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平成 28年度 北海道総合計画推進本部・推進協議会 議事録 

 

日時：平成 28年７月 25日（月）10：00～11：35 

場所：ＫＫＲホテル札幌 ３階 鳳凰 

出席者 

【有識者】 加森観光株式会社 代表取締役社長 加森 公人 

株式会社ＪＴＢ北海道 代表取締役社長 笹本 潤一 

全日本空輸株式会社 執行役員北海道支社長 三宅 英人 

【北海道】 窪田総合政策部長 岸計画推進担当局長 平野政策局長、長橋地域創生局長、 

      三本国際局長、黒田交通政策局長、髙野新幹線推進室長、阿部航空局長、 

      後藤観光局長、大崎国際観光担当局長、天野国際経済室参事、三井食関連産業室長、 

      渡島総合振興局 甲谷副局長兼地域創生総括、 

宗谷総合振興局 渡辺副局長兼地域創生総括、 

十勝総合振興局 浜名副局長兼地域創生総括 

 

（岸計画推進担当局長） 

それでは時間となりましたので、平成 28年度 北海道総合計画推進本部・推進協議会を開会

いたします。本日の進行を務めます、計画推進担当局長の岸と申します。どうぞ、よろしくお

願いいたします。それでは、はじめに、窪田総合政策部長よりご挨拶申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

 

（窪田総合政策部長） 

総合計画の推進協議会ということで、開始に当たり、一言、ご挨拶申し上げたいと思います。 

本日は、加森観光の加森社長様、ＪＴＢ北海道の笹本社長様、全日本空輸の三宅支社長様にお

かれましては、大変お忙しい中、私共の総合計画推進のための協議会にご出席をいただきまし

て、厚く御礼を申し上げる次第でございます。また、今日は、テーマが「観光」ということで、

地域の担当である渡島、宗谷、十勝からそれぞれの副局長が来ておられますので、地域の取組

というものを、後程、発表させていただこうと考えております。 

話が相前後いたしますけれども、この４月に、北海道総合計画、向こう 10年の北海道を見据

えた総合計画をスタートさせたところでございます。その計画を、いわゆる、絵に描いた餅に

終わらせないために、庁内的には、知事をトップとする推進本部を設置しましたが、外部の有

識者の皆様方から、ご意見や、時代を見据えましたアドバイス等を頂戴いたしまして、計画の

実効性を高めていこうと考えているところでございます。 

本日は第１回目の推進協議会ということで、この計画の中でも中心的な扱いをしております
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「観光」をテーマにさせていただきました。宿泊施設やキャリア、エージェントといった観光

の分野でご活躍の皆様方から、今後、私共がこの計画を実行に移していく中で、2020年には外

国人観光客 300万人という目標を立てましたが、一方で、国は、これを 4,000万人に上方修正

いたしました。単純に考えると、一昨年の数字で、北海道は全国の 10分の１くらいの観光客の

皆様方にお越しいただいておりますので、400 万人になるのかといえば、簡単にならないわけ

で、受入体制の問題、宿泊施設、二次交通など課題は山積しておりますので、そういった内容

について、忌憚のないご意見をうかがって、今後、この計画を実効性の高いものにしていきた

いと考えているところでございます。 

縷々、長い話を申し上げました。改めて、ご出席いただきましたことに対しまして、感謝申

し上げますとともに、より良い会議になればと思ってございますので、どうぞよろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。 

 

（岸計画推進担当局長） 

本日の会議でございますけれども、報道関係者を含め公開して開催させていただいておりま

す。また、開催結果につきましては、後日、道庁のホームページで公開させていただきます。 

 次に、本日の会議資料でございますが、会議次第、配席図、出席者名簿のほか、会議次第の

下の枠内に記載してございます資料をお手元に配付してございます。お手元にない場合は、事

務局までお申し付けください。よろしくお願いいたします。 

 次に、議事に入ります前に、本日ご出席いただきました有識者の皆様をご紹介させていただ

きます。 

加森観光株式会社 代表取締役社長 加森 公人 様です。 

株式会社ＪＴＢ北海道 代表取締役社長 笹本 潤一 様です。 

全日本空輸株式会社 北海道支社長 三宅 英夫 様です。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 最初の議事「北海道観光の現状」につきまして、後藤観光局長よりご説明申し上げます。 

 

（後藤観光局長） 

道の観光局長の後藤でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただき

ます。 

時間が７分ということで、簡潔に説明させていただきたいと思います。資料１－１ですが、

全体の議論の素材ということで資料を用意させていただいております。まず、「明日の日本を支

える観光ビジョン」ということで、先程、部長のご挨拶にもありましたが、３枚目に載ってい

ますけれども、観光先進国をめざす中で、2020年に 4,000万人をめざすということが、１つの

目標として掲げられておりまして、それ以外にも、旅行消費額や外国人リピーター数等、様々
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な新たな目標が設定されております。国のこうした大きな動きの中で、道としても観光振興を

やっていくということになりますが、資料１－２、観光関連データで、北海道の現状を簡単に

説明させていただきたいと思います。数字につきましては、５年前のものが多くなっておりま

して、今年度、新たに調査するということで、若干古い資料になっておりますが、後程、ＪＴ

Ｂの笹本社長様を含めまして、最新の動向の説明をしていただけると考えております。 

そういう中で、まず２ページ目ですが、観光入込客数につきましては、道民９割とあります

けれども、大体 85パーセントから 86パーセントくらいが、入込の中で道民が占める割合とな

っており、北海道の傾向として、道民が旅行入込の中で、非常に大きな割合を占めております。

これが他の都府県に比べて、大きな特徴になっております。また、道外客が１割程度、あるい

は、外国人観光客は非常に伸びていますが、全体で見ると３パーセント強ということで、今後、

さらに伸ばしていく必要があるという状況でございます。 

３ページ目に参りまして、延べ宿泊等の数字でございますが、全体で見ますと、全国で２番

目、外国人に関しましては、全国で３番目という数字になっています。 

４ページ目ですが、観光客の属性、まず１つは、エリア別に見ると、関東が 42パーセントと、

非常に大きい割合になっておりまして、これは羽田、成田から直行便を通じて来られる方が非

常に多いことが１つ。それから、年齢構成で見ますと、60代、男女別に見ると女性が若干多い

という傾向を示しております。 

次に、５ページ目ですが、季節別の入込ということで、北海道の中での課題として常に挙げ

られますけれども、非常に季節変動が大きい。全体で見ますと、夏の７月、８月、９月がピー

クになっておりまして、春、秋、冬はどうしても数字が落ち込むという状況でございます。逆

に、インバウンドに関しましては、冬に憧れるアジアのお客様がたくさんいらっしゃるという

ことで、夏にもピークを迎えますが、２月が一番大きな山になるという傾向を示しております。 

地域別の入込で見ますと、６ページですけれども、十勝が、高速道路の延伸ということで非

常に伸びております。 

７ページですが、どうしても道央が多くなっているということでございます。 

８ページ、９ページは飛ばしまして、10ページですけれども、多様化する目的として、自然

鑑賞、あるいは温泉というものに、テーマパーク、イベント、さらには体験といったものが、

これから必要になってくるということでございます。 

ちょっと飛ばしまして、12ページになりますが、旅行形態としては、ＦＩＴが伸びてきてい

るということでございます。 

さらにちょっと飛ばさせていただいて、17ページ、外国人観光客ですけれども、消費単価が

非常に大きいということで、外国人観光客を誘致するということは経済効果が大きいというこ

とが言えようかと思います。 

18ページ、観光産業の位置付けですが、経済波及効果が非常に大きい産業ということでござ
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います。 

