
第５期「北海道観光のくにづくり行動計画」（素案） に係る

パブリックコメントの意見一覧

※反映状況　A：案を修正　B：案と趣旨が同様　C：今後の参考　D：不採用　E：質問等

意見

No.
意見の概要 意見に対する道の考え方

反映

状況

1

５ページ

２　計画期間

「計画期間内の主な出来事」として、北海道の新たな

観光コンテンツとしても重要な「北海道・北東北縄文

遺跡群の世界遺産登録」も入れるべき。

ご意見のとおり修正いたします。

A

2

26ページ

(1) 強み

『民族共生象徴空間「ウポポイ」』ではなく、『民族

共生象徴空間（愛称：ウポポイ）』と記載すべき。

ご意見のとおり修正いたします。

A

3

27ページ

(3) 機会

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録

が決定したことから、今後はプロモーションの強化だ

けではなく、日本・世界への更なる周知、活用促進に

切り替えていくべき。

関係部局とも共有の上、世界遺産登録を契機とした取

組を進めてまいります。

C

4

28ページ

２　北海道観光が将来的にめざす姿

「いつでも！どこでも！何度でも！」の視点だけでは

なく、富裕層等を意識した「今だけ、ここだけ、あな

ただけ」の視点による質の向上についても記載いただ

きたい。

「北海道観光が将来的にめざす姿」の「誰もが安全・

安心・快適に滞在」には、富裕層も含んでおります。

そのため、富裕層向けの各種取組についても、今後進

めてまいります。
C

5

30ページ

３ 誘客活動方針

コロナ禍を踏まえた道内空港発着路線の回復に向けた

支援として、北海道エアポート(株)及び地域と連携し

た観光誘客プロモーション等の施策を一層推進すると

ともに、旅客便再開後の安定運行に向けた観光誘客プ

ロモーション等の施策推進をお願いしたい。

道内空港発着路線の安定運行は、本計画を推進してい

く上で非常に重要な役割を担っていることから、関係

部局とも共有の上、今後の取組を進める上での参考と

させていただきます。

観光誘客プロモーション等の施策推進については、毎

年度の予算議論において検討してまいります。

B

資料1-2
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6

30ページ

３　誘客活動方針

海外の誘客活動方針について記載されているが、国内

の観光客についても記載するべき。

国内の観光客の誘客方針については、感染症の状況に

応じ、圏域内、道内、国内と段階的に誘客活動を進め

てまいります。
C

7

30ページ

３ 誘客活動方針

　「北海道エアポート（株）と連携」だけでなく、エ

アライン、JR北海道、バス、タクシー、レンタカー

等、交通事業者との連携も重要。

ご意見については、関係部局とも共有の上、今後の取

組を進める上での参考とさせていただきます。

C

8

31ページ

第６　施策展開の方向性及び各施策

当面コロナの影響でインバウンドの需要が見込めない

ことから、マイクロツーリズムの推進について記載い

ただきたい。

「第６　施策展開の方向性及び各施策」、「１ ク

リーン×セーフティ北海道」、「(1) 新北海道スタイ

ルなどの感染拡大防止策の徹底による安全・安心の提

供」に以下の文言を追加・修正しました。

（略）感染症の状況に応じた圏域内の旅行や非接触移

動などの新たな感染防止策も促し（略）

A

9

32ページ

(2) 広大な自然、密になりにくいアウトドア環境など

本道の価値・優位性を再評価

道内各地でも整備が進んでいる「グランピング」を追

加すべき。

また、近年、「サウナ」が見直され、観光、ワーケー

ションに取り込む動きが出ていることから観光資源と

して見直すべき。

道内観光に求められるニーズの多様化を的確に捉え、

今後も多様なツーリズムを推進してまいります。

C

10

33ページ

(4) 環境と共生する観光の推進

電気自動車（EV）のバッテリーは5年毎に交換が必要

とされ、廃棄バッテリーによる深刻な環境汚染が懸念

される。

また、EVの充電器が、採算が取れずに、撤去が相次

いでいる中、EVの充電器より設置費用が掛かるFCV

水素スタンドは、最初から採算が絶望視されているた

め、FCV水素スタンドへの補助金は無駄な交付になる

ので、「ゼロ カーボン北海道」は断念すべき。

今後の検討に当たっては、ご意見のような懸念の声が

あることにも留意してまいります。

C
