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令和３年度北海道観光審議会 

第３回計画部会議事録 

 

１ 日  時：令和３年８月１９日（木）１０:２０～１１:１０ 

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） 

石井吉春委員（部会長）、遠藤乾委員、遠藤正委員、グライナー委員、佐藤委員、

サムット委員、鈴木委員 ７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」（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３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。 

 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。 

 本日の計画部会でございますが、委員９名中、７名のご出席をいただいております。 

 それでは、開会にあたりまして、観光局長の鶴蒔から挨拶申し上げます。 

 

（鶴蒔局長） 

経済部観光局長の鶴蒔でございます。第３回計画部会の開会に当たり、ご挨拶申し上

げます。 

本日はお忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。また、開会時

間が遅れてしまったこと、大変申し訳ございませんでした。 

委員の皆様には、日頃から本道の観光振興施策の推進に、格別の御理解と御協力を賜

り、誠にありがとうございます。 

さて、北海道においては、８月２日より、再びまん延防止等重点措置が実施されたと

ころであり、全国においても明日、７府県に緊急事態宣言が適用され、１０県にまん延

防止等重点措置が適用されるなど、これまでに経験したことのない最大規模の感染拡大

になっています。 

厳しい状況が続くところではありますが、新型コロナウイルス感染症への切り札とな   

るワクチンについては、道内では６５歳以上の高齢者の８割以上が２回目の接種を終え、

一部市町村では、若年層への接種も始まっているところです。 

道民全体の接種率は３５％程度で道民全体にワクチンが行き渡るまでは、まだ時間を  

要すると考えますが、来たるべきポストコロナを見据えた取組を推進していくことが重  

要と認識しております。 
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今回の計画部会では、計画に対するパブリックコメントの結果等について、委員の皆

様にご説明し、審議会への答申について、取りまとめたいと考えております。 

限られた時間ではありますが、委員の皆様の忌憚のないご意見を頂戴するようお願い  

申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。 

 それではよろしくお願いいたします。 

 

（柳川補佐） 

続いて、配付資料の確認でございますが、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。 

 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、12 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、早めに審

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お願いいたします。 

 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） 

  皆さんおはようございます。石井でございます。 

  本日の計画部会では、パブリックコメント等を踏まえ、事務局で、次期「北海道観光

のくにづくり行動計画」の案を整理しておりますので、内容をご確認いただき、ご意見

いただきたいと思います。 

  それでは最初に、事務局のほうよりご説明をお願いしたいと思います。 

 

 （近藤課長） 

  観光振興課長の近藤でございます。議事に従い、配付資料の説明をさせていただきま

す。資料１－１「パブリックコメントの実施結果概要」をご覧ください。 

はじめに「１ 概要」ですが、第５期「観光のくにづくり行動計画」策定にあたり、

道民等の多様な意見を反映させるため、先月７月５日から今月８月４日までパブリック

コメントを実施いたしました。 

次に「２ 提出状況」ですが、ご意見を募集した結果、個人からはお一人、団体から

は市町村や国の機関、経済団体等８つの団体から、計 36 件のご意見をいただきました。 

次に「３ 反映状況」ですが、計画案を修正したご意見が８件、案と趣旨が同様と思

われるご意見が４件、今後の参考としたものが 23 件、不採用としたものが１件となっ

ております。 

なお、ご意見の内容及び対する道の考え方については、「資料１－２ パブリックコ

メントの意見一覧」に記載しておりますので、後ほどご覧ください。 

続いて、資料２『第５期「北海道観光のくにづくり行動計画」に係る新旧対照表』を

ご覧ください。こちらはただいまご説明したパブリックコメントなどを踏まえ、素案の
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修正箇所を記載したものになり、左側が修正後の内容、右側が修正前の内容になります。   

