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令和３年度第３回北海道観光審議会 

 

１ 日 時：令和４年２月 15日（火）10:00～11:30 

２ 場 所：オンライン開催（Zoom会議） 

３ 出席者 

 （１）北海道観光審議会委員・特別委員（五十音順） 

石井至委員、石井吉春委員（会長）、石山委員、笹本委員（副会長）、佐藤委員、鈴木委員、 

サムット委員、髙田委員、轟木委員、富田委員、福村委員、南委員、矢ケ崎委員、八木委員、 

山崎委員 計 15名（委員 11名、特別委員４名） 

（２）北海道（事務局） 

  山崎観光振興監、鶴蒔観光局長、清水誘客担当局長ほか 

４ 議 事 

 ・第５期「北海道アウトドア活動振興推進計画」の答申（案）について 

 ・アドベンチャートラベルに対応した『「新しいガイド制度のあり方」中間とりまとめ(案)』

の概要について 

５ 報 告 

 ・「バリアフリー観光推進方策（案）の概要について 

 

〈議事録〉  

（柳川課長補佐） 

ただ今から、令和３年度第３回北海道観光審議会を開催いたします。 

本日はお忙しい中、ご出席いただき誠に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。 

本日の会議でございますけれど、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からウェブ会議によ

り開催いたします。委員の出席状況についてですが、本日の審議会は、委員 14名中、10名(注：

最終的には 11 名出席)のご出席をいただいておりますので、北海道観光のくにづくり条例第 15

条第２項の規定によりまして、本審議会が成立しておりますことを、ご報告申し上げます。それ

では、本審議会の開会に当たりまして、観光振興監の山﨑からご挨拶申し上げます。 

 

（山﨑観光振興監） 

開催に当たり、ご挨拶申し上げます。本日はお忙しいところ、ご出席いただき感謝申し上げま

す。委員の皆様には、日頃から本道の観光推進施策の推進に、格別のご理解とご協力を賜り、心

より感謝申し上げます。北海道においては、１月 27 日よりまん延防止等重点措置が適用され、

大変厳しい状況が続いております。 

北海道といたしましては、引き続き感染症防止対策に取り組むとともに、ポストコロナを見据

え、観光関連産業の回復、戦略的なプロモーション活動及び北海道観光の高付加価値化を推進し

ていくことが重要と認識しておりまして、中でもアドベンチャートラベルを本道観光の主要な柱

の一つとするべく、積極的に取り組んでいく所存でございます。 
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こうした中、本日は昨年７月に諮問した「北海道アウトドア活動振興推進計画」につきまして、

これまでアドベンチャートラベル部会でご議論いただいた案を本審議会からの答申としてご審

議いただくとともに、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」の中間

とりまとめについてもご審議いただくこととしております。 

この間、精力的にご審議いただき、今回の案の策定にご尽力いただきました矢ケ崎部会長をは

じめ、アドベンチャートラベル部会委員の皆様におかれましては、心から感謝申し上げます。 

委員の皆様方におかれては、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

見をいただくようお願い申し上げ、開催に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 

（柳川課長補佐） 

続きまして、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事前に皆様に送

付しておりますので、ご確認をお願いいたします。また、本日の審議会は、北海道行政基本条例

第５条第２項及び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。加えまして、本審議会の内容については、議事録の作成・公開のため、録音させていただき

ますので、あらかじめご承知願います。 

次に、本日の日程でございますが、お手元の会議次第に従いまして 11時 30分頃をめどに審議

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、石井会

長にお願いいたします。 

 

（石井吉春会長） 

皆様おはようございます。早速ですが、会議次第に沿って議事を進めてまいります。議事(1)

「北海道アウトドア活動振興推進計画」の答申案についてでございますが、アドベンチャートラ

ベル部会で議論を重ねた結果、推進計画を取りまとめていただいたので、ご審議いただきたいと

思います。それでは、「北海道アウトドア活動振興推進計画」案につきまして、アドベンチャー

トラベル部会の部会長である、矢ケ崎委員から説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（矢ケ崎委員） 

アドベンチャートラベル部会長を仰せつかっております、矢ケ崎でございます。昨年７月 26日

に開催された第１回観光審議会において、知事から次期「北海道アウトドア活動振興推進計画」

の策定と、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」について諮問があ

りました。同日にアドベンチャートラベル部会が設置され、これまで４回にわたる検討のほか、

関係機関、市町村への意見照会や、パブリックコメントを実施いたしまして、「北海道アウトド

ア活動振興推進計画」案を取りまとめましたので、ご説明させていただきます。 
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資料は 1-1、1-2，1-3 ですので、よろしくお願いいたします。まず、資料 1-1の概要部分をご

覧ください。資料上段「Ⅰ計画策定」の考え方になりますが、本計画は、平成 13年に策定された

北海道アウトドア活動振興条例に基づき、アウトドア活動の振興に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することを目的としています。 

また、昨年９月の第２回審議会でご承認いただきました、「北海道観光のくにづくり行動計画」

の施策別の計画として位置づけられており、計画期間は行動計画と同様、令和３年度からの５年

間としております。前期計画との主な変更点を赤字としておりまして、変更のポイントとしまし

ては、内外の社会経済情勢の変化に対応するため、計画の中に持続可能な開発目標 SDGs、新型コ

ロナウイルス感染症、アドベンチャートラベルの三つ視点を新たに位置づけた上で、現状認識や

振興施策の基本方向及び展開方向に反映させております。 

まず、持続可能な開発目標 SDGsの推進についてですが、自然環境に限らず、地域住民の生活 

や産業活動など、多くの面で持続可能性が今後の課題となっておりますことから、上位計画であ

る行動計画同様、SDGsに配慮しつつ、施策を推進することとしております。 

続きまして、ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた取組についてですが、ご案内のとお

り、新型コロナウイルス感染症の拡大は、３密防止やソーシャルディスタンスの確保など、人や

企業の行動変容を促しており、今後の道内観光において、大きな変化に対応した上で振興を図る

必要があることから、新しい計画に位置づけることとしております。 

最後に、アドベンチャートラベルについてです。欧米豪の富裕層を主な顧客とする ATは、一人 

当たりの消費額が一般的な旅行客と比べて多いと分析されております。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て、その振興を図りたいと考えておりますことから、資料 