19ページ、修学旅行ですけれども、沖縄が非常に伸びている中で、北海道は伸び悩み傾向で

ございますが、20ページにありますように、関西圏における集客を見ると、修学旅行は非常に

有効な手段になっているということでございます。 

外国人観光客の入込で言いますと、21、22ページにございまして、それぞれの国で、北海道

に入ってくる時期が非常に多様化しているということでございます。 

続きまして、資料１－３、観光局の予算ですけれども、28年度、大体 17億円程度、27年度、

旅行券を除くと 13 億円程度になっております。26 年度につきましては、６億円強ということ

で、非常に伸びてきている状況にあるということでございます。 

 続きまして、資料１－４、１－５ですが、このたび、国の外国人観光客の長期滞在プログラ

ムとして、広域観光周遊ルートが昨年度から認定されておりますが、道東の「アジアの宝 悠

久の自然美への道 ひがし北・海・道」、それから、資料１－５、今年度ですが、「日本のてっ

ぺん。きた北海道ルート。」、全国の都道府県の中でも、２ルートが認定されたのは北海道だけ

でございます。こういうエリアの認定を活かしながら、今、道央に来ているお客様、それから

新幹線で非常に伸びている道南、それから、広域観光周遊ルートを認定されている東と北、こ

ういう構図で、我々としては、北海道観光をこれからさらに伸ばしていきたいと思っておりま

す。 

 それから資料１－６、ＤＭＯの形成・確立ということで、資料の右の上にありますが、北海

道におきましても、現在、６つのＤＭＯ候補法人が認定されておりまして、これは地域の稼ぐ

力を引き出して、観光地経営の視点に立った観光地づくりをしていきましょうということで、

これまで、どちらかというと、観光に関しては、地域振興的な考え方と、観光産業を振興する

という部分が混在しておりましたけれども、地域の取組を、実際に稼ぐ力に変えていこうとい

うことが、国の方向性としても明確に出されておりまして、北海道でも、広域連携ＤＭＯの候

補法人として、北海道観光振興機構が４月に認定されております。私共としましては、機構と

連携しまして、このＤＭＯの考え方をベースに、北海道観光を、これからさらに観光産業とし

て伸ばしていこうということで、資料の右下にございますけれども、様々な支援をしていきた

いと考えております。以上でございます。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、議事の２番目ですが、観光立国北海道の更なる推進

に向けまして、有識者の皆様よりご報告をお願いしたいと思います。お一人様、恐縮ですが、

15分程度ということで、最初に笹本社長、お願いいたします。 

 

（ＪＴＢ北海道・笹本社長） 
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笹本です。よろしくお願いいたします。お時間の関係もあるので、早速説明させていただき

ます。 

まず、資料２の１ページ目からお願いします。後藤観光局長の方で、詳しい本道の観光の状

況や数値の説明があったので、多少重なる部分があると思いますが、お話をさせていただきま

す。北海道観光における現在の状況認識ということですけれども、国内市場はどうかというこ

とですが、入込客数は伸び悩んで、あまり大きな変化がなく、どちらかというと、若干、同じ

ような推移となっています。先程もありましたけれども、全体の１割程度というものが、道外

の入込客数です。他県との比較ということで、よく比較される沖縄県はどうかといいますと、

右側の表にあるとおり、順調に、国内の県外客を伸ばしている。この辺に、非常に差がついて

いるというものが現状です。下にいきまして、海外のインバウンド市場はどうかということで

すが、インバウンドの数は、先程もありましたとおり、順調に拡大をしております。一方で、

今注目されてきました消費額というものがありまして、今回、国の目標も消費額の目標という

ものが新たに加わったということで、今までは、数だけを追ってきたというところから、どの

くらいお金を落としてもらっているかというところが、これからは非常に重要になるだろうと

いうことになりますと、北海道はどうかというと、客数は順調に伸びている一方、消費単価、

他と比べた単価は低いという傾向があります。それから、宿泊料金、飲食費、交通費、買い物

代は全国と比べても、２割以上低い、小さい表で見にくくて申し訳ありませんが、そういう状

況です。これは後から説明しますが、なぜ、北海道に来ている外国人客は購入単価が低いのか

ということになってくると思いますが、欧米から来ている人が少ない、単価の高いホテル自体

が少ない、それから、長期滞在するようなかたちのリゾートも少ないということで、そういう

ことが原因で、単価は低いという傾向があります。それから、右にいきまして、どの地域に来

ているかということですが、これも先程、同じようなご説明がありましたが、課題としては、

道央地区にあまりにも集中しているということで、外国人におきましては７割以上が道央圏と

いうことで、集中しているということが大きな課題になっております。 

次、２ページ目に入らせていただきます。マーケットの課題ということですが、先程の現状

認識をもとに、国内市場から見ていきますと、マスツーリズム、団体旅行への依存傾向が、今

まで、非常に強かったということで、これから大きく個人化へ、日本のマーケットですから、

かなり前から個人化という動きが大きいですけれども、道内におきましては、後で、三宅支社

長からもあると思いますが、一時期、旅行会社のエージェントの政策もありまして、団体旅行

型ということで、飛行機で、首都圏あたりからたくさんの人が一挙に来て、それをバスで運ん

で、大型ホテルに泊めてというパッケージが主流となっていて、それに対応しうるマンモスホ

テル型というか、団体客向けのホテルが、当時、非常に多く建ったということで、未だに、団

体向けと言われているホテルが多くて、ＦＩＴ型、高単価で、質の高い、料金の高いホテルと

いうものが、最近、ここ数年、どこの地区にも、建て直したり、新しい旅館が進出したり、増
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えてはきているものの、他の地区と比べると、まだ、非常に少ないのではないか。我々もエー

ジェントなものですから、高級ホテルのリクエストがあった時に、地区によっては、そういう

ホテルがないということも、未だにあるという状況です。 

あと２番目に、北海道観光の「高額・長期」イメージの固定化ということで、右のグラフに

あるとおり、イメージとして、北海道旅行というものが、旅行期間を非常に長く、長期にとら

ないといけない、旅行費用も高いのではないかというイメージがついている。これは、昔の先

程の北海道周遊型のエージェント、我々が、組み立てた頃の北海道周遊型というと、やはり５

日から１週間くらいかけて全道を回る。それで、高額が旅行代金で、非常に売れていた時期も

ありまして、そういうイメージが定着していて、北海道というと、高い、滞在期間の長い旅行

が必要だということで、敬遠されてしまうという傾向が未だにあるのではないか。 

それから、３つ目、これも重要だと思いますが、満足度や再訪意向の低迷ということで、右

下のグラフを見ると、満足度も平均以下、再来訪意向、また行ってみたいという気持ちも、半

分以下ということで、質の問題も問われているのではないかと思います。海外市場を見てみま

すと、先程もあったとおり、外国人がアジア圏に集中してしまっている。約８７パーセントが

アジア圏からのお客様ということで、これはもちろん中国も含みます。一方で、旅行期間が長

くて、消費額の多い欧米客が、非常に率が他と比べると少ない。これがまた、一番大きな問題

であろうと思います。こういった北海道全地域で新たな観光ブランド、需要の創造が不可欠で

あるというようなことで、次のページをお願いいたします。 

このような状況の中、今後、北海道観光をさらに発展させていくためには、どういった施策

が必要なのかということですが、ポスト札幌やニセコと書いていますけれども、ニセコは、あ

のように、完全なスキーリゾートとして定着している。札幌も、そういう意味では、経済・観

光の中心というかたちで、これだけ注目を浴びていますが、それ以外の地域でブランドの確立

が必要です。それには、戦略的開発エリアを指定して、地域を磨き上げ、各地域のブランドを

再構築することが必要ではないかということでございます。左の上の図のように、北海道観光

と言えば、いく場所がほぼ決まっていて、大体、本州の人達は、例えば函館の夜景や小樽運河

とか、時計台とか、層雲峡とか、いつもの観光ルートに、未だに、そういうイメージが強い。

そういう中、新たな地域、右側に矢印の方にある、北海道観光のリブランディングということ

で、多様な地域ブランドの総合力をこれから出していくといことが重要です。北海道が保有す

る多様な魅力、地域のオリジナリティ、季節のバリエーションを活かした、総合力による新た

な北海道ブランドを確立することで、例として、下に写真とかが出ていますが、新たに注目さ

れる自然の魅力、食、大樹町のロケット開発という新しい話題もありますし、もちろんアイヌ

文化というものも、まだまだ知名度が低いところもありますので、こういったところも、ブラ

ンドを再構築していって、外国からも、日本、本州からもお客様を集めていくということが必

要であろうと思います。 
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左のまとめのところですが、１番としては、地域性を活かしたテーマ型ツーリズムで国内客、