細かい修正箇所も多数記載させていただいておりますが、主な修正箇所としては、７

月 27 日に「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が決定いたしましたので、

本文の１ページ目や５ページ目の「計画期間内の主な出来事」等を修正したほか、SDGs

や自然、文化、二次交通に関する記載を全体的に追記しました。 

以上、ご説明した箇所等について、資料３の計画案の概要、及び資料４の計画案を修

正しておりますので、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。 

最後に、資料５の「欧米豪のプロモーション実績概要」をごらんください。この資料

は、前回６月 23 日の計画部会において、これまで実施してきた欧米豪のプロモーショ

ン事業の内容を教えていただきたいとのご質問がございましたことから、取りまとめた

ものとなっております。 

欧米豪のプロモーションの取組についてですが、2008 年に設立した、道、運輸局、市   

町村、事業者等で構成される「北海道スキープロモーション協議会」において、海外旅 

行博への出展等を中心に展開してまいりました。 

その後、インバウンドが急増してきた 2016 年度から欧米豪へのプロモーションを本 

格的に展開し、直近では、冬季のスキー等の情報に加え、夏季の誘客促進に繋げるため、

ゴルフやサイクリング等のスポーツツーリズムに関するプロモーションを展開してお

ります。詳細につきましては、資料をご確認ください。 

なお、今後のプロモーションについては、資料４の行動計画案、30 ページの海外プロ  

モーション方針に記載しているとおり、渡航制限緩和状況に応じたプロモーションを展 

開してまいります。 

配付いた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） 

  どうもありがとうございました。 

ただいま事務局から計画案に関する説明をいただきました。 

既に何度もご議論いただている内容になりますので、皆様全員からご意見をいただ

くということではなく、今回の変更等につきまして、お気づきの点があれば挙手のうえ

ご意見をいただけたらと思います。 

ご意見ございます方は、アプリ上の挙手ボタンを押していただくか、手を挙げてご発

言いただけたらと思います。いかがでしょうか。 

  佐藤委員お願いします。 

 

（佐藤委員） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  パブリックコメントの４番、「いつでも！どこでも！何度でも！」の視点だけではな

く云々と、これは、富裕層あるいは、今後目指す北海道の観光の質と関係する文言だと

思うのです。それで意見に対する道の考え方ということでこのように書かれておりまし

て、ふと思ったのですが、例えば、資料４、「第５期北海道観光のくにづくり行動計画

（案）」の 31 ページ、ここの２番目「量×質の追求」の中の四つ目に富裕層向け商品

・サービスの充実による質の向上、ここに括弧書きか何かで「いつでも！どこでも！何

度でも！」というような文言を入れてはいかがでしょうか。 

あるいは、36 ページの富裕層向け商品・サービスの充実による質の向上、この下に括

弧書きでこの文言を入れてはいかがと思いました。 
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  というのは、この「いつでも！どこでも！何度でも！」ではなく、「今だけ、ここだ

け、あなただけ」というこの文言が富裕層と言いますか、質の向上を表すのに大変わか

りやすい文言のような気がいたしましたので、少し言い間違えましたが、「いまだけ、

ここだけ、あなただけ」という文言を括弧書きで記述してはいかがか、このように考え

ました。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。 

改めてご指摘いただいたら、おもしろい文言かと思いますので、ちょっとお預かりを

して、うまく入る形にできればと思います。どうもありがとうございます。 

他にいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

  かなり計画部会でもこの計画に係るご意見をいただきましたので、よろしいようでし  

たら、ただ今出していただいた意見につきましては、事務局で整理していただきまして、

私の方に整理の内容についてはご一任をいただきまして、確認の上、計画部会としての

行動計画案を北海道観光審議会に提出するという形にさせていただければと思います

が、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

（遠藤正委員） 

  ごめんなさい、賛成の意味での挙手でした。 

 

