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令和２年度第２回北海道観光審議会 議事録 
 

１ 日  時：令和２年 11 月６日（金）13:45～15:15 

２ 場  所：かでる２・７ ４階 大会議室 

（札幌市中央区北２条西７丁目道民活動センタービル） 

３ 出席者 

(1) 北海道観光審議会委員（五十音順） 

石井至委員、石井吉春委員（会長）、遠藤正委員、緒方委員、岡西委員、 

グライナー委員、佐藤委員、笹本委員、サムット委員、轟木委員、富山委員、 

林委員、福村委員、南委員、宮崎委員、矢ヶ崎委員、八木委員、山﨑委員 

 

(2) 北海道（事務局） 

大内観光振興監、山﨑次長、佐藤観光局長、鶴蒔参事、池田参事、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（素案） 

 

＜議事録＞ 

（柳川主幹） 

ただ今から、「令和２年度 第２回 観光審議会」を開会します。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。 

本日の審議会でございますが、委員 20 名中、18 名が出席されておりますので、北海道

観光のくにづくり条例の規定により、本審議会が成立しておりますことをご報告申し上げ

ます。 

また、本会議は北海道行政基本条例及び北海道情報公開条例の規定により、公開となり

ますのでご了承願います。はじめに、開会にあたり、観光振興監の大内より、ご挨拶申し

上げます。 

 

（大内観光振興監） 

皆様お忙しいところありがとうございます。観光振興監の大内でございます。本日はひ

とつよろしくお願いをいたします。委員の皆様におかれましては、道行政、とりわけ観光

振興行政にご理解、ご尽力いただきまして、誠にありがとうございます。 

第 1 回目の会議では中座してしまい、大変申し訳ございませんでした。第 1 回目の議

論については報告書を確認し、当日会議に参加した者に状況を確認し、改めてフォローし

た上で、本日出席をさせていただいております。本日は最後まで、皆様方のご議論をお伺

いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

昨今の状況は皆様ご存じのとおりですが、昨日新型コロナウイルス感染症の道内の発生

者数が３桁になりまして、私ども観光に携わる者としては、非常に厳しい逆風が吹いてい

ると肌で実感しております。本道の基幹産業である観光産業、これを牽引していくために

は、新型コロナウイルス感染症対策が非常に重要であります。昨日、知事と札幌市長との

間でお話をさせていただいて、札幌市内のすすきので非常に感染症発生者数が多いという

ような状況を踏まえまして、どのような対策ができるか、まさに検討している最中でござ

います。観光産業への影響を最小限にとどめることができないか検討している状況でござ
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いますが、ウィズコロナ及びその後についてご議論をしていただくことは、非常に大事な

ことかと思っております。特に今回素案を作っていただきました計画部会の石井会長をは

じめ、計画部会の委員の皆様方には大変ご苦労お掛けし、良い報告をさせていただきまし

たので、更に本日の審議会にて、忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、私どもとして、

次に向けた観光振興政策に活かしていきたいと思っております。本日はよろしくお願いを

いたします。 

  

（柳川主幹） 

配付資料につきましては、次第に内容を記載しておりますので、ご確認をお願いいたし

ます。万が一、落丁等がございましたら、事務局にお申し付けください。 

さて、本日の議事でございますが、お手元の会議次第に従いまして、概ね 15 時 15 分

頃を目途に審議を終了させていただきたいと思いますので、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は、石井会長にお願いいたします。 

 

（石井吉春会長） 

石井でございます。本日の審議会では、計画部会での議論を経て事務局で整理した次期

「北海道観光のくにづくり行動計画」の中間取りまとめ（素案）などについて、ご意見い

ただきたいと考えています。まずは議事につきまして、事務局よりご説明願います。 

 

（鶴蒔参事） 

観光局参事の鶴蒔でございます。それでは前回７月の第１回本審議会で設置した計画部

会において、８月 26 日と 10 月 30 日の２回、また、地域や庁内関係課と意見交換を行い

ながら取りまとめた、お手元の資料１、Ａ３横の「中間とりまとめ（素案）」によりご説

明させていただきます。 

まず、「北海道観光の現状と課題」ですが、一部、抜粋してご説明いたしますと、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、１月から３月が大きく減少した結果、達成率は、道

内客は 91.0%、道外客は 95.5%となりました。 

また、外国人観光客については、コロナの影響に加え、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。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、北海道新幹線開通による交通費の増加

や泊食分離の増加による、飲食費が増加したことなどにより、達成率は、道内客は 95.9%、

道外客は 93.1%となり、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、中国人観光客のいわゆる爆買いが一段落し、買い物費が減少した

影響などにより達成率は 69.4%となりました。 

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、多くの指標で達成が困難であると思われます。 

このような状況を踏まえ、右の四角で囲った部分に記載のとおり、次期計画の策定に向

けて、「安定した観光入込客数の増加には、災害等や国際情勢による影響の縮小化が必要」

など見直しに係る三つの視点を示しております。 

続いて、「北海道観光が将来的にめざす姿」では、SWOT 分析した上で北海道観光が

中長期的にめざす姿として、「オンリーワン！自然・食・文化を活かした観光地」など四

つの方向性をお示ししております。続いて、下段の「計画期間内の基本的な考え方」です

が、大目標として『「観光立国北海道」の再構築』を掲げ、これまで取組を進めてきた「観
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光地づくり」、「誘客活動」、「受入体制整備」の基本施策に加え、新型コロナウイルス

感染症の収束時期が見通せない中、将来的に北海道観光がめざす姿に向かって、本計画期

間では感染症の状況に応じたウィズコロナ、ポストコロナの施策を展開していくこととし

ております。 

続いて、資料右側をご覧ください。ここでは、今回の中間取りまとめの中心となる次期

計画期間内で「特に注力する施策展開の方向性」を記載しています。 

５本柱のまず一つ目として「クリーン北海道」、本道は、元々２ぽつ目に記載のとおり

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

でも安全を徹底しており、こうした点を積極的に情報発信し「安全・安心」で選ばれる観

光地づくり」を打ち出していきたいというものです。 

二つ目の「量・質の追求」では、自然環境、食など本道の観光資源のブランド力強化に

よる新規誘客・リピーターの獲得など「満足度向上と連動した消費単価の向上」を打ち出

していきたいというものです。 

三つ目の「旅行者比率のリバランス」は、現在もまさに道内、国内、海外と取り組んで

いますが、そのタイミングでできる最大のこと「感染症の状況に応じた誘客対象の最適化」

を打ち出していきたいというものです。 

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として期待されるワ

ーケーション、来年９月に開催予定のアドベンチャートラベル・ワールドサミットを契機

とした本道の自然・文化などの特性を活かしたアドベンチャートラベルの造成、発信、そ

れに MICE、IR の検討などで「新たな北海道観光価値の創出」を打ち出したいというもの

です。 

五つ目の「観光インフラの強靱化」では、広域観光の拠点としての道内空港の利活用や

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

きたいとするものです。 

その次の「推進体制の強化では」５本柱を進めていくため、観光関係団体との連携推進

や観光振興に係る安定的な財源の確保をしていくとしております。 

「今後の検討項目」としては、「数値目標」、「行動指針」及び「道の施策」について

は、新型コロナウイルス感染症の状況や国の「観光立国推進基本計画」の検討状況なども

踏まえ、引き続き検討してまいります。 

なお、裏面につきましては、これまで説明した施策展開の方向性に関する「現状と課題」

や「今後の方向性」を整理したものについて記載しておりますので、後ほどご覧ください。 

次に、その他お配りしている資料についてですが、「資料２」については、10 月 30 日

の第２回計画部会で配付した資料に頂戴した意見を反映し修正した見え消し資料となり

ますが、修正箇所については、４ページから８ページにて、見え消し下線修正しておりま

す。 

次に 10 ページをご覧ください。こちらは前回の計画部会でもご説明したものですが、

この調査は今年の６月のコロナ禍に日本政策投資銀行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結果の抜粋となります。海外旅行したい国として日本は全

