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令和３年度北海道観光審議会 

第１回計画部会議事録 

 

１ 日  時：令和３年６月３日（木）１３:００～１４:４０ 

２ 場  所：オンライン開催（Zoom 会議） 

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、富田委員、 

グライナー委員、佐藤委員、サムット委員、鈴木委員 ９名出席 

 

(2) 北海道（事務局） 

鶴蒔観光局長、近藤観光振興課長、柳川課長補佐ほか 

 

４  議事 

 ・ 第５期「北海道観光のくにづくり行動計画（素案）」について 

 

＜議事録＞ 

（柳川補佐） 

 ただ今から、令和３年度北海道観光審議会第 1 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。 

 本日の会議は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からＷｅｂ会議により開催いた

します。 

 私は、道庁観光振興課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、ジョン委員がまだ到着しておりませんが

８名のご出席をいただいております。ジョン委員につきましては、後ほど出席いただける

と聞いております。 

昨年度、委員をお願いしておりました緒方委員に関しましては、辞任され、この度、北

海道エアポート株式会社の富田様が新たに委員に就任されましたので、富田委員をご紹介

したいと思います。一言お願いいたします。 

 

（富田委員） 

 皆さんこんにちは。北海道エアポートの富田でございます。 

４月より就任いたしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

本年３月より北海道エアポートは、７空港の運営を開始したところですけれど、ご多分

に漏れずコロナの感染拡大の影響で、今非常に厳しい状況でございます。 

ただ、北海道は魅力的な観光の宝庫でありますので、コロナが落ちついた後、観光需要

が高まるというようなことの中で、北海道を目的地に選んでいただけるような、そんな取

組を皆様方としっかり連携しながら取り組んでいくことで、北海道全体の経済活性化のお

役に立てるように貢献してまいりたいと思いますので、ぜひ引き続き皆様方からご指導ご

鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（柳川補佐） 

 ありがとうございます。 

それでは、開会に当たりまして、観光局長の鶴蒔から、ご挨拶申し上げます。 

 

（鶴蒔局長） 

 皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました、観光局長の鶴蒔です。 

 第１回観光審議会計画部会の開催にあたりまして、ご挨拶申し上げます。 

本日はお忙しいところ、会議にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 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して、心より感謝申し上げます。 

さて、道内では新型コロナウイルスの感染者の増加により、５月１６日より緊急事態宣

言が発令され、先日、緊急事態宣言の発令期間が６月２０日まで延長されたところでござ

います。 

道内の観光関連産業におきましては、感染症の長期化によりまして、昨年度来、大変厳

しい状態が続いているところでございます。 

観光関連産業の回復に向けましては、感染症防止対策に全力を注ぐ一方で、この夏のオ

リ・パラや、オンラインでの開催となりましたがアドベンチャートラベル・ワールドサミ

ットの開催などの機会を最大限に活かしつつ、ポストコロナを見据えた取組を推進してい

くことが重要と考えております。 

次期「観光のくにづくり行動計画」については、これまでの計画部会や審議会でのご議

論を踏まえ、昨年１２月には、基本的な考え方を示す中間とりまとめを公表させていただ

いたところでございますが、本日は次期計画の素案のうち、肝となる目標指標、これを中

心にご審議していただきたいと考えております。 

委員の皆様方におかれましては、専門のお立場や幅広い観点から、率直なご議論、忌憚

のないご意見を頂戴したいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、これをもって開会の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いしま

す。 

 

（柳川補佐） 

 続きまして、配付資料の確認でございます。次第に記載しております資料を皆様に事前

に送付しておりますのでご確認をお願いいたします。 

なお、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。 

 なお、本日はウェブ会議ではありますが、一般の方々もご視聴いただける形式での開催

としております。 

また、議事録の作成・公開のため、本部会の内容については、録音させていただきます

ので、予めご承知願います。 

次に、本日の日程でございますが、お手元の会議次第では、１５時までの開催としてお

りますが、オンライン上のトラブル等なく、滞りなく審議が進行した場合は、概ね１４時

半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。 

なお、途中で音声が聞こえなくなった等、通信環境にトラブルが生じた場合には、挙手

の上、ご発言いただくなどして、お知らせいただくよう願いいたします。 

また、トラブルの状況によっては、事務局の判断により、一時会議の進行を中断させて
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いただく場合がありますので、ご了承願います。 

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

 

（石井吉春部会長） 

皆さんこんにちは、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」の素案の策

定にあたっての考え方等を整理しましたので、この内容につきまして、ご意見いただきた

いと考えています。 

それでは、議事につきまして、事務局よりご説明願います。 

 

（近藤課長） 

 観光振興課長の近藤でございます。それでは議事に従い、配付資料の説明をしてまいり

たいと思います。 

 資料１「第５期北海道観光のくにづくり行動計画（素案）の概要」をごらんください。 

昨年の審議会から少し時間が経過しましたので、一部これまでの振り返りなどを含め説

明をさせていただきます。 

まず、１の「北海道観光の現状と課題」ですが、前期計画の目標指標としていた「観光

入込客数」、「観光消費額」、「満足度」の各種指標と、令和元年度の実績について記載

させていただいております。計画の最終年度である令和２年度は、新型コロナウイルス感

染症の影響によりまして観光客が激減し、目標としていた多くの指標で達成が困難となる

など厳しい結果となっております。 

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

定に向けましては、「安定した観光入込客数の増加には、災害や感染症、国際情勢などに

よる影響の縮小化が必要」など次期計画の策定に係る三つの視点をお示しております。 

次に、２の「北海道観光が将来的にめざす姿」ですが、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」、「いつでも！どこでも！

何度でも！」など四つの目指すべき方向性をお示ししております。 

次に、３の「計画の目標」ですが、先に公表いたしました「中間取りまとめ」では、目

標として「観光立国北海道の再構築」を掲げておりましたが、この目標に加え、今回は具

体的な数値目標について記載をさせていただいております。本日はこの指標について、ご

意見を伺えればと考えております。 

 なお、それぞれの指標設定の考え方などにつきましては、後ほど詳しく説明をさせてい

ただきます。 

 続いて、資料右側をごらんください。４の「観光振興に関する道の施策」ですが、昨年

の「中間取りまとめ」において、次期計画期間内で「特に注力する施策展開の方向性」と

して、「クリーン北海道」、「量×質の追求」、「旅行者比率のリバランス」、「新しい

旅行スタイルの推進」、「観光インフラの強靱化」の施策の柱に加え、最後の「推進体制

の強化」では、観光関係団体等との連携推進などに取り組んでいくとしております。 

次に、５の「観光振興に向けた行動指針と役割」ですが、こちらは今回新たに追加した

項目でございます。 

 観光のくにづくり条例では、計画に道の施策や適切な数値目標のほか、道民、観光事業

者及び観光関連団体の行動指針について定めることとされており、条例に規定する基本理

念や役割に基づき、観光に携わるすべての人たちがそれぞれの役割を認識しながら観光振

興を推進することが重要であることから、行動指針や役割を明確にしようとするもので
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す。 

