

制度：p28～32 

北海道開発協会 2007.4 北方誌 

26 
魅力あふれる花のまちづくり フラワーマスタ

ー認定講習会テキスト 改訂 

中井和子，笠康三郎著 

北海道建設部都市計画課ま

ちづくり推進グループ 

2005.3 
79p 21cm 

H621/MI/ｲ 

27 
フラワーマスター通信 花のまちづくりネットワ

ーク  5 号 

北海道建設部まちづくり推進

室 
1998.3 北方誌 

28 
フラワーマスター通信 花のまちづくりネットワ

ーク  6 号 

北海道建設部まちづくり推進

室 
1999.3 北方誌 

29 
オホーツクの夢の美味“オホーツクブランド”認

定商品とは 
オホーツク地域振興機構 2007 

27p 30cm 

H602.115/O 

30 オホーツクブランド認証商品 オホーツク地域振興機構 [2007] 

1 枚 48×21cm

（折りたたみ 12

×21cm） 

HP602.115/O 

31 
オホーツクブランド認証品 第1 回～第3 回 

〔電子資料〕 
オホーツク地域振興機構 2006.3 

CD-ROM1 枚

8cm 

CD-ROM//386 



 書 名 ・ 誌 名 

*収録記事名 

編 著 者 

出 版 者 

出版 

年月 

ページ・大きさ

請 求 記 号 

32 

コンファ  Ｖｏｌ．28 

*特集 地域の農力 つながる地域 １ オホー

ツクブランド：p2～4 北のめぐみ愛食レストラ

ン・北海道愛食大使：p22 

北海道農政部農業企画室 2007.9 北方誌 

33 
道産食品独自認証制度 安全・安心・そして

こだわりの証 

北海道農政部食の安全推進

局食品政策課〔編〕 

北海道農政部食の安全推進

局 

2007.1 
30p 30cm 

HP498.55/D 

34 北の木の家 認定制度のご案内 
北海道木材産業協同組合連

合会 
[2007] 

1 枚 30cm 

HP657/KI 

35 道産間伐材マーク使用の御案内 北海道木材利用推進協議会 [2007] 
9p  30cm 

HP657.12/D 

36 札商ビジネス用語検定 模擬問題集 
ビジネス日本語検定協会編・

監修 札幌商工会議所編・刊
2006.6 

174p 19cm 

H330/SA 

37 

さっぽろ経済  563 号 

*札商 EYE 01 札商ビジネス用語検定：p20～

21 

札幌商工会議所 2006.7 北方誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ そ の 他 ≫ 

 

 

 道産子検定 

主催：北海道雑学百科ぷっちがいど  http://pucchi.net/hokkaido/kentei/ 
 

 北海道らしい食づくり名人登録制度 

主催：北海道農政部食の安全推進局食品政策課食品企画グループ 

    http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/shokumeijin/top/toppage.htm  
 

 北のめぐみ愛食レストラン認定制度 ほか 

主催：北海道農政部食の安全推進局食品政策課 

    http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/mana/restaurant/ 
 

 山崎山林「森林セラピーガイド」 

主催：山崎山林森林セラピー推進会  http://www17.ocn.ne.jp/~k.hokuto/ 

http://pucchi.net/hokkaido/kentei/
http://pucchi.net/hokkaido/kentei/


≪ 今年の新聞記事から ≫ 

 

 イカ博士に挑戦を 来年１月 函館で「ご当地検定」 

  2007/11/27 北海道新聞 朝刊全道 p30  

 小樽の魅力 職人語る 「案内人」検定合格者など対象 まちかど教室スタート 

  2007/11/22 北海道新聞 朝刊地方  p30 

 十勝ワインバイザー 味、歴史、製造工程…“通”目指し難問挑戦 池田で受験ルポ 銘柄当

ては運良く正解 合格の認定証届くか？... 

  2007/11/14 北海道新聞 夕刊地方  p11 

 香りや味わい…バイザーへ真剣 十勝ワインの認定試験 

  2007/11/11 北海道新聞 朝刊地方  p31 

 十勝ブランドまず９６品 ２０店のパンとチーズ認証 物産展で高い品質ＰＲ 

  2007/11/09 北海道新聞 朝刊地方 p24 

 牡蠣博士 「試験通じ消費拡大」 厚岸の実行委が発足 

2007/10/23 北海道新聞 朝刊地方  p24 

 ご当地検定 厚岸も挑戦 「牡蠣博士」試験で PR 来秋実施へ町民実行委 

2007/10/19 北海道新聞 朝刊地方 p28 

 厚岸産カキを PR 来秋にも 牡蠣博士認定制度 実行委設立 参考書やマップ作成 

2007/10/19 釧路新聞 p13 

 ご当地検定 「おたる案内人」３１人 第２回合格発表 受検者数は７割減 

  2007/09/26 北海道新聞 朝刊地方  p29 

 森林セラピー基地認定 鶴居の「山崎山林」 ／北海道 

  2007/03/24 朝日新聞 朝刊 p32 

 十勝ブランド チーズは添加物不可、パンは地元小麦１００％ 認証基準を決定 

  2007/10/19 北海道新聞 朝刊地方 p 29 

 （日曜ラウンジ）広がる「ご当地検定」 街の魅力再発見「楽しい」 ／北海道 

2007/06/24 朝日新聞 朝刊  p27 

 十勝ワイン 高評価 濃厚な口当たり堪能 池田町のバイザー交流 

  2007/05/22 北海道新聞 夕刊地方  p11 

 ［ＷＥＢスコープ］自宅で「ご当地検定」＝北海道 

  2007/04/28 東京読売新聞 夕刊  p13 

 ＜魚眼図＞はこだて検定 

  2007/04/16 北海道新聞 夕刊全道  p7 

 プレートで認定 一級の小樽案内 観光大学校 有資格者施設に ９月、第２回検定 

  2007/04/11 北海道新聞 朝刊地方  p27 

 （ｂｅ ｒｅｐｏｒｔ）次々生まれる「食の資格」 安全とおいしさ求め、知識を深める 

  2007/03/17 朝日新聞 朝刊  p3  

 ご当地検定続々 小樽、函館…新たに４つ 「おもてなし」を街の魅力に＝北海道 

  2007/02/19 東京読売新聞 夕刊  p12 

 十勝でもご当地検定 目指すはガイド養成まで ３月に第１回試験 ／北海道 

  2007/01/30 朝日新聞 朝刊  p28 

 後藤さん、北海道観光マスターに 市役所から第１号 「石狩を盛り上げたい」 

  2007/01/24 北海道新聞 朝刊地方  p26 

 とかち検定：十勝の観光文化検定、３月４日に帯広で開催 ／北海道 

  2007/01/19 毎日新聞 地方版  p20 

 （わたしの北海道プロジェクト）釧路で森林セラピー事業 森の癒やしビジネス／北海道 

    2007/01/10  朝日新聞 朝刊  p25 
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