（遠藤乾委員） 

  パブリックコメント 22 番に、「交通インフラの整備」の視点が欠如しているという 

のがあり、これはもしかしたら、別の部会とか、それこそ石井先生のご専門になるし、

ご意見を踏まえ以下の文言を追加・修正しましたと入っていますけど、コロナを見据え

た時に、もしかしたら、皆さんの意見と違うかもしれませんが、私はどんどん来年とか

再来年もたいして変わらないのではないかと傾いていまして、それは、ワクチンという

ものが特効薬にならなくて、集団免疫も元々難しい概念ですし、変異種がどんどん来て

いるということで、来年も再来年もきっと行動抑制みたいな話になっているのだと思う

のです。 

ワクチンパスポートとかになってくると思うのですが、その時にこの道内の７空港と

それから道内の色々な交通インフラを組み合わせて、統合的に運用していくという方向

性自体は異議が無いですが、コロナ時代における海外のお客さんを直接迎えるにあたっ

て、もう一度その７空港統合運用の先に、千歳空港というのをむしろ突出させて、検疫、

感染対策を見極められる機能強化を図るという視点が今後必要になるのではないかと

いう気がしていまして、もしかしたら釧路とか旭川とかが直接受け入れるので、そちら

も必要になるかもしれないですが、そういうポストコロナ、ウィズコロナの交通インフ

ラ整備というのを観光の観点からも書き込むべきでないか。 

このパブリックコメントを見て思った次第です。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。仰ってる視点は私もほぼ同意見で、極論すると、短期の需要

の状況から言うと、道内の交通ネットワークは非常に脆弱なので、基本的なネットワー

クの維持のようなことにも、場合によっては、問題が生じる可能性があるという認識を

持っています。 
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ただ、観光サイドから交通問題をどこから捉えるかというところは、交通そのものの

ネットワークをどうする、こうする、というところまでの話というのは、なかなか書き

にくいところもあるのかなというところで、特に７空港のコンセッションの中で、新千

歳の位置付けというのは、重点的に当面活用していくということ自体が基本線になって

いるので、そのことを敢えてここで書くと、観光全体としては北、東の遠隔地をどう振

興するかというところに軸足がかなりかかっていますから、あまり言い過ぎると自己矛

盾に陥ってしまう側面もあるかなというところですので、認識自体はきちんと持っても

らうことは必要と思うのですが、文言についてはうまくニュアンスが出せるようなとこ

ろがあれば考えさせていただくということで、いかがでしょうか。 

 

（遠藤乾委員） 

  概ねわかりました。 

少しずれるのですが、何回か前の会議でサムットさんが言われていましたが、海外か

ら日本在住の人が帰国するときに、関空と成田、あるいは羽田だけに集中して直接千歳

に来られない、成田で降りて、道内の人間が本州に留め置かれる、そこから公共交通機

関を使って北海道に来られないからずっと留め置かれる。ああいう差別みたいなのがな

くなる方向で、道には動いて欲しいと私ずっと思っていて。 

道内に居る外国の人、道から外に出て行く人、その関連の家族を含めると、やはり人

の移動にも影響が出ると思いますので、少しずれる視点ですけれど、千歳空港が羽田と

か成田とか関空並みの扱いを受けるようなことが一つ必要なのかと、付け加えさせてい

ただきます。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。 

扱いの違いではなくて、新千歳に国際線が一本も離発着していないという結果とし

て、公共交通機関を使わないで 14 日間どこかに居なくてはいけないという縛りをやろ

うとすると、北海道民はどこにも行けないと、そういう状態が起こるので、国際線の早

期再開ということについては、道としては方針として持っていただいているはずですの

で、その点はご懸念なく、できるだけ速やかに再開するような動きを引き続きしていた

だくということで動いていただいていると思います。 

どうもありがとうございます。 

 