 まず、「道民」においては、身近な北海道の魅力を再認識し、その魅力を広く発信して

いくことや、道内観光を通じて北海道の観光産業を応援していく旨を記載しております。 

 次に、「観光事業者」においては、ウイズコロナ・ポストコロナにおける観光スタイル

の変化などの流れを的確に捉え、長期的な視点に立って対応することや、観光の持続的な

発展に向け、地域との共存に努める旨を記載しております。 

 次に、「北海道観光振興機構」においては、道内唯一の広域連携ＤＭＯとして、道内観

光のマネジメント推進やマーケティングに基づく事業の実施を行っていく旨を記載して

います。 

 次に、左下の「観光関連団体」においては、観光振興の主体として、地域資源を活かし

た観光商品づくりや人材育成に努めるほか、地域におけるさまざまな産業との連携・協力

が円滑に進むよう調整する旨を記載しております。 

次に、「行政」においては、各種調査データを収集・分析し、観光関係団体等の取組を

支援することや、地域の資源等からテーマ性を見いだし、観光地づくりや誘客を促進する

旨を記載しています。 

最後に、「大学等」においては、観光振興に求められる人材育成のほか、観光に関する

研究や成果を社会に還元する旨を記載しています。 

なお、資料２の「第５期北海道観光のくにづくり行動計画（素案・たたき台）」につい

ては、こちらが計画の本編でございまして、ただ今の概要を詳細に説明したものです。大

変長くなっておりますので、後ほど時間のあるときにご一読いただければと思います。 

続きまして、資料３「北海道観光のくにづくり行動計画（素案）目標指標補足資料」を

ごらんください。 

１枚めくっていただき、１の「指標設定のポイント」をごらんください。はじめに、指

標設定に係る「基本的な考え方」ですが、今回インバウンド関連の指標については、国の

入国制限・拒否措置の現状を踏まえ、当面想定が困難であることから、今回の指標設定は、

インバウンド指標以外の目標値を整理することとし、インバウンド関連の指標について

は、国が現在策定している次期「観光立国推進基本計画」の公表後、改めて項目を再整理

することとしたいと思います。 

次に、「指標設定の考え方」についてですが、昨年１２月に公表いたしました「中間取

りまとめ」の施策展開の方向性に沿って指標を整理しております。 

また、コロナ禍における安全・安心の観点から、新たに「コロナ対応の満足度」を追加

するとともに、当面インバウンド需要の見通しが立たないことから、道外客の取り込みと、

道内客の日帰り旅行から宿泊旅行への転換を図ることに注力してまいりたいと考えてお

ります。 

また、アドベンチャートラベル・ワールドサミット開催を契機としたアドベンチャート

ラベル推進の観点から、新たに体験メニューに対する経費や文化施設等への入場料など

「コト消費」の指標を追加しております。 

次に、２ページ、２の「第５期計画施策別指標一覧（素案）」をごらんください。こち

らでは「クリーン北海道」、「量×質の追求」など施策展開の方向性に沿って各種の指標

を記載しております。 

次に、３ページでは、前期目標に対する指標の達成状況について記載しております。ま

た、次の４ページ、５ページでは、前期計画と今回の次期計画との指標の比較を記載して

おります。 

次に、個々の指標について説明いたします。７ページをごらんください。 
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はじめに、施策展開の方向性の「クリーン北海道」に係る「コロナ対応の満足度」につ

いてですが、こちらの指標は、コロナ禍におけるホテルなどの各観光施設での感染防止対

策の満足度を測定しようとするものであり、道内を周遊している観光客に対し、道内の各

観光施設の感染防止対策に関する評価を５点満点で評価するものです。 

今回の目標設定につきましては、現在、道内客が５点満点中の４.４点、道外客が４.５

点となっており、令和７年度に向けては、コロナ禍において、安全・安心で選ばれる観光

地を目指していくことを踏まえ、５点満点と設定しております。 

なお、８ページには参考資料として、調査に使用いたしました調査項目を掲載しており

ます。 

次に、９ページをごらんください。施策展開の方向性の「量×質の追求」に係る「観光

・旅行全体の満足度」についてですが、こちらの指標は、観光客の観光・旅行全体に対す

る満足度を測定するものであり、道内を周遊している観光客に対し、５点満点で評価し、

最高点である「とても満足した」と回答した割合を算出するものです。 

今回の目標設定につきましては、前期計画である第４期計画の目標が未達であったこと

から、同一の目標値を再度設定することとし、道内客は４７％、道外客は５７％としてお

ります。なお、１０ページには参考資料として、これまでの満足度調査の結果を掲載する

とともに、１１ページでは調査に使用いたしました調査項目を掲載しております。 

次に、１２ページをごらんください。施策展開の方向性の「量×質の追求」に係る「観

光消費額単価」についてですが、こちらの指標は、観光客１人１回当たりの旅行の消費額

を測定するものであり、道内を周遊している観光客に対し、道内旅行で支払った費用を調

査するものです。 

今回の目標設定に当たっては、「観光のくにづくり行動計画」の上位計画である「北海

道総合計画」の令和７年度目標に合わせ、道内客については、１万５,０００円、道外客に

ついては、７万９,０００円と設定しております。 

なお、１３ページには参考資料として、これまでの観光消費額単価実績の費目別の内訳

を掲載しております。また、１４ページでは、観光消費額向上に向けて、「娯楽サービス

費の向上」や「滞在日数の長期化」、あるいは、富裕旅行の獲得などに取り組むことによ

り単価の増加を図るための考え方を掲載しております。 

次に、１５ページをごらんください。施策展開の方向性の「旅行者比率のリバランス」

に係る「観光入込客数」の「道内客」についてですが、こちらの指標は、北海道内の観光

入込客数の実人数を測定するものであり、道で国の統一基準に基づき、四半期ごとに推計

を行っているものです。 

今回の目標設定に当たっては、道内客の入込客数は、前期計画である第４期計画の目標

が未達であったことから、同一の目標値を再度設定し、４,８８０万人としております。 

なお、１６ページには参考資料として、これまでの道内客に係る観光入込客数の実績と、

道内の将来の人口予測について掲載しております。 

次に、１７ページをごらんください。こちらは「観光入込客数」の「道外客」について

ですが、目標設定に当たりましては、コロナ前の平成３０年度実績６０７万人を基準に東

日本大震災後の平成２４年度から平成３０年度までの平均伸び率１.８４％から目標年度

の令和７年度の数値を推計し７００万人と設定しております。 

なお、１８ページには参考資料として、これまでの道外客に係る観光入込客数の実績と

日本の将来の人口予測について掲載しております。 

次に、１９ページをごらんください。施策展開の方向性の「旅行者比率のリバランス」

に係る「リピーター数」についてですが、こちらは、本道を複数回訪れている道外観光客
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の数を測定するものであり、道外からの観光入込客数の実人数に来訪が２回目以上の割合