インバウンド客の新需要を創造する。ネイチャーツーリズム、エコツーリズム、カルチャーツ

ーリズムというような、ニューツーリズム、今までの観光地巡りではない、目的型の旅行。こ

れは、我々の宿題でもありますけれども、こういった観点での旅行プランということで、さら

に、道外客、欧米のインバウンド客を誘客するという施策が必要ではないかと思います。 

２番に、観光人材の確保ということで、今、これだけお客様が増えて、一方で、観光に携わ

る宿泊施設さんもよく聞きますけれども、人材が足りない、なかなか募集しても、そういった

ところに就職をしていただける人が非常に少ないという中で、ここから先は、もちろん、本州

からも、担い手、新しい人材を呼んで、教育して、育てていくことも必要ですけれども、外国

からも、こちらで働いて、観光業に従事していただくようなプラットフォームづくりというこ

とも、北海道としてやっていく必要があるのではないかということで、提案させていただいて

おります。 

３番に、推進組織の高度化ということで、先程、お話があったとおり、今後の観光振興にお

けるＤＭＯのあり方を検討する。もちろん、全国的に検討しておりますけれども、今までの観

光協会と言われているようなところの機能ではなくて、それをどう展開していくか。今言った、

稼げる組織というかたちに変えていけるか。民間のマーケティング発想を取り入れたＤＭＯ組

織を構築する。それから、最後に公的資金に加え、ホテル税等の自主財源確保。これは非常に

重要だと思います。大阪も、先日、そういった導入をしたということで、北海道も十分できる

俎上にあると思いますので、そういう財源づくりがないと何も進まないということですので、

これを、国、あるいは道の公的資金のみならず、自主財源として確保していくということも必

要ではないかと思います。 

時間より早いですけれども、私の発表とさせていただきます。以上です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 笹本社長、ありがとうございました。続きまして、三宅支社長、お願いいたします。 

 

（全日本空輸・三宅北海道支社長） 

全日空の三宅でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座らせてお話しさせていた

だきます。 

いろいろテーマを社内で議論いたしましたけれど、私自身がこの４月に北海道に着任して参

りまして、まだ北海道の観光に関して自身の知見を述べられるようなレベルではまだございま

せん。勉強中、修行中でございますが、他方、ある意味初々しい新鮮な目で北海道の現状や感

じたことを述べられる時期なのかもしれないと思いまして、本日は、そういう新鮮な目で初心

者が感じる今後の北海道の観光についてのあり方、感想めいたことと、それからもう１点は、
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実業であります輸送業者、エアラインとしてどのように北海道の観光に貢献していくべきか、

という２点についてご報告を申し上げたいと思います。 

めくっていただきますと、皆様よくご覧になったことがある新聞に出ている広告を載せさせ

ていただきました。北海道へ来て感じる感想は、やはり北海道は広いなということであります

が、その上に、観光資源が非常に豊富である。私もこの３ヶ月すべての道内を回らせていただ

きましたけれど、その広さや観光資源の豊富さは本当にすばらしいものであると感じました。

逆に、その豊富さが故に、広さが故に北海道の良さをお客様へアピールしにくくしているので

はないかということも感じたところがございます。広告にあるとおり北海道の中にはこれだけ

の県が収まるぐらいの大きさがあるわけですし、たくさんの観光資源があるわけでございます。 

ここに出ているところから例を挙げますと、新潟県と宮崎県はそれぞれ独自に、それぞれの

良さをアピールしているわけでございます。ある意味、対抗しているということでありますけ

れども、北海道内でも宮崎県と新潟県が対抗するように、それぞれの地域がアピールしていて、

逆に北海道の印象そのものを薄れさせてしまっているのではないかと感じることがございます。

本来は対抗するのではなくて、当然これだけの県が入るぐらいの広さと魅力的な観光資源を持

っているわけですから、それぞれが相乗効果で、他の都府県の数倍のパワーで北海道をアピー

ルできるはずだろうと思うわけです。 

そういった意味では、この北海道の魅力をそれぞれがそれぞれにということではなく、言葉

で言えば、体系立てるとか、整理整頓するとか、もしくは一貫性を持って伝える。インバウン

ドも含めて、道外からお客様に来ていただくために、体系立てて、整理整頓して、一貫性を持

ってお客様に北海道全体を伝える、そういった努力が必要ではないかと感じた次第でございま

す。それは、今まさにＪＴＢの笹本社長がおっしゃった北海道のリブランディングということ

にも通じるものかなと思っております。 

次のページにいきますと、実際にどのように一貫性を持って、体系立てて、北海道の魅力を

伝えるのかということでございますが、これはなかなか私自身がすぐにこういう妙案でという

ことにはなってこないわけでございますけれど、ただこの数ヶ月の中で、いろいろな方のお話

を聞いたり、北海道各地を回る中で、いつも頭の中に思い出されるのは、まさに道庁の辻副知

事がよくおっしゃられる言葉でございます。北海道には４つの地域があって、なおかつ四季が

あって４×４の 16 の魅力がある。ですから、16 回北海道に来ないと北海道の本当の魅力は全

部体感できませんということをおっしゃられます。そういう意味では、どういう分類というか、

どういう区切りが良いのかというのはいろいろな議論が必要かと思いますが、例えば、４つの

地域、そして四季、16のシーンを体系立てて、一貫性を持ってアピールするようなことができ

れば、もう少し北海道の総合的な魅力を伝えることができるのではないかと考えた次第でござ

います。 

今の点は外部的なお客様に対してということでございますが、内部的にもその大きさ、広さ
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故に、ある意味、観光に携わる関係者も非常に多いわけでございます。地域も多岐にわたって

おります。北海道全体での観光に関わる共通の価値観、共通の目標、共通のアクションプラン

というものをなかなか持ちにくい側面があるのではないかと考えるところもございます。関係

者ということで言えば、国土交通省の北海道運輸局もあれば、まさに今日の会議の主催者であ

る道庁もあり、観光振興機構もあるわけでございます。各地の自治体や観光協会もあって、そ

れぞれが、それぞれにプランを持って進めているということになっています。各地のものはあ

ったとしても、何か北海道の観光に携わるすべての関係者が共通で持ちうるものが必要ではな

いかと考えております。 

先般、新聞報道で拝見しましたけれど、観光振興機構の堰八新会長が、「広大な北海道では、

各地域や官民が一心同体となり 10年先を見据えて取り組む共通ビジョンがいる」とご発言をさ

れていらっしゃいますけれど、共通の目標と、その目標達成に向けたアクションプランという

ものが北海道の観光に携わる全員が一緒になって持ちうる、そういったものがあるとより内部

的には一体感を持って、そして外部に向けて、先程言ったように一貫性を持ってアピールでき

れば、北海道の広さとか、多くの観光資源が、他府県に比べても抜きん出たものになるのでは

ないかと考えている次第でございます。 

次のページに参りまして、最後のページでございますが、私の実業、輸送業、エアラインと

しての、北海道観光に関わる使命的な部分も含めてお話しをさせていただきたいと思いますが、

大きく、私共は北海道に来られるお客様にとっての足という側面と、北海道に来られてからの

広い北海道内を移動する場合の足と、２つの大きな役割があると思いますが、１つ目の北海道

に来られる方の足という側面では、いかにボトルネックにならないか。来たい方がいらっしゃ

るのに、来るにはなかなか便がないとか、満席で乗れないということがないように取り組んで

いかなければならないと思っております。 

我々社内的には「ぴたっとフリート」という言葉を使っておりますが、お客様がたくさんい

る時期には大きな機材を出していきたいと思いますし、それからお客様が比較的多くない時期

には少し小さな機材を持ってきて運ぶということを、適正な機材を配置することによって、し

っかりとボトルネックにならない、需要に対応していく。 

例を申し上げますと、先般、函館マラソンが初めて、フルマラソンも含めてございました。

多くの道外のお客様がそのフルマラソンをめざして函館にいらっしゃったわけでございます。

日曜日にありますと、だいたい多くのお客様は土曜日にいらっしゃいます。土曜日の午後の便、

通常 270席の機材で飛んでいるところを、非常にお客様が多いということで 514席の国内線最

大の機材を配置してお客様をスピルさせることなく（漏らさないで）お運びすることができた

と思っております。そういったことを精一杯やりたいし、先程、後藤局長からもあった修学旅

行に関しても、いろいろな観点で、路線の整理や需給バランスの中で機材の変更が行われてお

りますが、修学旅行がある時には、しっかりした機材を配置するといったことを、もっときめ
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細かく工夫して参りたいと思っております。 