（サムット委員） 

  私の考えとしては、結局北海道は、災害があったときに切り捨てられたというような

感じがあります。 

例えば、今、海外から国際便が一本も飛ばないから、直接北海道に来られないという

事態になっていますが、海外にいる人が北海道に戻れるような、週に一便海外渡航だと

か、何かできるはずです。 

だから、北海道に災害があったときに、北海道の飛行機、例えばエアドゥとか、それ

で皆さんが国に帰れたときに、その便で一緒に北海道に戻れるようなことをこれから整

備していけばできるのではないかと思います。 

もう一つは、先ほど、遠藤乾先生も言われたように、コロナとしばらく共に生きてい

く必要があるかもしれない。 

その中で、もし国が一部の地域だけ解放する、観光できるようなことがあれば、北海
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道が手を挙げてくれるかどうか。 

バブル方式の観光ということをこれから計画していく、考えていくときに、どこの自

治体が積極的に受け入れていくのか。例えば登別温泉とか、どこか限られた場所で、オ

リンピックのようなバブル方式、そういった観光が試験的にできないかと考えていくべ

きと思います。   

その中で、北海道内ではどの自治体がこういう方式に興味を持っていますよというこ

とをリストアップして。 

例えばタイでは、今は、観光はプーケット一島だけ、海外から直接観光客を入れると

いう取組をしています。その中で、これからウィズコロナが長くなったときに、北海道

がプーケットのようにあてがわれることがあれば、面白いと思っています。 

次の点は、これは全体の話ですが、MICE についてです。 

MICE の中の研修旅行、特に東南アジアとか発展途上国は、海外旅行の時、集団とか

会社の研修等の場合は、観光が楽しいだけでなく、何か勉強、学べるようなことがあれ

ば、とてもありがたいです。 

だから、この研修旅行に北海道はこれからも力を入れてほしい。特に、一般的な観光

資源が乏しいところには研修旅行とか MICE に力をいれてもらいたいです。 

なぜなら、農業とか漁業とか、行政関連機関でも視察の対象となりますので、こうい

う視察や研修ができるようなところを北海道の観光資源として、リストアップして、積

極的にこれからも外国人の誘致に力をいれていけるからです。 

最後にプロモーションについてのことですが、今は SNS とかよくそういった話が出

てきます。一つの大きなインパクトとして、海外の旅行博覧会出展とかをよくやります。

色々なところの観光博覧会の話は、今回の計画の中にも結構出てきています。 

ただ、インパクトが大きいようなマーケティング等はあまり出てこないです。 

例えば、映画のロケ誘致だとか、北海道でたくさん映画を作ってほしいとか、北海道

からもどんどん手を挙げて、北海道で映画を作りましょう。 

北海道がロケ地だから、北海道のあらゆる人に PR できるので、そういったロケ誘致

とか、映画を経由した北海道プロモーションの観点がまだ計画の中に少ないと思いま

す。 

 

（石井吉春部会長） 

  ありがとうございます。 

最初のお話は、ハワイとか幾つか特別に開くという場所があって、北海道がそういう

ところに名乗り上げられないかということで、実態的にいうと、今のコロナ対策の状況

からすると、そういった類いの声は一切封じ込められているというのが、実態なので、

すぐに議論は難しいのかもしれませんが、そもそもワクチンが万能ではないとしても、

ワクチンなり PCR 検査というスクリーニングを経れば、普通の行動をとりやすい環境

というのはできてくる。 

従って、ワクチン接種率が上がってくれば、より観光への人の流れも作りやすくなる

というところで、そういうことをきちんと捉えた政策をやらなければいけないというこ

とを、観光部局で議論をしていただいているので、全体のコロナ対策の中でいうと、ま

だ引っ込んでいろと言われているみたいですが、そこはどこかできちんと位置付けなく

てはいけない問題だということについては認識していただいているし、私もコロナの有

識者会議をやっておりますけれども、むしろ全体のバランスからいうと議論をいつする

かということを考えていますので、論点としては重要だということは、そのとおりに承
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りたいと思います。 

残りの二つのご意見についても、非常に重要な視点ですので、必ずしもそういったよ

うに修正するかという話にはなりにくいかもしれませんので、文言上は場合によっては

取り込めないこともあるかもしれませんが、いずれにしてもご意見はきちんと承りたい

と思います。 

他にはいかがでございましょうか。 

 

