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令和３年度 第１回北海道観光審議会アドベンチャートラベル部会 議事録 

 

１ 日 時：令和３年７月２６日（月）１３：３０～１５：００ 

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 アドベンチャートラベル部会委員（五十音順） 

石山委員、鈴木委員、高田委員、矢ケ崎委員（部会長）、八木委員 計５名 

 

（２）北海道（事務局） 

山﨑観光振興監、中島ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾄﾗﾍﾞﾙ担当局長、輿水ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾄﾗﾍﾞﾙ担当課長ほか 

 

（中島局長） 

それでは、定刻となりました。お揃いのようなので、ただ今から、令和３年度北海道観光審議会第

１回アドベンチャートラベル部会を開催いたします。 

委員の皆様には、引き続きよろしくお願いいたします。私、道庁観光局の中島でございます。冒頭、

進行をつとめさせてさせていただきます。よろしくお願いします。 

本日のこの部会ですが、委員６名中５名出席いただいております。よろしくお願いいたします。そ

れでは開会にあたりまして、観光振興監の山﨑よりご挨拶を申し上げます。 

 

（山﨑観光振興監） 

北海道庁観光振興監の山﨑です。今も皆様に引継いただいていましたので、また同じことの繰り返

しになってしまい申し訳ございませんが、このアドベンチャートラベルサミット、今年９月に開催さ

れるもの。これを一過性にせず、アドベンチャートラベルを北海道の観光の柱の一つにする。それか

ら、それに対応したガイド制度、こちらをしっかり作って、ガイドがガイドで十分食べていけると。

これは失礼なのかもしれませんが、食べていける、そういった制度を適宜、北海道で確立していきた

いなというふうに思っております。 

是非皆さんのご知見を貸していただきながら、ご意見をいただいて、いいものにしていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（中島局長） 

この本日の部会ですが、概ね 15 時頃までを目処にご審議いただきたいと思いますので、御協力よ

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、矢ケ崎部会長にお願いい

たします。よろしくお願いします。 

 

（矢ケ崎部会長） 

矢ケ崎です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

今日は初めての部会ですので、まずは軽く自己紹介から入っていきたいと思います。私の方で最初

にご挨拶させていただいた後に、石山委員、鈴木委員、高田委員、八木委員の順番で、１～２分ぐら

いで結構ですので、自己紹介、ご挨拶をいただければと思います。 
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まず、私、東京女子大学というところにいて、一人東京から参加なのですけれど、とれたのも生ま

れたのも北海道でありまして、北海道の羽幌町というところで生まれ育ちました。海育ちなのですけ

れど、アウトドア系としてはもっぱら山です。夏は登り、冬は降りてくるというかたちで、最近は自

転車ですとかトレイルを結構やっています。 

最近は、熊野古道を歩くというのを凝っているのですけれど、日本の中にも、アドベンチャートラ

ベルの穂が、芽が、いろんなところで生まれてきておりますが、その中でも北海道をメッカに育てて

いきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

では石山委員お願いします。 

 

（石山委員） 

皆様改めまして、北海道観光振興機構の石山と申します。よろしくお願いします。 

2019 年の 10 月から北海道観光振興機構に出向いたしまして、アドベンチャートラベル、ATWS

（Adventure Travel World Summit）の準備室長として拝命されました。誘致準備会含めて ATWS受入

の準備を進めていた途中からの参画にはなりますが、実施していく上での様々な課題に向き合いなが

ら、やってまいりました。 

昨年度末に、今年の ATWS2021 がバーチャルになりましたけれど、公式プログラムでありますプレ

サミットアドベンチャー、それからデイオブアドベンチャー、日帰りエクスカーションの全国的な整

備・推進をさせていただいた中で、またいろいろ気づいたことがございますので、この部会でこうい

ったことを皆さんと共有しながら、前に向けたら良いなと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

（矢ケ崎部会長） 

ありがとうございます。では、続きまして、鈴木委員、お願いいたします。 

 

（鈴木委員） 

北海道宝島旅行社の鈴木宏一郎です。よろしくお願いします。会社を挙げて、アドベンチャートラ

ベルというところに力を入れていこうとしています。動きながら、最初に山﨑さんもおっしゃったと

おり、アドベンチャートラベルにおけるガイドとか、体制整備というのは、本当に北海道にとって必

要なことだと思っています。荒井さん、高田さん、スペシャリストがこの中に来て下さっており、本

当によく知っていらっしゃる石山さんもいて下さって、一緒に良い物を作っていければと思っており

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（矢ケ崎部会長） 

ありがとうございました。それでは、高田委員お願いいたします。 

 

（高田委員） 

はじめまして、鶴雅リゾートの高田でございます。ATTAのほうからもアンバサダーとして指定され

ております。よろしくお願いいたします。 

審議会の委員に選ばれたということで、大変光栄なのですけれど、私も子どもの頃からずっとアウ
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トドアと一緒に育ってきた。スポーツかアウトドアかどちらかとずっと育ってきたというかたちです

けれど、その中で一番、先ほど山﨑さんが仰ったように、ガイドで食べていけなければだめでしょう

と。そういうシステムを作らなければいけない。そこのところが、多分、今一番欠けている部分じゃ

ないかと。食べていけないのでやめてしまうとか、違う仕事と掛け持ちしてしまって、結局はガイド

の方がおろそかになって、質が落ちていくというのが今までの現状なので、それをなんとか打破する

ために、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（矢ケ崎部会長） 

ありがとうございます。では、八木委員お願いいたします。 

 

（八木委員） 

「北海道生活」という雑誌の編集長をしております、八木と申します。よろしくお願いします。７

月２８日発売の「北海道生活」がようやく出来てまいりまして、今回は世界遺産の特集となっていま

す。恐らく明日か明後日には北海道は北東北とともに縄文遺跡群の世界遺産登録が発表される見込み

ですが、一方で知床がちょうど世界遺産登録１５年目を迎えたというところで、知床と縄文の紹介を

しております。 

知床に代表されるように、北海道の山はかなり高度というか、プロフェッショナル向けというか、

全く本州の登山とは違うので、むしろプロのガイドさんに同行していただく方が、より安全に、より

感動的な旅が出来るというのが、今回の特集の趣旨になっております。 

現在のコロナ禍でなかなか旅行に行けないという方のためにバーチャルトリップというコンテン

ツも掲載していますが、逆にコロナ禍を追い風として、北海道のきれいな空気の中で北海道を楽しん

でいただけるよう、その魅力を発信する立場から、微力ながら応援していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（矢ケ崎部会長） 

ありがとうございました。それでは、こういったメンバーで部会を鋭意進めて行きたいと思います。

改めまして、よろしくお願いいたします。 

本日の部会は、まず、次期アウトドア活動振興推進計画の策定に関して、ご意見をいただきたいと

考えております。ご意見をいただくにあたりまして、次第３、議事（１）次期アウトドア活動振興推

進計画の策定につきまして、事務局から資料説明をお願いいたします。 

 

（輿水課長） 

道庁経済部観光局アドベンチャートラベル担当課長の輿水といいます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは、「議題１ 次期北海道アウトドア活動振興推進計画の策定について」ということで、ま

ず資料１をご覧いただきたいと思います。 

はじめに、「１ 北海道アウトドア活動推進計画の概要」についてでございますけれど、（１）の

位置づけにありますとおり、この計画は北海道アウトドア活動振興条例に基づきまして、アウトドア

活動の振興に関わる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に定める計画となっておりま
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す。このうち、第４期計画につきましては、計画期間が令和２年度までとなっていることから、９月

