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令和２年度北海道観光審議会 第２回計画部会 議事録 

 

１．日 時：令和２年１０月３０日（金）１３：３０～１５：００ 

２．場 所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 ５階 チューリップ 

      （札幌市中央区北４条西６丁目１毎日会館札幌） 

３．出席者 

（１）北海道観光審議会計画部会委員（五十音順） 

   石井至委員、石井吉春委員（部会長）、遠藤乾委員、遠藤正委員、緒方委員、 

グライナー委員、佐藤委員、サムット委員、鈴木委員 

（２）北海道（事務局） 

   佐藤観光局長、鶴蒔参事、柳川主幹、ほか 

 

４．議 事 

 ○ 第５期北海道観光のくにづくり行動計画 中間とりまとめ（たたき台） 

 

〈議事録〉 

（柳川主幹） 

  ただ今から、令和２年度北海道観光審議会第２回計画部会を開催いたします。本日はお忙しい中、ご出

席いただきありがとうございます。私は道庁観光局の柳川でございます。議事に入るまでの間、進行を務

めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  本日の計画部会でございますが、委員９名中、９名のご出席をいただいております。 

  それでは、開会に当たりまして、観光局長の佐藤からご挨拶申し上げます。 
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（佐藤局長） 

  観光局長の佐藤でございます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。第２回計画部会の開催に当たりましてご挨拶申し上げます。 

  改めて委員の皆様には日頃からそれぞれのお立場で本道の観光振興に格別のご理解、ご協力をいただい

ておりますことに心より感謝申し上げます。 

  道内から先日来、新型コロナウイルスの感染者数が増加しておりまして、一昨日の２８日から北海道独

自の基準ではございますけれども、警戒ステージを２へ移行し、２週間を目途に感染予防の集中対策に取

り組むことになってございます。こうした新型コロナウイルスとの闘いが長期化するということが懸念さ

れる中で、ウイズコロナ、アフターコロナを見据えた取組を推進していくことが重要でございまして、こ

れまで委員の皆様方からご意見をいただき、次期計画の策定作業を進めてきたところでございます。 

  本日の計画部会では、皆様からのご意見を参考に整理しました次期行動計画の「中間取りまとめ」につ

きましてご議論をいただくということにしております。委員の皆様方におかれましては、専門のお立場、

幅広い視点から率直なご議論、忌憚のないご意見をいただくようお願い申し上げまして開催に当たっての

ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

（柳川主幹） 

  続きまして、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。まず次第でございます。その下に出席者

名簿、配席図となってございます。そして本編の「中間取りまとめ（たたき台）」となってございます。

次に計画部会の議事概要、最後が観光振興に係るアンケートの実施結果ということになってございます。

落丁などございましたら、事務局までお申し付けください。 

  本日の計画部会は、北海道行政基本条例第５条第２項並びに北海道情報公開条例第２６条の規定により

公開となりますのでご了承願います。 

  続いて、本日の日程でございますが、お手元の会議次第に従いまして、概ね１５時頃を目途に審議を終
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了させていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  それではこれからの議事進行につきましては、石井部会長にお願いいたします。 

 

（石井吉春部会長） 

  石井でございます。本日の計画部会では事務局で次期「北海道観光のくにづくり行動計画」の中間取り

まとめなどについて整理をしましたので、この内容につきまして、ご意見をいただきたいと考えていま

す。 

  それでは議事について、事務局からご説明いただいた上で適宜意見交換を行いたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

（鶴蒔参事） 

  観光局の鶴蒔でございます。お配りしている「中間取りまとめ（たたき台）」を基にご説明させていた

だきます。資料の作りとして、前半部分が前回の計画部会で提示しました北海道観光が将来的に目指す姿

や施策展開の方向性について、委員の皆様から頂戴した意見や地域の方々との意見交換を踏まえ修正した

内容となっております。また１０ページ以降、後半部分は目標指標に係る資料となっております。 

  それでは１ページの「北海道観光が将来的に目指す姿」をご覧ください。上段のSWOT分析のところ

になりますが、こちらにつきまして前回の部会からの修正箇所としては、左上の「強み」のところに、先

日、株式会社ブランド総合研究所が公表しました都道府県ランキング、それからDBJがとりまとめました

訪日外国人旅行者調査で、コロナ収束後、北海度が東京に次いで２番目に訪日したい地域となっているこ

とを追記しております。下段の部分に将来的に目指す姿、こちらのほうは４項目にわたって整理しており

ますが、ここの左上「オンリーワン！自然・食・文化を活かした観光地」につきましては、先ほどの魅力

度調査も踏まえまして、「道民・国民・そして世界からも愛される北海道」ということを目指していきた

いということを追記したほか、「HOKKAIDO LOVE!」や、前回のご意見を踏まえ、食やワーケーション

に関する表現を追記してございます。それから、右上の「いつでも！どこでも！何度でも！」について
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は、これもご意見をいただきましたとおり、「旅マエ」、「旅アト」やリピーター、ホスピタリティに関す

る表記、左下の「誰もが安全・安心・快適に滞在」では地元の人が楽しむ、また外国人とともにといった

ご意見を踏まえて記載したほか、「持続的な観光関連産業の発展」につきましては、マーケティングに関

するご意見などを踏まえて修文させていただいております。 

  続いて２ページの「第４期北海道観光のくにづくり行動計画の状況」についてでございますが、こちら

のほうは現行計画の目標指標、最終実績は本年度の数値となりますが、直近の実績、これによる達成率及

びその分析について記載したところでございます。まず一番上の観光入込客数につきましては、令和元年

度の上半期までは好調に推移しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、１月か

ら３月期が大きく減少した結果、達成率としては道内客は91.0％、道外客は95.5％となりました。また、

外国人観光客につきましては、コロナに加えまして、日韓関係情勢の変化により、韓国人観光客が減少し

たこともあり、達成率は48.8％となりました。上から４番目の観光消費額につきましては、道内客、道外

客は買い物費が減少した一方で、交通費や泊食分離が増加した影響によって飲食費が増加したことなどを

要因に達成率は道内客で95.9％、道外客は93.1％となっております。また外国人観光客につきましては、

滞在日数増加による宿泊費や飲食費の増加はあるものの、中国人観光客の爆買いが一段落し、買い物費が

大きく減少したことなどにより達成率は69.4％となっております。また、観光消費額につきましては、交

通費、飲食費、宿泊費、買い物費が大部分を占めておりまして、体験型観光などのコト消費が含まれるそ

の他費用は低い水準に留まっておりまして、逆に言うと、この部分に伸びしろがあると考えているところ

でございます。本年、令和２年度が現行計画の最終年度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により