（遠藤正委員） 

  その他の資料 5 とかについても、コメントしてよろしいでしょうか。 

 

（石井吉春部会長） 

  どうぞ。 

 

（遠藤正委員） 

欧米豪の資料について、まとめていただきありがとうございました。 

いただいた資料３の中で「旅行者比率のリバランス」ということで、欧米豪新規市場

の開拓による市場拡大ということが書かれていて、まさにここは異論なくそのとおりだ

と思うのですが、実はこのプロモーションについてのアウトプットとアウトカムの関係

でいうと、色々なところで色々なことをされてきたかと思いますが、それなりに成果が

あったものと、少し期待外れだったものが当然あろうかと思います。 

全て期待どおりであればそれはそれで良いかと思いますが、そうした場合に、今後、

限られた財源と選択と集中という面でいくと、これらのプロモーション事業の大きな絵

を描いた中で、その検証と見直しをしていくと思いますが、今だとゴルフと自転車とス

キーという三つは見えますが、では今度はアドベンチャーツーリズムをどうやっていく

のかという時に、この旅行博に出るという点の攻め方をしていくのか、何か大きな絵を

描いてやるのか、そこの考え方について、私がちょっと認識不足でしたら事務局からで

もご説明いただければありがたいと思います。 

少しそんな印象を受けたので、アウトプットとアウトカム含めたローリングの視点と

いうのは全体像を描いた中にあっても良いのではないかということでございます。  

以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

ありがとうございます。資料５は私も説明をふんふんと聞いただけで、実際はやって

いることを拾っていただいた以上の資料ではないので、これで十分だという話にはもち

ろんならないと思っておりました。 

プロモーションの全体感というところで、私の個人的な意見ですが、結局、従来型の

マスメディア的な流れということが、どこまで訴求しているかわからないし、フィード

バックもないということで、世の中他のプロモーションも含めて SNS にどう軸足を落

としていくかということが、大きな流れになっていると思いますので、SNS の位置付け

というのは、踏み込んでは書いていないのですが、意識としてはそういう意識を持って

いただいているのではないかと思いますので、より強調すべきところがあるようでした

ら、もう少し文言等は考えても良いのかもしれないですけど、いずれにしても、そっち

に移していかないと、中々インバウンドへの訴求というのが見て取れないのではないか

ということで、現実の施策、観光振興機構などとのやりとりを聞きますと、そういうと
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ころで色々詰めていただいているということのようですので、方向性としては、そうい

う認識をしていただいて良いのかと思っております。 

文言については、あまり明確に読めないかもしれませんので、もう少しうまく書ける

かどうかについてお預かりして、検討できればと思います。ご意見ありがとうございま

す。 

  佐藤委員、手あげられておられますか。 

 

（佐藤委員） 

 はい、先ほどから委員の皆様方から、ウィズコロナ、アフターコロナという観点から、

例えば交通インフラの件で遠藤先生からお話が出たように、実は資料４の｢第５期北海

道観光のくにづくり行動計画（案）｣の 11 ページから 24 ページにかけて、北海道の観

光の現状と課題が語られています。 

当然こういう資料は 2020 年度の目標に対して、2019 年度がどうだったかという報告

の資料としての必要性もありますから、よく理解できますが、これを見ると達成率が九

十何パーセントであったり、何事もなかったかのような部分が、当然出てくるわけです。 

 実は 2020 年度は、異常な年だったのです。先ほど遠藤先生からお話もあったとおり、

2021 年度、今ちょうど８月ですけど、もう異常。 

これが 2022 年も続くかもしれないとなったときに、この 11 ページから 24 ページに

かけての入り込み数とか、観光消費額とか、淡々と書かれていて、24 ページにさらっと

(3) ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた云々と、ここで、何事もなかった訳で

はないですが、簡単に表示されているのはどうなのかという気がしました。 

 遠藤先生が交通インフラの部分で、「来年もこんな簡単にはいかないのではないかと

思っています。」と仰っておりました。 

まさにこういったところで、少し述べておくとか、2020 年の結果を踏まえた記述な

り、なにかがあった方がいいのかなと思っております。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。そこの考え方については、方法論としてやり方がいくつかあ