の ATWSの開催等を踏まえた上で、令和３年度内に計画を策定することとしております。 

第４期計画の構成につきましては、（３）に書いてあるとおりでございますが、「1 計画策定の考

え方」、「２ アウトドア活動を巡る現状と課題」、「３ アウトドア活動の振興施策の基本方向及

び展開方向」、「４ 各主体に期待する役割」、「５ 計画の推進」という構成に現状はなっている

ところでございます。 

次に、新しい計画策定にあたっての主な考慮点というところ、上の方の四角をご覧いただきたいと

思いますが、人と自然との共生ですとか、地域に根ざした個性豊かな人材の育成といった、条例の基

本理念に加えまして、下の四角に囲ってありますとおり、ATWSの開催ですとか、コロナ禍の様々な状

況、それから持続可能な観光の重要性の高まりなどを踏まえまして、アドベンチャートラベル推進に

向けた取組を反映する方向でご審議いただきたいと考えております。 

資料２がついておりますけれど、これは北海道アウトドア活動振興推進計画の全文となっておりま

す。説明する時間が今日はありませんので、後ほどご覧いただければと考えております。 

続きまして、資料３をご覧いただきたいと思います。令和２年度における北海道アウトドア活動振

興推進計画関連施策の推進状況がこちらにあります。中段から下の方になりますけれど、関連施策の

推進状況が書いてあります。大きく５つの基本方向に分類されております。これは先ほどの推進計画

に基本方向が書いておりますけれど、５つの基本方向がありまして、１つ目、これは、アウトドア活

動に対する理解の促進、そしてアウトドア活動に関する情報提供や学習機会の提供を行うものでござ

いまして、関連施策としては４事業ございます。 

次に２つ目のアウトドア資格制度によるガイド及び事業者の育成等につきましては、アウトドアガ

イド・事業者の育成やアウトドア活動指導者の育成等を行うものでございますが、これにつきまして

は、関連施策が６事業ございます。 

３つ目の自然とふれあう場の保全につきましては、マナー・ルール等の普及啓発や生物多様性の保

全等を行うものでございまして、これにつきましては、関連施策が 10事業ございます。 

４つ目の自然とふれ合う場の確保、機会の提供でございますが、こちらにつきましては、自然とふ

れ合う場の確保や、条件整備、機会の提供を行うものでございまして、関連施策としては 10事業ござ

います。 

最後５つ目の基本方向として、体験型観光の推進に関しましては、地域の魅力ある商品づくり、受

入体制整備や体験型観光の宣伝、誘致を行うものでございまして、こちらにつきましては、関連施策

が３事業ございます。 

以上合計しまして３３事業が、アウトドア活動振興推進計画の関連施策となっているところでござ

います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

ご説明ありがとうございました。資料１と３を中心に、全体として１から３までのご説明というこ

とになりますけれど、意見については、後ほどまとまった時間を取ってございますので、今ご説明い

ただいた資料の中の確認されたい事項、あるいは質問ということに限って、短時間で何かございまし

たら、出していただきたいと思います。質問あるいは事実確認に関すること、何かございませんでし

ょうか。 
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大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。また後ほどございましたら、追加でお願いいたし

ます。それでは、議事を進めてまいります。 

次は、アドベンチャートラベルに対応した新しいガイド制度のあり方ということにつきまして、ま

ずは、現行の北海道アウトドア資格制度について、事務局の方からご説明をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

（輿水課長） 

引き続きまして、私から説明をさせていただきます。資料４北海道アウトドアガイド資格制度につ

いての資料をご覧下さい。 

まず１番、資格制度の沿革でございますけれど、北海道アウトドアガイド資格制度は平成 13 年度

制定の北海道アウトドア活動振興条例に基づきまして、安全で質の高いサービスを提供するアウトド

アガイド及びアウトドア事業者の育成を図るため、平成 14年度に創設されたものでございます。 

次に、２の資格制度のしくみのところをご覧いただければと思います。今ここに、ピラミッドの形

のものが見えてくると思いますが、それで４段階のものがありまして、一番下のところから説明をし

たいと思っておりますけれど、北海道アウトドア講習というものがございまして、こちらは、この修

了者につきましては、北海道の自然についての基礎知識ですとか、アウトドア活動を安全に楽しむた

めのリスクマネジメント、それから応急措置を学ぶ北海道アウトドア講習を受講するか、北海道アウ

トドア検定に合格した者を北海道アウトドア講習修了者として、これは知事が認定をしているもので

ございます。 

その一つ上、北海道アウトドア検定合格者でございます。こちらは、北海道アウトドア検定の応用

分野の方に合格しまして、指定する救急救命講習を受講した者を北海道アウトドア検定合格者として、

こちらも知事が認定しているものでございます。 

さらにその上、北海道アウトドアガイドでございます。北海道アウトドアガイド検定合格者として

認定され、更に、北海道アウトドアガイド分野別認定試験、筆記と実技がございますけれど、こちら

に合格した者を知事が認定するということになっております。 

分野が５つありまして、下の方に黒い四角で５つあると思いますが、山岳、自然、カヌー、ラフテ

ィング、トレイルライディング、この５つが資格区分となっているところでございます。 

また元に戻りまして、一番上のところ、北海道マスターガイドでございます。こちらは、１０年以

上継続してアウトドアガイド資格を保有しており、高度な知識や技術と豊富な経験を有し、指導的な

立場にある者を知事が認定しているところでございまして、後進のガイドの指導ですとか、育成、資

格制度等の運営に関する助言等をいただいているところでございます。 

このように、今現行の制度としては、北海道アウトドアに関して５つ、４つの段階を追った資格制

度の仕組みになっているところでございます。 

ではその資格所有者が、どのくらいいるのかというのが、一番下の表になっております。令和３年

３月 31日現在資格保持者というところをご覧いただきたいと思います。 

まず一番左に関して山岳ガイドでございます。これは夏山冬山合わせまして 173人の方がアウトド

アガイドとしておりまして、そのうち、マスターガイドは３人でございます。 

次の自然の分野でございますけれど、こちらはアウトドアガイドが 172名、うち、マスターガイド

が 20人となっております。 
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さらにその右、カヌーにつきましては、ジュニア、ガイド合わせまして 92人ということで、うちマ

スターガイドが５人ということでございます。 

ラフティングにつきましても、合計しますと 35人、うちマスターガイドが３人となっております。 

トレイルライディングにつきましても、合計しまして 28 人、そしてマスターガイドは２人となっ

ております。 

合計は、全体で北海道アウトドアガイドが 500 人おりまして、マスターガイドは 33 人となってお

ります。ただ、これは重複している方もいらっしゃいまして、実人数としては一番下の括弧書きにあ

るとおり、アウトドアガイド実人数としては 380名、それからマスターガイドの実人数としては 31名

というのが現状となっております。 

 