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11

34ページ

(1) 人口減少社会における道内観光の高付加価値化

（主な施策）

サイクルツーリズムの推進

浜中町霧多布岬など、採算の悪い「レンタサイクル事

業」が次々と廃止されているので、 赤字経営の「レ

ンタサイクル事業」には、道から助成金を交付すべ

き。

道では、北海道観光振興機構と連携して、道内のサイ

クリングルートの整備等を行うことにより、道内のサ

イクルツーリズムの推進を支援しております。

ご意見については、経営支援施策に関連するものであ

ることから、関係部局とも共有の上、今後の取組を進

める上での参考とさせていただきます。
C

12

34ページ

(1) 人口減少社会における道内観光の高付加価値化

（主な施策）

高齢者や障がいのある方に配慮したバリアフリー観光

の推進

道内のJR主要駅は、バリアフリー対応が遅れている

が、大幅な収益赤字で経営難のJR北海道に任せていた

のでは、バリアフリー化は進まないため、道の予算

で、駅ホームのバリアフリー化を進めるべき。

道では、官民協働でバリアフリー観光を進めるため、

有識者や関係団体、福祉関係団体、交通事業者（JR北

海道含む）等で構成する「バリアフリー観光推進ネッ

トワーク会議」にて今後の課題や取組について共有し

ています。ご意見・ご指摘いただいた交通拠点におけ

るバリアフリーの受入環境については、構成員と連携

し、バリアフリー観光の推進に務めてまいります。

C

13

34ページ

(1) 人口減少社会における道内観光の高付加価値化、

他

ワインツーリズムのような「食と観光の融合」、

「SDGs的な視点と観光の融合」としてのユニバーサ

ルツーリズムやサステナブルツーリズム、「医療と観

光の融合」としての医療ツーリズムなど、北海道にあ

る魅力的なコンテンツを複合させることで、滞在客の

増加や観光消費額等が拡大する施策を推進いただきた

い。

道内観光に求められるニーズの多様化を的確に捉え、

今後も多様なツーリズムを推進してまいります。

C

14

36ページ

(5) AI、IoT等先端技術導入による観光産業の収益構造

の改善

観光客数の増加や観光消費額の拡大を図るため、観光

コンテンツや交通と旅行者とのアクセスを向上させる

「観光型MaaS」の推進も重要。

また、受け入れ側としての旅館・ホテル等の経営面で

のDX推進も促進することが必要。

ご意見については、関係部局とも共有の上、今後の取

組を進める上での参考とさせていただきます。

C
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15

36ページ、他

(5) AI、IoT等先端技術導入による観光産業の収益構造

の改善

MaaSはシームレス交通だけでなく、一元的な決済、

観光施設等の利用状況の見える化、観光情報提供によ

るプロモーションが可能になることから、交通の枠組

みに留まらない活用策を明示すべき。

ご意見については、今後の取組を進める上での参考と

させていただきます。

C

16

38ページ

(1) 本道の自然等を活かしたワーケーションの創造な

どによる滞在型観光の推進

ワーケーションの滞在地として、交通面において東京

圏と短時間で行き来が可能な地域と比較すると不利な

面もあり、地域間競争に乗り遅れることが懸念され

る。

また、ワーケーションが社会に認知されてから日が浅

く、定着するには時間を要することが予想されるた

め、ワーケーションの滞在需要を把握し、単独ではな

く、何かとの組み合わせによるアプローチ等の施策が

必要。

道内観光に求められるニーズの多様化を踏まえ、今後

も多様なツーリズムを推進してまいります。

C

17

39ページ

 (3) ＭＩＣＥ・ＩＲなど新たなインバウンド等の取込

方策の検討

全く性質の異なるＭＩＣＥとＩＲを並列して提案する

のは不適切。

ＭＩＣＥは、社会経済活動への波及や新たなビジネス

機会を生み出すなど、幅広い効果が期待されるもので

あり、また、中核施設としてＭＩＣＥ施設を持つＩＲ

は、その大規模会議場を中心に国際学会や展示会等の

開催が可能になると考えています。

さらに、国が定めた「特定複合観光施設区域の整備の

ための基本的な方針」では、我が国におけるＭＩＣＥ

開催件数の増加に貢献することが、日本型ＩＲの目標

として掲げられております。

D

18

39ページ

(3) ＭＩＣＥ・ＩＲなど新たなインバウンド等の取込