中段になりますが、「Ⅲ施策の基本方向及び展開方向」に、４項目からなる、新たな柱を位置づ

けております。 

具体的には、まずは 2023 年に北海道でのリアル開催が決定しているアドベンチャートラベ 

ル・ワールドサミット ATWS に向けて、アドベンチャートラベルの認知度向上と気運の醸成を行

い、その上で、高いガイド技術や外国語能力を有する人材の育成や、道内の四季を通じた魅力的

なコースの造成、世界に向けたプロモーションを一体的に推進することにより、アドベンチャー

トラベルの好適地である北海道のブランド力の向上を図ることとしています。 

続きまして、資料下段に計画の指標がございます。次期計画に係る KPI を記載しております。

この KPIについてですが、「体験型観光目的の道外観光客」につきましては、前期から継続する

指標であり、前期の伸び率を勘案して 8.3％から 10.3％へ伸長させることを目標としております。 

次に、二つ目は新設の KPIとなりますが、「アドベンチャートラベル対応商品数」です。ATWS2021

に向けて造成した商品数が 59 でございましたので、これを基に３倍増の 177 を目指したいと考

えております。 

三つ目の KPI であります、知事認定ガイド数につきましては、後ほどご説明申し上げますが、

「新しいガイド制度のあり方」について、アドベンチャートラベル部会において審議中でありま

すことから、これを踏まえて令和５年度をめどに改定をしたいと考えております。資料 1-2は改

訂後の計画本文、1-3 は新旧対照表となりますので、後ほどご覧いただければと思います。計画

に関する説明については以上となります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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（石井吉春会長） 

ありがとうございます。それでは、「北海道アウトドア活動振興推進計画」について、ご審議

いただきたいと思います。ただ今説明のありました推進計画について、ご意見などを伺いたいと

思います。本件につきましては、委員の皆様に、事前に意見照会をさせていただいておりました

が、改めて、この場でご発言等がございましたら、お願いいたします。なお、本件に関わるもの

以外については、後程各委員にご発言いただく時間を設けさせていただきたいと思いますので、

本件についてのご意見でお願いしたいと思います。アプリ上の挙手のボタンを押していただくか、

実際の挙手をお願いします。いかがでしょうか。 

 

（石井至委員） 

  矢ケ崎先生、ご説明ありがとうございます。新しいアドベンチャートラベルを考えて、今時の

内容になっていると思います。質問というか要望があります。「Ⅳ 各主体に期待する役割」の

部分で、「道民」というのがありまして、将来の世代のために自然環境を保全する心の育成、自

然と共生する北海道らしいライフスタイルの形成が等々というのがありますが、これが KPIに反

映されていない。 

これは、事前の道庁の方からのレクでは、元々の計画から変更していないという説明でした。

観光を推進する立場としてはこれで良いかもしれませんが、この計画自体を見ると、あまりにも

観光とか、目先のアドベンチャートラベルに前のめりになっている感じがするので、道民の方々

の自然環境を保全する心の育成の内容を KPIに反映するようにした方が良いのではないか、とい

う意見です。 

別資料の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」中間とりまとめ案

の内容と、資料 1-1の計画の指標の「知事認定ガイド数」を新たなガイド制度に対応した指標に

改定予定、とある部分に関連させて、道民の方の自然環境の教育という内容を入れられるのでは

ないかということです。中間とりまとめ案６ページの AT に対応した新たなガイド制度の「バッ

ジ制度」の内容に自然環境を保全する心の育成や北海道らしいライフスタイルというものを加え

ていけば、大きな変更なしに推進計画の KPIに落とし込めるのではないかという意見です。以上

です。 

 

（石井吉春会長） 

 ご配慮いただいたご意見で、これからつくる新たなガイド制度において、何らかの形で道民に

対する啓発等の内容を設定することにより、アウトドア計画の KPIに組み込むことができないか、

というご意見でよろしいでしょうか。 

 

（石井至委員） 

  そうです。ありがとうございます。 

 

（石井吉春会長） 

基本的には、これから検討いただく部分ということで承り、適切な検討を進めさせていただけ
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ればと思います。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それ

では、ご意見はいただきましたが、本計画の修正ということではないとご配慮いただいたという

ことで、審議に入らせていただければと思います。特段の修正はありませんでしたので、「北海

道アウトドア活動振興推進計画」について、お認めいただければと思いますが、よろしいでしょ

うか。                           

（異議なし） 

 

  ありがとうございます。本内容を審議会の答申として取り扱うことで決定したいと思います。

それではこの後、答申を予定しておりますので、事務局に一旦進行をお返しします。 

 

（鶴蒔観光局長） 

  石井会長、そして委員の皆様、円滑な議事の進行にご協力いただきありがとうございました。 

それでは、ただ今から「北海道アウトドア活動振興推進計画」について、北海道観光審議会から

知事への答申書の手交を行いたいと思います。なお、本日は知事に代わりまして、観光振興監の

山﨑が受け取らせていただきます。 

 

（石井吉春会長） 

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、北海道アウトドア活動振興推進

計画につきましては、令和３年７月 26 日付け観光第 489 号により諮問がありましたが、当審議

会は、別添のとおり策定することが適当であると議決しましたので、この旨、答申いたします。 

 

（会長から振興監へ答申書を手交） 

 

（山﨑観光振興監） 

  石井会長、委員の皆様方のご尽力のおかげで、ただ今、答申をいただくことができました。道

といたしましては、本日の答申を踏まえまして、計画策定に必要な手続きを速やかに行っていき

たいと考えております。誠にありがとうございます。 

 

（鶴蒔観光局長） 

石井会長、ありがとうございました。それでは、再び進行をよろしくお願いします。 

 

（石井吉春会長） 

それでは、続きまして、議事(２)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」中間取りまとめ案に移ります。こちらにつきましても、アドベンチャートラベル部会で議