を乗じて推計するものです。 

今回の目標設定に当たっては、これまでのリピーター率を目標に設定しておりました

が、新規誘客も重要であることから、リピーター数に変更することとしております。 

なお、目標値につきましては、令和元年度リピーター数の実績に道外客の伸び率１.８４

％を乗じた５７０万人と設定しております。 

また、２０ページには参考資料として、これまでのリピーターの実績の推移について掲

載しております。 

次に、２１ページをごらんください。施策展開の方向性の「旅行者比率のリバランス」

に係る「道内宿泊数の割合」についてですが、こちらの指標は、道内客の日帰り旅行を宿

泊旅行へ転換することにより、消費単価の増加が図られることから、道内客の宿泊旅行の

割合を測定しようとするものです。 

今回の目標設定に当たっては、過去５カ年における宿泊数の割合が高かった平成２８年

度の２１.７％の実績を上回る目標として２２％と設定しており、実数にしますと、１,０

７４万人となります。 

次に、２２ページをごらんください。施策展開の方向性の「旅行者比率のリバランス」

に係る「繁忙・閑散期比率」についてですが、こちらの指標は、繁忙期と閑散期の差を最

小化することにより、年間を通じて安定した観光客の入込が図られることから、その比率

を測定しようとするものです。 

今回の目標設定に当たっては、全国における繁忙期と閑散期の差が令和元年度６８.２

％であったことから、道内の繁閑差を全国並みに引き上げ、６８％に設定しております。 

なお、２３ページには、参考資料として、北海道における８月を１００とした月別の宿

泊延べ数指数を、２４ページは全国の状況を記載しております。 

次に、２５ページをごらんください。施策展開の方向性の「旅行者比率のリバランス」

に係る「道央圏以外の宿泊比率」についてですが、道央圏一極集中から地方への安定した

入込客数増加を図っていくため、道央圏とそれ以外の地域の宿泊比率を測定しようとする

ものです。 

今回の目標設定に当たっては、過去５カ年における道央圏以外の宿泊比率が４０％台前

半であったことを踏まえ、半数の５０％に設定しております。 

なお、２６ページには、圏域別の宿泊延べ数の状況を掲載するとともに、２７ページは、

平成２３年から令和元年度までの推移を掲載しています。 

次に、２８ページをごらんください。施策展開の方向性の「新しい旅行スタイルの推進」

に係る「コト消費の割合」についてですが、観光消費単価の増加を図るため、1 回の旅行

で消費する「その他費用」に含まれる「体験メニュー」などの「コト消費」の割合を測定

しようとするものです。 

今回の目標設定に当たっては、日本人の宿泊客のうち、平成２７年から令和元年までの

「コト消費」に係る伸び率が年平均７.９％であることから、目標年度の令和 7 年度の数

値を推計し、１０.２％と設定しています。 

なお、２９ページには、参考資料として、これまでの観光消費単価実績の費目別の内訳

について再掲載するとともに、３０ページには日本及び海外の娯楽等サービス費の割合を

掲載しております。 

次に、３１ページをごらんください。施策展開の方向性の「新しい旅行スタイルの推進」

に係る「宿泊客延べ数」についてですが、観光入込客数の増加を図るため、本道を周遊し

ている観光客の宿泊客延べ数を測定しようとするものです。今回の目標設定に当たって
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は、これまで説明いたしました「観光入込客数」、「宿泊客割合」、「平均宿泊日数」を

乗じて算出できるため、道内客の２,１４７万人泊と道外客の１,３５５万人泊を合わせた

３,５００万人泊と設定しています。 

なお、３２ページには、参考資料として、これまでの宿泊客延べ数の推移について掲載

しております。 

次に、３３ページをごらんください。施策展開の方向性の「新しい旅行スタイルの推進」

に係る「長期滞在者の割合」についてですが、観光消費単価の増加を図るため、道外客の

うち道内に５泊以上する長期滞在者の割合を測定しようとするものです。 

今回の目標設定に当たっては、前期計画である第４期計画の目標が未達であったことか

ら、同一の目標値を再度設定し、１９％と設定しており、実数にしますと、１３３万人と

なります。 

なお、３４ページには、参考資料として、これまでの道外客の宿泊数の割合について掲

載しております。 

最後に、３５ページをごらんください。施策展開の方向性の「観光インフラの強靱化」

に係る「地方空港利用来道率」についてですが、観光入込客数の増加を図るため、道外観

光客の新千歳・丘珠以外の空港の利用割合を測定しようとするものです。 

今回の目標設定に当たっては、北海道エアポート様の中期計画における令和６年度の７

空港の国内線旅客数全体に対する新千歳空港以外の割合を参考に令和 7 年度を推計し、２

２％と設定しております。 

なお、３６ページには、参考資料として、道内空港別の来道者数と３７ページでは、年

ごとの推移について掲載しております。 

次に、参考資料の「他都府県の観光振興計画の概要」をごらんください。この資料は、

昨年１０月の計画部会において、ご意見として伺っておりました他県の観光振興計画状況

について取りまとめたものとなっております。左から観光地として北海道と競合関係にあ

る「沖縄県」と「福岡県」、スノーリゾートとして有数の観光地である長野県、さらに首

都圏の「東京」と関西圏の「大阪」の計画の策定状況を参考までに記載しております。 

配付しました資料に関する説明については以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

 ただいま事務局から、今回の論点に関する説明がありましたが、この点を含めまして次

期計画策定全般について、忌憚のないご意見をお願いしたいと思います。出席者名簿に従

いご発言をお願いしたいと思っております。最初に石井至委員にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（石井至委員） 

 石井です。今のお話を聞いて思ったのが、推計値イコール目標値になっていて、順行運

行するとこのくらいになるのだろう、というのが分かったのですが、全ての項目がそんな

感じになっているので、どこを重点的に特に頑張りたいのかが、よく分からなかったと思

います。 

 さきの説明だとインバウンドを除けば、結局お金を使ってくれるのは道外のお客さん

で、道外のお客さんの約８割はリピーターであるので、だとすれば、リピートしてくれる

人の数を増やすというのが一番手っ取り早く経済効果が上がるのではないかと思いまし

たので、そういう国内客・道外客のリピーター対策をもう少しフォーカスして、重点的な

何かを考えた方がいいのではないかと思いました。以上です。 
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（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。より重点的なタイトな目標に絞り込むことが重要という指摘だ

ったと思います。遠藤乾委員お願いいたします。 

 