（矢ケ崎部会長） 

資料のご説明ありがとうございました。 

次に、アドベンチャートラベルについてのイメージを共有するために、委員からのお話をいただき

たいと思っているのですけれど、ちょっとその前に、私の方で今の資料４について簡単に確認をさせ

て下さい。 

今、ご覧いただいているデータについて、資格保持者の数の分類がありますけれど、これはこれ以

上のデータはありますか。例えば、年代がどうなっているとか、実際に稼働して、仕事としてやって

いる方はどれぐらいいるのか。 

先ほどから、中々ガイドとして仕事にならないのだということが指摘されておりますし、私もその

とおりかと思っておりますが、そういったことを裏付けるようなデータとかはこの調査から他でとっ

ているでしょうか。とっているか、とってないかだけで結構です。今ご紹介いただなくても結構です。 

 

（輿水課長） 

まず、年代別ということでございますが、申し訳ございません。私どものほうで整理しているもの

はございませんが、生年月日とかは分かりますので、調べていけば年代別というのは出てくる資料に

なると思いますが、我々が普段整理している段階では年代別という分類は整理していないということ

でございます。 

それから稼働状況というのも中々難しいところでございまして、そういったところを調査は正直な

ところしておりませんでして、どれくらい毎年本業でやっているのか、あるいは季節的にやっている

のかというは、アンケート調査で何年かに一回という割合で取ったりしていることはあるのですけれ

ど、それ以上の資料、実際普段からどのように活動しているかというところは、資料としては持ち合

わせていないというところでございます。以上です。 

 

（矢ケ崎部会長） 

分かりました。ありがとうございます。色んなデータで補っていかなければいけないということか

なと思います。 

それでは次に、石山委員からアドベンチャートラベルについての説明をいただくということで、お

願いをしておりました。お手数をおかけいたしますが、お話を進めていただければと思います。石山

委員、よろしくお願いいたします。 
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（石山委員） 

こちらの資料は、今日のためというわけではなくて、３月に観光庁の入門向けのシンポジウムで使

用させていただいた資料を一部抜粋しております。アドベンチャートラベルとはというところを、ガ

イディングと課題について抜粋しました。 

まずアドベンチャートラベルとは、自然、異文化体験、アクティビティの三要素のうち二つ以上を

含む旅行形態ということで、三つ揃っていなければアドベンチャートラベルではないとご理解をされ

ている方が多いのですが、そうではないということでご確認をお願いします。それから市場規模、こ

ちらに関しましても欧米中心に７０兆円といわれております。それから自然の中でのアクティビティ

や異文化体験を通じて地域の人々と双方向でふれあいを楽しみながらその土地の自然と文化をより

深く知ることで自分の内面を変えていくような旅行形態をさすということで、ここは非常に AT を理

解する上で重要なところとなっています。 

それから、アドベンチャートラベルは地域を少人数で体験する旅行形態のため、密の状況になりに

くく、コロナ禍において国内旅行や MICE 素材として新たな観光スタイルという可能性を持った旅行

形態であるということです。 

それから次に市場規模ですが、データが古くて申し訳ありませんが、コロナ禍の前のものになりま

す。順調に成長を続けているマーケットであり、それからマーケットのなかでも市場としては、ヨー

ロッパが最大のマーケットであるとご理解いただければ結構です。 

続いてアドベンチャートラベルの経済効果ということで、比較対象はクルーズ旅行者、宿泊旅行者

となっておりますが、アドベンチャートラベルに関してはより少ない人数、旅行者で多くの経済効果

を達成できるというところになります。その理由は、アドベンチャートラベラーはより深く地域を知

ろうとする傾向があるため、地域でのメニューが多ければ多いほど、消費と新たな雇用を生み出す可

能性を持っているといわれています。それはなぜかといいますと、いわゆるマスツーリズムではなく

て地域により滞在するためには、その地域での今までにないユニークな体験を求めていたり、旅行者

自身が自己変革をプログラムを通じて求めていたり、当然メニューが健康的であること、そして自身

がチャレンジできるようなプログラムがあること、そして何よりも自然に対してローインパクトであ

るというような要素を持っているからこそ、アドベンチャートラベラーはその地域に深く滞在したい

と考えているといわれています。 

今の五つは具体的にどういうことかということで具体例を記載していますので、こちら後ほどご覧

いただければ結構です。 

そしてアドベンチャートラベルには、体験を提供するアクティビティガイドさんが中心に動かれる

部分がありますが、この場合どちらかといえば、BtoC ではなく BtoB という旅行形態が主流となって

いますので、いわゆるアクティビティガイドさんの他にツアーオペレーターと呼ばれる方々の重要性

が非常に高いマーケットでございます。 

海外のツアーオペレーターが日本のオペレーターに求めることということで１４項目記載してお

りますが、MIC の整備、旅行者の安心安全に関わること、こちらを中心に整備を求められているよう

な状況でございます。これらがしっかりしていると次のお客様、連れてくる旅行社の方も安心して日

本に連れてこられるということになっています。 

それから後ほど説明させていただきますが、ATTA(Adventure Travel Trade Association)によれば、
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アドベンチャートラベルについて地域にもたらす次の効果が期待されます。 

ストーリーを持った地域資源の活用がもたらす効果、地域の再活性化ということで、日本人が実は

気づいていない当たり前の事も、外国人に取っては非常に新鮮な機会を提供することがあります。そ

ういった事例を我々も直接耳にしておりますが、そういったことがもたらす再活性化であるとか、そ

れからメディア招待による北海道のストーリーを世界に展開する効果ということで、この ATTA とい

う団体はメディアを非常に大切にしております。彼らが世界に展開するストーリーの効果が絶大であ

るといわれています。 

それから３番目、長期間にわたるビジネス関係の構築による効果ということで、ATTAは、一つのイ

ベントではなくアドベンチャートラベルを進行させていくなかで、長期にわたるビジネス関係を構築

できることを重要視しております。従って単にイベント化するようなところとは組めないということ

が彼らからいわれています。 

続いて地域にもたらす効果として、他のインバウンドとの比較にはなりますが、滞在期間がアジア

に比べて圧倒的に長いということ。それと消費単価も約二倍といわれています。これに加えて AT 市

場は更に一週間ほど滞在期間が長いという傾向があります。アドベンチャートラベルは、旅行消費単

価が全国平均より低い地域で取り組む価値があるといわれております。 

地域資源の見直しと滞在日数増と新しい価値を生み出す効果を検討すべきであろうということで、

北海道は、実は全国の平均消費単価からでいくと８0％くらいしかないということで、まさに消費単

価を上げていく、滞在日数を上げていくということに関してはアドベンチャートラベルの取組が有効

であるといわれております。 

続いて先ほどからお話させていただいている ATTA ですが、100 カ国 1,300 会員からなる AT 市場最

大の会員組織であります。主なビジネスモデルとしてコンサルティングの他、トレードショーの開催

ということで、年一回、世界規模で開かれているのがアドベンチャートラベル・ワールドサミット

（ATWS）これを開催するということです。その他アドベンチャーエレベイト、アドベンチャーネクス

トという形で、トレードショーを年に数回実施している組織です。 

この ATTA が北海道での ATWS 開催を決める前提として我々に求めてきたことが二つございまして、

その紹介をさせていただきたいと思います。一つは販売メニューの強化ということで、先ほど説明し

た、これまでは BtoBが主流でございます。従いまして、ネットで販売できるというような、個々のマ

ーケットを個々のお客様に対してカスタマイズできる仕組みが必要だが、それは日本では不足してい

るということ。それから２番目、販売パートナーが存在しないということで、この ATだけではなくて

日本の観光全体の問題にも繋がることですが、素材のアピールだけで済ませていて、お客様が欲しい

ものをしっかり売買できる人が日本には存在しないということが指摘されています。これをしっかり

存在させていくことによって、我々は日本の AT マーケットを広げることができるということを指摘

されています。 

続いて ATTA とのギャップの解消ということで、AT ツアー造成に係るキープレイヤーとしての重要

性をお話しさせていただきたいと思います。従前、こちらの体験事業者様、アクティビティガイドさ

ん。それからアドベンチャートラベルガイドさん。これらが言葉の整理もされないまま AT ガイドと

いわれてきており、この人たちが ATを推進していくということで、従前お話されてきました。確かに

この方々がいらっしゃらないと AT のコンテンツができません。しかし、実は商品を作ってもそれを

海外の方々と売り買いできる人がいないとどっちつかずになってしまいますので、作る人、それから



 9 / 20 

 