論を重ねた結果、取りまとめていただきました。それでは、議事につきまして、矢ケ崎委員より

ご説明願います。 
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（矢ケ崎委員） 

  承知いたしました。改めまして、AT部会の矢ケ崎でございます。部会における４回の審議内容

を中間取りまとめとしましたので、ご報告させていただきます。資料の名称としては、「新しい

ガイド制度のあり方」中間取りまとめ案となっておりますが、これについてご報告をさせていた

だきます。  

資料 2-1をお手元にご用意いただければと思います。資料 2-1の１ページをご覧になってくだ

さい。 アドベンチャートラベル・ワールドサミット 2021開催などを踏まえ、今後北海道でアド

ベンチャートラベルを推進していくためには、適切な資格や技術を有する、質の高いガイドを認

定する「新たなガイド制度の導入」が必要と認識したところであります。 

次に２ページに目を移してください。アドベンチャートラベルとは、アクティビティ、自然、

異文化体験のうち二つ以上を含む旅行形態で、欧米豪の富裕層を中心に大きな市場を有している

と分析されているものです。また、昨年、アジアで初めて北海道で開催された、アドベンチャー

トラベル・ワールドサミットは、あいにくオンライン開催となってしまいましたが、海外の参加

者から高い評価を受け、2023年に改めて北海道におけるリアル開催が決定しております。  

３ページをご覧ください。現行の北海道アウトドア資格制度は、条例に基づき、平成 14 年度

に創設されました。その仕組みについては、資料を下からご覧いただければと思いますが、まず

アウトドア活動の裾野を広げる「北海道アウトドア講習」から、それからアウトドアガイドの基

礎的な知識を有する方に対する「北海道アウトドア検定」、さらに分野ごとの実技試験をクリア

した「北海道アウトドアガイド」、ガイド歴 10年以上で、指導者的な方に対する「北海道マスタ

ーガイド」までの４段階で構成されており、それぞれ北海道知事が認定しています。 

同じ３ページの右の表にありますとおり、分野といたしましては、山岳、自然、カヌー、ラフ

ティング、トレイルライディングの５分野でありまして、資格保有者は、令和３年３月 31 日現

在で、延べ 500人となっております。 

次に４ページをご覧ください。こちらは、知事認定アウトドアガイドを対象に行った実態調査

とヒアリングの結果です。コロナ前の 2019 年において、収入面では 600 万円以上の収入がある

方は、全体の約９％にとどまる一方で、100万円未満の方が 54.8％となっております。また、右

のヒアリングのまとめの一番下にありますとおり、北海道のガイド資格に関しては、ガイドの皆

様が、自分の技術を示す唯一の公的な資格であるという思いをお持ちであるということ。それか

ら、資格自体の価値を高めてほしいなどのご意見がございました。 

次に５ページに進んでください。この５ページは、アドベンチャートラベルに関連する各主体

と役割分担について整理したものになります。アドベンチャートラベル・ワールドサミット 2023

の開催に向けて、アドベンチャートラベルを振興していくにあたっては、現状の北海道アウトド

アガイド資格保有者等に「アクティビティガイド」の役割を担っていただく、旅程管理主任者や

通訳案内士の皆様には「スルーガイド」の役割を、そして旅行会社には「ツアーオペレーター」

の役割を担っていただく方向で整理しまして、このうちアドベンチャートラベル対応に必要な能

力を有するガイドを「アクティビティガイド」及び「スルーガイド」として認定することを検討

しております。 

次に、資料下段をご覧ください。アドベンチャートラベルは欧米豪を中心に約 70 兆円を超す
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市場を有しておりますが、道内においては、アドベンチャートラベル対応可能な質の高いガイド

の育成、これからご説明いたしますが、新たなガイド認証制度の確立、そして対象国に向けた積

極的なプロモーションを推進し、道内におけるアドベンチャートラベル市場を拡大することによ

り、表現は非常に端的ですが、稼げるガイドが定着するよう道筋をつけていく必要があると考え

ております。 

続きまして、６ページをご覧ください。こちらは現在検討を進めております「アドベンチャー

トラベルに対応した新たなガイド制度」の概要となっております。この６ページが大変肝のペー

ジとなっております。 

資料上段、目標につきましては 国際資格を実装したローカルガイドとしまして、アドベンチ

ャーツアーへの対応を念頭に置いております。今回の中間とりまとめは、新たなガイド制度の骨

格と方向性を整理するものとし、詳細については、次頁に記載のとおり、来年度の上期に取りま

とめることとしております。 

このとりまとめの方向といたしましては、既存の５分野からなる北海道アウトドアガイド資格

制度を土台といたしまして、この土台の上にバッジを付与する制度を加えることとしたいと考え

ております。その上で、さらにアドベンチャートラベルに対応するために、現在５分野でありま

すが、アクティビティ分野の拡大と、ガイドの皆様の能力向上をさらに図る方向で検討しており

ます。 

アクティビティ分野の拡大についてまずお話ししたいと思いますが、６ページの資料の中に、

左から右へ延びる青い矢印をご覧いただきますと、サイクリング、シーカヤック、スキーなどが

例示されていますとおり、分野の広がりが表現されております。これらの分野につきまして、既

存の民間資格があるものについては、各分野の民間資格による専門性を活用することによって、

新たなアウトドア分野の拡大を検討するということを考えております。 

次に縦の方向になりますが、６ページの資料の左端の青い縦向きの矢印をご覧ください。アド

ベンチャートラベルガイドに必要となる能力の向上については、青い矢印の右にあります、幅広

のオレンジの縦の矢印の中に各アクティビティの経験時間という表記があります。この客観的な

経験時間ということを基準として加えることを検討しております。 

また、バッジ制度についてですが、左側の茶色の四角にあります、北海道アウトドアガイド資

格保有者については、アドベンチャートラベルガイドスタンダードというものに定められている

各能力、それから外国語対応能力を有する方にバッジを付与する方法を検討しております。 

既に北海道アウトドアガイド資格を持っていらっしゃる方には、バッジ制度というところの四

角囲みにあるような能力を確認したうえで、バッジを付与するという方向であります。 

なお、北海道アウトドアガイド資格以外の分野ついては、北海道アウトドア資格制度の基礎部

分である、先ほどの既存制度の４段階にありました「北海道アウトドア検定」を取得いただき、

さらに既存の民間資格の取得及びアドベンチャートラベルガイドスタンダードに定める各能力

及び外国語対応能力を有する方にバッジを付与するという段階を検討しております。 

端的に言いますと、現在の北海道アウトドアガイド資格を持っている方は、バッジ制度にチャ

レンジしていただくということ、現在の北海道アウトドアガイド資格の対象となっていない分野

については、まず北海道アウトドア検定を皆さんに取っていただいて、その上で既存の民間資格
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で専門性をチェックいたしまして、バッジ制度に進んでいただく、このような品質の確保という