（遠藤乾委員） 

遠藤ですけど、発言を許可されたのでしょうか。石井先生の声が一貫して聞こえないの

で、心許ないのですけど、ひとつは、確認というか今日の会議の位置付けに絡むのかもし

れなくて、確認もあるのですけど、事務局の方お疲れ様でした。 

ただ、説明された「資料３」というのは事前にいただいていたのですか。私かなりクイ

ックに見せられて確認ができないです。 

もしかしたら、以前に配っていただいたものの延長上で今日お話されたのかもしれず、

前のものとかなり重複しているのだったら、今回は何が新しくて、この間の議論が踏まえ

られているとすると、どこが変わってという。そもそも「資料３」が、私にとって初見で

確認ができません。クイックすぎて。それから、前のやつを踏まえてそれを予習していた

だろうということなのだとすると、それとどう同じでどう違うのか教えてくださればと思

います。 

これが前提で、その延長上に今日の会議は、このたたき台っていうのを計画部会として

オーソライズ（承認）するというお話なのでしょうか。そうだとすると、あまりにもクイ

ックすぎて私自身のキャパに追いついていないということを始めに申し上げたいと思っ

た次第です。   

二つ目に、先程のご発言にも関連するのかもしれないのですけれど、２０２１年度から

の計画というのが必然だとして、不可避だとして、もし、そうであれば、今年度からの計

画というか、目標を立てていくのならば、文章のいたるところでコロナの損失による打撃

というのが語られているわけですけど､そうである以上、ワクチンが大体に行き渡ってい

くまで、かなり時間がかかりますので、昨年度から今年の少なくても前半、もしかしたら

今年いっぱいぐらいの打撃というか、損失というか北海道の観光業者、観光関連産業が被

った損失、打撃をどう和らげていくのか、どう救っていくのか、それがないとインフラ自

体が流動化し、流失し、下手をするとなくなりという２０２２年度以降の数年間に響くよ

うな打撃をどう防ぐのかというのが、少なくとも初年度の目標であるべきなのではないか

ぐらいに思います。 

だから、５年のそうした目標を設定するのもいいですけど、計画の中にどうやって打撃

を和らげていくのか、というのを入れ込んでいかないと、絵に描いた餅になるのではない

か。 

最初はロジ的な確認ですが、２番目はサブステンシャル（実質的）な話かと思ってお聞

きいたします。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。前段は事務局に答えていただきます。 

いずれにしても「資料３」は、今回初めて出た資料だと思います。後段のご意見は、コ

ロナの打撃からどう救う形になるのかということに関しては、この計画で位置付ける必要

があることのご意見として承りました。では事務局すみません。 
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（近藤課長） 

観光振興課長の近藤でございます。資料については、お送りしているつもりだったので

すけど、届いていないということで大変申し訳ございませんでした。事務局の方でまた先

生の方にお送りしたいと思いますので、更なる意見等ございましたら、事務局までお伝え

いただければ、それをこの計画の中で反映させていきたい、検討していきたいと考えてお

ります。 

この位置付けでございます、昨年の１２月に作った中間とりまとめでございますが、こ

ちらの方は、次の今年度からの施策の方向性について決めたところでございます。中間と

りまとめでは、指標の設定というのはしておりませんでした。それで、今回指標の設定を

させていただいて、計画本文を作っていく上で、参考にしたいと考えておりまして、今回

計画部会を開催させていただくこととなりました。 

そういった意味で、昨年作りました中間とりまとめ、そして今回指標の設定をさせてい

ただいて、今後、計画本文を作成していく手続きをしたいと考えております。以上でござ

います。 

 

（石井吉春部会長） 

 今のとおり「資料３」に関わるご意見については、すみませんが、事後的にいただくと

いうことでご対応いただいて、いずれにしても、それでこの計画が決まってしまうという

段階ではないというご理解でお願いしたいと思います。まだ議論の余地がちゃんとあると

いうことだと思います。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

（遠藤乾委員） 

 とりあえず、わかりました。 

 

（石井吉春部会長） 

 続きまして、遠藤正委員願いいたします。 

 

（遠藤正委員） 

 よろしくお願いいたします。今の遠藤乾委員との話と重複するのですが、今このコロナ

の中で、旅行事業者は廃業とか、かなり縮小とか業態転換した方とかもいると思うのです。

そうすると前段に石井委員が仰ったところとも多少重なりますが、現在検討されている推

計値というのは、多分、前提が同じであればその推計値はロジックが成り立つと思うので

すけども、今、観光産業とか業態が変化したり、観光に携わっている会社が、もしも廃業

なり、縮小とかをしていたりすると、推計を行う出発点（前提となる数字）が違うかもし

れないので、ここは注意した方がいいのではないかというのが、まず１点目でございます。 

 それから２点目、コロナ対策の数値化をされるという評価で、それはそれでいいと思う

のですが、何かやはり道か、観光振興機構になるかは分からないですけど、低い数値の改

善・底上げを推進する実行体がどこかないと、低いままの可能性を懸念します。観光事業

者が底上げをどうやっていこうかという時に、個別のケアができないと考えます。そこの

視点がもしかしたら必要かなと感じました。 

 追加で２点ほどです。リバランスというのを閑散期に入れるというのは、ごもっともな

ところなのですが、それに対しての具体策はどうなのか。あるいは、これから策定になる

のか。リバランスやりますよというのは理解できますが、そこを今まで中々埋めてこられ

なかったところも現実あるので、そこの具体策とか、これからの進め方とかがあれば、ご
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教示いただけたらと思います。 

 それから、アウトドア人材指標という項目が先ほどの資料の数値目標の中に入っていた

のですが、これはどうやって定めるのか、中々イメージが湧かなかったものですから、も

し、今事務局でアイデアがあれば教えて下さい。以上でございます。ありがとうございま

す。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。質問の部分は事務局から回答させていただくというのと、コロ

ナからの底上げどうするかというところで、ある程度具体的な対応を考える必要がある

と、主体も含めて、というご意見をいただいたところで、よろしいでしょうか。 

 

（遠藤正委員） 

 結構です。ありがとうございます。 

 

（近藤課長） 

観光振興課長の近藤でございます。まずリバランスについて、非常にごもっともであり

まして、観光については、永遠のテーマかなというように思っているところでございます。

道内観光を支える道民による道内旅行の需要を改めて見直しつつ、国内旅行喚起をすると

か、地域偏在や季節偏在などの解決に繋がる取組を進めたいと思っております。中々実績

が伴っていないのでは、というご指摘はごもっともでございます。 

また、これからの外国人のことについてでございますが、渡航制限解除を見据えて、海

外需要の獲得であるとか、今まで東アジアばかり頼っていたというのがございますので、

欧米など、地域の色んな所から観光客を増加させるなどしまして、感染状況に応じた誘客

対象の最適化を目指してまいりたいと考えております。 

それから、アウトドアの人材の質問については、現在、まだございませんが、別のグル

ープでアウトドア人材の計画なり、指標の設定については、別途策定中でございまして、

策定の段階で、具体的なところが出てきましたら、改めて皆様にお示しをしたいと考えて

おります。以上でございます。 

 

（石井吉春部会長） 

今のご説明でも季節繁閑のリバランスがありましたが、私自身も後で意見を言おうと思

っていたのですけど、現実には非常に難しい。しかも指標として最高と最低という取り方

をしているので、本当にそれが平準化ということの指標なのかどうか、そういう見方も必

要なのかと、いずれにしても、率直なことをいうと、この目標は実現可能性が非常に乏し

いというか、ほとんどゼロに近いのではないかと、私自身は思っています。 

だから、分かっていて目標に掲げるのか、実現達成、要するに、実現ということを前提

におくギリギリの線だとすると、指標の立て方をどうするかということを、考える必要が

あるのかなと個人的には、私自身はそう思っています。 

目標として立てなくてはいけないし、努力しないといけないのは、そのとおりなのです

けど、目標値は目標値なので、一人歩きをするという意味で、やはり慎重に設定するとい

う考え方は必要かなという印象を後で言うつもりだったのですが、意見が出ましたので言

いました。そこらへん追加的にあれば。 
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（遠藤正委員） 

大丈夫でございます。 

仰るとおりリバランスに対してやることというか、課題があると思っているのは、私も

一緒ですし、ただ難しいことなので、数値目標とそれから取り組むところの考え方と少し

慎重にということで、一緒でございます。どうもありがとうございます。 

 