体としては第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、また、

11 ページでは、旅行への期待としてコロナ対策が最も高く、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

の高さが伺えます。 

以上のことから、新型コロナウイルス対策を推し進め、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、コロナ収束後でも観光地として選ばれ続け



 

 4 / 18 

 

る可能性は高いという、先ほどの５本柱の方向性はこの調査でも裏付けられていると考え

ています。 

なお、12 ページからは、現行計画の目標指標のこれまでの推移などを整理したもので、

具体的な数値の検討については、次回以降の計画部会で、ご議論いただく予定です。 

「資料３」の「観光振興に係る市町村アンケートの実施結果について」は後ほどご覧い

ただきたいのですが、ちなみに計画部会でお話のありました１ページ下段の市町村の観光

関連予算のうち右側、市で 25.9％、町村で 39.9％を占める「その他」については、市町村

が直接運営しているキャンプ場やスキー場といった施設の運営管理費が主な内容になり

ます。 

「資料４」は、「資料３」を観光振興計画の有無で再整理したものです。観光予算、市

町村における観光の強み・弱み、必要な施策では、大きな差異は見られませんでしたが、

６ページの地域の課題では、観光振興計画がある市町村は、交通アクセスや入込の偏りを

課題として認識し、観光振興計画が無い市町村は、担い手不足や通過型観光を課題として、

認識している点などに差異が見られました。私からの説明は以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。ただ今、事務局から説明がありましたが、この点を含め

次期計画策定全般について忌憚のないご意見をお願いします。 

 

（山﨑委員） 

 今、ご紹介いただきました日本航空の山崎と申します。よろしくお願いいたします。中

間取りまとめありがとうございました。加えてお伝えすることは特に無いのですが、ここ

にも記載されているとおり、クリーンな北海道、これをしっかり打ち出していくことが、

本当にますます大事になってくると思っております。安全・安心で選ばれる観光地づくり

というところについては、いわゆる観光ポイントだけではなくて、夜の街も含めたトータ

ルでのクリーンな街として選ばれるように、一緒に取り組んでいければと思っておりま

す。我々航空に携わる者としては、移動に関するところで、より安心というところ、安全

というところを引き続きやっていきたいと思っているところでございます。 

新しい旅行スタイルというところでは、各自治体様、あるいは各所にて盛んに行われて

いる「北海道型ワーケーション」、色々な地域で競って磨きをかけているところだと思い

ますし、我々も一緒に取り組んでいけるところは多々出てきておりますので、こうした新

しい旅のスタイルというのを今後も支援していくことで誘客の方に尽力していくところ

でございます。 

喫緊の状況のことだけ申し上げておきますと、私どもの航空会社としての、今の道外か

らの飛行機の運航については、11 月については、前年度比 25%減くらいで北海道路線を

運行しております。75%が対前年で運行している状況でございます。これが 12 月になり

ますとマイナス 12%減、88%戻すというような状況で「Go To トラベル」の今の流れで、

道外からの北海道へのご利用は非常に、全国的に見えても増えている状況です。ただし、

ここ２、３日、予約の動きが少し鈍化している傾向がありまして、コロナの感染者数に敏

感に反応しているのではないかとこの先少し心配しているところでございます。 

道内については、北海道エアシステムとコードシェア便で運行しておりますが、こちら

も 11 月で去年並みの動きになっております。予約数としても去年並み、運行も去年並み

で運行させてもらっています。 

「Go To トラベル」により、非常に団体旅行客が伸びてきており、この流れがコロナ
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感染のこれからの状況によって、変わらないように、先ほど申し上げたクリーンな北海道

というのを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。夜の街も含めたクリーンな北海道というのはやはりすごく大事

なことで、現時点で実施されているコロナ対策において、裏を返すとどこが危険かという

ような、観光サイドからの情報発信ということがすごく重要になっているので、計画の前

段の話になると思うのですが、不必要な恐れといいますか、リスクを感じさせるような部

分があるということは、「Go To トラベル」というだけではなくて、この計画のスタート

ラインに乗らないことになりかねないので、現実の状況をうまく捉え、進めていただくこ

とが必要と思いますので、よろしくお願いいたします。八木委員お願いします。 

 

（八木委員） 

八木です。よろしくお願いします。北海道は、先日も魅力度ランキングで 12 連続１位

を獲得しております。北海道がコロナ禍において、いち早く非常事態宣言をいたしまして、

前回の審議会でも、それでイメージダウンをしたのではないかという懸念もあったのです

が、そういったものを乗り越えても魅力度ランキング１位にあり続けるというのは、やは

り道外の皆様にとっても北海道というのは非常に人気の高い地域であり、ちょっとやそっ

とではイメージダウンにならないということでひとまず安堵した次第です。 

ただ、この２、３日の急速な感染者数の増大については、私の個人的な考えではありま

すけれども、特に北海道民や札幌市民が感染対策に気をつけていなかったわけではなく、

やはり「Go To トラベル」で道外からの観光客、特に東京からの観光客が増えてきたこと

が一因ではないかと思います。大通公園やこの近くでも観光客の姿を目にすることが多く

なりまして、その２、３週間後がちょうど今週ぐらいなので、爆発的に増えた原因は、北

海道民や札幌市民の側にはないように感じます。今年の 1 月にコロナ騒動が始まり、その

時も武漢のほうから観光客が相変わらず来ておりましたし、観光で来ていただいている人

を北海道として受け入れないわけにはいかないので、どんな人が来ても受け入れざるを得

ない中でどういった迎え方をしなければならないかというのを、これからも慎重に考えて

いかなければならないと思います。 

それよりも気になったのが、観光入込客数についてで、道内客が目標値から９％近く低

いほうが心配で、この夏「どうみん割」などで道内の方が、道内旅行するということが多

かったのですが、その中でも皆さん特に気をつけていたおかげか感染者数が増大せず、む

しろ道内旅行をする良い機会だと、概ね好評だったように記憶しております。今、道外客

が増えている中で、道内客が道内観光に少し及び腰になっており、自宅から外に出る、観

光をするということを懸念し、怯えているのではないかと感じました。道内の観光客はご

承知のとおり、道外客よりも外国人よりも非常に人数は多く、富裕層に比べると 1 人当た

りの消費金額が少ないですが、道民の幸せを考えた時にどれだけ北海道の人が北海道を安

心して回れるのかというところを主軸に考える良い機会ではないかと思います。 

今、どこが危なく、どこが安全なのかという点では、札幌市、特にすすきのが危ないと

は私は思っておりません。すすきのには星の数ほどお店があるので、どのお店でどうやっ

て発症したのかというのが明らかになっていない中、感染症対策を真面目に守っているお

店が今、大変な損害を受けております。どこが安全かどうかというよりも、私たちはどこ

に行ってもコロナの感染の危険があるということを理解する必要があります。 

先ほど、ウィズコロナ・ポストコロナというお話がありましたが、この後の夏季オリン
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ピック、10 年後の北海道新幹線の札幌延伸、札幌の冬季オリンピックなど 10 年後、20 年