ものを考えているということです。 

また、ガイド技術等を保証するための、現場における実査についても検討しております。これ

も今後の検討になっていくと思います。 

最後に、７ページをご覧ください。分野の拡大については、どの民間資格とどのように連携す

るのか、これは一つずつ確認していく必要があります。能力の向上については、アドベンチャー

トラベル・ガイドスタンダードの各基準を充足させる方法やアクティビティごとの客観的基準で

ある経験時間の設定をどうするのかといった点が検討課題となっております。また、その他には、

実査の基準や手法、スルーガイドに関する審査基準や手法、資格の運営団体や運営の方法など、

残る検討課題についてまだまだたくさんございます。 

今後、３回程度部会で審議を重ねて、来年度上期中をめどに、「新しいガイド制度のあり方」

に関する答申をまとめる予定としており、部会としては鋭意働いていきたいと思います。「新し

いガイド制度のあり方」中間とりまとめ案に関する報告は以上となります。よろしくお願いいた

します。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。それでは中間とりまとめ案につきましても、委員の皆様に、事前に意

見照会をさせていただいておりましたが、改めて、ご意見がございましたら、アプリ上の挙手の

ボタンを押していただくか、実際の挙手をお願いします。 

 

（サムット委員） 

  現在、四国からです。ガイドについて、日本のやり方はできるだけ難しく、できるだけ取りに

くくするということ、これがプライドになるということで、これが大失敗の元になるのです。例

えば通訳案内士、これは国家資格ですが取得をすごく難しくしていた。その結果、インバウンド

がたくさん来た時、99％のガイドは法律違反の状態でした。その後、日本ではそのシステムの維

持が困難になりました。 

北海道もそうです。北海道通訳ガイドも失敗に終わった。結局、旅行会社も誰もあてにしない、

ということでした。なぜ失敗になるのか。結局、日本人の考え方はできるだけ難しくして、合格

しにくくして、ガイドが取らなくなるということです。これまではそのような状況でした。私は

インバウンドの立場ですが、旅行会社も通訳ガイドの資格を持っている人を探しても、持ってい

る人が居ないので、実際のツアーには使われていません。 

よって、日本でも通訳ガイドという資格を簡単にして、研修を受けることによって可能としま

した。ですから、通訳ガイドも日本においては、終了しているという状況だと思います。これに

関連して、アウトドアガイドについても、既存の専門性が高い業界団体による資格を有している

人が研修を受けるということで十分です。 

北海道の役割としては、バッジ制度はとても良いと思います。バッジ制度をどのように運営す

るか、既存の専門性が高い民間資格を有している人達に、北海道の理念を伝える研修を行うだけ

で良いのではないか。北海道アウトドア検定などは不要と考えます。それは興味を持っている人
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だけ取れば良いと思います。 

これから多くのインバウンドが入ってくる際には、北海道の理念を理解しているガイドが対応

できれば良いと思います。そのためには、研修を行うことで良いと思います。取得が難しい試験

を行って、誰も取得しない、取得する人が少ない状況になると、結局バッジを持っていない人が

ガイドをするということにつながると思います。通訳案内士と同じ状況になると思います。 

アドベンチャートラベルは、難易度が高く、命にかかわるような登山などのアクティビティは

５％から 10％程度ではないかと思います。 

よって、今回の制度に関しては、ガイドの中で、アドベンチャートラベルに関わりたい人達に

できるだけバッジを付与する、できるだけ簡単にするべきというのが私の意見です。既存の民間

資格に加えて、研修によるバッジの付与だけで良いと思います。また、ガイドは外国語も歴史も

全て対応できるということは難しいと思います。よって、できるだけ多くの人が取得できるよう

なバッジ制度とするべきだと思います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございました。今のお話を整理すると、私も後ほどお話ししようと思っていたので

すが、ガイド制度がレベルアップすれば、マーケットが広がるのか、これについては単純にそう

いう話にはならないということです。同時並行で、新規参入が進むような取組については、政策

支援も含めて取り組んでいただかなければならないと思っていました。 

広がりをどう出していくかということについて、サムット委員から厳しい意見をいただいたと

考えております。この点については、ガイドの裾野をどう広げるかということについてもう少し

政策的な対応を含めて検討していただくこと、今後、ガイド制度を実効的なものとしていく必要

があることが一点。もう一点は、スキルアップのためには、一方的な研修を行っていくことも、

むしろガイドの育成には有効であることかと思います。 

制度自体については、検討を進めていただくとして、今の２点につきましては、これからの検

討に盛り込んでいただくことが必要かと思います。このようなことでよろしいでしょうか。 

 

（サムット委員） 

  それでよろしいです。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

（石井至委員） 

  私はサムット委員の意見に大賛成でして、資料６ページの AT に対応したガイド制度の仕組み

自体が確かに複雑だし、実際にお客さんが来た場合、すごく優秀なガイドの方々がアテンドでき

るわけではないので、やはり段階に応じて最低限の研修を受けた人が多くの団体を対応するのが

現実的かと思いますし、その研修自体を旅行代理店に行ってもらうと、旅行代理店の売り上げの

メニューも増えるし、可能であれば６ページのところをもう少し柔軟に変えられるように書いて



 10 / 20 

 

いただけないでしょうか。 

ここまで決まっていて、この後検討するというのでは、先ほどのサムットさんの意見が実現し

ないので、この６ページの案は一例であって、これから要検討としていただけると、実際に ATを

北海道で広めて、売り上げを上げていただくためには良いのではないかと思いますし、先ほどの

道民の方々への環境教育というのも是非入れてほしいので、６ページの内容は、そもそもの内容

から検討する方が良いのではないかというのが私の意見です。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。石井委員の意見も、これまでの検討においては、質の話しかしていな

いのですが、ガイドがもっと増えていく方向についても検討しないとガイド制度全体として、イ

ンバウンドが増えた場合に対応できないということでよろしいでしょうか。 

 

（石井至委員） 

 そうです。 

 

（石井吉春会長） 

  そうであれば、先ほど私が申し上げた、裾野を広げるという視点と対応策ということについて

は、６ページに記載されるのか、別になるのかは整理していただくとして、いずれにしても裾野

を広げるということに関してももう少し具体的な議論をしていただいて、対応策について整理を

お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（石井至委員） 

  よろしいです。環境教育についてもお願いします。 

 