（石井吉春部会長） 

どうもありがとうございます。続きまして、富田委員お願いいたします。 

 

（富田委員） 

北海道エアポートの富田でございます。事務局の皆様、ご説明いただきまして、ありが

とうございます。 

私も今回初めて参加させていただいて、各委員の皆様同様、数値目標、これは定量的な

ところが大事だとは思うのですけれど、とはいえ中々、今までの延長線上でという、その

へんの数字の作り方というところが、すごく難しいというのが、率直な感想でございます。 

「資料３」のところは、後ほどということなのですけど、一点だけ気になったのが、例

えば満足度というところが、今まで継続的に取られていらっしゃるので、過去の経緯も分

からない中で発言するのは非常に不適切なのかもしれないですけれど、一般的には、より

満足度を高めていくというのは、リピーターを増やしていこうという形になると、初めて

の驚きと、２回目はある程度それが当たり前になるという中々ハードルが高くなるので、

逆に不満足の方々の声から、どうその不満足を減らしていくのか、それをどう満足に繋げ

ていくかということの方が、結果として次の施策の打ち立てに繋がっていくと感じており

まして、そういうことも含めた形の中で、もう少し私も「資料３」についての数値目標は、

読み込みをさせていただきつつも、そんなことを感じた次第でございます。私からは以上

でございます。ありがとうございました。 

 

（石井吉春部会長） 

「資料３」について、お感じになっているご意見は全部出してもらっていただいて構わ

ないのですけれど、遠藤委員が見ておられないということだったので、後日ということを

申し上げただけでございます。他にはよろしいですか。 

 

 （富田委員） 

こちらは大丈夫でございます。ありがとうございます。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。今のところでも満足度の指標の設定の話がございました。私も

実績の数字を拝見して、かなり時季によって、ぶれている数字なものですから、極端に言

うと、足下の数年間というのは、どんどん料金が高くなってきているようだったので、コ

ストパフォーマンス的な印象を含めて答えると、かなり満足度が尖ったような部分が、そ

もそもそういうことで起こったのではないか、と思わせるような指標なので、そういうも

のを前提に、しかも実現するレベルとしては、ものすごく高い水準なので、この指標をこ

のままにするのは危険かなと、私自身はそう感じた次第で、今の富田さんのご意見も実行

すべき視点だと感じましたので、ありがとうございました。続きまして佐藤委員お願いい

たします。 
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（佐藤委員） 

北海道観光振興機構の佐藤です。北海道庁さんと一緒に観光に携わっておりますので、

天に向かって唾を吐くことになるかも知れませんが、まず、この「資料３」の数値目標に

つきまして気になっている点が一つあります。 

２８ｐのコト消費といいますか、アドベンチャートラベルに関する部分です。冒頭、鶴

蒔観光局長も挨拶の中で触れられておりましたとおり、アドベンチャートラベル・ワール

ドサミットがオンラインでの開催となってしまいました。大変残念なことです。 

そのことによって、残念ながらコト消費、本来は一番、北海道らしさを感じていただけ

るアドベンチャートラベルという体験できる旅行、新たな旅行スタイルが、実際は波及し

ません。どういう形になるかまさに検討中なのですが、オンライン上での商談会、画像を

見るだけということになった時に、果たして数値目標が影響されなくて良いのかどうか。 

それと同時に、私どももお手伝いをしておりますので、天に向かって唾を吐くのかもし

れませんが、かなり努力をしないと、このコト消費、アドベンチャートラベルの部分の需

要・供給含めた数値は上がっていかないだろうというのが一つです。 

そして、アドベンチャートラベルという切り口で先走って申し上げますと、「資料２」

の「北海道観光のくにづくり行動計画」ここの３８ｐにアドベンチャートラベル・ワール

ドサミットの記述がございます。ここが、さらっとアドベンチャートラベル・ワールドサ

ミットが開催されるという、今までどおりのトーンとなっているのが、気になります。敢

えてでも良いのですが、オンラインで開催されることが決定しましたので、オンライン開

催だとか、そのような文言を入れるか、あるいは、記述を少し変える必要がないのかどう

か、気になりました。 

最後になりますが、これも「資料２」の「北海道観光のくにづくり行動計画」の中で、

実は私は、北海道総合開発委員会の委員も仰せつかっております。北海道総合開発委員会

は、今日開かれている観光審議会の上位に属する委員会といいますか、会議ですから、そ

の中で言われておりますのが、「北海道観光のくにづくり行動計画」３８ｐ下段の「ＩＲ

は交流人口や云々」という表記です。このＩＲの部分につきまして、総合開発の委員の中

から、ＩＲが北海道の総合計画、観光というところに記載されているのは、いかがなもの

か、という提議がなされておりまして、昨日の部会では、部会長と道庁さんの方で、この

部分については、検討して委員に再度諮るということになっております。 

ですから、我々が、今日の議会と言いますか、この中で語られていることが、総合計画

に持ち上がっていったときに、先に総合計画の方で結論が出ていたとしたら、この部分が

無くなってしまう可能性があるのかなと、ふと思いました。それは「資料１」の「新しい

旅行スタイルの推進」の中にも、ＭＩＣＥ・ＩＲ、③の中で、ＩＲという言葉が出てきて

おりますので、ここにもかかってくるのかなと、ちょっと先走りましたが、そんな気がい

たしました。以上でございます。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。後段のＩＲなり、ＭＩＣＥが云々というところは、当然、総合

計画との連動性ということは、全体の話になりますので、今後、調整していただくという

ことで、事務局の方でご対応いただくという話にさせていただければと思います。 

現段階では推進しないとは言っていないと、そういう現状を踏まえて書いてあるとい

う、認識としてはそういうご理解をいただければと思います。 

それとコト消費については、やはり同じく目標をどう立てていくかということの中での

ご意見ということで、質を変えるという一番のポイントがここのコト消費になるかと思い
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ますので、現実のステップは、非常に難しい面もあるというご指摘かと思います。どうも

ありがとうございました。 

すみません。私、ちょっと順番を飛ばしたみたいで、ジョン委員が本当は佐藤委員の前

のご発言をいただく予定だったようで、すみません。ジョン委員ご発言をお願いいたしま

す。 

 

（ジョン委員） 

皆さんお久しぶりです。よろしくお願いいたします。この資料はすごくいいですね、多

くの情報が入っています。まだ全部を理解しておりませんので、しっかり読ませていただ

きますが、インバウンドのお客様の説明をさせていただきます。 

私たちのお客様は、リピーターも多く、インバウンドのお客様は、北海道は遠いけど冬

のシーズンは皆ワクワクしていて、絶対また北海道に戻りたいですと言っています。 

その上でよく質問されるのが、まず、日本が外国人を受け入れる体制になっているのか

という事。 

当リゾートのウェブサイトにも書いてありますが、私たちのお客様はセーフティー（安

全）の面を心配しております。 

例えば、貸切ＣＡＴ（雪上車）や貸切リゾートの予約を多くいただいておりますが、そ

れはお客さんが貸切だと、人との接触が少なく安全だと思っているからです。 

貸切の予約は、以前に比べ２～３倍になりました。 

冬のシーズンは１２月からですが、既に来シーズンの予約は入ってきている状況です。 

現時点での予約状況からみると、来シーズンはコロナ前のシーズンと比べ、約５割の回

復になると予測しております。 

ＣＡＴツアー参加者が一番安心できるのは貸切ＣＡＴだと思いますが、１日１００万円

以上かかります。１台の定員が１４人ですが、１０人までに制限して感染の拡大を抑える

という方法もありますが、それでも皆さんは感染を心配されています。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。安全安心をどう作っていくかということに関してのご意見かと