まして、多くの指標で達成が難しくなると考えているところでございます。 

  このような状況を踏まえますと、安定的な観光入込客数の増加には災害やウイルス、また国際情勢によ

る影響の縮小化ですとか、観光消費単価の向上にはモノ消費からコト消費への流れへの対応が必要であ

り、ウイズコロナ、ポストコロナ時代を見据えた新たな旅行スタイルを定着させていくことが必要と考え

ております。 

  続いて３ページの「次期計画期間内の基本的な考え方」をご覧ください。新型コロナウイルス感染症に
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よりまして、道内の観光産業は長期にわたり、甚大な影響を受け、危機的な状況に置かれていることか

ら、まずは観光需要回復を目指すとともに、将来的な発展に向けた準備、新たな観光需要の獲得に向けた

取組を推進することとし、大きな目標としては「『観光立国北海道』の再構築」を掲げたいと思っており

ます。道の基本的な施策としては、観光地づくり、誘客活動、受入体制整備が基本形となりますが、新型

コロナウイルス感染症の収束状況が見通せない中、将来的に北海道観光が目指す姿に向かって、本計画期

間では感染症の状況に応じたウイズコロナ、アフターコロナの施策を展開していきたいと考えておりま

す。 

  続いて４ページの「次期計画期間内で特に注力する施策展開の方向性」をご覧ください。こちらも基本

的には前回の計画部会で提示しました「施策展開の方向」を修文したものになります。全回は（１）から

（４）の四つの「施策展開の方向」を提示しておりましたが、前回の部会の中でも観光人材の確保などの

具体的な対応が必要ではないかなどというご意見も頂戴したところから、五つ目の「観光インフラの強靱

化」という項目を新たに立てまして、五本柱として整理をしております。このページが年内にとりまとめ

たい基本的な考え方の骨格となりますが、五本柱の一つ目として「クリーン北海道」、北海道はもともと

２ポツ目に記載のとおり広大な自然や密になりにくい環境面で優位性を有しており、こうした中、道内の

観光業界でも安全面を徹底しているという、こうした点をきちんと発信して、これまでの議論の中心でも

ありました「『安全・安心』で選ばれる観光地づくり」ということを打ち出していきたいというものにな

ります。二つ目の「量×質の追求」は、全回は「量から質へ」と打ち出していましたが、全く量は追わな

いのかというご意見も頂戴したことから、現状認識、発想自体は全く変わるものではございませんが、表

現を変えたものでございます。「満足度向上と連動した消費単価の向上」ということを打ち出していきた

いというものでございます。三つ目の「旅行者比率のリバランス」は、これも現在道内、道外、海外とい

う形で観光需要の喚起に取り組んでいるところでございますが、そのタイミングでできる最大のことを

「感染症の状況に応じた誘客対象の最適化」ということで打ち出していきたいものでございます。四つ目

の「新しい旅行スタイルの推進」では、新しい旅行スタイル、そして期待されているワーケーションです

とか、来年９月に開催予定のATWSを契機としたアドベンチャートラベルの造成、発信、それに
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MICE、IRの検討などで、「新たな北海道観光価値の創出」を打ち出していきたいというものでございま

す。それから五つ目の「観光インフラの強靱化」では、道内観光を核とした広域観光の再検討や人材育

成、災害時の基盤強化などで「地域における観光インフラの充実」を打ち出していきたいというものでご

ざいます。これに推進体制の強化として観光関係団体との連携推進ですとか、安定的な財源の確保といっ

たことを記載したところでございます。 

  ５ページから９ページまでが、今の五本柱それぞれの背景・現状などを整理したものでございまして、

こうした課題認識のもと施策展開を進めていくと頭の中を整理したものでございます。 

  続いて10ページをご覧ください。こちらは今年の６月のコロナ禍で日本政策投資銀行さんが海外旅行

経験のある外国人に対して訪日旅行の意向を調査した内容の抜粋になります。海外旅行をしたい国として

日本は全体として第１位であり、その中でも北海道は東京に次いで第２位の人気でありまして、１１ペー

ジのほうに旅行への期待としてコロナ対策というのが一番になっており、また、右側の北海道旅行で期待

したいことでは、全国では８番目の自然・体験・アクティビティが北海道では２番目と期待の高さが伺え

るところでございます。こうした点からも新型コロナ対策を推し進め、北海道の強みである自然を活かし

たアクティビティを磨き上げることにより、コロナ収束後にも観光地として選ばれ続ける可能性は高いと

いう方向性は合致していると考えているところでございます。 

  12ページ以降が、現行計画の目標指標のこれまでの推移、トレンドを整理したもので、年内は方向性を

中心に整理したいと考えておりますことから、具体的な数値の検討は次回改めてお願いしたいと考えてお

りますが、本日は施策展開の方向性の目標指標としては、こうしたものが考えられるなどのご意見も頂戴

できればと思いますので、よろしくお願いします。 

  私からの説明は以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。特に注力する施策展開の方向性というあたりに重点を絞ってご意見をいただけ

ればと思います。それでは順次意見交換ということで進めたいと思います。石井至委員からお願いしま
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す。 

（石井至委員） 

  別紙でお配りいただいた観光振興に係る市町村アンケートの実施結果が非常に興味深くて、面白いと思

いました。やはり回答率は北海道庁が聞いているのですごく高く、８割近く戻ってきています。普通はそ

んなにありません。びっくりしたのが、「観光振興計画はありますか」という質問で「ある」というとこ

ろが少ないこと。逆に「ある」と答えたところのほとんどが「５年以上」の計画を作っている。答えてい

ないところはたぶん関心が無いから答えていないと思うのですが、つまり、北海道は全体の３分の１くら

いの市町村がすごく観光に熱心で、ほかは全然だと、そういうことだと思います。実際にはすごく熱心な

50程度の市町村とどれだけタイアップして伸ばしていけるかということをしっかりやっていくと、今回の

「北海道観光のくにづくり行動計画」も実効性が高くなるのではないかと思い拝見しておりました。特に

アンケート調査の３ページの「弱み」というところですが、人材や担い手が足りないと、問題意識として

は４ページのほうで人材育成が最も必要だということで、本当は観光振興計画があるところとないところ

で分けて数字を見たかったのですが、もし観光振興計画があるところで、人材不足、人材育成の必要性が

高いのであれば、それはすぐにやらなくてはいけませんが、逆に計画があるところは一応人がいてやって

いるということ。今計画も無く、今後取り組みたいが人は居ないし、何をやっていいか分からないという

話もある。どちらかによって目先のやることが変わると思います。なので、今日ではなくてもそのあたり

のデータをもう少し拝見できると良いかと思います。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。ポイントをついていただいている面があると思ったのですが、推進ということ