売る人という形できっちり役割を分けさせて頂いております。ATTAが求めているのは、アドベンチャ

ートラベルガイドはもちろん、先ほどのギャップを埋めるためのツアーオペレーターの存在というこ

とで、ここをしっかり日本として北海道として育成していきましょうというような形で現在進めてい

ます。それでは DMC といわれていますが、こちらはいきなり AT でツアーオペレーターを目指すこと

は、実は１番難しいことであって、しっかり第一段階、第二段階、第三段階を踏んで育成していきま

しょう、成長していきましょう、最初の段階からツアーオペレーターを目指していくのは難しいので

しっかりそこを生業としている方々と連携していきながらアドベンチャートラベルを推進していき

ましょうというお話をさせていただいております。 

続いて ATTA がアドベンチャートラベルガイドに求めることということでお話をさせて頂きます。

実はこのアドベンチャートラベルガイドスタンダードというのが ATTA から発刊されていまして、今

年の２月に更新されました。従前は ISO21101 セーフティーマネジメントシステムという、安心安全

の基準を取り入れたガイドブックになっていましたが、２月の改訂版では ISO21102、103、ISO20611

という形で、かなり ISOがアドベンチャートラベルに関しての基準を増やしていてそれに対応した内

容になっているということです。従前であれば、安心安全の確保だけしていれば良かったのですが、

グローバル基準では、それに加えてこういったことも踏まえてしっかり育成してください、取り組ん

でくださいという趣旨が記載されています。 

続いて ISO と AT 関係者との関連について簡単にまとめさせて頂きますと、アクティビティガイド

さんについては安心安全が第一で、その後リーダーシップがあったり、自然史・文化史の案内も含め

て、こんなことが必要になってくるということだったり、ウィルダネスメディカルシステム（WMS）で

すが、これは日本ではあまり認知されていない制度なのですけど、そういったことも含めてしっかり

こういった基準を守ってください、身につけてくださいと。それからアドベンチャートラベルガイド

ここはよくイコールでいわれていますけど、実はそうではなくてアクティビティガイド、アドベンチ

ャートラベルガイドは別の存在であると。ごく一部、双方を兼ねる方がいらっしゃいますが、現状そ

れぞれ非常に高いスキルが求められていますので、我々としては、現在は別のものとして考えており

ます。それを取りまとめるツアーオペレーターという存在が関連図になっています。 

アドベンチャートラベルガイドにつきましては、安心やリスクを取り扱い、参加者の全体的な体験

のハイクオリティを確保するということ。アドベンチャートラベルが実施されている場所のコミュニ

ティや環境を案内する際は、与えうる悪影響の最小限、あるいは回避を確保する責任を持つ、野生動

物の保護や文化財の保護、世界的な地球の気象危機など、地域に影響を与える、サスティナビリティ

課題に関する偏見のないガイディングを行う重要な役割を持つということで、アドベンチャートラベ

ルガイドはアクティビティというよりも、ツアーそのものの全体のコントロールをしてかつハイレベ

ルのテクニックを持つ方と定義されております。そういったことを ATTA はここではっきりいってい

るということ。それからアドベンチャートラベルガイドスタンダードにおけるアドベンチャートラベ

ルガイドの役割ということでサスティナビリティ、安全保護、品質・意味それぞれ重要であるという

ことで、定義づけております。それからアドベンチャートラベルガイドスタンダードにおける、アド

ベンチャートラベルガイドに必要な知識ということでこちら５つの項目を記載しておりますが、従来、

今年の２月の改訂前までは技術的スキル、ウィルダネス・ファーストエイドと応急処置だったり、カ

スタマーサービス及びグループ管理、自然史・文化史・歴史の解説、サスティナビリティという順番

でしたが、この改訂版及び先ほどの ISOでもサスティナビリティの部分が入ってきたり、今は一番サ
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スティナビリティを重要視しています。それに続いて技術的スキルとファーストエイド、安全とリス

ク管理、カスタマーサービスおよびグループ管理、自然史・文化史・歴史の解説という形で、時代に

よって内容が変わってきています。 

一旦ガイディング、アドベンチャーガイドに必要な知識を説明させて頂きましたが、まずは、基準

が変わって新たな ISOの基準に我々も対応していかなければいけないこと。まずこれが課題になって

きています。とはいっても、この ATWSによって、我々は新たなマーケットを増やすチャンスを与えら

れていますし、そこがグローバルスタンダードを求めるということになりますので、そこに対応する

力をつけていくこと。先ほどの話はどちらかというとアクティビティガイドさんでしたが、新たにア

ドベンチャートラベルガイド、こちらのように、体験事業だけではなくアドベンチャートラベルその

ものを管理できる人というのを ATTA が求めています。それに対応する制度が現状無いというのが、

私が持っている認識であります。以上私から一旦説明させて頂きます。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  どうもありがとうございました。石山委員からご説明いただきました。難しい内容をコンパクトに

お話いただいたものと思いますが、非常にわかりやすい部分が多かったと思います。ご質問あるいは

事実確認をしておきたいことがございましたら、この段階でお願いしたいと思いますが、いかがでご

ざいますか。意見交換はまた別途時間を設けております。〈質問なし〉 

  それでは、意見交換をメインに進めていきたいということもあり、議事を進めていきたいと思いま

す。これまでの、事務局及び石山委員からの説明を踏まえまして、北海道アウトドア活動全般あるい

は北海道アウトドアガイドの制度について、アドベンチャートラベルに対応した新しいガイド制度等

について、委員の皆様方が現段階でお考えになっていることを少しご披露いただければと思います。

一人 7分程度でお願いできますか。 

 

（鈴木委員） 

  石山委員の説明に 100％同意します。北海道に必要な内容については、石山委員が説明してくれた

とおりだと思います。現実には、弊社がツアーオペレーターを目指して頑張っているところですが、

制度を作る場合に、現在のアウトドア資格制度の最初の制定と途中の改正と両方とも関わりましたが、

今回の制定が北海道としてどの程度の熱さで行うのか、実際にはアウトドアガイド資格を持っていて

も、それがビジネスに直結しないとか、資格がなくても仕事は実際にはできるよ、という状況になっ

ていると思いますが、それをどこまで今回我々の会議が言っていくのかということが会議の立ち上げ

では重要と思っています。 

ツアーオペレーターに対して、また世界のマーケットに対してアドベンチャートラベルの基準なり、

今後、アドベンチャートラベルを受けるためには、それをリアルなビジネスとしてつなげていく方向

にするのか、今のアウトドア資格と同様に、取った方がいいよ、という制度にとどめるのか、それが

大きな問題かと思っています。      

あとは、石山さんが言ったとおり、ツアーオペレーターとスルーガイドとアクティビティガイドは

全く違うので、それらにそれぞれ３段階の基準を作るのか、どこまでこの会議でターゲットとして、

アクティビティガイドだけを対象とするのか、そこも大きな問題になるかと思います。既存の 5ジャ

ンル以外にも、当然アウトドアのミームに関しても資格を作ることも必要でしょうし、異文化の体験、
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アドベンチャートラベルのマーケットは、レベル３、４、５の本当にハードなアウトドア体験以外に