北海道外から来る路線でも、皆様よくご存じのとおり、今の時期、羽田から新千歳に来る便

はほとんどの便が満席で飛んでおります。しかし、この良いシーズンの７月であっても、道東

に行く便は必ずしも満席ではございません。こういうところをもう少し工夫して、同じ夏の北

海道で、道東なり道北にも大きな魅力があるわけですから、そういうところへどのように運ん

で満席にしていくのか、新千歳空港に来るだけではなく、それをもっと広域で受け止める、分

散化させるこういうことが非常に必要であろうと思います。 

そういう意味では、まさに今議論が始まっております道内空港の民営化の問題というのは、

そういうものの足がかりになるような運営がどうできるのかと、新千歳のみならず他の空港の

利用率がどう高められるのか、このバンドリングによって高められるのということが議論の大

きなポイントの１つになるのではないかと思っております。 

１つ目のことで、もう１つ最後に申し上げますと、路線の維持ということでございます。ボ

トルネックにならないということを申し上げましたが、日本全体が人口減少の時代に直面して

おりますので、飛行機に乗られるお客様も、国内線に関しては、右肩上がりというわけには参

りません。路線の維持はどの自治体にとっても、北海道のみならず、全国の自治体にとっても

大きな課題でございます。この路線維持が観光という側面に関しても、北海道の観光振興でも

一丁目一番地であると思っておりますし、それは決して容易なことではないと思っております。

私共も公共輸送機関として、重要な社会的使命と思っておりますが、収支で赤字が続く中で、

ただ単に闇雲に路線の維持を無理にすれば、収支の良い路線も含めて存続にも影響が出かねな

いということがございます。 

そういう意味では、これまで以上に各自治体と我々事業者が真剣に、実務的に一致団結して

路線維持に取り組んでいかないと、単純に今ある道外への路線が続いていくということではな

いと、当然人口減少がありますので、いかに人口減少の中でも交流人口、観光も含めてお客様

を取り込んで、路線を維持するということに真剣に取り組む、自治体ともっと一体となって取

り組むということが必要ではないかと考える次第でございます。 

最後に、道内路線、道内の足としての航空輸送について申し上げたいと思いますが、資料に

もあるとおり、道内路線、私共も新千歳からたくさんの道内路線を飛ばしておりますが、必ず

しも利用率は高くない状況でございます。年間を通じますと、平均の利用率は 50数パーセント

ということでございます。もう少し、観光における二次交通としての道内路線という役割を果

たしてまいりたい、果たさなければならないのではないかと感じております。そういう観点で、

これからエアラインとして自治体の方と協力して、工夫してということでございますが、いろ

いろな運賃政策を含めて取り組んで参りたい。今も道外から来ますと、乗り継ぎ旅割という運

賃がございまして、28日前までに道外から、例えば羽田－新千歳を旅割で来られますと、道内

路線は、＋500 円払えば、新千歳から稚内でも、新千歳から女満別でも乗れるという旅割運賃
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がございます。こういうものも非常に伸びてはおりますが、こういうものをどうアピールして

いくのか。それからインバウンドのお客様にもっともっと道内路線に乗っていただきたい。そ

のために、今の運賃政策でいいのかということについては、マーケットに近い北海道からしっ

かり私共の本社に発信して参りたいと思っております。 

以上、１点目は観光に関する私の初歩的な感想でございますし、２点目の航空輸送に関して

は私の決意ということでございますが、これからも北海道観光の発展の当事者の一員として役

割を果たして参りたいと思います。以上でございます、ありがとうございました。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 三宅支社長、ありがとうございました。続きまして、加森社長、お願いいたします。 

 

（加森観光・加森社長） 

まず、北海道庁がこうやって一丸となって観光ということに、真剣に取り組んでいただいて

いることに、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 その中で、食について申しますと、食のマーケットは一番初めに書いておりますけれども、

私共のルスツリゾートを例に取りますと、年間約 200万食の食事を朝・昼・晩で提供しており

ますし、加森観光グループで捉えた場合、530 万食という食事を我々の施設で提供している。

当然これには食材が必要なわけですから、こういう中でどういうことができるのかなと考えて

いる次第でございます。 

 観光における食の立ち位置ということですけれども、食に関しての観光ということで、世界

的なワイナリー、例えば、ボルドーとか、ブルゴーニュとか、シャンパーニュとか、いろいろ

有名なものもありますし、北海道もそういう面では、ワイナリーが少しずつですけれども出て

きた。実は、昨年 12月に、オーストラリアの首相が見えられて、安倍首相が晩餐会を催した。

迎賓館で催されたその晩餐会に私も招待されて行ってきました。そのオーストラリアの首相相

手に出された赤ワインが、三笠の山崎でした。これが国賓をもてなすワインとして外務省から

その高い価値を認められるようになってきた。こういうものが既に成長しつつあると思います。

北海道は他にもチーズだとかいろいろ作っていますが、作っているものが観光資源になってい

るということがあると思います。 

 特に、道央にお客さんが偏っているという話が先程からしておりますけれども、これをどう

やって道央以外に散らすかというのは、食材が豊富な道央圏以外の所がそれぞれユニークな食

材を持っていますので、是非、食を観光資源として全道にお客さんが散っていただく、１つの

大変重要な観光資源になるのではないかと考えております。 

 それから、その食をどのように発信していくか、これは北海道全部で取り組むぐらいスケー

ルの大きなものでなければ、「食＝北海道」になっていかないのではないか。特に、春夏秋冬、
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それぞれ北海道はいろいろな食材がありますけれども、特に収穫の秋、一番観光客が落ち込ん

でくるこの秋に、道の方で市町村の皆さんに声掛けをして、是非全道的に一斉にやるというよ

うな大きなイベントにしていただければ。「収穫の秋＝北海道」というイメージを作って、観光

資源としていただきたいと思います。 

 それからキラリップですか、この制度がほとんど知られていない。せっかく道で作っていた

だいた制度ですけれども、これをもう少し前面に出していくということも大事だと思いますし、 

それから農業の６次産業化の推進、これは農業を文化とか産業として捉えて、それを観光資源

へと結びつけていく、育てていく、これが大事ではないか。特に、流通の部分の進化が、世界

のブランド力を高めていくのではないかと思っています。 

藻谷さん（日本総研・主席研究員）がおっしゃっていましたけれども、シンガポールのファ

インダイニングで、ウェイターの説明が「北海道のトマトがあります」ということでした。注

文すると、北海道のトマトに添えられているのが、フォアグラやトリュフだったりしているの

です。それらよりも北海道のトマトの方を前面に出している方が、シンガポールでは売れてい

るということに藻谷さんが驚いたとおっしゃっていました。 

 私の娘がロイヤルハワイアンというハワイのホテルに泊まったら、高級食材ということで「北

海道のホタテの料理があります」という案内を受けました。北海道のホタテは海外で高級食材

になっている。その橋渡しをするのが流通。いかに新鮮に早く届けるか、ここが北海道の食の

ブランドを作り上げるには大事で、見落としてはいけない部分ではないかと思っております。 

 オール北海道で取り組むということで、北海道マーケット、北海道市場ということで、179

市町村が全員参加できるようなマルシェの場所があって良いのではないか。私共もチャンスが

あればこのようなことをやりたい。特にルスツであれば後志市場という、魚介類や農産物など

いろいろなものがあるということで、地域の一部を担ってみたいという気持ちもあります。 

 しかし、売ること、ブランド化に走るばかりではなくて、やはり道としては、食の安全・安

心、衛生管理についても、しっかり油断することなく、ご指導いただければと思っております。 

 それから観光客の受入のためということで、食だけで滞在型観光を増やすことは非常に難し

いと思うのです。これをいろいろなものと複合させることによって滞在を増やしていく、その

大事なものの１つが食であるということだと思います。 

国内と海外客とでは、誘致の仕方が違うのではないかと思います。特に、国内のお客さんが

停滞していますが、繰り返し来ていただける方法というのは、たとえばダーチャ。これはロシ

アで発達した別荘型農園、ここでも書いてありますように、戦争中に食糧危機に陥った時に、

モスクワの人間をできるだけ外に出して、自分達で自給自足するかたちで始まったのですけれ

ども、宿泊の小屋を持って、畑を耕す、これがだんだん発達して民宿にも対応できるような別

荘になってきたり、そして農業体験を自分達でしながら、食に対する関わりを深めていくとい

うことなのですが、是非私共のルスツで、ダーチャというものをやってみたい。冬の畑作がで
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きないときは、スキー場とか、冬のアクティビティを通じて、年中、別荘として使うというか