だと、重点化ということなので、重点的にどことやるかという話で、石井至委員が今おっしゃったとおり

ですし、逆に面的に広げるという意味だと、まさに、計画くらい作ってくださいという話で、意識をもう

少し上げようという議論も必要かもしれません。案外そういうことを目標値にして、もう少しちゃんと各

自治体が観光に目を向けてもらうことで、より広がりが出るという側面もあるということで、上手にそれ
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ぞれの側面を追いかけると良いかと思いました。 

（遠藤乾委員） 

  前もって資料を読ませていただき、私自身共鳴するところがかなり多くございました。とりわけ、クリ

ーン、安心・安全というところで、北海道の一番の売りということで出ていくのはどこだろうということ

で、誰もが特に異議はないと思うのですが、私自身が気になっているのは、自然や食というのが北海道の

売りになっていて、ここをどう磨き上げ、ブランディングするかということがまだまだ道全体を見渡した

ときにどこまで統合的なのか、外から見ますと、イデオロギー的な観点を持ち込むわけではないのです

が、例えば、福島のあと泊原発に関して、オーストラリアの観光客が逃げてしまったとか、今回、核の廃

棄物の話なんかも出てきておりますけれども、統合的に道としてどういうふうに北海道を売っていくのか

という、先ほど、基礎自治体でもっと観光を考えるべきだという話も一つの方向性ですが、道の審議会で

北海道全体のストラテジーを考えるときに、どれくらい統合的にできるか、やはり日本全体で競争してい

る中で、戦略的にやっていかなければいけないので、そこは突出して何が売れるのかというところを磨き

上げていくことが、そういったところにも響いてくるのではないかと思います。もしかすると、エネルギ

ーで言うと石炭とかそういう話になるかもしれないし、廃棄物、核だけではなく、もう少し広げていく

と、例えば食の安全と絡めていうと化学肥料の問題、日本は結構使っているので、そういう意味では北海

道はそんなに成績が良くないのですが、そういった全体のストラテジーとの関連で磨き上げていく必要が

あるのではないかというのが私の考えです。 

それからアンケートの中で人材というのはすごく気になっていまして、今回GoToトラベルを利用して

みて、普段泊まらないような高級ホテルに泊まってみたりしたのですが、東京と北海道で一番違いを感じ

たのはサービスのクオリティでした。ホテルによってもばらつきがあって色々だとは思うのですが、数少

ないサンプルで見た限りでは、やはりちょっと気になるところがありました。田舎になればなるほど残念

感があるというのがあり、そういったところはもう少し厚みを持たせなければいけないのではないかと思

いました。 

それから私自身国際政治が専門で、今回のデータの中で韓国とかそのへんの落ち込みというのが響いて
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きていて、誰の目にも明らかだと思うのですが、就任１年半くらいの新しいエネルギッシュな知事を迎え

て、国全体ではしばらく冷え込んだままだと思うのですが、個別地方で突破、掘り起こしていくというこ

とはまだまだ十分できるのではないかと思います。そこは先を見据えながら、いち早くテイクオフするた

めの仕込みをこういう静かなときだからこそ準備しておくというのも手だと考えておりました。 

 

（石井部会長） 

  どうクリーンな北海道を作るかということに関してどこまで考えるかということの今段階のコメントを

お願いできればと思います。大事な視点だとは思いますし、とはいえ、どこまで言うかも微妙な話ではあ

ると思います。 

 

（鶴蒔参事） 

  北海道は自然環境が強いというのは誇れる部分だと思っておりますし、廃棄物の話だと話しづらい部分

もありますが、これからいかに色々なところから来ていただく、選んでいただくためには、我々が何を持

っているのか、またそれを磨き上げていくことが必要かと思っております。 

 

（石井吉春部会長） 

  原発について具体的に言いにくいという側面は誰が考えてもあると思いますが、クリーンの前提とし

て、エネルギーもクリーンなエネルギーに依存する地域、包括的にどこを向いてやるかという意味のクリ

ーンなので、クリーンができあがったクリーンで安全だから来てくださいというより、政策的にクリーン

な北海道を作っていくというイメージの中でエネルギーの話を色づけるだとか、いくつかの主要項目を明

確に書くということができると思うので、そのレベルでのクリーンということをどう目指すかという話

は、今の遠藤委員のご指摘からいうとすごく大事な論点だと思います。観光業自体も当たり前にクリーン

ではなくて、施設面でもたくさん問題があるので、クリーンな観光地づくりをして、変な言い方ですが、

選別してクリーンなところを上手に拾って使っていくみたいな、やはり変えていくというイメージがなく
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なるクリーンというのは逆効果になるので、そこは行動計画なのでアクションという側面を上手く考えて

いただくと伝わりやすくなるという話だったかと思います。 

 

（鶴蒔参事） 

  清潔面という部分で言うと、今回、私どものほうでもできる限り、北海道は安心・安全なところですと

いうことを打ち出していくために、例えば、ホテルや旅館などにサーモグラフィを入れる安全面に対する

支援ですとか、教育旅行に関しても密な状態を作らないということで、１台のバスではなくて２台目を増

車した場合、その分は支援しますだとか、そういうところで北海道は密ではないという部分を色々ＰＲし

てきておりますので、そういった方向性で取り組んでいきたいと考えております。 

 

（石井吉春部会長） 

  大型ホテルも密ではないと言っていかなければいけないですが、本当に言える実態があるかどうか疑問

なので、ここはもっと考えていかなければいけないところだと思います。定員をどうコントロールするか

ということも含めて、北海道は多いですから、ホテルは基本的に一人ずつ泊まるという仕組みですが、リ

ゾート系はそうではないので、大きければ大きいほど色々なリスクがあるので、そういうところは少し具

体的に書いていかないといけないと思います。 

 