（石井吉春会長） 

  それでは、中間とりまとめを修正するというよりは、今後の検討の具体的な視点について、幾

つかご意見をいただいたということで、基本的には裾野をどう広げていくかということについて、

もう少し具体的な対応について検討してもらうということと、ある種、本当に稼げるということ

にするステップ、プロセスについて、政策的な対応も含めて議論をしていただいて、どこまでが

計画なのか、むしろ予算の問題なのか、そこのところは整理のしようがあるかと思いますが、そ

のあたりについて、今後更にご検討いただく。今日のご意見については、そういう受け止めとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

（矢ケ崎委員） 

  ご指摘ありがとうございました。石井会長におまとめいただきましたように、最終的にはマー

ケットというものを意識した格好にしていかなければいけないなと思っています。その上で、裾

野の広がりということ、入りやすさということ。加えて、非常に高度なものをお求めの方もいら

っしゃるという多様性ですね。これに、最終的には全体として北海道の制度は対応していく必要
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があるという全体感をもって、今後も部会で検討していきたいと思います。 

  それから、今、私の説明が悪かったのか、非常に難しい制度だと思われたかもしれませんけれ

ど、部会の中では、アドベンチャートラベル・ワールドサミットがあった中、ガイドさんに要求

されていることは、なるべく研修をして習得していくというような、試験でバチッと決めて、こ

れはダメ、これは良いというものではなく、研修をしてお互いに高め合うという、そうしたやり

方も柔軟に駆使しながら制度を運営するという、実態を持たせていこうじゃないかという話もし

ておりますので、そうしたところを含め、今後、中間とりまとめから更に進んでいきたいと思い

ます。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。矢ケ崎委員、部会長に引き取っていただきましたので、今、おっしゃ

っていただいた視点で、是非、今後のご検討を進めていただけると、より良い形でのとりまとめ

になるのかなと思いますので、是非、よろしくお願い申し上げます。 

 

（矢ケ崎委員） 

  承知いたしました。 

 

（石井吉春会長） 

  それでは、この議事については、これで終わらせていただきまして、次の議事次第四つ目、報

告事項でございますが、「バリアフリー観光推進方策」案の概要について、事務局よりご報告を

お願いいたします。 

 

（後藤課長） 

  観光局観光地づくりを担当しております後藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私からは、「バリアフリー観光推進方策」案の概要についてご説明させていただきます。資料 

3-1をご覧下さい。  

はじめに、趣旨としてですが、この方策は、高齢者や障がいのある方など、誰もが安全安心で

訪れやすいバリアフリー観光を道、市町村、観光関連事業者、その他関係団体が相互に連携・協

力して推進するため策定するもので、本年度策定されました「北海道観光のくにづくり行動計画」

に関連した個別計画に位置づけられたものでございます。 

現在の方策は平成 30 年７月に初めて策定されたもので、推進期間の３年間が経過したという

ことで今回見直しを行っております。 

本方策案につきましては、現在の方策の策定後に設置されました、バリアフリー観光の有識者、

国や交通・宿泊事業者団体、福祉関係団体、DMO などで構成されますバリアフリー観光推進ネッ

トワーク会議で意見交換を行いまして作成したもので、現在、最終の策定作業を行っているとこ

ろでございます。 

２番目のバリアフリーの観光を取り巻く現状ということですが、前回の方策の策定後、令和２

年に国によるバリアフリー法改正などの後押しもあり、駅などにおけるエレベーター等の設置で



 12 / 20 

 

すとか、ノンステップバスの導入ですとか、宿泊施設のバリアフリー化などハード面での取組の

ほか、その整備されたハード面・施設を利用しやすくするための取組、例えば、交通機関での案

内表示のバリアフリー化ですとか、乗降に際してのバリアフリールートの確保といったことも進

んでおります。 

また、その他団体からも、観光関連ホームページの多言語化ですとか、バリアフリー情報案内

機能の充実化などのソフト面での整備も図られてきたとネットワーク会議において把握されて

おります。 

令和２年には、北海道観光振興機構と連携して、全国の障がいのある方、高齢者及びその家族

へのアンケート調査を行いました。その結果、７割の方が「旅行したい」、そのうちの２割が「旅

行したいが行けない」と回答し、その理由として「バリアフリー観光の情報がない」、「介助・

同行者が不在」などが挙げられております。 

平成 29 年の調査では、観光施設での障がいがある方へのサポートの研修などが足りていない

ということも把握されております。 

ネットワーク会議において、これらの取組は進んでいるものの、やはり、ハード面・ソフト面

においてまだ課題は残っているとの認識がありまして、特に、整備されたり、取り組まれたりし

ているバリアフリー観光の情報発信が不足していること。それから新型コロナウイルスの感染対

策をする中で見えてきた、新たな対応の必要性。そして、ハード面の整備だけではなく、それを

カバーするソフト面の取組として、心のバリアフリーの推進が重要であるとして、このような課

題を３番の見直しの観点として策定いたしました。 

４番の基本方針及び展開方向にある七つの施策を柱といたしまして、バリアフリー観光を推進

することにしております。この中で、ハード面の整備をさらに補完する意味でも重要となる「心

のバリアフリーの推進」と、「コロナ禍におけるバリアフリー観光の対応」が、新規要素として

盛り込まれております。 

５番の推進に当たってということで、推進体制については、国や道、市町村、観光関連事業者、

その他関係団体など、観光に携わる関係者がそれぞれの役割を認識した上で、連携・協働しなが

ら、バリアフリー観光の振興を図ることとしております。推進期間及び管理についてですが、推

進期間を「北海道観光のくにづくり行動計画」と同様の５年間といたしまして、展開方向ごとの

取組状況の進捗を各関係団体などから聴取し管理することとしております。 

今後は本審議会、道議会食と観光対策特別委員会にて報告の後、バリアフリー観光推進ネット

ワーク会議で最終確認をした上、策定することとしております。 

以上、報告させていただきました。 

 

（石井会長） 

  どうもありがとうございます。ただ今の内容について、ご質問等ございましたらお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（サムット委員） 

バリアフリー観光へ着目するのはとても良いことです。観光客も高齢化しており、東南アジア
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など色々な国で高齢者が多くなり、車イス利用者が増えている。そうした中、北海道観光のバリ