たちがあって良いのではないか。できれば、そういうかたちでルスツリゾート、留寿都村を育

ててみたいということがあれば、道の方からも是非、後押ししていただければありがたいと思

います。ロシアでも変化してきているのは、農産物ばかりではなく、花を作ったり、自分の庭

ですからきれいにしたい、それ自体が観光資源に変わってきている。それから、夏休み中もこ

の別荘にずっと滞在しているのです。前のロシアの総領事も、モスクワから 800キロくらい離

れたところにダーチャを持っているのです。当然、札幌からの日帰りということも考えられる

でしょうが、道外からのお客様も射程距離に入っているのではないかと思います。 

 それから、グランピングと貸農園・多彩なアクティビティとの融合ということですけれども、

グランピングとは、「グラマラス」、「魅力的な」とかそういう言葉ですけれども、それと「キャ

ンピング」を合わせた造語です。これは自然の中にある高級テントと思ってください。単なる

寝袋に寝るのではなく、テントの中に高級なベッドがあるというようなものです。農業体験を

やるにしても、農家に泊まると言っても、実際受け入れてくれる農家が毎年あるのかというと、

初めは珍しいからやってみるけれども、そのうち煩わしくなったとか、いろいろなこともある

と思うのですけれども、自然の中に、そしてその近くの農家にお手伝いに行って体験をすると

か、これは農家と限らない、漁村に滞在することもできますし、簡易宿泊で、デラックスです

から、これらは移動も可能ですし、臨機応変に展開することができるのではないかと考えてお

ります。これが新しいかたちの宿泊と加味したものと考えております。 

 国外対策では、宗教の問題が大きくあって、我々が中国の尖閣諸島の問題が起きた時に、い

ち早く取り組んだのは、中国に変わるマーケットはどこかということで、16億人いるイスラム

のマーケットを狙うべきではないかということで、いち早くハラルの研究をして、スタートし

たわけです。 

 それから、まだまだ残っているのは、今急速に発展してきているインドです。12億９千万人

のマーケットです。マレーシアとかに行くとインドからの旅行者がすごく来ています。ただし

日本まではまだ足を伸ばしていない。彼らは大家族で移動するのです。団体というより家族で

移動する。非常に大きな、魅力のあるマーケットですし、当然、インドにも様々な人が住んで

いますから、食生活もいろいろと違いますけれども、ヒンズー教徒の人は牛を倦厭するという

こともありますから、そういう中でどう対応していくか。特に北海道はジンギスカン、羊の肉

はどの宗派からもそう嫌われていない。ですから、ここの部分をもっと強調していったら、ど

の国の人にも受け入れられていく食材の１つではないかと思います。 

 北海道は季節の良い時に、梅雨も少ないですから、紅葉の良い時も含めて、あるいは真冬で

もいいですけれども、屋外で食べる、屋外が最高のインテリアだと思うのです。サンセットを

見ながらとか、海岸でビーチのそばでとか、ワイナリーの中でとか、牧場の中でちゃんとした

食卓を用意して、そこで食事をいただく。これは数倍にもおいしく感じるのではないか。その
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舞台をセットできるのは北海道ではなかろうかと思っております。 

 今日の新聞にもアイヌの料理のことが出ていましたけれども、北海道の伝統的な食文化とい

うことで、自然と共生してきたアイヌの人達の物語、歴史を知りながら食することも１つの方

法です。 

 それから、広報ですけれども、多言語のものを用意されるとか、ＳＮＳとか、Ｗｉ－Ｆｉの

整備でお客様が即、世界中に発信していただくとか、そういうものの整備等も大事かなと思い

ます。 

 農業総合研究所ですけれども、これは流通を担当していますが、農家が自分で生産した農産

物を、価格と、売る店舗を自由に選ぶということを試みて、非常に大きな商いに成長している

というものもあります。北海道で関係したもので、話が戻りますけれども、ダーチャの時に、

農作業をするのは素人です。北海道には公益財団法人北海道農業公社というのがありますけれ

ども、これは農家を始める人達、プロへの教育ですけれども、是非この組織の中で、こういう

アマチュアも教育するような仕組み、部署でもあれば良いと考えております。 

 それから、食を主体とした体験観光ということですけれども、いろいろな農業体験がありま

すが、特にリピートしていただくためには、果樹園とか花の木とか、記念植樹、特に北海道に

勤務して去っていく人達がメモリアルとしてどこかに集中的に植えていく。そうすると自分の

植えた木の成長を楽しみに、また戻ってきてくれるのではないか。何か北海道に勤務した証を

残していただくような、最終的には観光資源につなげていくというようなことも１つです。 

 それから、参考資料としてお配りした「じゃらん」の報告書ですけれども、体験観光という

のは団体とか修学旅行が多いのですが、一般の個人旅行で気軽に参加できるようなものが必要

です。 

 最後になりますけれども、健康増進保養地。先程言ったように、観光と健康と温泉を一緒に

して、食の取組で１つの観光資源を作られたらどうか。「じゃらん」の報告書を見ますと、宿泊

旅行の動機は、温泉、露天風呂に入りたいというのが 36パーセントです。地元の美味しいもの

を食べたいというのが 34.4パーセント。これで大半を占めている。ですから、この強みを作っ

て、温泉と食、あるいは農業体験を組み合わせた商品パックが必要ではないか。温泉に泊める

だけ、お風呂に入っていただくだけという考えを捨てて、ホテルを起点に近くの農家にどんど

んアクセスする方法を考えて、気軽に個人でも農業体験できるとか、漁業体験できるとか、い

ろいろな方法があると思います。足の便のなかった女性層とかシニア層、それから若年層、こ

ういう人達が参加可能な方法を考えられたらどうかと思います。 

 あと、ルスツの取組をいろいろと具体的にお示しした資料をつけました。特に、健康と食と

いうことで、ポリフェノールの多い食物を 40種程選んで栽培しておりますし、それをホテルの

お客様に提供するとか、あるいは先程言った羊、テクセル種という食肉に適したものとか、サ

フォークというものを育て、今、250頭か 60頭いますが、毎年 200頭くらいは生産できるよう
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になってきている。 

 それから大事なのは、食のアレルギーの人達が非常に増えてきていますので、カロリー、抗

酸化作用の健康を含めて、食のアレルギー、こういうものにも気を遣って資源を開発していく

べきではないかと思います。 

  

（岸計画推進担当局長） 

加森社長、ありがとうございました。 

それでは、議事の３番目「意見交換」に入りたいと思います。意見交換に先立ちまして、各

総合振興局の皆様より、観光立国北海道へ向けた本道の潜在力発揮や地域課題について、ご報

告をお願いしたいと思います。それでは、渡島総合振興局からお願いいたします。 

 

（渡島総合振興局 甲谷副局長兼地域創生総括） 

 渡島の甲谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 渡島では、先に策定いたしました道南連携地域政策展開方針の地域重点プロジェクトの冒頭