（遠藤乾委員） 

  前回出張で出られませんでしたので、少し補足で。第１回の議事概要を見ておりまして、サムット委員

が話していた多文化共生の話は売りになる部分があって、ウポポイがせっかくできたこともありますが、

世界的に見たときにこういったものが観光資源になっていくという動きもあり、世界的に見てここはきち

んと組み込んでいくべきだと思います。二つ目に今週の初頭で余市に学生を連れてスタディツアーでブリ

ーフィングを受けてきたのですが、ブランディング戦略が２周くらい遅れている気がしていまして、北海

道ワインというのが、日本の中ではぼやっとあるのかもしれないですが、一体何を飲めばいいのかという
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ところで、もう少しチューニングを細かく合わせて、どういうブランディングをするのかということをき

め細やかにやっていく必要があると、きめ細やかに突起を作っていったあとに、ワインストリートだとか

そういうものに繋げていけばいいのですが、ぼやっと北海道ブランドみたいなものでは売れないので、日

本酒も同じなのではないかと思いますが、せっかく盛り上がってきているところを突起を作りながら繋げ

ていくというのが良いのではないかと思います。 

 

（石井吉春部会長） 

  北海道ワインはブームになっていますが、恐らく製造コストが高くなって共倒れになって売れないもの

しかできなくなっていますから、全体のアプローチをやっていかなければいけないと思います。 

 

（遠藤正委員） 

  アンケートのほうで、１ページ目の５番目の下「その他」は主にどのような内容でしょうか。事務局で

もし把握しておりましたらお聞きできればと思います。理由は、観光関連予算で結構「その他」が３割く

らい占めており、ここは少し深掘りしてはどうかと思います。どのような内容が入っているのか今度教え

てください。また、私も先ほどの石井委員と同じで観光振興計画の「なし」６４％というのが、結構すご

いなという印象の数字でありまして、北海道の振興計画ができ、全身に血が通うがごとく全道に浸透させ

るには、振興局とか道の出先の機関もございますので、ある程度北海道と地域が連携して観光振興計画を

推進していくことが必要と考えます。 

観光人材のところですが、行政における観光人材が足りないのか、それともプレイヤーが足りないの

か。 

 

（鶴蒔参事） 

  両方です。 
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（遠藤正委員） 

  人材のほうから話をしていきますと、９ページに今後の方向性ということで、観光インフラの強靱化と

いうことが書かれているのですが、例えば宿泊で言うと、宿泊の人材で求めるものと体験型アクティビテ

ィの人材で求めるものと中身が違うと思います。観光人材育成というところも業種、業態、職種によって

一度メリハリをつけて人材育成計画を練ってみてはどうかと思います。今まで北海道でも集合型であると

か、全道でセミナーだとか色々な事業を機構さんを通じて実施してきているのですが、今一度それらをも

う一度棚卸しして、まずは高付加価値の観光を支える人材を育成するためにどこを伸ばしていくか、その

へんを業種、職種で俯瞰し、必要によっては産学官でも良いと思いますので、検討したほうが良いのかな

と思います。 

その次に統計の取り方のところです。ぜひこの振興計画を良いものにするために、例えば今外国人とい

う一つのくくりで統計が集約されているものもあります。そうすると例えばアジアの方が平均３，４泊と

すると、その人たちをさらに１週間伸ばしていくということと、平均宿泊数が１週間以上になる欧米豪方

をさらに１週間伸ばしていくということは少し違う意味になります。ここはもう少し分類し、例えばアジ

アと欧米豪くらいで、まずは二つくらいに分けて平均宿泊の統計を取ったほうが、今後の戦略づくりで有

益と考えます。アジアの観光客を１日伸ばすのと、欧米豪の観光客を１日伸ばすというのは日数は変わら

ずとも意味合いは違うので、そこはご検討されてはどうかと思います。 

 それから人材育成に関係しますが、６ページの高付加価値化について北海道としての方針、方向性をあ

る程度業種別に大きなくくりで良いので示してはどうでしょうか。例えば宿泊系であればホスピタリティ

を上げるだとか、ガイドとかであればこういう部分を上げるだとか、そのような事も書いたほうが何をも

って高付加価値化ということがより関係者に伝わると考えます。 

 最後にもう１点だけですが、開発関係の規制について、これは観光分野ではないかもしれませんが、ニ

セコあたりのコンドミニアムは2000年初頭に出てきており、もう少しで25年経ち、今後老朽化も想定さ

れる中、仮に持ち主がいない、わからないとどうなるかということも出てくるかと思います。容易な課題

ではありませんが、開発について北海道ブランドを守るためにどうあるべきか、というのはどこかで忘れ
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ないように入れておくと良いかと思いました。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。事務局で最後の２点。高付加価値化というところと開発関係のところで現時

点でコメントがあればお願いします。 

（鶴蒔参事） 

 まず、高付加価値化というところで、何をしていくのかが明確になることでエッジも効いてきますので 

検討していきたいと思います。開発規制については次回までに色々整理していきたいと思います。 

 

（石井吉春部会長） 

  開発面での規制というのは具体的には難しい面があると思いますが、ニセコエリアでもニセコ町と倶知

安町では現実は随分違う展開になると思いますから、それをどう抑止しているかみたいなところを勉強し

ていただくと、少なくとも押さえうる制度的な枠組みというところが少し見えてくるかもしれないので、

そのあたりは北海道の売りをどう守るかという意味合いでも重要な論点になるかと思います。高付加価値

化について、プロセスとしての高付加価値化は凄く難しいですが、分かりやすく観光の単価とは何で決ま

るかというと需給バランスで決まるわけです。圧倒的に供給過剰なことが低価値をもたらしている原因で

あって、今そういうことが明らかになっていて、供給がすごく多く、需要がどんと下がったという状況が

あるので、そういう側面、全部が供給過剰だと言う必要はないですが、地域ごとのバランスを見ながら需

給バランスを見るという発想は基本的な要素なので、行政計画というのはひたすら需要を増やすという一

本槍だったのですが、簡単に需要が増えないということを今回は前提に置かなくてはいけないので、供給

面のことも少し触れられる範囲で考えておいたほうが良いのではないかと思います。 

 

（ジョン委員） 

今日は二つのポイントがあります。まずは宣伝についてです。ブランディングは色々な選択肢があります 
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が、今までの北海道ブランドが沈んでいっています。これは誰もが分かっていることだと思います。おいし