アフリーの PR はまだ少ないかなと思います。もっと PR すべきと思います。北海道に来る前に、

どこで、どうやって、どんな体制があるのか。日本は既に高齢化社会であり、基本的には車イス

でも移動しやすいですが、そのイメージを分かりやすく、具体的なイメージとして海外に発信し

ていくべきだと思います。 

北海道観光を推進するに当たり、バリアフリーは一つの可能性になる。こういった人たちは、

一人ではなく、家族一緒に旅行することが多い。家族が車イスを押して行けるところだけに限定

したいと考えます。そうしたときの具体的なプランを検討できるだけの情報を北海道が後押しし

て、海外にたくさん発信してほしいです。あとは、冬の北海道の移動は車イスだと難しいですが、

そのような中で北海道としてどのように楽しませるのか。海外の人がイメージできないため、情

報発信してほしいですね。 

私にとって、バリアフリーはアドベンチャートラベルと同じくらい大切なので、インバウンド

対応の視点からも力を入れてほしいです。方策の中には、「インバウンド」という単語が入って

いません。言葉が入っていないと、なかなかインバウンドという視点で施策をとらないので、「イ

ンバウンド」や「海外の」という単語を入れられれば良いかなと思います。 

 

（石井吉春会長） 

非常に重要な施策の方向性を取りまとめていただいたということですので、今、ご指摘のあっ

たとおり、分かりやすく、広く、どのように広報していただくかということも、配慮していただ

いて進めていただければと思います。他にはいかがでしょうか。 

 

（福村委員） 

  このバリアフリー観光推進方策の中で、バス業界の立場からの意見としては、四つありまして、

一つは、実は北海道は、特に貸切バスにおいては、リフトバス、車イス対応した車両が、本州等

の他の自治体における保有台数と比較すると少ない方なのです。それも、極めて少ない状況にあ

ります。この背景は、これまで北海道に車イス等でお越しになるご高齢者の方あるいは障がいを

お持ちの方は、飛行機で来道するということがほとんどであったため、そもそも北海道への旅行

に対してのハードルが高く、車イスでお見えになる方が少なかったという背景がありました。 

  よって、バス事業者としても、貸切バスは設備投資を控えて、あるいは貸切バスが車イス対応

のリフトバスでなくても、さほど大きな不満にはなっていないという認識だったのです。 

  ところが、これから新幹線が札幌へやって来ますし、既に函館方面まで来ているということで、

陸での移動となりますと、障がいをお持ちの方など車イスでお越しになる方が増える可能性が今

後、非常に高まってくるので、貸切バスにおける車イス対応の車両をどんどん増やしていかない

と、この推進方策で一番重要な二次交通のところで、障がいをお持ちの方が不便に思ってしまう

ケースが多くなるということになりますので、ぜひ、ハード整備について、車イス対応している

バスの導入支援をより積極的にしていただきたいと思います。 

  特に、資金面ですね。具体的な金額で言いますと驚かれるかもしれませんが、リフト対応のた

めの改造がおよそ 500万円から 1,000万円。そもそも貸切バス１台の購入に 4,000万円程度かか
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る中で、さらに改造を行って１台 5,000万円近くかけて入れるとなると、なかなか事業者として

は、二の足を踏んでしまう。今後、恐らく需要は増えていくのだろうと思いますが、どのくらい

の稼働ができるのかと考えると、投資の割には回収の期間が長くかかったり、あるいは回収でき

ないまま車両が古くなって廃車になったり。ここを心配しております。ですので、高齢者や障が

いのある方が、そもそも北海道に来ることのハードルが高い中で、需要がないからこのままで良

いという、この環境を変えるためには、北海道として、バス事業者に対する設備投資への支援を

今まで以上に。既にそういった制度はあるのですが、さらに強化していただかないと、バリアフ

リー対応の車両というのは増えないと思っています。 

  その背景には、コロナ禍でバス事業者の財務内容が大変痛んでおりまして、JRやエアー、バス、

タクシーもそうですが、設備投資をするお金が全く出てこないという状況の中、二次交通の中で

バリアフリー対応をする交通事業者がどの程度いるのか。需要がない中で、非常に厳しいかと思

います。 

また、旅行会社の観点から言うと、バリアフリー対応している車両に関しては、普通のバスツ

アーでは使い勝手が悪く、敬遠されてしまうのです。そうなると、バス事業者としては、旅行会

社さんからチャーターいただけないリフト対応のバスを持っていてもどうなのだろうかという、

経営の視点が強くなってしまいますので、このあたりを方策にも盛り込んでいただきたいと思っ

ております。 

 

（石井吉春会長） 

具体的な、貸切バス等でのバリアフリー対応についての現状と今後の方向性についてもお話し

ていただきましたので、ぜひご検討いただき、予算での対応ということにもなるかと思いますが、

可能な範囲でのご対応をお願いしたいと思います。 

他はいかがでしょうか。それでは、このテーマについてはここで終わらせていただきます。 

続きまして、意見交換にさせていただきたいと思います。当初想定していた時間繰りからいう

と、かなり時間が押しておりますが、北海道観光全般、それぞれのお立場の業況等、ご意見をい

ただきたいと思います。当初、全員にご発言をいただこうと思っていたのですけれど、時間の制

約があるので、挙手をいただいてご発言をお願いしたいと思います。できましたら、各自１，２

分で簡潔にお話をいただければと思います。どなたでも構いませんが、いかがでしょうか。 

 

（佐藤委員） 

バスの件について、福村委員からご案内があったので、バリアフリーを推進するとなると、今

後期待されている「Go To トラベル」や「どうみん割」で、バリアフリーを使った旅行商品は通

常の旅行より高額なはずなので、通常の割引よりも、上乗せという表現は正しくないのかもしれ

ませんが、配慮したものを適用するなどして、バリアフリー旅行の活性化をさせてもよいのでは

ないか、という意見でございます。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 
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（高田委員） 