も、農業文化体験、縄文文化体験とか、アイヌとか、色々なことを含めると、ソフトアドベンチャー

の分野も非常に大きいので、ここを対象としておかないと、マーケット的には不足となりますので、

そこに関連しても、制度設計はガラッと変わるので、そこも大きな問題かと思っています。ひとつは、

アドベンチャートラベルの 5要素、先ほどご説明ありましたけれど、その 5要素の理解、また、アウ

トドアの勉強に来るわけではないので、お客様を楽しませるエンターテインメント性、エンターテイ

ンメントとしての技能とか、北海道の土地、歴史、文化をブラタモリのような、この地形はどのよう

な火山活動でこうなっているんですよ、といったところからガイドが説明しなければならないので、

そこに対する理解を求めることをどこまでやるのか、そして最低限必要な基本整備 MIC（Minimum 

Information for Customers）から保険、ギアの整備をツアーオペレーターや海外のエージェントに

対して保証するための仕組みづくりが、最低限必要かと思います。最後に、石山さんの説明を聞いて

すごいと思ったのが、サスティナビリティが最初に来ておりますので、それに関しては GSTC（Global 

Sustainable Tourism Council）基準の、インダストリー側の基準をどこまでこの制度に入れるのか、

これからの議論で考慮していかなければならないと思います。以上です 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございました。まずは鈴木委員に口火を切っていただきました。 

  実は私も北海道においてアドベンチャートラベル、何をどこまでやるのだろうと。限られた期間で、

どういうスピード感覚でどこまでやるのかというところの腹決めをしないと、やれることやれないこ

と、かなり違ってくるのだろうなという気がしていましたので。鈴木さんのご発言を、なるほどと拝

聴していました。 

  これを真剣にやると、いきなり世界最高水準の観光に追いついていくような、サスティナビリティ

とか、そういうところを含めて持っているのだというところかと思ったりいたしました。 

  では、高田委員、お願いしてよろしいでしょうか。 

 

（高田委員） 

  まず、ガイド資格制度に関してちょっとお話。先ほど鈴木さんの方からも出ていましたけれど、そ

れを取ったらどうなるのというところが重要なところかなと思います。例えばこれが変わっていって、

アドベンチャーの方になっていったとしても、これを持って本当に食っていけるのと。これを持って

いない人はガイドをしちゃいけないのというところが、まず条例でもなっている話でない。 

あと、この中のジャンルの中に無いですけど、フィッシングガイドですとか、ハンティングガイド

をやられている方もいらっしゃいます。特にハンティングガイドは、何の資格も持っていない方がや

っているというのが非常に多いです。例えば狩猟免許も持っていない。鉄砲の所持許可も持っていな

い。そういう方がやられているのが非常に多いです。そういう中で安全性だとかが本当にちゃんと担

保できるのかというところがありますし、ここに出ている５つの分野以外にも、色々と、先ほど鈴木

さんからも文化のことだとかそういうのも出てくるというのはありましたけれど、それも含めてこの

制度の中に入れてしまうのかどうなのかというところが、どういう風にしていったら良いと思います。 

  サスティナビリティに関しても、今、何にいってもサスティナブル、サスティナブルって言葉が度々

出てきていますけれど、逆にコロナ禍になって、ペットボトルを使う機会がすごい多くなっているの
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です。会議でも何でも、サスティナブルってことでペットボトルを使うなと、会社でもそうしていた

のですけれど、結局はコロナ禍においてそれはできないと。何が何でもペットボトルの使い捨てをし

ていただかないと困るのだという話が出てきていまして、それで色んなお話を聞くと、ペットボトル

の回収率は日本が一番高いというのも聞いています。であれば、それをどういう風に使っていくのだ

と。どこまで使っていけば良いのだと。そういうことも考えていかなければ。使うなとか持って歩く

なとかいう以上に、大切な部分なんじゃないかなと。ガイドとは関係ないのかも分からないですけれ

ど、そういった部分まで巻き込んでいかないと、今後の流れには乗っていけないと思います。流行言

葉でサスティナブル、サスティナブルっていっていますけど、皆さん全然分かっていない。 

  それから、ユニバーサル。ユニバーサルに関しても、どこの省庁というと問題になるのでいいませ

んけど、そういうことを非常に仰って、道路を今まで根があったり木が転がっていたりしたところを

全部舗装にしてしまったりというのが結構あるのです。でも、それが本当にユニバーサルなのですか

と。ユニバーサルというのは健常者から非健常者まで全ての人たちが使えるというのがユニバーサル

なのであって、非健常者の人たちのことだけを考えて作っていくのはおかしい。逆に、非健常者の方

を考えるのであれば、そういうところでも走れるような車いすを、例えば（阿寒湖畔にある）エコミ

ュージアムとかそういうところで準備したり、時期によっては大学のアルバイトの一つの先としてそ

ういう人たちを雇って、健常者と同じ目線で担いでいただいて歩くとか。そういうところまで考えて

いかなければならないのかなと。これからのガイディングの中の流れというのは、そうなっていくの

ではないかと思っております。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございました。高田委員からご指摘を色々いただきました。 

  では、八木委員、お願いできますか。 

 

（八木委員） 

  今回の石山さんの資料などを拝見していて感じたのが、北海道は ATWSや ATTA などについて理解が

かなり遅れているというのは実感しています。 

  よく、北海道の自然のことを「手付かずの自然」と言いますが、アウトドア業界そのものも手付か

ずのところから、今ようやく資格制度というところまで整備がされてきた。先ほど高田さんからの話

にもあったとおり、資格もなしに自由にやっていること、これがお医者さんであれば大問題であって、

ある程度安全・安心というのは、こういったアクティビティの中では当たり前のことなので、当たり

前のことをどこまで担保が出来て、それも含めてガイドさんの生活もきちっと守られるような、もう

少し抜本的な制度の改革というのが出来ればと思います。 

  これも先ほどの高田さんのご意見を参考とする形なのですけれど、例えば知床五湖は今月いっぱい

まで、認定登録者の引率でないと知床五湖へ入れないと。そういった取り決めが、北海道のほかの場

所でも実現出来るのではないかと。そういったこと取り決めによって、ガイドが引率しないと入れな

い場所というのを整備していった方が良いのではないかというのが一つ。 

  あとは、非常に北海道というのは広いです。あまりにも広すぎて、全てのことを分かっている人っ

ていうのは中々居ないと思うのです。なので、知床なら知床のプロ、阿寒や道東のプロ、道南のほう、

大雪山系、それぞれにプロフェッショナル、地理感のある方がいらっしゃると思うので、そういった



 13 / 20 

 