い食べ物やパウダスノーなど、たくさんの良いものがあるのは知っているけど、国とか地元の企業が余り宣

伝についてコントロールしてきませんでした。本当の宣伝という意味での宣伝も余りやっていませんが、ア

メリカのテレビを見ていると、色々な国がコマーシャルに出ています。マレーシア、タイ、インドネシア、

フィリピンなどアジアの国が結構出ています。恐らくアメリカの宣伝会社に頼んでいるのだと思いますが、

大事なことはアメリカ人に直接宣伝することです。例えば、電通や博報堂など日本企業に依頼しても余り意

味がありません。彼らは地域性が余り分かっていないので、できれば直接外国の宣伝会社、クリエイティブ

会社に頼んだほうが良いし、絶対必要だと思います。日本企業が北海道の基本的な魅力だけを宣伝するので

あれば問題ありませんが、もし北海道に来るための方法や旅行のコースなどの詳細を魅力的に宣伝したい

場合は、絶対直接外国の宣伝会社、クリエイティブ会社に頼むことが必要です。例えば、IWANAI RESORT

は田舎町にありますが、「hidden hokkaido 隠れた北海道」というキャッチフレーズを付けることで、関心

を集めています。ニセコに行くと外国人ばかりで、日本だけど日本人に余り会えず、まるで日本にいないよ

うです。しかし、岩内に行くと、古き良き漁師町がそのまま残っており、日本人によく会うことができます。

外国人は日本人と会って話をすること、また日本の文化や風習を知りたいと強く思っています。そういう意

味で岩内は「Ｈidden Ｈokkaido」のイメージを付けています。ブランディングとはそういうことだと思い

ます。 

また、資料の中で安心・安全という言葉が多く出てくるのが気になります。北電のキャッチフレーズです 

が、外国人の皆が北海道は安心・安全だと分かった上で訪れています。 

そのため、これを全面に押し出すことはそんなに必要ではないと思います。訪日外国人は北海道が安心、安

全だということを自然と分かっています。ただ、原発の出す核のゴミのほうは、安心・安全じゃありません。

そのことに気をつけてほしいと思います。 

２番目のメッセージは富裕層の旅行者の獲得についてです。私たちのお客さんはほとんどハイエンド、お 

金持ちの方々ばかりです。１日８万円ですが、値段を気にせず予約される方がほとんどです。北海道に行っ   

てスキーをやりたいという富裕層の方々は多いですが、ホテルや観光インフラが整備されていないことが
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問題です。例えば、札幌にハイエンド向けのホテルはそんなにありません。素晴らしいホテルはありますが、

５スターホテルは余りありません。絶対に必要だと思いますが、三菱さんだとか大きな会社が作らないこと

にも理由があると思います。ただ、ニセコにはあります。パークホテルにまだ行ったことがなければ行って

みてください。あそこは本物の５スターホテルです。おもてなしとホスピタリティは違いますが、ハイエン

ドホテル、パークハイアットホテルでは全てカバーしています。おもてなしとホスピタリティを使い分け、

提供することでハイエンドのお客様は喜びます。パークハイアットはニセコのスタンダードを作りました。

これはとても良いことだと思います。これからリッツカールトンホテルだとか、他のハイエンドホテルがだ

んだん入ってくると思いますが、今のレベルのサービスは北海道全域で必要なことです。例えば、岩内には

四つのホテルがあります。すごく良いホテルですが、外国人がホテルに対して何を求めているのかは考えら

れていません。私たちがいつも説明していますが、理解してもらえずゲストを送客するのが難しい状況で

す。古いホテルのおもてなしは最高ですが、外国人の考えていることだとかが余り分かっていません。それ

を理解することはすごく難しいことだと思います。「Know your customer」、まずは自分たちのお客様を知

るということが一番大事。それができればハイエンドの人をもっと呼ぶことができます。20 年前はバック

パッカーからのセグメントが来ており、その後だんだんとMICEやFITなど、ハイエンドはまだ来ていま

せんが、もう少しで来ます。プライベートジェットの保管場所など、ハイエンドの方々を受け入れるために

色々と考えることが必要です。たぶん今考えていると思いますが、そのための人材が足りないと思います。

インフラなどもできていません。でも、一番大事なことはブランディングとか北海道のイメージだとかをも

っと海外に向けて大きく広めていくことだと思います。ありがとうございます。 

 

（石井吉春部会長） 

ブランディングの話はよく言われることですけれども、それぞれの方、他の国の方の目からどう見えるか

ということが重要だということがよく分かります。ハイエンドの話もずっと、今回は今度こそという感じで

対応しなくてはいけないというところで議論があったところです。そういうパワーで付加価値を高めてい

くというような議論をしていましたので、ぜひ検討し、視野に入れていただければと思います。 
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（緒方委員） 

クリーン北海道というところで、この方向性で全く異論はなく、問題ないのですが、出発点としてエアラ

インの人たちとお話をしていると、日本の感染対策は中国や台湾の方から見ると、ゆるいというイメージが

あり、死亡率などは欧米に比べて低いと思うのですが、アジアの中ではそんなに低くなくて、結構、意識的

にこういう対策をやっていますとか、こういう成果が出ていますというのを能動的に発信しないと、自動的

には余り安全なところというイメージがつかないみたいなので、その出発点を認識した上で発信をやって

いくのが大事だと思いました。欧米の方はそうでもないですが、先程のDBJ さんのアンケートでもそうで

すが、アジアの方のほうが割と感染対策とかそういうことについてセンシティブで保守的だったりすると

ころがありますので、割と大事かなというふうに思いました。 

もう一つは、観光インフラの強靱化というところの中に「道内空港を核とした広域観光の再検討」という

項目があって、中身を見ると、面としてのPRが必要だとか、そういうような地域間の連携ということなの

かなと推察するのですが、強靱化というカテゴリーなのか、むしろ４だったりするのかなと、人材の確保育

成や安全・安心の基盤強化は観光インフラの強靱化だと思うのですが、面としてのPRとか地域連携という

のは強靱化になるかもしれませんが、項目としては大事だと思うのですけど、このカテゴリーかなと思いま

した。 

 

（石井吉春部会長） 

後者のほうは道内空港を核としたということで広域観光の形になっているから今の話になるので、ある

種、広域観光の核として空港若しくはネットワークの拡充強化をというような意味合いだと思うので、そう

いう意味で書いていただいて５に残すという選択肢か、４にするかということをご検討いただければと思

います。感染症対策、コロナ対策の受けとめられ方というのは、よく聞く話ですが、日本は強制的、強権的

にやることは何もしてないという部分でまさにそういうことになっていて。例えばススキノ対策などやっ

ているので、北海道であれば。問題があるのは事実なのですが、逆に日本らしい非常に規律された市民主体

の感染予防対策みたいなものをどうアピールするかみたいな話も一方であるかと思います。いずれにして
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もそこもきちんと伝えるという意味であれば、今回は少し整理をするべき論点かと思いますので、検討いた