まず、アドベンチャーの観点から先ほどのお話の中の話をさせていただきたいのですけど、現

地ガイドとして考えるのは、命を預かるということです。安全を担保しなければいけない。そう

いう部分では、ただ研修を受けただけでガイドが務まるのかということを、一つお伝えしておき

たい。 

また、今、お話のあった中では、ユニバーサルという形をもっと考えた方が良いと思います。

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方です。今、話していたような形だと、

非健常者の方の話しかしていないのです。そうではなく、健常者から非健常者まで全ての方が楽

しめるような。例えば、森に入るにしても、全部を舗装道路にしてしまえばそれで良いのかとい

う考え方です。車イスが全部入れるようにしてしまえばそれで良いのか。そういうことではない

と思います。非健常者の方がどのようにして、そうしたところまで入っていけるかを考えていく

べきだと思います。例えば、それに対応した車イスをつくるであるとか、あるいは、大学等の剛

健な運動部の選手をオフの時期に各地域で雇い、担ぎ屋さんをしていただくなど。そのくらいの

ことまで考えなければ、これからのスタンスとしては足りないのではないかと思います。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。ユニバーサルデザインということで、バリアフリーをさらに一歩進め

る概念かと思いますけれど、本来的にはそういう方向を目指すべきとのご指摘かと思いますので、

方策はもうできておりますけれど、次の課題として対応していただきたいと思います。 

  他にはいかがでしょうか。 

 

（南委員） 

  このような場に民泊事業者も含めていただいたので、少しお時間をいただければと思います。 

  チャットに送りましたけれど、民泊事業者も細々ですけれど、札幌市内を含め約 2,000施設が

住宅宿泊事業法に基づき存在しています。ライセンスとしては、簡易宿所も含まれますけれど、

住宅宿泊事業ではない民泊もありますので、2,000 以上の施設が北海道内にあるということにな

ります。状況としては、国の規制緩和も大分進んでおりますので、それを常にウォッチしながら、

新しいサービス、今までできなかったこともできるようになっていますので、今後、そういった

運用の方とか、人の移動というところに関わってくるのかもしれないが、今まで我々がやってい

た宿泊事業者と宿泊者の交流というか、一緒に活動する内容もあるので、そこも引き続きウォッ

チしていきたいと思います。 

  本日、議題となったアドベンチャートラベルですとか、バリアフリーも我々事業者として関わ

れる部分を引き続き模索していきたいと思います。 
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（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。まだ時間はございますので、ご遠慮なく。 

 

（サムット委員） 

  先ほどのアドベンチャートラベルのガイドの関係なのですが、研修は北海道の全体的な理念を

研修すれば良いと思います。また、専門分野、業界団体の試験を合格した人に北海道のバッジ制

度を与える場合は、研修だけで皆が貰えるようにしてほしい。 

基本的には命が一番大事で、それは間違いないと思う。ただ、北海道がそれに関わる必要は無

い。業界団体によって既にある資格をチェックすれば良く、後は業界団体に任せればよい。 

もう一つは、北海道全体の観光について。コロナ禍において、第１波ではインバウンドのせい

でコロナが入ってきたという意見がたくさんある。先日、衆議院議員選挙の中、大通公園でのあ

る政党の街頭演説で「皆さん、雪祭りで外国人が来てからコロナが来た」というような発言をし

た人が居たのです。しかし、そうではない。この２年間でオミクロン株とか、デルタ株で証明さ

れたのは、インバウンドがいなくても日本人の中だけで市中感染するということ。北海道観光を

推進していくためには、これについて、どうやって道民の皆さんに分かっていただくか。今は、

インバウンドは来ちゃだめ、インバウンドは悪いというイメージがある。 

  もう一つは、コロナ禍の中では、北海道は観光立国という割にはインバウンドに積極的ではな

いなと。例えば、国がバブル方式で募集をかけて、どこに外国人を入れられるか調整するとか。

観光立国になりたいのであれば案を出すべきかと思う。例えば、空港に着いたらアプリを入れて

もらい、どこのホテルがバブル方式に対応するか情報提供を行うなど、実行可能かどうかは別と

して、チャレンジしていくことが必要だと思います。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。インバウンド再開に向けての水面下の動きは、いろいろ、むしろ積極

【南委員からのチャット内容】 

コロナ禍で厳しいが CtoC 的な感覚で事業を行っている民泊事業者が多く、細々と事業を継続

している。どうみん割事業によってはじめて民泊を利用する地元民もいた 

住宅宿泊施設（客室）数 

北海道内約 2000（札幌市内含む）ほか、簡易宿所ライセンスの施設も別途もある 

規制緩和の状況など（いままで NGだったものも申請し商品化が可） 

家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000824877.pdf 

宿泊利用者と事業者が交流する幅を増やしていくことが可能 

規制改革周りが活発であり引き続き注視 

AT・バリアフリー（観光庁 心のバリアフリーへ民泊施設登録実績あり）についても、我々 

民泊事業者が関われる部分など引き続き模索したい 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000824877.pdf
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的に取り組んでいただいていると伺っておりますが、実効的に動いていないのは事実ですので、

やはり、そこを変えていかないと北海道観光はシビアな状況がずっと続くということですから、

引き続き、鋭意取り組んでいただくということをこの場を借りてお願いすることで、引き取らせ

ていただきます。他にはいかがでしょうか。 

 