後において、北海道はどういった魅力のある、どういった場所になっているかという青写

真を描けるようなプランを道民に見せていただければと思います。雑誌をやっている立場

としては、現実の魅力でしか紹介できないので、これからもアウトドアツーリズムや、自

然とか、食のブランド力ですとか、北海道は全国的にも人気が高いところですので、雑誌

というメディアを通して、北海道の魅力を広く伝え続けていきたいと思います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。コロナの関係の指摘もありましたが、情報発信がすごく大事で

あり、適切に行われているとは言いがたい側面があります。今の状況というのは非常に道

外から人が来にくくなる状況で、ここ 1 週間で非常に顕著に表れております。メッセージ

を上手に伝えていかないと、せっかく少し戻ってきた状況が振り出しに戻るみたいなこと

になると、やはりこの行動計画の前提が大きく崩れる様相になるので、そこはよろしくお

願いしたいと思います。道内客の方が目標値に対する達成率が低いというご指摘もござい

ましたが、原因分析をする必要があると思うのですが、私の印象ですが、道内の方のほう

がコロナに対する危機意識が結構強いのではないかと思っておりまして、むしろ過剰な反

応があったのではないかという仮説を私は持っております。そこは整理していただいて、

今回の計画では、道内客から掘り起こしていくというストーリーになっておりますので、

その前提を少し見ていただくと良いと思います。よろしくお願いいたします。宮崎委員、

お願いします。 

 

（宮崎委員） 

宮崎でございます。私、日本ホテル協会北海道支部という立場からこの委員をさせてい

ただいております。事業としては、私はホテルオークラ札幌を運営しておりますので、ホ

テル業という見地から、現在の状況等を含めましてお話させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症が発生して、深刻な影響が発生したのが今期の 4 月からで

す。４月、５月、６月の３カ月間は、札幌市内の私どものクラスの主要ホテルの平均の稼

働率が３カ月間連続して 10％に満たない状況でした。次第に稼働率が上がってきまして、

先々月９月に約 30％、先月 10 月は 50％を少し超えるところまで戻りました。50％とい

うのは前年が約 85％でしたので、3 分の 2 ぐらい戻ってきているということになります。

しかし、客室一室当たりの売上単価というのは、観光客が街に溢れていた昨年とは大きく

異なり、現在は非常に単価が落ち、稼働率は 50％を超えておりますが、売上では前年の

30％を少し超えるぐらいであり、ジリ貧状態が続いている状況でございます。 

宿泊するお客様についてですが、先ほど日本航空の山﨑さんからもお話がございました

けども、非常に現在の情勢に敏感なところがございまして、ホテル業界でもここ２、３日

の感染状況が全国ニュースで連日流れているという影響をはっきりと受けておりまして、

問い合わせの数等が減っており、影響が深刻に出ております。 

我々がこの先、一体何をすればいいのかということを突き詰めて考えた場合に、やはり、

この新型コロナの感染状況を落ち着かせることだと思います。首都圏あるいは東京だけで

はなくて、大阪、名古屋の３大都市圏から北海道に来るお客様が約 8 割から 85％ぐらい

を占めているのが実情ですけれども、この３大都市圏のお客様が安心して、北海道をディ

ステネーションとして選んでいただけるというような感染状況の落ち着きを取り戻すこ

とが極めて重要であると考えております。 

しかも現在言うまでもなく、訪日外国人客というのは、ゼロでございますし、我々も外
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国人の宿泊というのは、希に国内在住の外国人がいらっしゃっておりますけれども、北海

道にとって極めて重要な道外からのお客様が、これも先ほど山﨑さんのほうから、11 月

12 月と次第に運航便数が増えるということを伺いまして、この点は非常に安心感が強く

増しているというところですけれども、運んでいただいて、我々宿泊業者が宿泊でお客様

にお泊まりいただくというこの構図で、いかに早く正常に戻し、道外からのお客様を増や

していきたいと思います。 

それから、注目しなければならないと思っておりますのは、道外からの北海道に訪れる

お客様が 600 万人いらっしゃるわけですけれども、これまで、観光、純粋な観光のお客様

の伸び代がどれくらいで、ビジネスと出張がどれくらいで、コンベンション等で、学校や

仕事でどれくらいでというのを捉えきっていないわけです。このへんもしっかりと捉え、

我々、対応していかなければならないと思っております。その理由として、４月、５月、

６月と先ほど申し上げたように、稼働が極めて落ち込んだ時期がありました。この時期に

我々ホテルを運営しておりまして、非常に重視しております数値に「ダブルオキュパンシ

ー」という数字があるのですが、これは一室当たり何名のお客様が泊まっているかという

数字です。通常札幌市内のホテルですと、コロナの発生前の状況ですと、1.6 から 1.7 く

らいが普通です。それが４、５、６月には 1.1 未満にまで落ち、その頃は仕事で余り行き

たくないけれども札幌に行かなければならないというような、道内各都市からのお客様で

すとか、3 大都市圏を中心としたお客様、1 人旅の出張者に限られたマーケットであった

わけです。それが現状では 1.4 ぐらいまで回復してきているのですが、これが本格的に

1.6、1.7 という水準に戻ることが必要になってくるわけです。そういう点ではさまざまな

施策、例えば、道内客では「どうみん割」は非常に有効だと思いますし、現在進めている

「Go To トラベル」も極めて有効ではあります。 

しかし私どもホテル協会が首都圏で調べたところでは、東京からの「Go To トラベル」

が解禁になって１カ月経ったのですが、まだ都民あるいは首都圏のお客様で「Go To ト

ラベル」を使用して積極的に旅行をしようという方は 3 割程度という結果です。７割程度

はまだ慎重に対応されているという結果も出ておりますので、こういった方々が本格的に

動き始めて、なおかつ北海道が安全を取り戻して、そして、3 大都市圏の方が旅行先とし

て、北海道をお選びになり、そして、お二人連れあるいはご家族連れ等の観光客の方が動

き出すというのを待つことが必要になってくると思っています。 

そういう段階で我々宿泊業を営む者として、どういう時期にどういう販売促進活動、セ

ールス活動をどのように、どこに向けて再開するかということも極めて重要になっていき

ます。例えば、現状で訪日の観光客はいないわけですから、海外に対する積極的なアプロ

ーチの準備はしていても、実際のアクションが伴うことはないのですけれども、これも十

分時期を見極めていく必要があると思っております。例えば、中国の国民の動きなどを見

ておりますと、現在海外旅行にはほとんど出ておりませんけれども、中国国内では休暇が

あるとものすごい勢いで動いていらっしゃいます。そういう点で恐らく海外旅行も可能に

なるということになってくると、中国の国民性からも一気に動き始める可能性がありま

す。台湾あるいは東南アジアの国は中国ほど動き出さないのではないかという見方がござ

います。我々、北海道としても、さまざまな観光振興策をこれから打ち出していくことに

なりますが、そういった道外各地に対する販促活動の開始のタイミング、諸外国への販促

活動、さまざまなプロモーション活動の実施のタイミングを見計らいながら、コロナが無

かったらかなり進んでいたかもしれない、北海道が弱いと言われる欧米向けのプロモーシ

ョンなどを検討していきたいと思っております。以上でございます。 
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（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。南委員、お願いいたします。 