だけると良いかと思います。 

 

（佐藤委員） 

北海道観光振興機構の佐藤です。これまでに委員の皆様が大局的に語られているので、大変良いと思いま

した。私は事前に資料をいただいて、読ませていただいた時にコロナの字が無いなと思っていて、そしたら

今日、強みの中にコロナという言葉が出てきて、ちょっと話が飛びますが、大変気に入っている言葉があり

まして「恵まれた疎」という疎いという字の「疎」です。これが北海道の強みじゃないかと、道経連の真弓

会長がおっしゃられたワードで、どこからか取ってきたのか、あるいはご自身で考えられたかは分からない

のですが、「恵まれた疎」というのは北海道を端的に表す今の強みかなという気がして、今日そういう話を

させていただければと思っていました。 

全体を通じて感じたのは、どのページにも「検討して」ということが書かれていまして、クリーン北海道

であろうと、量と質の追求であろうと。この中にそれぞれの委員がおっしゃられた観光人材のお話に触れら

れているのですが、私は個別の項目で言うと、アドベンチャートラベルワールドサミットを契機にしてと

か、北海道の今後の観光は欧米豪の方含めアドベンチャートラベルとか、こういう言葉が出てくるので、単

なる観光人材とか人材不足という言葉ではなくて、やはり、ガイドという言葉が大事だと思います。鈴木委

員が後ほどおっしゃられるかもしれませんが、本当にハイエンドの方だとか、色んな方を北海道の新しい形

の旅行に連れて来ようと思ったら、恐らく、ただ単に観光人材の欠如、プレイヤーが足りないというよりは、

ガイド不足だと思います。ここを見据えた計画を立てないと、五つ星のホテルができたり、色んなことをし

ても、ホスピタリティとかおもてなしが違うということも全部通じてくるような気がしておりますので、で

きれば、観光人材という言葉と同時に、観光ガイドさんなのかアドベンチャーガイドなのか分かりませんけ

れども、ガイドという言葉をどこかで入れることを検討いただけないかなと思っております。 

最後になりますが、これが次期「北海道観光のくにづくり行動計画」なので、これから言うことが的確な

のかどうかは分かりませんが、沖縄観光コンベンションビューローが観光に対して、具体的な直近の目標数
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値を入れています。ですから今後、「北海道の観光のくにづくり行動計画」の中に数値目標をどうされると

いう議論があるのかもしれませんが、例えば、沖縄県は本来今考えにくいようなインバウンドを2020年度、

来年の３月までに3,000人呼び込みたいという計画を出しています。具体的にそれは台湾で、沖縄と台湾は

近いですし、だから、これも本当は「北海道の観光のくにづくり行動計画」の延長線上のところに入るとす

るのであれば、どう考えてもインバウンドの方が年明け早々あるいは来年東京オリンピックの、北海道でも

マラソンをやりますけれども、アドベンチャートラベルワールドサミットのときに本当にどれだけお越し

いただけるかということはあまり期待できないのですけれども、目標値とか、行動計画には入れ込んでおく

必要があるのかなというような気がいたしました。沖縄観光コンベンションビューローはインバウンド

3,000人という目標の他に、具体的に鶴蒔参事が冒頭おっしゃっていた教育旅行をこれだけとか、そういう

目標も出しています。教育旅行は本年度、2020 年度のことはもう終わっていますから、2021 年あるいは、

2022 年、まさにこの「北海道の観光のくにづくり行動計画」の線上になると思いますので、ここをやっぱ

り、北海道は大変素晴らしい施策を展開されているので、強みとして、出せるところではないのかと。大局

的ではないかもしれませんが、計画の中に、教育旅行に力を入れているということを出すことも検討いただ

けたらと、こんなふうにも思いました。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。「恵まれた疎」ということを北海道らしさ、これが強みということでお話しいた

だいたということと、私も同じ意見で大変恐縮なのですが、やはり、人材、ガイド不足などはそのとおりだ

と思いますし、逆に言うと食えないという現実も極めて明確にあるので、ここをどうされるかということに

関して考えていかないといけないと思います。そう言いながら、知床なんかを見ていると、自然遺産、世界

自然遺産登録がされて、やはり十数年経って、ほとんどゼロから何十人ということで増えていったというこ

ともありますから、そうするとやはり人材育成のための施策展開ということがどこまでできるか、計画でど

こまで入れ込んでいくかはあれですけれども、頭出しというところは考えていただければと思います。 

サムット委員いかがでしょう。 
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（サムット委員） 

  サムットです。私は、タイ人で東南アジアの観点から見たときに、広く外国人と言いますが、欧米の方の

考え方と、アジア人の考え方はちょっと違うということがあります。まず、１ページ目の強みのところで、

前回の委員会で言いましたが、東南アジアから見ると北海道の魅力の一つはヨーロッパに近いということ

です。その強みをこれから活かしてほしいです。例えば、タイ人や東南アジアの人が北海道とサハリンの両

方に行けます。北の北海道とサハリンと、できれば将来北海道もこういうところで連携しながら、北海道の

強みとして出してほしいと思っております。新しい北海道観光の強みになります。 

  ２番目に言いたいのは弱みの話です。コロナの中で北海道の弱みがすごく見えてきました。観光立国と言

いながら、海外帰国者は日本に戻ってきても、北海道に戻れません。なぜかというと本州の人、四国の人、

九州の人は皆、自分の自宅で待機ができます。車で入って来られるからです。でも、北海道や沖縄はそうは

いきません。だから、そういうことに対し何か対策をとらなければいけないと思います。北海道は積極的に

Airdoを活用して、週に１度くらい海外帰国者を北海道に飛ばしてもいいんじゃないかと、海外の人も日本

に戻る時期を考えて、この日に戻ってきたら、この日に検査が終わったら、コロナにかからなければ、この

飛行機に乗って週１回だとか、例えばですけど。あと、これは海外にとってはとても意味があると思います。

なぜかというと北海道に不動産を持っている人だとか、北海道に行きたいけど、自分の資産を見に来るのに

も他の所にある資産より14日間くらい時間がかかります。直接来られないということがあるからです。こ

れは北海道の一つの弱みかなと。これからどう対応していくかだと思います。 

  あと、クリーン北海道という話ですけれども、海外の人から見ると日本は大体クリーンだと思っているの

で、そこを打ち出しても東南アジアの人から見たら変わりありません。でも、今回はクリーン北海道と言っ

たとしても、結局、核のゴミの話題になる。クリーン北海道と言ったとしても、核のごみが同時にくる。ク

リーンと打ち出したら、こういう話が出てくる。なので、クリーンというのは言わないほうが良いんじゃな

いでしょうか。例えばですけれども。なぜかというと基本的に北海道というか、日本は私たちにとってはと

ても綺麗で清潔な国だからです。 

あとはインフラ整備の話、コロナが２月くらいから流行し、もう10月ですけれども、空港で海外の人を
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どれくらい受けられるかということを海外の人もよく分かっていません。何ができているのか、何ができて