思います。指標もそういったところを見据えてはいますけれど、指標の中身も水準的には

あまり厳しいものではないという現実もございますから、どうやって安全安心を作ってみ

せるか、というのは場合によっては、検討していく必要があるということかと思います。 

続きまして、サムット委員お願いいたします。 

 

（サムット委員） 

 こんにちは、コロナも２年目ですね。観光関連の事業者として大変です。結局、インバ

ウンドだけの付き合いなので、今、日本が提供している支援とか届いていない感じがする

ところであります。 

 今日話したいことは、インバウンドの観点からです。観光立国としての北海道、１「観

光振興に向けた行動指標と役割」という記載がありますが、それを読むと道民の役割だと

か、行政の役割だとかが書いてありますが、その中に一つ「北海道在住外国人の役割」と

いうのを加えていただきたいです。 

なぜなら、北海道には在住外国人が沢山居るからです。北海道の魅力、北海道の良いと

ころなどをこういう人達を活用して発信していくことは、観光立国として行うべきだと思

うからです。特にコロナが収束したあと、又はコロナ禍の北海道を海外にアピールする際
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には在住の外国人が大事になるからです。 

 結局、色々な北海道の芸能人だとかを使ってＰＲしても宣伝っぽく感じるからで、北海

道在住の外国人から情報を発信すれば、海外にいる外国人も安心できると思います。 

例えば、在住の外国人を観光大使に任命させるのも良いですし、そのために観光につい

て発信できる人を育てるための人材育成を行うだとか、このコロナ禍で行うことが重要か

なと思います。 

後は、コロナ収束後も在住外国人に自信をもって北海道を発信してもらえるようにする

ため、北海道在住の外国人には観光施設を無料化するだとか、入場料を免除するだとか、

電車やバスを安くするだとかというのを北海道の「観光振興に向けた行動指標と役割」内

の「北海道在住外国人の役割」に追加していただきたい。北海道もあらゆる人材をフル活

用するということ、それが第１点目です。 

もう一つは、今はまだコロナ禍なので、インバウンドの人を見ると少し怖い印象を受け

ると思いますが、そういう考え方をどうやって軽減させるか、これから北海道とインバウ

ンドのお客さんは、共存していくことが、切っても切れない関係なので、例えば、北海道

は６０６億円の税金を外国人から取っていますが、そういう税金を地元のためにどう使う

か、外国人のお客さんが来ているのなら、その税金をその施設で活用できますよ、など、

外国人が来たらこういうメリットがあるという、そういう仕組みづくりを検討していくこ

とも重要です。 

あとは、観光立国として、二次交通の整備も大切なことです。外国人の間でも移動が大

変だという話はよく聞くので、どういうふうに指標を立てていくのか、例えば国・自治体

と、バス・タクシーで一緒に会合を行い、これからのバスの運行計画を道が後押ししてい

くなど、移動しやすい環境づくりを実現させてほしい。 

あとは旅行者比率のリバランスの話です。北海道に訪問する旅行者を見ると東南アジア

からの旅行者は１９％で、その数値はもっと伸ばせると思う。例えばインドネシアやベト

ナムを合せて３％ですが、この数字もタイと同じ９％を目指すことができる。 

私は、ヨーロッパの方々よりアジアの方が、北海道が好きな人が多いと思う。ヨーロッ

パの人はアクティビティだとか自然に対して魅力を感じているけれど、まだまだ伸ばせる

のはアジアの観光客だと思います。アジアの中でも比率が低いところに重点をおいていく

べきです。 

あとはコト消費についてですが、国ごとにフォーカスする部分は少し違っていて、ヨー

ロッパ向けのアクティビティはアジアの人には向いていないですし、例えばアジア人は整

備されている自然が好きなので、ラベンダー畑だと整備されているようには感じなく、ラ

ベンダー畑でアクティビティができるなどであれば、なお魅力を感じることができると思

います。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございました。多様なご意見をいただきましたが、主なものとして在住して

いる外国人の役割についてのご指摘でした。 

ウィズコロナでのインバウンド招致という意味合いで非常に重要な役割を担えるとい

うご指摘と、指標等にはあまり出ていませんが、二次交通の重要性ということと、インバ

ウンドに対してはアジアを重点的に招致するというご指摘をいただいたかと思います。あ

りがとうございました。続きまして鈴木委員お願いいたします。 
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（鈴木委員） 