方々の知識の共有だとか、理解を共有して、どういった方が訪れても同じように迎えられるといった

工夫をしていければ良いのではないかと思いました。 

  北海道を取材していますと、本州とは山のレベルが違うという話をよく聞きます。長野県など日本

アルプスの山々と比べると、山小屋なんかは全然無いし、避難小屋すら無いというところで、８月末

～９月にかけては日本一早い紅葉を求めてですとか、皆さん本州で十分に山登りしているから大丈夫

だと登りに来てしまう。標高だけで決めてしまうと本州の感覚とは全然違い、冷え込みのレベルも想

定外、山自体の管理のされ方、そのベースも全く違うのです。専門家や事前に調べている方はわかっ

ているかもしれませんが、プロのガイドさんに同行を頼まず、自分は山を登っているから大丈夫とい

っている人が一番危険な思いをする。北海道はどういう意味で特殊なのかということを、道外の方に

も辛抱強く発信していかないといけないと思います。そういった気温差とか標高とかもそうですし、

今だとヒグマの問題もあります。最近はヒグマも町中まで出ていますけれど、ツキノワグマとヒグマ

の違いとか、知床でガイドさんと歩いているとヒグマの話もよく聞きます。そういった野生動物との

共存、札幌の街ですら近くに熊が居るという、そういった北海道の中で道外からいらっしゃる方々が、

どういった形で、自然を本当の意味で楽しむことが出来るのかというのをきちんと案内できるのは、

やっぱりガイドさんの力ですし、ガイドさん個々の力だけに頼らず、先ほど言った各ガイドさんの知

識の共有、あるいは広い北海道の膨大な情報の整理といったものが必要ではないかと思います。 

  この９月に ATWSが開催されるに当たっても、私どもはこういう仕事をしているので ATWSがオンラ

インであるのだなというのは分かるのですけれど、例えば今、オリンピックが開催しているようには

一般の方々に全く周知されていないわけで、アウトドアにもこういった国際会議があって、海外の

方々がどういったことを求めているのか、どう一般の方々に伝えていくべきかを考えたほうがいいの

ではないかと思いました。もうあまり時間が無いですけれど、インバウンドの意見も大事ですが、ま

ずは北海道、道民の方の認識から、道外の人の認識を高めるため、どうやって啓蒙というか、理解し

ていただくようにするかが大事なのではないかと感じました。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。様々なご指摘をいただきました。 

  では、石山さんお願いしてよろしいですか。 

 

（石山委員） 

  私からは、先ほど鈴木委員や高田委員から、ガイドさんが食べていけないのが課題であるとお話を

いただいておりますが、今まではいわゆる販売支援に対する取組が薄かったと思うのですけれど、こ

の ATWS の開催をきっかけに、いわゆるマーケットプレイスというか、AT 素材の商談に関しての支援

がかなり厚みを増していますので、それを引き続きしっかり取り組むことを前提にしながら、グロー

バル的なガイド能力を持つ方々を育てていき、自信を持って豪州マーケット、欧米マーケットに売り

込んでいけるような体制を早急に作るべきかと思っております。こういうチャンスはそうそう無いと

思いますので、この開催のチャンスをしっかり捉えていきたいなと考えています。 

  そのためにまず必要なのは、先ほどの ISOの基準が追加されていますので、北海道アウトドア資格

制度、現行の資格について幅を持って内容も含めて検討しながら、新しい基準に対応できるようにし

ていただいた方が良いと思いますし、ATWS の主催者である ATTA、最大の業界団体がアドベンチャー
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トラベルガイドの重要性を広く説いています。一方で、この資格に対する制度設計が全くされており

ませんので、そこを検討していただければ大変ありがたいなと思っております。 

  加えて、私全国色んな AT の進捗状況等を見ていますけれど、北海道アウトドア資格制度はすごい

お宝なのです。他府県ではこのような資格はほぼありませんので、しかもこの資格の基準が ISO21101

に極めて近いところに設定されていますので、一番グローバル基準に近いのは実は北海道、というの

はよく分かったところなので、これをしっかり育て上げて、日本の AT を引っ張るような存在になっ

ていただけるような部会になれば良いなと思います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございました。一通りご意見、情報提供をいただきましたので、皆さん方のご意見を聞

きながら、更にご発言されたい、あるいはご質問されたいという方がいらっしゃいましたら、ここか

らは順番等関係なくフリートークにしたいと思います。事務局も含めていかがですか。 

  高田さんどうぞ。 

 

（高田委員） 

  資格を持っている、持っていないは別として、食べていけないガイドさんがたくさん居るというの

は、値決めの部分に一番問題があるのかなと思います。 

今まではエージェントさん頼りで、みんなエージェントさんにお願いをしている。例えば鈴木さん

の宝島さんから、お宅はいくらかと聞かれ、うちは３万円ですと答えれば、分かりましたといってく

れるのですが、他社さん、特に大手は必ずそこで卸値はいくらか聞いてきます。卸値じゃないのです

よ。その値段が安全まで担保してやっていく料金体系なのですけれど、それを修学旅行だからいくら

だと。何だからなんぼだと。そういったごり押し的な料金設定が今まで非常に多かったです。ですか

ら、うちはそういった値段は一切下げていないですけれど、そういった形の中でどんどん食べていけ

ないから修学旅行にシフトしていくと、修学旅行料金がスタンダードになってしまって結局食べてい

けない業者さんが出てくるというのが現状です。それだけは分かっていただきたいと思います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。今、高田さんが仰ったことは AT の分野だけではなくて、日本の観光業界

全体に延々とある問題でもあります。 

今、高田さんのご発言で、鈴木さんのところは３万円ならいいよということで、やっていただける

という話が出ていましたけれど、そのあたりも含めて鈴木さんにコメントをいただいてもよろしいで

すか。 

 

（鈴木委員） 

  今の高田さんのお話に関していうと、高田さんのところはそれだけの価値があるし、それを求める

お客様が居るというところは間違いないと思います。実際に、先ほどお話ししたお客様向けの最低限

の情報提供とか、保険の整備とか、そういったことがきちんと出来ているか、出来ていないか、とい

うところが大きな差だと思います。 

  実際に、北海道アウトドア資格を持っている方が、修学旅行を持ってきてくれる大きな旅行会社に、
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北海道の資格を持っていますよというだけですごい安全が担保される。これが、今の制度の素晴らし

いところと思うし、必要な、無くしてはいけないところと思うのです。 

けれど、そのガイドさんが、今お話ししたような最低限の整備が出来ているのか。そして、北海道

の歴史から、何故その川でラフティングをしているのかというところまで説明しているのかというと、

ほぼやっていない。そこに５千円、６千円以上の価値を付けるのは難しい。 

  今回、アドベンチャートラベルという言葉で、ただ安全・安心にアウトドアの楽しみを提供するだ

けではなくて、よりお客様に、来て良かった、自己変革できた、健康になれた、精神的・肉体的にチ

ャレンジした、そういったアドベンチャートラベルの説明を与えるということを考えたときに、ちゃ

んと勉強する、よく出来ていますよと、担保してあげる制度を作ってあげるということが非常に重要

だと思います。 

  今のアウトドア資格制度を最初に作ったときも、何故５ジャンルだったかというと、修学旅行の可

能性のある５ジャンルなのです。それでいうと、これはこのまま維持して良いと思います。でも、AT

の資格は全く違うと思うので、さっき石山さんが仰ったお話でいう、アウトドア資格制度を活かしな

がら、それに準じて良いので、また全然違う資格制度をきちんと作るべきかなと。 

多分問題は、アクティビティガイドとスルーガイドとツアーオペレーターは全く展開が違うので、

ツアーオペレーターの資格制度を作った方が良い。それで、うちの会社がそれに当てはまるためにど

う頑張るのかという話とか、それを含めて考えると、今回の制度がどこまで包含するのか、というと

ころがポイントかなと思います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。修学旅行のお客さんを否定するわけではないので、北海道の中では何パタ