に、新幹線開業を活かした交流人口の拡大というものを掲げておりまして、特に、青森、道南

広域観光圏の形成を施策のテーマにしております。両地域は１万年以上前の縄文時代から交流

があった地域でございまして、世界文化遺産登録に向けての取組を進めておりますが、聞くと

ころによりますと、本日、まさにこの時間帯に、東京の方では、今年度の政府からの推薦候補

を決める会議が開催されていると聞いておりまして、今日の発表を、まさに楽しみにしている

ところでございます。 

 北海道新幹線が開業いたしまして、これまで以上に東北とのつながりが深くなる中で、この

４月からは、青函地域として、ＤＣキャンペーンを全国に展開しております。渡島・檜山も含

めた道南と青森の広域観光エリアとしての情報発信に努めているところでございます。 

 また、管内では、新幹線開業に合わせてオープンした道の駅が大変な賑わいを見せておりま

して、「みそぎの郷きこない」では、この６ヶ月間で 30万人を超え、さらに、「しかべ間歇泉

公園」では、浜のお母さん達ががんばっておりまして、４ヵ月で 14万人を超えたということに

なっております。また、２年後の平成 30年には、七飯町の国道５号線沿いに、新函館北斗駅か

ら最も近い道の駅が開業を予定しておりまして、渡島総合振興局では、木古内の道の駅の開業

に当たって、専門家も含めた勉強会、あるいは、個別アドバイス会を、地域と積み重ねてきた

経緯もありますので、こうした成功事例を道南地域に広げながら、道の駅も核とした周遊など

についても、進めてまいるところでございます。 

 ただ、渡島地域の最大の課題は、何と言っても「季節変動の解消」ということでございます。

渡島では、夏場と冬場の宿泊客のギャップが非常に大きいため、通年雇用、あるいは、新たな

設備投資が進んでおらず、夏季の、今時の受け入れをみすみす逃している状況でもございます。
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このため、個々の地域で冬季観光の魅力を高め、広域的につなげ、発信するということも、今

後重要と考えております。また、もう１つ、新幹線の開業効果が函館市や新駅周辺のみならず、

渡島全域、あるいは道南、全道に開業効果が拡大していくことが重要と考えておりまして、例

えば、スポーツ合宿の受け入れに関しての市町の連携、あるいは、ニセコエリアなど、冬に賑

わう一方で、夏の誘客が課題となっているような地域とタイアップしながら、相互に観光客を

周遊させるなど、より広域的で、戦略的な連携が必要と考えているところでございます。以上

です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ありがとうございます。それでは、宗谷総合振興局からお願いします。 

 

（宗谷総合振興局 渡辺副局長兼地域創生総括） 

 宗谷総合振興局の渡辺です。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。 

 宗谷地域の観光、インバウンドの新たな動きと取組について、ご説明させていただきます。

宗谷管内の平成 27年度の観光入込は約 189万人となっています。うち、外国人の宿泊客の延べ

数は約１万７千人泊となっています。内訳としましては、台湾の方が約３割、他、香港、ロシ

アといったところの地域でございます。当管内の特徴としましては、利尻、礼文に象徴されま

す自然、それと、カニ、ウニ、ホタテといった新鮮な味覚、こうした自然と食を活かした観光

地づくり、また、近年増加傾向にあります、外国人観光客の誘客促進に向けた取組が進められ

ているところでございます。新たな動きとしましては、先程、お話がありましたように、先月、

きた北海道と札幌、旭川をつなぐ「日本のてっぺん。きた北海道ルート」が観光庁の広域観光

周遊ルートに認定されております。 

また、昨年、運航休止となっておりますサハリン航路の再開に向けた動きが出てきておりま

す。これまで、地域といたしましては、インバウンド対策といたしまして、近年、増加が顕著

でありますアジア地域に向けまして、台湾や香港、そして、枝幸町の歌登地区に多く訪れてい

るタイの方向けに外国語の観光パンフレット等を作成・配布しております。 

 また、稚内や利尻・礼文を訪れる観光客の周遊促進のため、フェリーと路線バスが乗り放題

となります「45°Ｎ ＰＡＳＳ（エヌパス）」という事業を昨年度から始めておりますが、今

年度からは、外国人の方にも拡大して、事業をＰＲしております。国別では、３番目に多いロ

シアの方に向けまして、昨年度、道北地域にサハリン州のマスコミ、旅行代理店を招待しまし

たモニターツアーを実施した他、現地の方で、道北の観光ＰＲセミナーを開催しているところ

でございます。宗谷地域では、まだパイは小さいですが、インバウンド観光の芽が育ちつつあ

りまして、今後、今回のルートの指定を契機としまして、関係機関と連携を図りながら、具体

的な事業計画を策定してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。以
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上でございます。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ありがとうございました。最後に、十勝総合振興局、お願いいたします。 

 

（十勝総合振興局 浜名副局長兼地域創生総括） 

 十勝総合振興局 浜名でございます。よろしくお願いいたします。 

 十勝の観光の入込客数でございますけれども、ここ数年、堅調に推移しておりまして、昨年

度、27年度、初めて１千万人を超えました。数は増えているのですけれども、その一方、外国

人の数、宿泊の延べ数で見ますと、全道の３パーセントにも満たない。また、日本人の宿泊客

数が減少傾向にある。道央圏への偏在を解消して、道東方面に観光客を誘引してくる必要があ

ると考えております。十勝、釧路、根室、オホーツク、いわゆる「ひがし北海道」は、雄大な

自然景観、豊富な山海の幸といったような、北海道らしい潜在力の高い旅の素材があちらこち

らにあると考えておりまして、こうしたことから、第一に、広大なひがし北海道に点在する観

光資源を結び付けて、全体の魅力アップにつなげることが肝心であると考えております。この

度の政策展開方針では、「ひがし北海道」広域観光プロジェクトというものを掲げまして、連携

地域、十勝地域のエリアを超えて、一体的な観光ブランドづくりですとか、交通ネットワーク

を利用した地域間連携の強化ということを掲げて、釧路、根室、オホーツクの４振興局で取り

組むこととしております。 

 また、単に、客数の増加だけをめざしても、宿泊の収容能力ですとか、旅行者の季節志向の

偏りといったことなどから、ある程度の限界線も存在するということから、観光は他分野の産

業にとってＢｔｏＣプロモーションの最大の機会であると捉えまして、観光客が滞在中の消費

の拡大、旅行後の消費者を意識した販売促進などにより、観光経済効果の最大化につなげる必

要があると認識しております。 

 このため、振興局の独自の組織でございますが、「とかち食観連推進室」というものを、本年

度から設置をしまして、この組織を核として、観光と物産、輸出、農林水や食品衛生などの各々

のセクションが一体となって、食をはじめとする十勝の潜在力を活かした観光ＰＲに努めてい

るところでございます。 

 今後、道央圏とのアクセス向上ですとか、地域産品の磨き上げといったことに、業界ですと

か、部局の枠を超えたご支援をいただければと思います。以上でございます。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。各有識者の皆様、各振興局からご報告がございましたけれども、

何かご発言、ご意見等ございますでしょうか。 
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 加森社長、よろしくお願いします。 

 

（加森観光・加森社長） 

木古内からの列車（道南いさりび鉄道）ですが、これ自体が観光資源にならないかなと思っ

ています。例えば、海を見ながら走るのであれば「寿司の列車」とか。新幹線のダイヤに合わ

せたかたちで函館に入る。新函館北斗に入って函館に戻る時間を考えると、そんなに時間の差

はないかと思いますので、列車自体を観光資源にしてはどうか。 

それから利尻島ですが、私の友達が自家用機で利尻に行ってきたという話を聞いたのですが、

自家用機でわざわざ何しに行ったのかというと、サイクリングをしに行ったとのこと。これは

スペインのマジョルカ島だったと思うのですが、私が行った時、島中に全ヨーロッパからサイ

クリングをしに集まってきていた。ですから、サイクリング１つ取っても、大変な観光資源に

なるということを教えていただいた次第です。そういう魅力が利尻島にある。エコですし、そ

ういったものも１つかなと思っています。 

それから、十勝は「十勝」が非常にブランド化されてきて、私はサホロにもスキー場を持っ

ているのですが、これまでは「北海道サホロ」だったところを「十勝サホロ」に変えたのです

ね。「十勝」の方が、みんながはっきり分かるということで、「十勝サホロスキー場」に変えた

ところです。十勝であればやはり、美味しいものが食べられるというイメージがある。十勝毎

日新聞の林会長と話した時に、「千年の森」の開発の時、あそこは日高と十勝の動物が集まる場

所だという話を伺いました。それはきっとマイナスイオンが出ているとかで、日高と十勝の傷

ついた動物が集まると昔から言われているとのこと。きっとマイナスイオンか何かがあるので

はないか。だから、「麦飯石（ばくはんせき）」ですか、この上にベッドやベンチを並べるだけ

で癒やされてくるといった、見えないところにも観光資源があると感じました。 

また、上士幌の地域再生マネージャーをやった時に、「ない」ことが観光資源になるのです。

上士幌にはスギがないのです。スギがないということは、スギ花粉がないということですから、

北大の医学部と組んで、「スギ花粉リトリートツアー」ということで、本当にスギ花粉（アレル

ギー）の強者を集めまして、実際に上士幌に滞在していただいたのですが、来た時と帰る時と

で、血液検査を北大医学部の先生方にしていただいて、全く花粉が出なくて非常に免疫性が高

まって、マスクを外したのが何年振りかというようなことで、「ない」ものも観光資源になるの

ではないかと考えています。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 加森社長、ありがとうございました。笹本社長、何かご意見などありますでしょうか。 