はい、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。大小四つお話をさせていただき

たいと思います。まずは、事務局の皆さんが本当にすごく苦労してまとめられたのだなと

いうことがよく分かりましたし、資料の方も事前に送付いただきましたので、よく読めま

した。 

うちも旅行会社なので、本当にコロナで壊滅的な打撃を受けていますけれど、ワクチン

の接種率の上昇とともに国内マーケットは今年の秋くらいかな、インバウンドは今年の冬

から春からかなと期待をしながら今、準備を整えているところです。 

そこにおいては、当然、観光業界はかなりの痛手を受けていますけれど、目標をたてて、

長期計画を作っていくしかないので、この方向で良いのかなと思っております。 

ただ、今回一番残念なのが、これだけ力をかけて北海道の将来的な観光振興計画を作っ

ているはずなのに、全くＳＤＧｓとかサスティナブルという言葉が出てこない。中にはち

らほら出てくるのですけれど、このままだと北海道の観光業、もしくは観光関連産業のみ

の発展施策にしか見えない。観光を振興するということは、地域を活性化するために取り

組むはずのものなので、ここのメッセージづくりが非常に欠けているというのが残念でし

た。 

観光庁もＪＳＴＳ－Ｄ（日本版持続可能な観光ガイドライン）とかＧＳＴＣ（国際持続

可能観光委員会）絡みのものは、ものすごく動かしていますので、そこに関して沖縄の振

興計画でも入っていましたけれど、やはり全然、作り方が違いますよね。県民の満足度と

か理解度から含めて、離島の作戦をそれぞれ別に作るとか、そういう視点がこのままでは

足りないのかなというのが、１点目。大きな話です。 

２点目として、これに通ずるのですけれど、委員の皆様が仰っているとおり、指標・数

字を作るのは良いのですけれど、これが道民に伝わっているのか、そして、誰が、どうや

って、この指標達成に向かっていくのかというマネジメントの視点がどこにも入っていな

い。 

これは機構がやることなのか、もしくは道庁が自らやるのか、先程のＪＳＴＳ－Ｄの中

でも、四つの大きな細目の中の１番目ですよね、マネジメントのサスティナビリティがど

こにも見えないというところが、非常に残念でした。 

３点目が、先ほど、お話しましたけれど、やはり、道民の巻き込み指標を入れないと、

全てマーケットとか、顧客の評価とか、経済的な波及効果とか、すごく大事ですけれど、

北海道民は、これだけ北海道は観光立国なのだ、インバウンドのお客様によって地域が潤

ったり、もちろん道民そして、国民の、国内外の観光客によって、北海道は元気になるし、

助けてもらっているのだというところをもっと皆が考えないと、いつまで経っても、例え

ば、北海道は沖縄のように観光立国なので、道民皆がやさしいとか、そういう満足度向上

に繋がらないと思います。そういう意味では、沖縄の観光振興計画にある県民の理解度と

か、県民の満足度みたいなものは、重視した方が良いのかなと思っています。 

最後、とっても小さいことですけれど、クリーン北海道というのは、おかしいなと思っ

ていて、コロナウイルス対策なのであれば、セーフティー北海道ですよね。クリーン北海

道といった瞬間に全く意味は変わるので、先程、ジョンさんが仰っていましたけれど、こ

れはセーフティーという言葉にした方が良いのではないかと思いました。以上です。あり

がとうございました。 
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（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。重いご指摘だと思います。最初の三つというのは、ある意味で

は、持続的な地域社会形成にとって観光は一定の重要度を持つという、全体の中での持続

的経済社会形成のための観光の位置付けみたいな話が必要だということと、そのために、

道民が自ら参加して、行動すると言いますか、そういう絵をもっとはっきり書いた方が良

いのではないかというご指摘と理解したのですが、よろしいでしょうか。 

指標の達成を誰がするかということにも関わると思うのですけれど、インバウンドがメ

インではない以上、道民が主体的に観光立国を作れるかどうか、そういうことが問われる

ということに関してもう少し、方向付けがあると、全体的になるというご指摘だと理解い

たしました。クリーンの伝え方については、私も気になっていたのですけれど、言葉の意

味の話ですので、ご確認いただいて、考えていただくということで、お願いできればと思

います。 

 

（鈴木委員） 

１点だけ、ＧＳＴＣ－Ｄ（観光地向けの持続可能な観光指標）のテーマは四つ、マネジ

メントと社会経済と文化と環境なのです。文化については、ちらっと触れられているので

すけれど、環境という言葉がどこにも入っていないですよね。これは北海道が今から出す

ものとしては、世界的に恥ずかしい振興計画になるかなと思いますので、改めて、ＪＳＴ

Ｓ－Ｄを見ていただけたらと思います。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

今のことに関連するのですけれど、結局この計画というのは、部門計画ではないので、

要するに観光部局の計画ではない、という意味で部門計画ではないのですけれど、遠慮し

て他の部の所管のところは積極的に多分書いていない、そういう部分があると思って、一

番、典型的なのは、これからの観光というのは環境調和というところが、絶対的な条件に

なるけれど、触れていない。 

観光振興というのは、僕も事前説明の時には、ちょっと言ったのですけれど、交通のよ

うな、サムット委員も交通の話をされていましたけれど、交通インフラをどう活用するか、

充実するかということと、地方に人を持って行くという目標とはパラレルな関係なわけで

すから、プロモーションをやったら地方に人が来るみたいな話というのは、全くあり得な

い話なので、そういう広がりの部分というのは、きちんと触れていかなくてはいけないと

いうことで、役割分担のところで見ても、行政は観光振興に直接関わることしかやらない

みたいな書き方になっているので、例えば、計画でいうと、そういう部分というのは、き

ちんと繋がりを持って書いていって、全体のトーンでもそこは少し方向付けをしていただ

くということは必要だと。そこは強く思いました。至委員お願いいたします。 

 

（石井至委員） 

さきに鈴木委員から国内は今年秋に戻ることに期待しているというご発言があったの

で、情報共有させていただきたいのが、ＧｏＴｏトラベルの再開についてなのですが、事

務局がＪＡＴＡという日本旅行業協会というところで、私はそこの顧問をやっています。

ＪＡＴＡの会長は、東武トップツアーズの坂巻社長で、副会長がＪＴＢの髙橋会長なので

すけど、定期的に意見交換させていただいていて、ＪＡＴＡとしては、９月にＧｏＴｏ再

開を考えているのですが、ただ前回のＧｏＴｏと同じようなやり方だと国民の理解を得ら

れないということで、４月に実証実験をやりまして、それは、ＰＣＲ陰性であるとか、Ｃ
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ＯＣＯＡのアプリをダウンロードして活用するとか、ＬＩＮＥの健康報告をするとか、２

週間後にかかってなかったことを報告するとか、そういうことを条件にして実証実験ツア

ーをできるところでやったら、特に感染者は出なかったみたいなのです。 

なので、恐らく秋のＧｏＴｏ再開の時も、そのようなことが条件になるであろうという

ことなのですが、ポイントはＰＣＲなり抗原検査とかの費用の問題で、高額なものですか

ら、もちろんそれも旅行代金に上乗せして割引くということなのですが、一部を地方自治

体、受入側にも負担してほしいという議論もありまして、例えば一人当たり５００円でい

いから負担してくれるとありがたいみたいなことが、意見として出ておりまして、北海道

庁に何かしてほしいと言っているわけではなくて、北海道の自治体１７０幾つあるうちの

特に５０幾つは誘客予算を持って積極的に観光で稼ごうとしているところがあるので、そ

ういうところの自治体に情報提供して働きかけて、一人当たり５００円負担、予算がある

でしょうから、そういうことが可能であればＧｏＴｏキャンペーンが優先的になる可能性

が十分あるということで、情報提供すると秋の戻りが他の県に比べて北海道はスタートダ

ッシュよく戻るのではないかと思いました。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。私個人的には、至委員の方向性の話も聞いておりましたし、ど

うみん割もブラッシュアップして再開という、こういった支援の類いというのは、むしろ

ウィズコロナで動いてこそ意味があるという位置付けに考えなくてはいけないので、どう

するかといったら仰るとおり、感染予防ということに万全を期するハードルを設けて、そ

の範囲で補助金もあげて動いてもらっても良いと。 

全体的にそういう制度設計をしていかないと、感染状況任せみたいな話で、パタッと止

まったらゼロになってしまう状況がしばらく繰り返される可能性があるので、ウィズコロ

ナの中で観光需要を閉ざさない方法論というのは知恵を出して考えていかないといけな

い。 

ＧｏＴｏトラベルのお話でしたけれど、全体的にやっぱりコロナ対応をどう乗り切るか

というところの柱立てとしては、非常に重要な視点ではないかと思いますので、コロナを

どう乗り越えるのかという議論については、何人かの方から出ていましたけれど、今の至

委員の意見が、参考というか大きなポイントになるのかなと。ありがとうございました。 

時間の方が押してきたのですけれど、改めて私の方から２点だけ、個人としての意見を

申し上げたいと思います。 

先ほども言いましたが、一つは、特に役割分担の行政といったところで、狭義の観光振

興といったことしか書いていないということ、やはり道全体としての観光をどう推進する

かという計画にどう読んでも見えない可能性がありますから、今日は周辺分野、交通だけ

ではなくてもっと広く出ておりましたけれど、そういうことも踏まえて行政の役割なり観

光の位置付けを整理していただかないと、中々、方向付けができてこない部分があるので

はないかというのが一点。 

それと指標に関して、私自身はとてもできないのではないかと思ったのが、四つぐらい

ありまして、本当はもっとあるのですけど、どうやってもできないと思ったのが、満足度

と繁忙･閑散期比率と道外圏以外の宿泊比率と長期滞在者の割合もちょっと厳しいなと。

すごくハードルが高いと感じたのがこの四つです。 

アグレッシブに相当ハードルが高いけど掲げました、という考え方もないわけではない

ので、直さないで頑張るのだったら、数字の作り方、持っていき方ということに関して何

らかの説明というか考え方を書いておかないと、あまりにも数字が一人歩きしてしまうか
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なということと、幾つかの指標は少し工夫して、もっと実際的な指標を掲げて、その中で