ーンかあった方が良いのかもしれないですね。お客さんを想定した。その中で、ATの部分をこれから

どこまで真剣に作り込むかというお話かなと思います。 

 

（鈴木委員） 

  今のお話で、まさにガイドが食える、食えないではなくて、北海道の田舎の自然なり文化なり生活

の良さを、観光の資源として、お金が稼げるコンテンツとして利用し、そこにガイドする。出来れば

これから若者たちが新しい職場として、家族を作って子どもを養って地域を維持する。それこそサス

ティナブルに、持続するためのアドベンチャートラベルだと思うのです。そこに安売りという言葉は

良くないし、それだけの価値を生むための最低限の整備が、アドベンチャートラベルの資格制度の整

備ということだと思います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  そうですね。私たち、値決めが上手ではない国民であるのですけれど、特に見えないものに対して、

ちゃんと価値を見出して、お金にしていくというところが、中々難しい。そこの見える化という意味

でも、制度、仕組みを作っていく価値はあるものと思います。 

  どうでしょうか。色々な観点から、今日は何を決めるということではありませんので、色々な視点

を出していただければと思います。いかがですか。 
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（山﨑観光振興監） 

  事務局からですけれど、この AT 対応ガイドということで、AT 専門のガイドということではなく、

今あるガイド制度を拡充なのか、抜本なのかを含めて、抜本的に見直して、その中の一部でも ATに対

応できる形にならないかというのが、我々事務局の議論のスタートになっています。 

ですから、今ある５分野だけではなく、まさに、お話に出たフィッシングですとか、そういった分

野を広げるとともに、ガイドにレベル付けをしていくのが重要だと思うのです。ランク付けというか。

その中で、一番上の方は AT にも対応しているし、下の方はアウトドア初心者とか修学旅行のような

ツアーに対応できるガイドとか。そういった、横にも縦にも今ある制度を拡充していきたいと考えて

おります。 

では、資格を持っているとどうなのかというところですけれど、ここはインセンティブ的な形。今、

恥ずかしい話ですが、北海道のどこかの地域でアウトドアをやりたいと思ってインターネットで検索

しても、ガイドさん個々のページが出てくるか、OTA（Online Travel Agent）のサイトしか出てこな

いのです。そこの地域のガイドだとか、アクティビティを取りまとめたサイトだとか、ましてや北海

道全域のサイトは無いというか、あっても引っかからないという感じになっています。 

そういったところで、しっかりシステムが構築されることによって、ガイド資格を取ればしっかり

お客さんが紹介してもらえる。そこまで一つの流れとして今回作るような議論をしていただきたいと

思っております。 

先ほど、ガイドで食べていける、食べていけないという話。最初にお話ししましたけれど、私が居

たヨーロッパでは、ガイドが食べていけるとかではなく、田舎の方に行けば、ガイドさんがその町・

村で一番の高給取りというようなところが結構あるのです。ガイドのクオリティが高いところは、相

応のお金がもらえる、そういう制度にしていきたいと思っております。 

 

（矢ケ崎部会長） 

ありがとうございます。そもそもの問題意識とビジョンについてお話しいただきました。他にいか

がですか。ではお手が挙がった石山さんから。 

 

（石山委員） 

  先ほどの高田さんからの意見で、いろんな人が参入してきたりとか、質が下がったりという話があ

る。これは北海道だけではなくて、例えば去年の奥多摩とか。札幌だけでも５業者が入ってきたり。

そうなるとどんどん値段が下がって、保険にも入っていない事業者が出てきたりとかがあって、全国

的な問題になっているのです。 

  どこまで決められるかは分かりませんが、北海道が財産として守っていきたいエリアですとか、ア

クティビティの地域に関しては、事業者認定。このアウトドア資格を持っている事業者さんに優先的

になるような形のものを作ることも検討に入れていきたいです。 

また、ATというものの商品価値をどうやって啓蒙していくかというのも一つ重要な課題になってく

ると思っていて、日本のオプショナルツアーというのは肌感覚で大体１万円。それ以上は高いという

感覚をお持ちの方が非常に多いと思うのですけれど、例えば皆さんが海外、ハワイに行って、ヨーロ

ッパに行って、オプショナルツアーに行くときは、大体３万～５万円を払っているはずなのです。そ

れだけ価格に関する意識も違うので、こういう取組をきっかけに、新たな価値を皆さんに伝えられる
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かというのも併せて検討した方が良いのではないかなと思います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。重要なご指摘ですね。 

 

（鈴木委員） 

  今、お話しになったポイントでいうと、外国のお客様だけではなくて、国内のお客様でも海外にず

っと行っていた富裕層が完全に国内に向いていますので、そういった方に北海道の楽しみ方、先日も

知床連山を縦走してきたのですけれど、日本全国から、ちょっと高いお金でしたけど、払って皆さん

集まるのです。そこは、ちゃんとしたガイドとおもてなしと、微に細にアドベンチャートラベルに乗

っかっていましたけれど、そういった価値を、北海道は海外だけではなくて、国内もターゲットにや

っていかないといけないのかなと思います。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。日本の中にも、いわゆる富裕層って結構いるのですよね。私たちは皆が平

均的という幻想を抱いていますけれど。旅行にお金を使って下さる方々というのは思っている以上に

いて、そういう方々に価値をしっかり伝えていかなければいけないですよね。ですから、国内外の、

お金も教養もあって北海道を大好きになってくれる方がまずはターゲットなのかなと思います。 

  あとお一人くらい、お時間大丈夫ですので、どうぞ。 

 

（鈴木委員） 

  まだ決まっていないと思うのですけれど、アウトドア資格制度を作るときに、知事免許にするのか、

条例化するのかというところですごい時間が掛かったのですけれど、昔々。今回は、知事認定制度み

たいな形にされるお考えなのでしょうか。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  これは事務局からお願いします。 

 

（山﨑観光振興監） 

  今、認定制度がありますので、それをベースに拡充させるという結論になれば、認定制度の拡充に

なってくると思いますし、そうではなくて抜本的に作り直すとなったときに、認定制度が良いのか、

条例化するのが良いのか。それとももっと完全に民間の任意団体なりにしていくという形が、フレキ

シビリティがあって良いのか。そこも含めて議論をしていただければと思っております。 

 

（鈴木委員） 

  よく分かりました。ありがとうございます。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。すごく大きな話ですね。制度設計のフリーハンド、裁量がずいぶんあるな
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という感じ。 

 

（鈴木委員） 

  正直、民間の方が良いと思っていて、要は道庁さんに持ってもらうと、しっかりかっちりしたもの

となり、その後の更新とか、ATTAのやつなんかはくるっと変わるものですから、そのときの対応が大

変かなと。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。他にいかがですか。 

  それでは、今後のスケジュールについて事務局からお願いいたします。 

 