 

（ＪＴＢ北海道・笹本社長） 
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たまたま先週、函館地区と十勝に出張で行ってまいりましたものですから、その感想も含め

てですが、先程お話しがあったように、函館地区はものすごく新幹線効果が大きくて、観光に

関連する人の話を聞いても、特に東北地区からの女性のお客様、個人グループや団体も含めて

非常に多く入られて、そうした方々がやはり、消費の方も、例えば旅館の売上でいうと、売店

なんかも２倍くらいになっている。こちらに来て女性の方が非常にたくさん買い物をしてくれ

るということで、好調だというお話がありました。一方で、先程もあったように、函館の周り、

あるいは道央地区全体に行っているかというと、やはりそうでもなくて、函館・湯ノ川、あの

辺に宿泊して東北地方に帰っていくという人が大半だということです。これから先、どうやっ

て広げていくかということが先程から話題になっていますが、そちらの課題として、１つは、

我々旅行業から見ると、札幌圏も含め道内の人が、新幹線を利用して、東北地区あるいは北関

東へ行っているかというと、我々の商品の実績もそちら側がまだまだ少ない。やはり双方向で

交流することが大事。青森～函館は盛り上がっていますが、もっと広げて、札幌の人が動いて

東北地区まで入っていくというようなことを観光も含めてやっていかないと、陰りがこの先見

えてきてしまうのではないかということで、我々の商品強化も含めてやっていきたいなと思い

ました。 

十勝の方は、市役所を訪問するなど、行政の人にも話をお聞きしたのですが、もともと、十

勝の人は大規模農家が多くて、加森社長のお話にもあったとおり、農業を核とした観光、いわ

ゆるファームステイとか、そういうことに対して、どちらかというと積極的ではない。よその

人達に入られるということに対して非常に抵抗感が高い地域。と言いながらも、やっとここに

来て、いろいろな人に来ていただいて、十勝を盛り上げていこうという気にようやく農業を営

む人達もなってきつつあるのではないか。今は外国人観光客も少ないという話もありましたけ

れども、全般的にそこに住んでいる方々の気持ちが徐々に変わってきて、政策が活きていけば、

この先はもう少し受入の機運が高まって、もっと伸びていくのではないかと実感した次第です。

私の感想を含めてですが、以上です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 笹本社長、ありがとうございます。三宅支社長、何かご意見などありますでしょうか。 

 

（全日本空輸・三宅北海道支社長） 

関連して発言させていただきます。新幹線でございます。実は私共も、函館からの飛行機の

便は決して実績は下がっておりません。伸びております。そういった意味では相乗効果が出て

いると思っております。１つの例で申し上げますと、札幌近郊発で、初夏の東北、奥入瀬とか

中尊寺といったところを周るツアーで、「北海道新幹線のグリーン車で行く」という銘を打って

おりまして、行きは新幹線グリーン車、帰りは仙台から飛行機で帰ってくるというツアーが、
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この初夏、爆発的に売れているという報告を受けております。ある意味、新幹線というものが

持つ魅力、とりわけグリーン車だからということもあると思いますが、そういうものと飛行機

を組み合わせた時間短縮、早さ、２泊３日で東北をぐるっと周るわけですから、往復で、新幹

線、函館から在来線というわけにはいかない。そういう意味で、新幹線で注目されている道南

というものを、このチャンスにどう活かして、多くの方に道外から来ていただくか、また北海

道からも行っていただく、こういう相乗効果があるのではないかと思っております。 

それから１つ思いますのは、笹本社長のご報告にもありましたが、欧米人をどのように北海

道に取り込むのかということについて、目標と施策、取組案といったものを明確にしていく必

要があるのではないかなと思っております。もちろん数から言えばアジアの方々でありますが、

東京へ行きますと、今この時期は、見た目で判断しているだけですが、欧米人の方が多いです。

それに比べて札幌に帰ってきますとやはりアジアの方が多いなという印象でございます。東京

まで来ているこの欧米の方達に、どのように北海道へ来ていただくか、そのためにどう魅力を

アピールしていくかということは、１つの課題ですし、取組を体系的にしっかりやっていく必

要があると思います。若干、業界の話をいたしますが、羽田からヨーロッパは、いまや成田か

らヨーロッパよりも便利で、路線が多くなってございます。そしてこの秋から、羽田からニュ

ーヨークやシカゴという北米大陸の路線も飛び始めます。先程、加森社長からお話しのあった

オーストラリアであれば、羽田⇔シドニーが飛んでいたり、羽田⇔バンクーバーが飛んでいた

り、羽田と北海道各地は結ばれているわけですから、そういう意味では、そこに欧米の方が多

く来られるということ、足はあるということでございますので、そういうものをしっかり取り

組んでいくべきではないかなと思います。 

そこから派生してもう少しだけ申し上げますと、「北海道総合計画」を拝見いたしました。申

し訳ないですが、今回の会議に出るまでこの資料は知らなかったのですが、中長期に大局的に

構成されていて、一読させていただき素晴らしいと思います。観光に関わるページはあるわけ

ですが、そことは別に社会資本整備のページがございまして、そこにある指標で書かれている

「道内空港の国際線利用者数」で目標を持たれていることに関して、それもそれで進めたらい

いと思いますし、私共のグループのＬＣＣを含めて、色々なかたちで海外との路線が増えてい

けばいいなと思うわけですが、どうしても道内に直接入ってくる国際線のお客様だけに目がい

くと、当然、欧米路線が北海道に一気に飛んでくるというのは、いろいろな意味でハードルが

高いわけでございますし、それから先程のご報告で申し上げたとおり、国内路線を維持するた

めにも、交流人口というか外国からのお客様は非常に重要なわけです。今、紋別では、羽田⇔

紋別が１日１便飛んでいますが、地元の方はこの羽田⇔紋別路線を維持するために必死になっ

てインバウンドの取組をされていらっしゃいます。そういう観点も含めて、道内空港に直接入

ってくる国際線利用者数だけを目標に持ちすぎると、いろいろな意味で、方向性、判断を見誤

る部分があるのではないかなと感じた次第で感想を申し上げました。以上です。 
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（岸計画推進担当局長） 

 三宅支社長、ありがとうございました。 

新幹線のお話があったのですが、新幹線推進室長から何かございますか。 

 