数値を作ることで、もう少し緩和できるようなものが幾つかあった気がします。 

全部直せという話でもないので、どういう考え方で目標を設定したかということと、あ

まりにも厳しい数字をどうするかということに対して、少し事務局の方でもご検討いただ

ければと思います。これは、私の個人的な意見でございます。 

おおよそ想定した時間が過ぎておりますけれど、委員の皆さんでどうしても追加的にご

発言されたいことがありましたらお受けいたしますが、いかがでしょうか。佐藤委員お願

いいたします。 

 

（佐藤委員） 

 全体的な話なのですが、ゼロカーボン北海道推進協議会というところから、当機構にメ

ンバーになってくれということで、実はお引き受けしておりまして、「北海道観光のくに

づくり行動計画」、鈴木委員も仰っていたとおり、あまり総花的になってもいけないので

すが、北海道観光が将来的に目指す姿、ましてクリーンだとか、大自然だとか、というの

でしたら、このゼロカーボンについては、どこかで記述なり、検討する部分が必要なので

はないのかなと。 

長野県の白馬村では、ゼロカーボンシティ宣言をしていたりなど、取組が大分増えてき

ているようですから、先取りして何でもかんでも盛り込めば良いのか、というご批判はあ

るかも知れませんが、全くないというのは、どうなのかなという気がいたしまして、お話

をさせていただきました。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。最近私も、どの会議に出ても、カーボンニュートラル必須だぞ

と、ほとんど決め言葉になっているのですけれど、率直に言うと温泉資源とか、ある種カ

ーボンニュートラルに近づける色々な使命を観光業界は持っているわけです。 

極端に言えば、地熱みたいなところも含めて、そういったことに対して、どうなのとい

ったら、申し訳ないけど、前向きとはいえない状態で、そういう形での観光事業というの

は持続性がなくなるよ、という時代になってきていると思うので、この計画でも何らかの

形でカーボンニュートラルに向けた取組をしないと業界で生き残れないという啓発・問題

提起、そこについては、触れていただく必要があるかなと、私もどうしようかなと思って

迷っていたのですけれど、佐藤委員に言っていただいたので、そこも是非考えさせていた

だければと思います。どうもありがとうございます。遠藤乾委員お願いいたします。 

 

（遠藤乾委員） 

 遠藤です。「資料２」はいただいておりまして、そちらの方を復習がてら見ていたので

すけど、最初に提起したことと関連して、例えば５カ年計画ならば、年次計画みたいなも

のがどこかにあるのでしょうか。 

つまり、２０２１年度からやる計画として、どこかで早めに出す心づもりだと思うので

すけど、ここまで先の読めない未曾有の危機の中で、あえて今年度出さなければならない

のかというのが、わからないのですけれど、例えば２０２２年度からの計画にして、もっ

と時間をかけるだとか、それができないのなら、最終目標を鑑みながら各年度何をするの

か、どこまでもっていくのか、普通は計画があって然るべきだと思うのです。 

私たちが、科学研修費の申請する時も、全体報告のほかに年次毎にこうしますみたいな

ものがあるのですけれど、そういうふうに考えていったときに、２０２１年度の計画がど
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れぐらいリアルなものにできるというのか、私は全く０％の自信しかない感じです。 

そこのところは、今年度はフラットでいくということであれば、それを書き込めばいい

のかもしれないのですけど、そこのリアリティがないまま、指標だけが先走りというか一

人歩きするようなことになると、この計画自体のクレディビリティー（信頼性）にも関わ

ってしまうのではないかと感じています。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

 ありがとうございます。多分、あまり積極的に触れたくないと言ってしまえば、私が怒

られるかもしれないのですけれど、触れにくいので、書いていないという側面もあったか

と思うのですけれど、コロナからどう立ち上がるか、脱却するかということに関して、あ

る程度、明示的にシナリオが必要だという意見もございましたので、５年間どういう位置

付けで、今年度はいずれにしても復旧の頭出しで、来年度にインバウンドも含めてやっと

復旧、その後の３年間で何とか目標値に向けて頑張って進んでいくと。 

普通に考えたら、そういうイメージにしかならないと思うので、そういうところをちゃ

んと誰もが共有できる形で、数値目標設定みたいな話までは、どうかと思いますけれど、

シナリオとして、どう考えるかということについては、具体的に考えてもらう、書いても

らう必要があるという形のご意見として受け止めます。 

 

（サムット委員） 

 指標になるかどうかよく分からないですが、例えば二次交通の整備で北海道のバス停は

英語標記がないところが多いので、北海道のバス停の 5 割以上の箇所に英語表記をさせる

だとか、それをいつまでに達成させるかだとか、そういう指標も必要だと思いました。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。交通関係の指標は取り出したら、中々、何を代表的な指標にす

るか難しい面もあるかと思いますが、観光に関連するものでも、ＭａａＳ的な取組だとか、

直接的に観光に関わるような、動き、指標があるかと思いますので、そういうもので立て

ることが可能かどうか、立てる必要があるかどうかというのを検討していただきたいとい

うふうに思います。ご意見どうもありがとうございました。それでは事務局にお返ししま

す。 

 

（近藤課長） 

 観光振興課長の近藤でございます。色々ご意見ありがとうございます。今回、指標の設

定ということで、ご意見をいただきましたが、その先の計画についても色々とご意見をい

ただきまして、ありがとうございます。 

資料２でお見せをしているのですが、一旦事務局の方で再整理をしまして、再度皆様に

お示しをしたいと、その上でまた計画部会を開いて、さらにご意見をいただいて、整理を

していくということをしたいと考えております。 

 今後のスケジュールでございますが、まだ皆様方と日程の調整はしておりませんが、今

月の第４週くらいを目途に次の計画部会を開催しまして、計画本編の内容についてご審議

をいただき、素案に仕上げてまいりたいと考えておりますので、委員の皆様におかれまし

ては、引き続きよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 
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（柳川補佐） 

 審議会長、各委員の皆様方、ありがとうございました。全体を通しましてご意見や質問

等はございますか。 

 次回の計画部会の開催につきましては、お話しさせていただいたとおり、改めて日程調

整はさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、第１回計画部会を閉会いたします。本日は誠にありがとうございま

した。 