 

（南委員） 

北海道民泊観光協会の南と申します。コロナ禍において民泊は、医療機関でクラスター

が発生した場合に医療従事者を受け入れ、一つの施設でクラスターが発生すると大体 700

泊ぐらい受け入れてきました。もしくは、濃厚接触者と呼ばれる方々の受け入れを積極的

に行ってきました。民泊は泊食分離、要するに食事の提供が無いものですから、我々「出

前館」と提携いたしまして、そういった方々に食事の提供を行っています。もしくは、児

童相談所から相談があり、親御さんが入院してしまいお子さんをどうしようかというとき

に、受入要請があった場合に受け入れてきました。そういった意味では、福祉の方々との

連携が非常に進みました。また、観光分野としては、地元の方々に使っていただこうとい

うことで「泊飲み」という職場の飲み会を民泊施設でやりましょうというのを企画してお

ります。限られた空間で、普段の職場のメンバーやグループなどで、そこで出前、地域の

飲食店と提携をし、地元の宿泊施設、民泊施設を使って忘年会をしてもらう。非常に予約

が入ってきていて、本来泊まる場所ですが、忘年会をそこでやってもらう流れになってい

ます。 

実は今、住宅宿泊事業法が来年、3 年に一度の法改正の年になっており、内閣府の規制

改革推進室からヒアリングを受けているところです。その中で注目されているのは、資料

にもありますがワーケーションとユニークな宿泊施設、例えばグランピングやキャンピン

グカーや船の中で泊まる船中泊などが住宅宿泊事業法で届けられるのか否か、もしくはワ

ーケーションで法の規制があるかないかと、「Zoom」を使ってヒアリングを受けており

ます。また、先週も観光庁の観光産業課にお伺いし、課長と今の状況について意見交換を

し、随時連絡を取り合いながら法改正に向けて準備をしているところです。 

こちらの「資料 1」で言うと、やはりこのＡＩやＩｏＴですとか、観光関係団体との連

携推進については、協力していければと思っております。私ども民泊施設はご存じのとお

り、フロントが無く、すべて非接触で現金は取り扱わず、料金設定もダイナミックプライ

シングで、その時の需要と供給で自動的に価格を設定できます。人間の経験や勘に頼らな

い運営でお客様が入ったら自動的にカギの案内をして、清掃の情報も自動で連携され、そ

の情報が自動的に集まって、シーツ交換の発注までいきます。例えば、大きなコンベンシ

ョンが決まった場合、自動的に宿泊単価が上がる、自動的に清掃依頼がいく、自動的にシ

ーツの発注がいく、自動的にシフトが組める、これをこの場におられる団体の方々とも組

めれば、万が一コンベンションが中止になったとしても、人間が動かなくても自動で受発

注がされます。そういった数値化、見える化をしていければ良いと思います。「どうみん

割ぷらす」といった助成事業がある時には、なるべくＡＩ、ＩｏＴを使ったものに助成し

ていければ、ここの議論は数字を見て皆さんと一緒に議論できますので、ぜひそういった

運営を一緒にするためにも、ＡＩやＩｏＴを用いた観光関係団体との連携推進を進めてい

ければと思います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。ＡＩ、ＩｏＴを使った広い意味での自動化ともう少し広い枠組