いないのかということです。災害時のインフラだとかが今どこまで整備されているのか。なぜ、海外の人は

北海道に直接来られないのか。そういうことをどういうふうに海外に発信していくのか。何が起きているの

か、海外の人は皆よく分かっていません。 

最後に、観光資源開発について、今年から、余市が積極的にシャインマスカットを推進している話題です。

果物狩りはどこも似ているものばかりですが、インバウンドが求めるものを作ってみようという動きは、北

海道観光にとってとても重要だと思います。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございました。外国の方が直接来られないというお話をいただきましたが、確かに観光立国で

インバウンドもという観点からはなかなか状況が厳しいので、どう受け入れていくかという視野も少し必

要かと、先の話にも繋がりますけれども、どう戻していくかという議論もやはり必要なのかなと思います。

委員の話でご指摘ありましたけれども、意図的に言うか、言わないかという話もありますので、ある程度色

んな基盤が整っていることを前提にちゃんと伝えていくことが必要だと思います。 

 

（鈴木委員） 

  資料の４ページの施策展開の方向性のページをベースにお話をしたいと思います。まず、今、ポイントが 

五つ並列で並んでいますけれども、一番上位のメニューは（２）の「量×質」の追求だと思います。要は、 

観光において北海道に外貨を稼ぐ、地域の方に生きがいをつくる、観光地域づくりをすることが、全ての根 

っこであって、そのためにクリーンもクリアしなければいけないし、リバランスもしなければいけない、イ 

ンフラも強靱化しなければいけないということが、並列になっているのが、ちょっとおかしい構図になって 

いるのかなと思います。付加価値を向上する、消費単価を上げる、満足度を上げるということは、本当にこ 

のとおりなのですけれども、現実に欧米だとか、東南アジアだとか言っている場合ではなくて、やはり富裕 

層が、先ほどジョン委員もおっしゃっていましたけれども、施設でもサービスでもハイエンドのものを持っ
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て来ないとヒエラルキーは広がらないので、そういった意味では、数がとかそういう話の前に富裕層のお

客さまをどう見ていますか、というところをきっちり作り込むと同時に、全体に下りていかないと。とい

うところでいくと、施設のブラッシュアップというのも非常に大事で、最近、デービット・アトキンソン

も観光庁の審議会で言われていましたが、サービスをどんなに良くしても、ハコがいまいちだと 10 万、

20 万は払わないので、そこに関しての動きはどうしても必要になってくるのかなと思います。ジョンさ

んの岩内リゾートを８万円に設定して満杯のお客さんが入るというのは、施設と設備を変えたからです

よね。そこをしっかりやっていかなければいけないと思います。バブル期に投資して作ったものがちょう

ど30年位を迎える。ほぼ、更新のタイミングになっていて、融資で動かしている旅館・ホテルは今リフ

ォームをかける資金があるかというと無いわけです。ここが根本的な課題になっていて、そのままサービ

スアップをしないさいと言われても、給料が安いです。なぜならお客さんが払う金額が安いから。それに

よってサービス業・ホテル業は人気がない。給料が安いという形で人が来ない。優秀な人材が来ないから、

また経営が悪くなる、みたいな繰り返しをしているわけです。その辺の動きをもう一回富裕層、付加価値

向上による客単価の上昇というのをまずメインにおいて、そこから裾野が広がる、ヒエラルキー全体に広

がる、そのことを考えないといけないと思います。そのために今取り組んでいるのがアドベンチャートラ

ベルだと思っていて、今ＡＴＴＡは2021年にＡＴトラベラーに関して言うと、７％ダウンぐらいで復活

するのではないかと言っているそうです。なぜかというと、限られた人数で、アウトドアの中でトレッキ

ングとか自転車をガイドと一緒に歩くだけで、都市部には寄らないし、密接なところにも行かないし、だ

から、旅行をする上でアドベンチャートラベルの復活は早いと、７％減まではいかないかもしれませんけ

れども、一生懸命言っているそうです。実際北海道において、今ＰＳＡ（Pre Summit Adventure）の組み

込みとか一生懸命やっていますけれども、今までの観光と全く違うサービスです。要は物見遊山とか、素

敵なところとか、美味しいご飯を繋いで良いホテルに泊めるということでは全くないので、１週間なり、

４泊５日なりを通して、お客さまに起承転結で何を伝えるか、というところがアドベンチャートラベルの

根っこなので、それによって初めてガイドさん、佐藤委員が言ってくださったとおり、ガイドさんにお金

が落ちるということと、そのガイドをコーディネートする地域のコーディネーターにお金が落ちるのと、
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そこを１週間スルーでガイドする人にもお金が落ちるのと、コーディネートする旅行会社にもお金が落