（輿水課長） 

  それでは、今後のスケジュールについて、私からご説明いたします。資料６「アドベンチャートラ

ベル部会のスケジュールについて」をご覧いただきたいと思います。 

  全体スケジュールといたしましては、先ほどの審議会でご説明させていただきましたとおり、アウ

トドア計画に関しましては来年２月を目処に、ATに対応したガイド制度につきましては来年度上期を

目途に答申をいただきたいと考えています。 

詳しいスケジュールにつきましては、アウトドア計画につきましては、９月の ATWS 前に 1 回、部

会を開催いたしまして、その後第３回部会の後に、計画に関するパブリックコメントを募集いたしま

して、第４回の部会を経て２月の審議会で答申をいただくということで考えております。 

新しいガイド制度のあり方につきましては、計画と同時にご審議をいただいて、令和４年１月を目

処に中間とりまとめを作成しまして、その後年度を跨ぎ、第５回部会を経まして、令和４年度上期中

に審議会から答申をいただく案を考えております。 

スケジュールについては以上です。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございます。スケジュールについてご質問等ございませんでしょうか。大丈夫ですか、

これかなり忙しいですよ。想定された回数で収まるかどうか、ちょっと分かりませんけれど、そこは

事務局の皆様と相談しながら適宜というところをお含み置きいただけると良いのかなと。 

  鈴木さんからチャットで今日の資料を送って下さいと事務局へのお願いが入っていますので、確認

をしておいて下さい。 

  他にいかがでしょうか。スケジュールを含めて全体的にご確認されたいこと、質問されたいこと、

あるいは言い残したご意見でも。 

 

（高田委員） 

  私から。誤解を招くような発言をしましたけれど、教育旅行が決して悪いといっている意味ではな

いのです。あくまでも、教育旅行に対しての値決めがどんどん下がっているということ。競争入札み

たいので下げられているというのを分かって下さいということ。それだけは分かっていただきたいと

思います。 
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（矢ケ崎部会長） 

  承知いたしました。発言のご主旨はそのように捉えさせていただきます。他にいかがでしょうか。 

 

（輿水課長） 

  本日、荒井委員が欠席されております。先週、荒井委員と審議会の件に関しまして、こういう形で

やりますと説明をさせていただきました。その際、若干荒井委員からご意見をいただきましたので、

この場をお借りして披露させていただきたいと思います。正式には、次回の部会で荒井さんからお話

があると思います。 

  まず、一つ目として、先ほどの議論の中にもありましたけれど、ATのテーマが「本物」であるとい

うことで、北海道民が AT をやっていないのに、北海道のアクティビティとして道外や海外の観光客

にやらせても疑問に思われてしまうので、まずは道民にしっかりと AT というものを根付かせる試み

が必要ではないかということ。 

  次に、アウトドアガイド資格につきまして、事業者側の問題、自分自身としても課題が多いと認識

しておりまして、ガイドが（資格について）広めるというところでは人任せになっている気がするの

で、まずは、自分はやっているのだけれどというお話の中で、自分の資格として自慢してどんどんア

ピールすべきではないかと。 

  それから、ニュージーランドにクォールマークという制度があるそうです。これを参考にしていっ

たらどうかということでございました。それについて話しますと、ニュージーランド政府観光局が業

界主導組織の協力を得て、宿泊施設や交通機関、観光関連サービスを対象として品質評価・格付けを

行っている制度でございます。そういった制度も検討の一つとして挙げたら良いのではないかという

こと。 

  最後、荒井さんは SDGs を観光の中に取り入れている方でございますけれど、観光という視点の中

で、教育ですとか、福祉ですとか、推進計画の中にそういったことが盛り込まれると良いですねとい

う話もされておりました。 

  荒井さんの発言につきましては以上でございます。これについては次回、荒井さんの方から直接説

明があると思いますので、簡単に説明させていただきました。 

 

（矢ケ崎部会長） 

  ありがとうございました。今、ご発言をご紹介いただきましたが、実際にご参加になったときにも

う少し色々なことをお伺いできるのかなと思います。 

  皆様方、言い残しはございませんか。大丈夫でしょうか。 

  それでは、特にまとめということはないのですけれど、私の方から、これからこういう観点でしっ

かり考えていかなければいけないのだなということで、私自身への戒めも含めて、いくつか感じたこ

とがございますので、ご披露させていただいて終わりにしたいと思います。 

  最初に、もうちょっと AT、アドベンチャートラベルについて、道内外、特に道内の方々に知っても

らわなければいけないというところ、非常に思いを強くいたしました。それも正しい認識として知っ

ていただくということについて、道庁さんも含めて、官民挙げてしっかり周知をしていく。何かある

と、ちゃんとした形で ATを取り上げていくことがすごく大事だと思います。北海道として ATを大事
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にしているのだというメッセージを込めて、価値付けをしていかなければいけないなと思います。 

  また、そうやって皆様方に ATが大事だと思ってもらうことと同時に、その大事な ATを持続可能な

形で北海道に根付かせていくための仕組み、これは私たちに諮問されていることなのですけれど、そ

れを考えていく原点というのは、どこにどういうニーズがあるのかというところをしっかり見極めた

上で、４日間修学旅行で来て北海道の自然を楽しみたいという方から、本格的に AT を楽しみたいと

いう方まで、色々な層があると思うのです。そういったニーズに対して、どのような仕組みをぶつけ

ていけるのかというところについて、今ある仕組みの発展なのか、組み直しなのか。そういうことも

含めて考えていかなければいけないのだと思います。 

  ニーズを起点で考えていくと、ジャンルについてもそれぞれ見直しが必要になってくるのではない

かと思ったりしています。ただ、これは全体としてかなり大きな作業になっていきますので、仕組み

を設計して、動かして、改善していって、かなり価値を上げていくというと、何年もかかる話になる

ので、ずっと将来に渡ってやっていかないといけないと思うのですけれど、とりあえずガイドさんが

食べていけるっていう位のレベルまでに何年間くらいでもっていくのかというスピード感というの

も、同時に必要になってくるとも思ったりいたしました。 

  また、仕組みを作る中でエッセンスとして非常に大事なのは、品質ですよね。品質保証。こういっ

たところをしっかりと組み込むことであるとか、一方で品質の良いものを作って、値決めをしっかり

出来て、価値のあるものを提供するという体制を整えれば整えるほど、観光の世界というのはフリー

ライダーが発生します。それを真似て、何の資格がなくても上手に商売をする人たちが出てきてしま

うというところが観光の宿命ですよね。ブランドがあればあるほど、それが出てきてしまう。そうい

うところをどのように。撲滅は難しいと思いますけれど、どういう風にコントロールしていくのかと

いうことも、制度設計には同時に入れていかなければいけないですよね。例えばゾーニングでそうい

うことを対処していくのか、色んなことが考えられると思いますが、これも同時並行かなと思ったり

いたしました。 

  中々難しいところも大変多いのですけれど、非常にチャレンジングな検討の場になっていくと思い

ますので、事務局の皆様方からしっかり良い資料を出していただいて、そして部会の皆様方と前に進

んで行けたらと、改めて思います。ありがとうございました。 

  それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。皆様、本日はご協力大変ありがとうございま

した。 

 

（中島局長） 

  矢ケ崎部会長、それから委員の皆様、長時間に渡りありがとうございました。今回の議論を踏まえ

まして、また次回以降の議論を進めてまいりたいと思っております。 

  なお、次回のこの部会については、８月下旬を予定しております。改めて日程調整をさせていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして、第１回アドベンチャートラベル部会を閉会いたします。皆様ありが

とうございました。  

（了） 

 