みでの連携というご指摘があったと思います。新しい参入産業ならではのご指摘だったか

と思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。どうもありがとうございます。

福村委員お願いいたします。 
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（福村委員） 

北海道バス協会の理事を務めております福村でございます。私は今日、バス事業者の立

場からお話をさせていただきます。まずバス事業者の現状ですが、業績に関しましては、

乗合バス、特に空港線と都市間バスにおいては、依然として前年同月比で 50％程度です。

これは９、10、11 月の直近の数値です。「Go To トラベル」が開始されてからも依然と

して厳しい状況が続いており、昨年の５割程度に沈んでおります。それと生活路線に関し

ても同様に 3 割ぐらいは影響を受けて、業績が前年対比で伸び悩んでいる、落ち込んでい

るという状況です。問題は貸切バスの状況が更にひどく、通年でも、恐らく各事業者予測

をすると、前年の業績と比較して７、８割の減、つまり前年の 2、3 割しか売上が確保で

きないという状況になっております。バス事業者は、航空会社も鉄道も大変ですが、同様

に極めて厳しい状況が続いているという状況です。 

このままでいきますと、今回の行動計画の弱みとして記載されている脆弱な二次交通を

何とかしようとすると、これがさらに弱ったままになってしまう可能性が非常に高いで

す。例えば乗務員の確保に関しても、このままでいくと、雇用の問題まで議論が及んでし

まうという状況です。各事業者の経営者は頭を抱えている状況でございまして、そのよう

な状況を踏まえ、バス事業者としては恐らくこのウィズコロナの時代が今後 2、3 年は続

くだろうと、続いた上でアフターコロナになったとしても、お客様はこれまでの７、８割

しか乗らないのではないかと考えている経営者は多いです。 

そこで、このウィズコロナが直近 1 年は更に続くということを前提に三つ話をしたい

と思います。1 点目は、まず今、旅行業界で盛んに言われておりますマイクロツーリズム

という観点から、道民をターゲットとした観光施策をぜひこの「北海道観光のくにづくり

行動計画」に強力に盛り込んでほしいと思います。なぜならば直近、貸切バス事業者が収

益を確保しているのは、道が実施している修学旅行で密を回避するためにバスを 1 台追加

発注した場合に 14 万円を上限に補助、助成するという施策が極めて効果が出ています。

この施策が無かったら、恐らく更に貸切バス事業者は厳しい条件に置かれていると思って

います。非常に効果がある打ち手だと思っておりますので、ぜひウィズコロナの時代でも、

マイクロツーリズムという観点からも、修学旅行そしてこの冬やってくるだろうスキー合

宿に関しても、ここ数年間はこういう施策を盛り込んでほしいです。これが結果的に今回

の「北海道観光のくにづくり行動計画」の中間とりまとめの素案に記載されている「いつ

でも！どこでも！何度でも！」というところ、修学旅行の学生をターゲットとすれば、ま

た北海道に本州からお越しいただく可能性が非常に高まります。このコンセプトの実現に

もやや遠回りかもしれませんが、非常に有効であると思っております。 

2 点目は、感染拡大防止の観点から、バス事業者は国土交通省の補助金などを使いなが

ら、感染拡大防止のツール、例えばビニールを覆うとか、消毒液を購入するなど地道にや

っているのですが、それだけでは他府県とあまり変わりません。バス、タクシー、鉄道も

丸ごと抗菌コートをして、乗務員がいちいち消毒液をかけ雑巾で拭くことをせず、丸ごと

抗菌コートをして安全を確保する、抗菌コートの特許を取った技術もあるようなので、ぜ

ひ感染拡大防止の観点から、抗菌コート導入の施策をウィズコロナ時代の基本的な施策に

盛り込んでいただきたい。新しい感染拡大防止の技術があるということです。 

最後に 3 点目は、情報テクノロジーを上手に使っていきたいということです。今、国土

交通省が進めております「MaaS」という情報技術を使い便利で気軽にインバウンドのお

客様、当然、国内のお客様もそうですが、移動できる、そういうツールです。この Mobility 

as a Service という考え方を道としても取り組んでおられますが、更にこの行動計画の中
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に強力に盛り込んでほしいと思っております。私からは以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。最後にご指摘いただいたという３点はそれぞれ非常に重要な視

点なので、引き続き議論をしていきたいと思います。どうもありがとうございます。林委

員、お願いいたします。 

 

（林委員） 

ＪＲ北海道の林です。いつもお世話になっております。ご説明いただき、また市町村の

アンケートにもありました、北海道の強みは自然を活用したアクティビティということを

お示しいただきました。私は「どうみん割」を使いまして、今年支笏湖でシーカヤックを

体験したのですが、「どうみん割」が無ければ体験しなかっただろうと思っております。

皆さん仰っておりましたけれども、道民が道内を知るきっかけになった、かつ、遠出をす

る、少しお高めの宿に泊まるなど、したことがなかったことを経験するいい機会になった

と思っております。これは非常にありがたいことですし、北海道の方が北海道のことをよ

く知る、いいきっかけになったと思っております。 

しかし、その自然というのは、災害と隣り合わせでもあります。来年、東日本大震災発

生から 10 年目になります。その時のことを思い起こせば、自分たちも仕事をしており、

いろいろな不安定要素を乗り越えなければいけないなどの経験をしました。また、北海道

胆振東部地震もありました。その時に、観光で来られたお客様に対して、どのように安全

に旅を続けていただくか、自分のご自宅に戻っていただくか、ということを皆で議論しな

がらご提案したけれども、やはり、まだまだだというご指摘、非常に色々な苦言をいただ

きました。安全・安心というのは、感染拡大防止のことだけではなく、そういう災害等の

対応、自然があるイコール災害があるということを前提に北海道として、どのようにお客

様に安全・安心を届けられるか考えていかなければならないと思っています。 

一つ私ども例として、今非常に鹿が出ておりまして、毎年二、三千頭くらい轢いていま

す。今年は特に熊も多いです。荒れた農園、放置された農園に熊が出現し、更に都市部に

下りていくということのようです。我々にとっては非常に難しい問題です。ただ、道外の

お客様にとっては、熊、鹿がいるとサファリパークみたいだと感じられる方もいらっしゃ

います。そのような環境で列車があるのは良いことではないかと思われる方もいらっしゃ

います。我々が誇れるものは反面、もしかしたら非常にウィークポイントかもしれないと

いうことを、色々考えていかなければならないと思いました。簡単ですが以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。安全・安心に関するご指摘を幾つかいただきました。ありがと

うございます。続きまして、轟木委員お願いいたします。 

 

（轟木委員） 

よろしくお願いします。まず、ピーチの状況ですが、他の方々と同様に４月から７月は

お客様が激減しましたが、先月 10 月で 70%ぐらいまで回復したと思います。ただ、国際

線がほとんど壊滅状態で、事業全体としての回復はまだまだという状況です。事業全体が

縮小している中で、取れる戦略は論理的に二つしかなく、一つは航空機を手放し、人を減

らし、固定費を減らして何とか耐えていくか、もう一つは今ある事業規模の中で採算が取

れる事業を開拓していくかです。ピーチに関しては後者の戦略をとっています。元々、国
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際線で使用していた飛行機と、国内線で使用していた飛行機が全く同じ仕様で飛ばしてい

たので、機動力があります。これを活かし、国内のネットワークの拡充を図ろうと考えて

おります。将来国際線が回復したとき、新たな日本国内の魅力ある旅行づくりにつながる、

そのような考え方で事業をしております。8 月 1 日には成田、釧路間、10 月 25 日には那

覇、新千歳間、12 月 24 日には中部、新千歳間の便を新たに開設する予定にしております

し、それ以外の路線も検討中です。新しい路線を展開したものの、燃料代分の収入も得ら

れないということになると、余計なことをして赤字幅を拡大したという経営責任の問題に

なってまいりますので、こういう強気な戦略をとるからには、絶対勝たないといけないと、

社内、皆必死で展開を図っているのが実情です。 

今回おまとめいただきましたものにつきましては、私自身が第 1 回にコメントさせて

いただいた内容も含めて、包括的に論点をまとめていただいたものと認識しておりまして

事務局の努力に感謝申し上げます。その上で幾つかコメントさせていただきますと、「ク

リーン北海道」の部分は皆様おっしゃられているとおり、大変重要性が増していると思い

ます。「Go To トラベル」、すなわち金銭的インセンティブで一定のお客様が動いた効果

はもちろんありましたけれども、より安全な移動を重視する方、同じ人であってもより安

心な移動が必要という場合、その部分の動きはまだまだと認識しております。一番典型的

なのは、帰省、田舎に帰る需要が、やはり故郷に感染を広げたら大変だと、村八分になる、

住み続けることができなくなるみたいな不安ですとか、高齢の親族と接点があるが安易な

移動は避けたいとか、そういうようなものが全体の流動の頭を押さえていると感じていま

す。 

もう一つ、これは社内でも分析中の内容なのですが、女性の比率が下がっているのでは

ないかという議論があります。女性のほうが男性よりコロナに対して慎重なのか、医療従

事者が多いのか、所得の減少の影響を大きく受けているのか、そのへんの分析はまだでき

ておりませんが、女性の利用客が減少していると感じます。 

もう 1 点はワーケーションです。これも非常に大切な取組だと感じておりますけれど

も、ワーケーション促進の先には、リモートワークによる移住が視野に入ってくるのでは

ないかと考えています。交流人口の増加の先には定住人口の増加という効果が期待できる

のではないかという話は、これまでも論点としてはありましたけれども、今回のコロナ禍

におけるリモートワークの促進でこれが現実的な解になりつつあると考えておりますの

で、ぜひ積極的に進めていただければと思います。 

「新しい旅行スタイルの推進」の国内観光主体でこれからしのぐということを考える

と、平日観光の推進が非常に重要だと思います。休暇分散のような国レベルの取組をする

必要もありますが、地元でできる対応として、旅行関連事業者が一丸となって、平日観光

のキャンペーンやプロモーションに取り組んでいくという視点はあっても良いと思いま

す。もし実施するのであれば、ピーチとしても積極的に協力していきたいと思います。以

上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。平日観光、リモートワーク、関連領域に対してのアプローチに