ちるのです。この４段階をきちんと組めないと全然商品にならないということが、最近分かってきてい

て、そういった意味では、段階別に現場のガイドの基準、それから、地域のコーディネーターの基準、そ

してスルーガイドの基準、オペーレーターの基準、この四つをちゃんと認証制度を作って育成するという

仕組みを新たに作らないと、いつまで経っても絵に描いた餅で付加価値が上がらないのかなと思います。 

   今、北海道では体験協さんが五つのアウトドア分野で安全基準の管理をものすごく頑張っていただい

ておりますけれども、これはＡＴ基準ではないので、そういった意味で体験協が頑張っておられるのは修

学旅行、教育旅行を受けるためには絶対必要なことなので、あれを維持しなければならないのですけれど

も、全く別個のＡＴ基準の設定とその育成、認証の仕組みみたいなものを作らなければいけないのかなと

思っています。実際それができているところが、いくつか地域コーディネーターなり、ガイドなりででき

てきておりまして、オペーレーターでもそれができる人が生まれてきています。そういうスルーガイドで

すね。そういう方に何が必要なのかというのを定義付けをして、そこを皆が目指すところまでもっていか

ないと、何となく良いなで終わってしまっているので、これがＡＴＷＳイベントが終わったら、はい、終

わりとなったら最悪なので、そこを今回しっかり盛り込んでいただければと思います。 

最後に地域コーディネーターのところですけれども、先ほどの市町村のアンケートはとても分かりや

すくて、私も多くの市町村を回っていますけれども、観光協会の現状はこんなものです。予定や計画もな

いところが多いし、あったとしても、そんなの見てる人は居ないみたいな。そういう状況が多いです。全

てではないですけれども。そこで一番言われているのは、地域の観光がこうあってほしい、市町村単位で

の観光はこうあるべきだ、そのために必要な人材はこういうことをマネジメントして、地域を、組織を回

すべきだという基準がないということです。ＤＭＯだとか、ＤＭＣだとか、国で言っていますけれども、

地域によって全く理解は違うので、そこも先ほどのアドベンチャートラベルの地域コーディネーター基

準、そこに対する育成の仕組みだとか、この人をモデルにやってくださいですとか、そういう基準があれ

ば、ものすごく早く、色んなものが進むのかなと思っています。この辺が上手く回ってくると、正直、日

高が今回、国立公園に多分なります。帯広空港から入って、日高に降りて行って、新千歳から抜けるとい 
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う最高の、世界中が注目する新たなナショナルパークが生まれるのに、あの地域に受けるカウンターパート

がいません。地元の観光協会もまだそこまでの意識はありません。そこを誰がやるのかというのを含めて絵

に描いた餅にならないように基準をちゃんとアドベンチャートラベルという言葉を上手く使って組み立て

ていければ良いなと思います。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。コメントがしづらい、難しい提案ですね。アドベンチャートラベルに具体的に対

応できる地域がもう少し目に見えたらと思います。どのあたりでしょう。 

 

（鈴木委員） 

 全道内でコースが 15 本作られています。道内の 15 本はこれこそ北海道のアドベンチャートラベルであ

るというモデルプランができました。各振興局単位もちゃんと回れるように、離島もいけるように各社で頑

張ったので、そこが来週くらいにオープンになるはずなので、こういうことかというのは皆さん分かってい

ただけると思いますけれども、一番大事なのが、スルーガイドです。 

 

（石井吉春部会長） 

  スルーガイドは居ない地域が多いのではないでしょうか？ 

 

（鈴木委員） 

  スルーガイドが足りなさすぎます。ガイドも足りないのですけれども、ガイド云々の前にスルーガイドが

全然居ない。そこをしっかり、旅行会社も今までやってきたことと全然違うので、そこにつぎ込む勉強をも

っとしないと、いつまでたっても単品のお金、ホテルのお金、車のお金、以上みたいな感じになってしまい

ます。スルーで４泊５日、７泊８日をご案内するお金というのを取っていかないと、旅行の付加価値は上が

らないのかなと思います。 
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（石井吉春部会長） 

 今のお話でアドベンチャートラベルが広い意味のガイドを生業として、職業として定着させるきっかけ

となりうることは理解できました。 

 

（鈴木委員） 

  商店街とか農業者、漁業者、地域で地域づくりに頑張っている人にお客さんを送り込むのは、普通のエー

ジェントではできません。それはやはりスルーガイドとか、地域の観光協会なり、ＤＭＯなりのコーディネ

ート組織が動かないと。 

 

（石井部会長） 

なり得るけど、だいぶ空虚で現実の人が居ないところがたくさんあるという。 

 

（鈴木委員） 

 できているところもだいぶ出てきています。 

 

（石井部会長） 

  でも、いないところもたくさんあるということだと思いますので、それをどう埋めるかみたいなところが

一つの具体的な短期の政策の柱の一つになるというご指摘かと思います。 

 

（鈴木委員） 

  がらっと変わると思います。 
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（石井部会長） 

  資料（１）から（５）のことは議論で出ましたので、最後に推進体制の強化に触れようと思ったのですが、

まさに、観光団体との連携推進という話で、道としてもう一回それぞれの関連団体との関係というものを間

接的な関係で良いものと、やはり直接的関係を作ってやっていくもの、全体としては少し、道としての対応

の強化というものが必要ではないかと思います。それについても方向性だけは少し整理をしていただくと

良いのではないかと思います。観光振興機構も予算の問題とか色々と抱えられておりますし、やはり重点的

にそれぞれの役割を見据えていって、本来あるべき役割というのも見直さないといけないという状況もあ

ると思います。そこはぜひお願いしたいと思います。 

  補足的に発言いただく時間はありますので、ご発言あればお願いします。 

 

（遠藤（乾）委員） 

何度もすみません。第１回に出席できなかったので、もし、既に議論されていたら恐縮なのですけれども、

例えば、主要な都道府県の行動計画は資料でお持ちだと思うのですが、４，５例、私みたいに観光業界に直

接関わったことがない人間として、打ち出し方というのは気になるところです。もしそういうものがある

と、もうたたき台まできてはいるのですけれども、まだ最終まで時間はあると思いますし、あと、自分でも

やってみようと思いますが、北海道がモデルとしているような、例えばスコットランドとか、デンマークと

か、ニュージーランドとかそういうところに注目して、メンターとまでは言いませんが、部分的な箇所とか

でも構いませんので、そういったものがあれば参考になるかなと。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。もう大分議論は進んでしまいましたけれども。とはいえ、最終版にするまでにい

くつかの具体例を見ながら自分たちがどうかという検証をするのも、それはそれで大事な姿勢だと思いま

すので、参考になる、関心をもって見られるところの計画をいくつか、次回載せていただくということをお

願いしたいと思います。 
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 他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。各委員から、かなり突っ込んだ意見を頂戴しましたので、

これをまた見直しということで盛り込んでいただいて次の議論に繋げていきたいと思います。 

 

（柳川主幹） 

  長い時間、ご議論ありがとうございました。全体を通じまして、ご意見・ご質問がございましたら、ここ

でお受けしたいと思います。 

 

（発言なし） 

 

（柳川主幹） 

  無ければ、これを持ちまして、第２回計画部会を閉会といたします。 

 本日はありがとうございました。 

 