方策の検討

カジノの資金洗浄、ＩＲ関連での国会議員の逮捕、世

界的に見て黒字化している場所は少ないなどの懸念事

項があるため、カジノの誘致には断固反対。

ＩＲについては、新たなインバウンド等の取込方策の

一つとして検討してまいりますが、今後の検討に当

たっては、ご意見のような懸念の声があることにも留

意してまいります。
C

4 / 8 ページ



意見

No.
意見の概要 意見に対する道の考え方

反映

状況

19

39ページ

(3) ＭＩＣＥ・ＩＲなど新たなインバウンド等の取込

方策の検討

知事によるＩＲ誘致見送り表明以降に策定された「北

海道ギャンブル等依存症対策推進計画」が、依存症対

策に効果を上げ、ＩＲへの道民世論の理解が得られた

との検証なく、「ＩＲ」を盛り込むことは、ギャンブ

ル依存症などを懸念する道民世論を軽視するものと言

わざるを得ないことから、ＩＲ関連の記述を削除する

べき。

ＩＲについては、新たなインバウンド等の取込方策の

一つとして検討してまいりますが、今後の検討に当

たっては、ご意見のような懸念の声があることにも留

意してまいります。

C

20

40ページ

(1) 広域観光の拠点としての道内空港の利活用

当団体がコロナ禍前に行った試算では、丘珠空港の滑

走路を2,000mに延伸し、新千歳空港の国内線の一部

を丘珠空港にシフトすれば、新千歳空港はその余力で

国際線を増便させることが可能になり、年間1,250億

円程度の経済波及効果が期待できる。さらに、インバ

ウンド2030年６千万人という国の目標達成、あるい

は激甚化・頻発化する災害や冬期複合災害時における

新千歳空港の代替機能にも資するものとなることか

ら、丘珠空港の利活用促進について言及いただきた

い。

ご意見については、関係部局とも共有の上、今後の取

組を進める上での参考とさせていただきます。

C

21

40ページ

(1) 広域観光の拠点としての道内空港の利活用

主な施策に二次交通の利便性向上に関する記載が無い

ため、北海道エアポート、エアライン、JR北海道、バ

ス、タクシー、レンタカー等交通事業者の連携の強

化、あるいは、総合政策部で検討され、知事もご発言

されている「運輸連合」について明記すべき。

ご意見を踏まえ、以下の文言を追加・修正しました。

（略）交通事業者の連携強化、高規格幹線道路網の形

成、鉄道の輸送機能等の充実など二次交通の利便性向

上（略） A

22

40ページ

(1) 広域観光の拠点としての道内空港の利活用

「交通インフラの整備」の視点が欠如している。観光

にとっても重要なインフラであるJR、高速道路につい

ても主な施策に明記すべき。

例）JR在来線の利用促進・有効活用、観光列車等の利

活用、高速道路ネットワークの整備促進

ご意見を踏まえ、以下の文言を追加・修正しました。

（略）交通事業者の連携強化、高規格幹線道路網の形

成、鉄道の輸送機能等の充実など二次交通の利便性向

上（略） A
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23

41ページ

(1) 広域観光の拠点としての道内空港の利活用

「観光インフラの強靱化」の施策展開は「道内空港の

利活用」に止まらないため、「広域観光の拠点として

の道内空港の利活用」から前計画の小柱の１つとして

記載されていた「幹線交通ネットワーク及び二次交通

の整備促進」に修正するべき。

ご意見を踏まえ、以下の文言を追加・修正しました。

（略）交通事業者の連携強化、高規格幹線道路網の形

成、鉄道の輸送機能等の充実など二次交通の利便性向

上（略） A

24

42ページ

７ その他『「観光立国北海道」の再構築』に資する

施策

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を

受けた道内観光事業者に対する事業の維持や、経営安

定に向け実施している道の様々な取り組みについて

も、コロナ後も見据え記載すべき。

「第６　施策展開の方向性及び各施策」、「１ ク

リーン×セーフティ北海道」、「(1) 新北海道スタイ

ルなどの感染拡大防止策の徹底による安全・安心の提

供」では、感染拡大防止とともに、事業継続や経営安

定をはじめとした社会経済活動の影響の最小化に取り

組んでまいります。

B

25

43ページ

１ 目標指標

この計画に示されている「質×質の追求」を踏まえる

と、目標指標として最も重要な指標は「観光総消費

額」と考えられるので、最上段に記載いただきたい。