ついてもお話しいただきました。女性の利用客が減少しているというご指摘について、感

覚的にも感じているので、原因分析をし、整理をしてこれからに繋げていただければと思

います。どうもありがとうございます。続きまして、矢ヶ崎委員、お願いいたします。 

 

（矢ヶ崎委員） 
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矢ヶ崎です。第１回目を欠席してしまい、大変申し訳ありませんでした。本日からの参

加となりますが、この中間とりまとめ（素案）は大変網羅的に、良くできていると拝察し

ております。その上で７点ほど簡潔に申し上げさせていただきます。 

一つ目は、全体に関わることですが、観光立国北海道ということですが、この状況下に

おいて、北海道観光をどのような戦略で進めていくのか、という情報発信が東京にいると

伝わってきていないと思っております。沖縄県など語り始めている地域もありますが、北

海道はどうするかということをもう少しシナリオのような戦略というものが示されて、外

から見ても、北海道はこっちのほうで頑張っていくという前向きさが分かるということが

大事だと思います。それから、道内にいらっしゃる事業者の皆様方にも力を合わせていく

ということは情報発信によってできていくと良いと思っております。 

二つ目は「クリーンな北海道」ということで、これは非常に大事なことでありまして、

優位性としてアウトドアアクティビティが北海道は非常に良いからとなっておりますが、

私も道産子ですので、非常にそこは良くわかるのですが、加えて旅というのは、アクティ

ビティ部分だけでなく、食事や移動などトータルなものが旅ですので、トータルで安全で

ある、クリーンである、ということを一歩出していくことが北海道の強みになってくると

思います。寒くなってくると人が集まる、密のポイントができてくるので、そのような不

安は無いということを伝えていくことも大事だと思います。 

三つ目は、「量×質の追求」、この表現は非常に良いと思っておりますが、ここに記載

のあるリピーターの獲得、これが極めて重要だと思っております。何度も何度も来ていた

だくということですので、その何度も来てくださる方というのは、どのようなメカニズム

によって作り出されるのかという分析が北海道においてきっちりなされており、戦略が組

まれているということが大事だと思います。リピーターになってくださいという掛け声だ

けではリピーターにはならないですから、ここをしっかり作っていく。この度のコロナか

らの業績回復の兆しが見えている企業の多くは、顧客をしっかり掴んでいる企業という特

徴もありますし、リピーターというのは何かあったら最初に戻ってきてくれる、あるいは

関係性がありますから情報提供することができる、観光におけるレジリエンスの源になっ

ていくというところが大事だと思っております。 

四つ目、富裕層向けの取組について申し上げますが、非常に北海道にとって可能性があ

る、大事な取組だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。その際には受

入体制をしっかりされることが大変重要なポイントで、この受入体制の中には、例えば富

裕層があるエージェントを通じて北海道に来たくて予約を入れたい、でも実際予約がなか

なか取れない、なぜなら受ける側は予約を平等に受けている、行きたいのだけれども予約

が取れないというようなことも実際には起こっており、そのようなことも含めた受入体制

としてご理解いただければと思っております。 

五つ目はワーケーションです。先ほどもご指摘ありましたが、ぜひこれも取組んでいた

だければと思っております。しかしながら一方で、日本で、各地でワーケーションと言っ

ております。東京におりますと、多くの地域から聞こえてきますので、北海道ならではの

強みが何なのかということはっきりさせていただいて、ターゲットは誰で競争力はどこに

あるのかというところを明確にされると、平日需要というところにも繋がってきて大変よ

ろしいかなと思っております。 

六つ目は、ＭＩＣＥ、ＩＲですが、特にＩＲの核になるＭＩＣＥがしっかりしているこ

とが重要と思います。ＭＩＣＥについては観光分野のビジネスモデルが変わる、最先端の

ものだと思っておりますので、このＭＩＣＥに関しても、北海道はどうしていくのか、世

界各国はＭＩＣＥに力を入れていく中で、我が国はこうやっていくという情報発信をすで
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に随分前からやっております。北海道のＭＩＣＥがどうなっていくのかというところが見

えてくると良いと思います。 

最後七つ目について、「広域観光の拠点としての道内空港の利活用」ですが、せっかく

のコンセッションの結果、非常に良い体制ができつつあると思いますので、ぜひ、空のレ

ールパスのような、北海道の空を自由に飛び回って、北海道の中を津々浦々訪れていただ

く、これが非常に大事だと思っております。以上、感想めいたことも含みますが、七つコ

メントを申し上げました。ありがとうございました。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございました。多岐に渡るので、この通りに受けとめていただければ

と思います。続きまして、富山委員お願いいたします。 

 

（富山委員） 

サツドラホールディングスの富山でございます。昨日、店舗オープンのため、北見に行

きました。丘珠から女満別へＪＡＬで行き、北見のビジネスホテルに泊まったのですが、

非常に混んでおりました。我々のスタッフも何人か行ったのですが、他のビジネスホテル

も結構満員で朝食は時間を割当てられました。ビジネス客が結構動いているという印象で

す。私どもへの来客、東京から来るメーカーさんや取引先の方がいらっしゃいますが、5

月、6 月は全然動いていませんでしたが、9 月ぐらいからかなり来客が増えております。

そのような方々の中には、去年ですと金曜日に来て、土日ゴルフをやって帰る、そしてま

た月曜日に来るという方もいらっしゃいました。要するにビジネスプラス観光というよう

な形で、会社のお金を上手く利用して来て下さっているのですが、そのような方々にもプ

ラスになるような施策を考えると、お金を落としていただけるのではないかと思います。 

今もコロナの報道を見ますとすすきのでの発症者は、今日は何名ですという報道ばかり

で、すすきのの皆様は本当にかわいそうだと思います。来るなと言っているような報道で

すから、いかがなものかと思っております。 

私どもはインバウンドの店が約 20 店舗ほどございますが、狸小路を中心に売上の 9%

ぐらいを占めるのですが、これがゼロに近い状況です。幸い郊外店の売り上げで持ってお

りますが、沖縄ですとインバウンド専門の店なので苦戦をしております。インバウンドの

早期渡航制限解除の方法、やはり日本を訪れるインバウンドはほとんどがアジアの観光客

ですが、台湾や中国は新規発生者数がゼロに近いため、向こうは大丈夫、タイについても

今サムット委員に確認したら大丈夫という状況で日本の方が大変な状況です。どの時点で

観光客を受け入れるかというのは難しいですが、コロナウイルスを撲滅するのは難しいと

思います。そのため、コロナと一緒になって経済も動かしていかないとこれからは大変に

なると思います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございました。道単独でできないご指摘もございましたが、いずれに

してもインバウンドの問題は非常に重要な視点だと思います。どうもありがとうございま

す。とりあえず、時間が押してまいりましたので、計画部会ご参加の方は、後ほど手短に

ご発言いただくということで、岡西委員お願いいたします。 

 