（髙野新幹線推進室長） 

 新幹線推進室長の髙野でございます。新幹線に関して、何点かお話があったと思います。 

まずは、東北地域を中心とした交流という点で、新幹線で言うと「アウトバウンド」ですが、

今年度からは、今回お持ちできませんでしたが、道が作成するポスターについても、道民の利

用促進を図るため、東北地域の情報を入れる。開業効果を維持するためには双方向が大事です

ので、アウトバウンドに力を入れようということで、取組を進めていきたいと思っております。

そのために、東北各地との連携ということで、東北各地の観光セクションと連携して、道内６

圏域で、それぞれイベントを打って、その中で、東北各地をご紹介するということが１つ。そ

れと、メインではＪＲ北海道さんが自ら事業者とおやりになっておりますが、修学旅行の利用

につきましても、道内の各建設期成会の会議の場で、比較的利用しやすい道南の子供達を新幹

線に乗せてほしいと各首長さんにお願いしました。将来、また大きくなって、修学旅行で行っ

た先まで乗っていただけるということで、相互の交流も必ずセットになりますので、そういう

働きかけもしております。説明会に関しては、北海道観光振興機構さんや道の観光局で対応し

ておりますが、そういった積極的な取組をしているということでございます。 

 また、開業効果につきましては、様々な見方があると思いますが、ＪＲ北海道によりますと、

北海道新幹線の利用状況は、開業から約４ヵ月経ちますけれども、ゴールデンウイークや５月、

６月といった、どの期間を取っても、昨年の在来線の特急、急行に乗っていた数の大体２倍く

らいになっております。北陸新幹線の場合は３倍くらいということで、物足りないという説明

も当初ありましたが、先程、全日空さんからお話がありましたとおり、この２ヵ月間、羽田⇔

函館線の乗客数は減らしていない、むしろ若干増えております。この他、青函フェリーについ

ても伸びているということで、北海道新幹線の場合は真水で、主にレジャー関係で利用してい

ただいているということがございます。 

それに関連しまして、先程ご指摘もありましたけれども、道南各地の宿泊体制は厳しいのか

なと考えております。通過型ではあるかもしれませんが、思ったより幅広く、檜山管内の主な

観光地、例えば、江差の開陽丸青少年センターや江差追分会館、あるいは、道の駅「しかべ間

歇泉公園」についても、非常に多くの方々が訪れるようになっている。さらには、先日、道南

のある港町でお話しさせていただく機会があったのですが、函館朝市では１日２回、朝一番と

東京発の列車が着いた時に、ピークが来るということです。そこで、カニやホタテなどの水産

物が非常に売れているということで、その港町には、観光客は来ないけれども、漁協の出荷の
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単価が上がっている、あるいは出荷量が増えているということで、いい影響が出ています。 

あるいは、道央圏、室蘭や登別、洞爺湖のエリアでは、函館ナンバーのレンタカーが多く見

られるようになってきております。これは、レンタカー会社にもヒアリングしましたが、新函

館北斗駅で借りて、新千歳空港で返すというパターンが非常に増えているということで、先程、

三宅支社長からもお話がありましたけれども、航空との連携についても動きが出ている。そう

いう動きを更に加速させるため、観光地それぞれの魅力などをご紹介する、あるいは利用して

いただくという取組を進めることで、今後とも、北海道新幹線が、北海道観光の中で、持続的

に有効活用されていくということになるのかなと思っております。以上でございます。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ありがとうございます。 

 

（黒田交通政策局長） 

 交通政策局長の黒田でございます。関連いたしまして、先程、加森社長様から、列車自体が

観光資源になるということで、まさに、おっしゃるとおりでございまして、全国の状況を見ま

しても、非常に観光列車そのものがブームになってございます。ご存じのとおり、ＪＲ九州の

「ななつ星」もございますし、東日本さんの「四季島」が来年から道内に乗り入れをする。ま

た、ＪＲ西日本も「瑞風」だったと思いますけれども、いろいろなタイプの豪華観光列車を開

発中でございます。 

合わせて、いろいろな３セク鉄道もあるのですが、そこでも、それぞれの経営に見合った、

「四季島」ほどではないですが、もう少し手頃な列車を展開しているということかと思います。 

私共も、道南いさりび鉄道の「ながまれ号」が、今スタートしまして、お陰様で非常に好調

であります。今年の催行分につきましても、予約はいっぱいの状況でございまして、取材も含

めて、かなり注目を浴びているということでございます。ただ、経営的に言いますと、会社の

実入りはそれほどでもなくて、車両としてはまだ他にもございますので、例えば、週末を使う

とか、いろいろなタイプの、地元と密着したプログラムを、これからもどんどん開発していこ

うと考えてございまして、そういった面でアドバイスをいただければと考えてございます。 

 また、この話とは別に、道東、道北方面の首長さん方から、豪華観光列車、当初は九州の「な

なつ星」のイメージでしたが、そういう観光列車を道内でも走らせることはできないだろうか。

出来れば、自主開発といいますか、自前で検討してみたいというご提案を、今年の２月にいた

だきまして、道の方で、昨年度の予算も使いまして、検討会の準備を進めてきました。今のと

ころ、８月にその検討会を立ち上げる予定ですが、その中で、いろいろ地域と連携するかたち

で、北海道らしいどんな観光列車が可能なのか、必ずしも宿泊施設を併設する列車でなくても

いいのかもしれませんし、地域で豊富な資源ですとか、イベントですとか、宿泊施設がござい
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ますので、そこと連携したかたちで、是非、検討を進めていきたいと思っております。三宅支

社長からも、路線を維持するためには交流人口を広げていくべきだというお話がありました。

御承知のとおり、ＪＲを含めて、道内の交通機関、非常に存続が厳しいという状況になってご

ざいますので、出来るだけ、こういう機会を通じて、交流人口を増やして、それが結果として、

また、維持・存続にもつながっていくということで、取組をどんどん進めていきたいと思って

おりますので、またアドバイスの方、よろしくお願いいたします。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ありがとうございます。経済部の方から特にございませんか。 

そろそろお時間ですが、加森社長、よろしいでしょうか。 

それでは、長い時間、ありがとうございました。この程度にとどめたいと思います。貴重な

御意見、誠にありがとうございます。最後に、窪田総合政策部長よりご挨拶申し上げます。 

 

（窪田総合政策部長） 

本当に今日はありがとうございました。１時間半があっという間でございました。私、観光

振興監もやっていたことがございますし、交通部門とも関わりのある仕事をさせていただいて

いる中で、非常に参考になる意見がございました。 

笹本社長から「観光人材の確保」というお話がございました。今、私共の方で「グローバル

人材の育成」ということを、政策局の教育担当部局の方を中心としてやっております。グロー

バル人材というのは、いわゆる海外に留学するといったことも含めてなんですが、海外からお

客様がいらっしゃった時や海外留学生で北海道に住んでいらっしゃる方と普通にコミュニケー

ションを取って、北海道の良さを理解していただいて、北海道の魅力を発信できる人材、意欲

とやる気があり、そういった人に育っていきたいという人材を、どのように育成するか、基金

を設立してやっていきたいと考えている。その中で、観光面でのグローバル人材というご示唆

があり、非常に参考になると思っていたところでございます。 

それから、リブランディングのお話がありました。北海道ブランドというのは、アジア諸国

で非常に受けが良くて、本日は食関連の室長や国際経済室の参事も来ておりますけれども、物

産展をやれば、それなりのブランドで売上が伸びている。一定線に浸透しているということが

あるのですけれども、片方でリブランディング、もう一度考えてみることがあるのではないか

というご示唆でした。 

また、三宅支社長からお話がありました、広さがネックになっていないか、これまで広さを

１つのアドバンテージにしてきたわけですけれども、その広さが違う意味でのネックになって

いないか、二次交通の問題もあると思いますが、そういったものを克服するためにも内部的一

体感の醸成というお話がございました。 
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また、加森社長の方から、この観光の検討会議が終わりましたら、次回は「食」でこういっ

たお話を承ろうと思っていたのですが、食について、「観光の素材としての食」という観点から、

たいへんご示唆に富んだお話をいただきました。私共も、これまで、農政部を中心として、グ

リーンツーリズムというのは、よくやってきたのですが、お話がございました「日本版ダーチ

ャ」、私、人口減少問題も担当しているものですから、ＣＣＲＣ構想の中で、先程お話しがあっ

たように 800km離れたところから来てダーチャをやる。北海道の良さをもう一度見つめ直して

いただいて、北海道にお試し居住をする、場合によっては首都圏や近畿圏からの移住・定住に

もつながるお話もあるのではないかと思っていたところでございます。 

というように、たくさんご示唆に富むお話をいただきましたので、総合計画の推進はもとよ

り、来年度の政策予算などについても、出来るものからどんどん盛り込んで、計画の推進に役

立ててまいりたいと改めて思った次第でございます。 

いろいろと申し上げましたが、本日いただいたご意見を踏まえて、この計画のめざす姿の実

現に向けて取り組んでまいりたいと思ってございますので、引き続き、よろしくお願い申し上

げたいと思います。本日は、お忙しいところ、ありがとうございました。 

 

（岸計画推進担当局長） 

以上をもちまして、閉会いたします。本当にありがとうございました。 