観光総消費額については、単価×入込客数で算出可能

なため、直接目標とはしませんが、進捗管理は実施し

てまいります。

C

26

43ページ

１ 目標指標

国が「明日の日本を支える観光ビジョン(2016年３

月）」で定められた2030年目標を堅持されているこ

と、観光立国を実現するためには、国内旅行とインバ

ウンドの両輪により様々な観光施策を実行していく必

要性があること等から、現状においても「外国人」の

「観光消費額単価」と「観光入込客数」の数値設定を

し、コロナの収束によりインバウンド需要の回復時期

等が見通せた段階で、目標値を柔軟に見直すべき。

インバウンド関連の目標値については、当面想定が困

難であることから、インバウンド関連以外の目標値を

整理しておりますが、国の次期計画が公表され次第、

計画期間内においてもインバウンド関連の項目を含め

再整理いたします。

C

27

43ページ

１ 目標指標

数値化が難しいかもしれないが、SDGs、環境保全、

食料自給率、産業雇用人口、災害対応などについても

指標に取り入れ、可視化していくことが必要。

ご意見については、今後の参考とさせていただきま

す。

C
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28

43ページ

１ 目標指標

外国人の目標値は国の次期「観光立国推進基本計画」

が策定され次第、北海道においても設定いただきた

い。

ご意見のとおり、検討してまいります。

B

29

45ページ

３ 目標指標達成に関する考え方

海外、道外資本の店舗利用でも観光消費額は上がるた

め、道内の事業者等のメリットが明確になる消費額の

指標があってもいいのではないか。

ご意見については、今後の参考とさせていただきま

す。

C

30

46ページ

イ　滞在日数の長期化

「観光消費額単価」を上げるための策として「滞在日

数」だけでなく、「サービス全体の単価を上げる」視

点を加え、強調すべき。

富裕旅行の獲得により、サービス全体の単価向上につ

いても取り組んでまいります。

B

31

46ページ

イ　滞在日数の長期化

■　国・地域別来道者の割合と道内宿泊数

各国の平均消費額も掲載すべき。

目標値も含めたインバウンド関連の項目の再整理の際

に、検討いたします。

C

32

47ページ

ウ 富裕旅行の獲得

行政が「富裕層向けの商品・サービスを充実させる」

必要は無く、観光地のバリアフリー化を進める予算に

まわすべき。

観光消費額向上のためには、富裕旅行の獲得が重要で

あると考えられるため、富裕層向けの施策を進めると

ともに、誰もが安全・安心に楽しめる旅行環境も重要

であるため、バリアフリー観光施策についても取り組

んでまいります。

C

33

47ページ

ウ 富裕旅行の獲得

道内のユースホステルの中には、管理が杜撰で評判の

悪い施設が散見される。富裕層よりも、将来の活躍を

担う低所得の若年層が、手軽に安心して宿泊できる環

境を整備すべき。

観光消費額向上のためには、富裕旅行の獲得が重要で

あると考えられるため、富裕層向けの施策を進めると

ともに、ユースホステル等の宿泊施設については、関

係機関と連携の上、定期的に立入検査等を実施してお

り、宿泊者が安心して利用できるよう今後とも取り組

んでまいります。

C

7 / 8 ページ
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34

48ページ

(2) 観光入込客数増加策

月別閑散期の増加に加え、コロナ禍以前からの道内観

光の課題である土日祝日へ集中する観光に対し、雇用

安定化の観点からも、新しい旅行スタイルを推進し、

平日観光促進の視点も加えてはどうか。

「第６　施策展開の方向性及び各施策」の「４　新し

い旅行スタイルの推進」に記載のとおり、ワーケー

ション等の滞在型観光を推進することで、平日観光促

進に取り組んでまいります。
C

35

52ページ

(1) 観光事業者

観光事業者の行動指針と役割の一つに、「（略）旅行

形態の変化や観光ニーズの多様化に配慮して、事業活

動を拡げる」と記載されているが、むやみに多角化す

ると、上質・高付加価値な観光の実現の妨げになる可

能性があるため、「多様化に配慮する。」でいいので

はないか。

ご意見のとおり修正いたします。

A

36

全体

各所にあるグラフ・表の「年」「年度」を明記すべ

き。

ご意見のとおり修正いたします。

A

8 / 8 ページ