（岡西委員） 

私からは一つだけ、目の前のお客様を拝見していると、極端に分かれておりまして、と
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てもコロナに敏感な方ととても鈍感な方に分かれております。敏感な方は「現状はどうな

っているか」と問い合わせがあり、鈍感な方はあまり気にせず、「北海道はとてもクリー

ンでとても安心だ」とおっしゃられます。私どもがとても敏感に対応しているため、鈍感

な方は少し迷惑に思っております。このような状況下で来て下さっている方は少し迷惑で

すが、来てくれないよりかは良いと思っておりますが、鈍感な方がいらっしゃった場合、

私どもは教育しなければならないと思うのです。そのような方々を教育できるような環境

を私たちは作っていかなければならないと思っております。ただ、敏感な方々に私たちは

ぜひ来てほしいと思います。敏感な方々がいらっしゃる時に私どもがすることは、私たち

は心配なので、安全・安心なところだけを案内してほしいという問い合わせへの対応です。

その安全・安心なところを確認するミッションがハードです。ハードなミッションなので、

少なくとも私が一度は行ったことがあり、とてもクリーンだという印象があっただとか、

あの人はとても安心だとか、あの環境だと大丈夫というところをまず優先して案内いたし

ます。そのときに思うのでが、もしウェブサイト上にアイコンなどでここはこのような環

境でここの方々はこのような対策をしてくれている、というのが一目で分かればいいと感

じます。誰かが報告をして、誰かがその内容をチェックできれば、お客様が自分で安全・

安心を確認でき、自分で判断できるのにと思っております。お客様がご自分で安心を判断

でき、自分で行くかどうか判断できれば良いことだと思っており、全道でできれば良いと

思っております。そのような仕組みづくりはいかがでしょうかというのが私の意見です。

以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。安心をどのように伝えるかという情報発信の問題として、ぜひ

お考えいただくべき論点だと思いますので、引き続き検討していただければと思います。

続いて、笹本委員お願いいたします。 

 

（笹本委員） 

日本旅行業協会の笹本でございます。皆様から意見が出たので一つだけ申し上げます

が、「観光インフラの強靱化」というところの「観光産業を支える人材の確保・育成」の

点です。旅行会社、交通業界、航空会社、鉄道、バス、タクシー色々話が出ましたが、こ

のような状況下で離職者、やはりこの業界に見切りをつけて、転職する若い世代の人が非

常に増えています。弊社の中でもそのような人間が出てきており、これから影響が長期化

していくと、どんどん人が辞めていってしまうのではないかと懸念しております。観光客

が戻ってきた時にはもう人が居ない、そもそもこの業界は、人材不足、人手不足と言われ

ていて、一定程度はＡＩやＩｏＴで置き換えられる分野もあると思うのですが、最終的に

は人が居ないと、観光客の受入ができないという状況で非常に危機感を感じております

し、業界の皆様同じように思っていると思います。新しく観光産業に入ろうとしている若

い方の確保、育成は非常に重要なテーマだと思いますので、これをどのように具体的にや

れるのか、施策が何か打てるのか、この辺りは問題提起させていただきます。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございました。これからの検討課題ということで、ぜひ検討いただければと

思います。残りの方は、計画部会でもご意見をいただいているかと思うので、簡潔にコメ

ントいただければと思います。サムット委員からお願いいたします。 
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（サムット委員） 

タイ人のサムットです。観光ガイドや 10 年くらい北海道の情報をタイに発信してきま

した。ウィズコロナの観光についてですが、日本政府は 10 月 30 日にタイ、ベトナム、シ

ンガポール、韓国、中国（香港、マカオ含む）、ブルネイ、オーストラリア、ニュージー

ランドの９カ国・地域について感染症危険情報をレベル３からレベル 2 に引き下げ、外国

人の入国拒否対象地域の指定を解除しました。これにより、自国から出発するときもＰＣ

Ｒ検査が必要なく、日本に入ってくるときも色々な検査が必要ないことになります。これ

らの国に対して、北海道として受入体制を早急に考えるべきです。しかし、北海道庁とし

て何も動きが無いことが不思議です。冬のスキー場など比較的人が少ないところに入れる

など、早めに手を打つべきです。入国制限が解除されたので、危ないということではあり

ません。北海道より安全・安心なところから来る人達です。そのような人達を早めに北海

道に受け入れれば、どのような課題があるのか検討することができます。スキー場周辺な

どで長期滞在のインバウンドを受け入れるなど、国へ提案すべきだと思います。 

ウィズコロナのときは、富裕層を狙う時期です。コロナ対策はハードルが高く、例えば

14 日間待機など費用がかかりますが、富裕層はお金を持っています。14 日間スキーリゾ

ートで待機しても問題ないと思います。そのような人達を積極的に受け入れるべきです。

観光立国北海道をめざしている北海道としては国の流れに乗るだけではなく、インバウン

ド政策に対し、積極的に意見すべきだと思います。コロナ時代こそ、色々なことをトライ

すべきです。新北海道スタイルを守りながら、比較的感染者が北海道より少ないところか

ら、日本人が比較的少ない観光地や隔離しやすいスキー場にインバウンドを入れるべきで

す。 

今回のコロナにより、北海道は弱みが見えてきました。北海道は一番先に捨てられまし

た。帰国した道産子も、外国人もすぐに北海道に戻りたくても戻れないからです。14 日間

くらい東京で待機をさせられて、その後に戻ってこられます。これから北海道はあらゆる

災害があったとしても、北海道と海外のアクセスは確保すべきです。方法はこれから検討

すべきです。現在、新千歳空港の国際ターミナルの受入体制はどのようになっているか、

もっと海外に発信すべきです。外国人を受け入れる体制はすでに準備されているのか、感

染者が見つかったらどうするか、空港の待機場所などの情報を海外に発信する必要があり

ます。 

最後になりますが、5%の外国人が 29%の観光消費を占めるという話を観光公害より、

もっと積極的に北海道民に発信してほしいです。インバウンドが北海道経済に与える影響

を観光業界に関わっていない市民に広く知ってもらうことが必要です。道民全体で心の底

からインバウンドを歓迎する意識を育成するために、強い数字でわかりやすいと思いま

す。目に見える数字を道民に発信すべきです。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。ご指摘のとおりでございます。続きまして佐藤委員お願いいた

します。 

 

（佐藤委員） 

北海道観光振興機構の佐藤です。私も計画部会の委員なので、端的に申し上げさせてい

ただきます。先ほども笹本委員もおっしゃっておりましたが、「観光インフラの強靱化」

の中で、観光産業を支える人材の確保・育成、という表現が良いのかどうかわかりません

が、これは計画部会でも申し上げたのですが、「北海道観光が将来的にめざす姿」の弱み
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に入れて明確に意識すべきではないかと思います。観光産業という言葉が良いのか、具体