ると思うのです。 

私自身も、先ほど遠藤先生の話に対して、ウィズコロナの長期化のリスクということ

については、そういう見方も否定できない、中々払拭できない、ということを申し上げ

ましたが、逆に言うと、そこについては、まだかなり不確定要素、流動要素があると考

えざるを得ないということなので、この行動計画も PDCA サイクルできちんと見直し

ていくという性格となっておりますので、あまり不確定のことを悲観的に今の段階で記

述することの是非を考えると、これくらいの記述が、今回は妥当なのかと。 

仰るとおり、今年度かなり年度末まで尾を引いて、さらに来年度以降、ウィズコロナ

ということで、相当厳しい見通しをしなければいけない状況になれば、そのことを踏ま

えて行動計画をどうするかという議論を観光審議会で預かることとなっておりました

ので、審議会で議論をする立て付けになっておりますから、コロナの状況については、

PDCA サイクルの中で、適切に織り込んできちんと反映させていく、というような考え

方が妥当かと。要するに中期計画を作って全く目標が立ちません、というのは率直には

書けないと思いました。 

 ですので、一旦は終息に対する期待を持っておいて、そこに向けた目標値も作って、

現実に、あまり後手になるのは問題がありますが、今年度くらいの状況で、そこはもう
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一回議論をして、必要な修正等を行っていく。そのような格好でどうかと思いますがい

かがでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

 わかりました。ローリングしていくということであれば。 

 

（石井吉春部会長） 

 実態からすると、もっと厳しめの状況も十分あり得るというのは、皆さん感覚として

は持っているとは思います。 

 

（佐藤委員） 

 理解はいたしました。 

 

（石井吉春部会長） 

 どうもありがとうございます。他にはよろしいですか。 

 本日も多岐に渡りまして、貴重なご意見をいただいたかと思います。 

いずれにしても、こちらで預からせていただいて、事務局と私の方で計画の修文とい

うところについては、一任をいただいて整理をさせていただきまして、９月の観光審議

会に提出するということにさせていただければと思いますがよろしいでしょうか。 

 

【会場より異議なし】  

 

ありがとうございます。 

 それでは、今日の議事はここで終わりということになりますので、進行を事務局の方

にお返ししたいと思います。 

 

（鶴蒔局長） 

 観光局の鶴蒔です。 

 昨年の７月２０日に観光審議会に第５期「北海道観光のくにづくり行動計画」の策定

について諮問したのと合わせて、部会を設置して以降、石井部会長をはじめ、委員の皆

様方にはお忙しい中、部会にご出席いただき、１年以上に渡りまして、活発な議論を行

っていただき誠にありがとうございます。 

委員の皆様方のご尽力のお陰で、この度、計画（案）を取りまとめることができ重ね

て御礼申し上げます。 

先ほどの石井部会長の方からもお話ありましたが、本計画（案）では外国人の目標値

については、空欄とさせていただいておりますが、それを含めて、改めて議論が必要に

なってくると思っておりますので、委員の皆様方には、引き続き御支援、御協力賜りま

すようお願い申し上げて、閉会の挨拶とさせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

  

 （柳川補佐） 

  ありがとうございました。 

  石井部会長、それから各委員の皆様方におかれましても貴重なご意見をありがとう 

ございました。 
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次に、事務局から、次回の北海道観光審議会についてお話しさせていただきます。 

次回、観光審議会の本会ですけれども、９月１日水曜日を予定しております。 

後日、開催案内をお送りさせていただきますので、お忙しいところ恐縮ですが、日程

等の調整につきまして、よろしくお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、第３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。 