的にオペレーター、アドバイザー、コーディネーター、観光ガイドという表現が良いのか

分かりませんが、ここは大変重要なところであると思います。 

「量×質の追求」についてですが、個人的には「質×量」だと思っておりますが、富裕

層、ラグジュアリー層向け、欧米を含めこれから狙っていくのであれば、受け入れる施設、

環境がまだ整ってないということも計画部会で言われていたので、これも弱みに入れては

いかがかと思います。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。続きまして、ジョン委員お願いいたします。 

 

（グライナー委員） 

ユキカムイのジョン・グライナーです。富裕層の話がありましたが、どのように獲得し

ていくか、北海道に訪れる富裕層の旅行者数はまだ少ないように思います。最近、フォー

シーズンズホテルのアジア担当のマネージャーが岩内町に来ました。彼は、岩内町は雪が

良い、景色も良い、食べ物もおいしいなど良いところは多くありますが、岩内にフォーシ

ーズンズホテルを作るには英語を話せる人とホスピタリティを知っている人が足りない

とおっしゃっておりました。岩内町には、１万２千人くらいの人々が住んでいますが、英

語を話せる人材は少なく、ホスピタリティを知っている人はゼロです。フォーシーズンズ

ホテルは２年の育成プログラムがあり、入社した場合はトレーニングを受けることが必要

です。ホスピタリティを学ぶことは今からでも始められることだと思います。一つの方法

としては、若いうちにインターンシッププログラムなどホテルで働きながらホスピタリテ

ィを学ぶことも一つの方法だと思います。 

また、富裕層の獲得にはマーケティングが重要です。日本国内に向けて北海道のマーケ

ティングは行っていますが、まだ北海道ブランドは世界中に知れ渡っていません。なぜな

ら、国や北海道が自ら海外に向けてマーケティングを行っていないからです。アメリカに

いたとき、テレビやインターネットでマレーシアやインドネシアなど、国自らが作成して

いる宣伝をよく目にしました。それらはとても魅力的で、その国や土地に行ってみたいと

いう行動意欲をかき立てられるものでした。まだ、北海道はそのようなマーケティングを

行っていません。もっと海外に向けたマーケティングに力を入れてほしいです。その際は、

夏と冬のお客様が異なることに留意してください。私たちの商売では、冬は北米やヨーロ

ッパ、オセアニアなどほとんど白人、夏はほとんどアジア人です。それぞれ好むアクティ

ビティや好きな食べ物が全て違うので考慮する必要があります。よろしくお願いします。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。緒方委員お願いいたします。 

 

（緒方委員） 

北海道エアポートの緒方でございます。一言だけ、「特に注力する施策展開の方向性」

の中でウィズコロナの段階にあっては特に、「観光インフラの強靱化」に注力して、基礎

を作っていくのが良いと思います。他の委員からもご指摘がございましたが、人材の確保

と育成、バスなど交通機関の問題など、お客様が戻ってきた時に対応ができなくならない

ように具体論としては結構難しいですが、そういうところに力を入れていくべきかと思い

ます。 
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また、災害時に観光客の安全・安心を確保できるような基盤を今のうちから作っていく

のが良いと思っております。 

「広域観光の拠点としての道内空港の利活用」については、我が事として、関連産業の

皆様とご一緒に取り組んでいこうと思っております。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。遠藤委員お願いいたします。 

 

（遠藤正委員） 

私も計画会議でお話をしてきましたが、大きな方向性、施策展開の方向性というのは、

これでよろしいかと思います。後は、実際に計画したものを浸透していく作業です。メリ

ハリの効いた施策を打っていただければと感じたところです。例えば、先ほどお話があり

ました修学旅行のバスの支援や「どうみん割」など、タイムリーに施策を打つと、関心の

ある道民や関係者が反応し、行ってみようということになるので、ポイントを絞っていけ

ば非常に効果があるということが今回証明されたのではないかと思います。この五つの柱

を実施していくためには、メリハリをつけて進められてはいかがかと思います。 

それと併せまして、推進体制です。今、道庁さんと機構さんの役割の中でやっていると

思うのですが、今こういうことを見直した中で、果たして今の推進スタイルが良いのか、

それともまた違った機能・役割分担があるのか、そこも検討されてはいかがかなと思った

ところでございます。最終的にはこの中間取りまとめ素案を読みまして、北海道観光ブラ

ンドの再構築とか、北海道観光ブランドを作ることですので、ぜひとも民間と行政が一体

となりながら、進めれば良いと思いました。以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。計画部会に私も申し上げましたけども、全体としての道の推進

体制をむしろどのように強めていくことができるか、役割分担も含めてこの際きちんと議

論していただく必要があるかと思います。ありがとうございます。 

 

（石井至委員） 

石井至です。ワーケーションについて一言だけ申し上げます。ワーケーションは言葉が

独り歩きしていて、観光庁では三つの類型を出しており、新人の集合研修、新人の合宿を

ワーケーションと名前を変えるという話と、福利厚生としてやるなど今までやってきたこ

とと何も変わってないことを言っております。それで広げようとしても無理があるので、

第４番目の類型としてＢＣＰ型ワーケーションというのを観光庁に提案したので、恐らく

採用されるとは思うのですけれど、企業経営者がワーケーションに取り組もうと思わない

と普及しないので、企業経営者というのは売上最大化、利益最大化が何よりも大事なので、

その売上最大化に利益最大化につながるワーケーションというのは、ＢＣＰのためのワー

ケーションだという意見です。それは、東京は地震が発生するなど、富士山が噴火するな

ど、いつ何が起こるか分からないので、北海道の強みというのは、全部で 13 の空港があ

り、そのうちの７つの空港を１つの会社が運営しているということで、東京から距離は遠

いのですが時間距離は近いのです。そのようなメリットを活用して、北海道型のＢＣＰ型

ワーケーションというのを作り出したらどうかというのが意見です。以上です。 

 

（石井吉春会長） 



 

 18 / 18 

 

ありがとうございました。私もＢＣＰというポジションでのワーケーションは、非常に

重要だと思っております。要は収益・利益の極大化というのは、恐らく短期ではない持続

経営という中で考えていただくと明確に出てくるところかと思いますので、上手く観光と

融合する考え方を入れていけば良いと思います。どうもありがとうございました。 

一応、それぞれの立場から、忌憚のないご意見をいただきまして、特に修文に関わって

くるご意見は無かったかと思います。むしろいただいたご意見を今後の具体的な検討の中

で、どう位置付けるかということになってくると思います。それでは、予定時間にもなり

ましたので、進行を事務局にお返しします。 

 

（柳川主幹） 

石井会長、各委員の皆様方、ありがとうございました。以上をもちまして、本日予定し

ていた議事は全て終了いたしました。閉会にあたりまして、観光振興監の大内から一言ご

挨拶申し上げます。 

 

（大内観光振興監） 

今日は貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。最後の会長におまとめい

ただきましたが、我々としても、今の中間取りまとめをとりまとめ、今後肉付けをして、

実際に実施していくということで、今日いただいた意見を整理いたします。場合によって

は、色々と教えていただくこともあるかもしれませんが、その際はひとつよろしくお願い

したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（柳川主幹） 

以上をもちまして、令和２年度第第２回北海道観光審議会を閉会します。本日はお忙し

い中、誠にありがとうございました。 