（福村委員） 

  一点、アウトドア活動振興推進計画の中で、先ほど説明を聞いていて思ったのですが、外国人

の受入体制をしっかりつくっていこうという中で、アクセスですね。我々バス事業者は移動手段

を提供する事業者ですから、特にバスの活用。アウトドアの体験場所へ行くのに、空港に着いて

からバス・タクシーがほとんどなのですが、そこから先はどうするのかというとき、たくさんア

ウトドアを体験したいお客様が来たとき、今の状況は、アウトドアの優良事業者が道路運送法に

基づく旅客運送の許可を要しない無償運送をされているということで、明確化されているとのこ

となのですが、果たしてガイドの人が何人居て、皆がハンドルを握ってエリアに行くのかとか、

現実的に考えたとき、バス事業者をうまく巻き込んで体験場所まで安全にお運びする仕組みを、

どこかのタイミングでは是非考えてほしいと思っています。 

  具体的に知床に関しては、知床五湖をウォーキングしたいということでお客様がやって来るの

ですが、駐車場があふれて大渋滞が発生している。皆さんレンタカーでやってきています。外国

人の方、恐らく免許を持っていない方が来たとき、レンタカーを借りることができるか、できな

いか。仮に借りられたとしても、アウトドアの駐車場はあふれてしまっている。ガイドが普通免

許で運転できる９人乗りのハイエースは優先的にとめられるのですが、同じハイエースでも普通

免許では乗れない 14 人乗りのハイエースで行くと入れない。大量輸送しようにも、普通乗用車

でしか行けないところもあるということを考えると、是非、アクセスというところで、バス事業

者とうまく連携をとって、輸送の強化を今の段階から取り組んでいただきたいと思っています。 

特にローカルなアウトドアを体験できるところは、バス事業者は生活交通路線が主体となって

おりまして、観光地に行くところは補助金がついておりませんので、そういうエリアに行かない

のです。新たにバス路線を引くとなると、貸切バスか、道路運送法の第 21条で、貸切バスで乗合

行為ができるという法律がありまして、そういうところも運輸局さんと相談しながら、柔軟に移

動に関する法的な観点からも、あるいはローカルなバス事業者との連携という観点から、取り組

んでいただきたいと思っております。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 

（笹本副会長） 

  私からも一つ。本日のメインテーマとなっていた、アドベンチャートラベルとガイドさんの養

成・育成というところで、旅行会社として申し上げますと、先ほどご説明のあったとおり、定義

として AT とは何ぞやというところは非常に緩いのですが、我々も勉強していくうちに、ATTA が

言っているアドベンチャートラベル、ATTAの会員の方とか、そこのエージェントについているお
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客様とか、そこで言う AT はかなりレベルが高く、全世界でそういうところを歩いているお客様

なので、どう感動するかというところがよく出ます。 

結果としての評価は、このツアーに参加して感動したと言って貰えるレベルまではいかないと

いけない。そうなると、当然、ガイドさんの質も高いものが求められる。そういうところを目指

すとすると、当然、単価も高いし、ガイドの質も上がってこなければならない。 

一方で、先ほどあったように裾野を広げていくというところのアドベンチャートラベル。入門

レベルで良いので、そういうことを広めていこうというところを同列に考えると、安易にアドベ

ンチャートラベルに絡んだツアー造成をして、これが AT ツアーですと、言い方は悪いですが、

なんちゃって AT 的なものをアドベンチャートラベルと呼んで良いのかというところを含め、こ

こを整理しないと、一言で ATツアーと言っても、なかなか難しいなと。そこも是非、部会等々で

も議論していただいた方が良いかなと感じました。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。多分、一般論としては、アドベンチャートラベルが目指している旅行

なり、ガイドというのは、おっしゃったとおりレベルが高い。裾野を広げるというのは、そうい

う人材をどう供給させるか。アドベンチャートラベル、ガイドのためには、新規参入、裾野が広

がることが必要だという意味で、話をつけるというロジックかと思いますので、アドベンチャー

トラベルで、質が下がるという意味で、ガイドの裾野が広がるとは認識していなかったので、部

会等でもそういう認識だと思いますので、勝手に申し上げましたが、そういう整理を。 

 

（矢ケ崎委員） 

  今、会長にお答えいただきまして、大変ありがとうございます。笹本委員がご指摘のことも石

井会長のご指摘のことも、道民の皆さんという観点で石井委員のおっしゃったことも、ゆくゆく

は全部やっていかなければいけない大きなスコープなのですね。大事だと思っております。今は

部会長というより、委員として発言しておりますけれど。 

全部やっていかなければいけないのですけれど、やっぱり段取りというものもあるだろうと考

えております。2023年のワールドサミットという絶好の機会を活用するには、まず何からやって

いくべきなのか。命を守る、簡単に救急車が呼べるところではない活動形態ですので、こういう

絶対に押さえないといけないところは押さえた上でどういう段取りでやっていくかということ

について、これからしっかり考えていかなければならないのだなという思いを非常に強くいたし

ました。 

  そして、先ほど知床の自動車の渋滞のことについても教えていただき、大変有難かったです。

そうした需要集中、自然が受け入れるときのキャパシティ、こういった需要の分散と言いましょ

うか、そういった観点もアドベンチャートラベルを考えていくときには必要な観点なのかなと。

受入側に負荷を掛けないように、しかしながら、北海道全体に何かしら自然・文化を楽しむ方々

がうまく回っていけるような。ウィンウィンを目指してやっていかなければならないのではない

かなという感想をもった次第です。 
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（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。かなり広いレンジで、引き続き、今後は部会長としてご検討を進めて

いただければと思います。 

  時間もまいりましたので、私から一言だけ言わせていただきます。今日の議論は、ウィズコロ

ナ・ポストコロナという形での議論がございませんでしたが、やはり今、ウィズコロナというこ

とでの観光振興ということが、強く求められている状況だと思います。抑えられている反動とい

う意味合いで一定の潜在需要というのは、まん防ならまん防が終わっただけで、顕在化するとい

うことがわかってきた。これから少し政策対応するときには、単純に動いて貰えれば良いという

よりは、一度回復しかけているような観光需要をどう掘り起こすか。 

  時間になりましたので、意見交換はここで終わらせていただきまして、事務局から何かありま

したらお願いします。 

 

（近藤課長） 

  事務局から一点。参考資料としまして、「北海道観光の現況 2021」をお配りしております。こ

ちらは、観光入込客数等の観光統計が掲載されたものとなりますので、後ほどご覧いただければ

と思います。 

 

（石井吉春会長） 

  ありがとうございます。議事につきましてはこれで終わらせていただきますが、全体を通じて

質問等ございましたら。 

（発言等なし） 

   

それでは議事を事務局へお返しいたします。 

 

（柳川課長補佐） 

  石井会長、各委員の皆様方、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。以上

をもちまして、本日予定しておりました議題を全て終了しました。閉会に当たりまして、観光振

興監の山﨑から一言、御礼を申し上げます。 

 

（山﨑観光振興監） 

  本日はお忙しいところ長時間にわたりご出席いただき、誠にありがとうございました。昨年４

月の観光審議会における諮問以降、次期「北海道アウトドア活動振興推進計画」の策定につきま

して、アドベンチャートラベル部会の委員の皆様をはじめ、委員の皆様のご尽力によりまして、

本日計画を取りまとめていただきましたことに、感謝申し上げます。 

  また、新しいガイド制度の中間とりまとめにつきましても、ご意見をいただきまして、ありが

とうございました。色々、制度の誤解もあるようなので、改めてご説明させていただきたいと思

っております。ガイドのあり方につきましては、成案の策定に向けて引き続き検討進めてまいり

ますので、引き続きご支援・ご協力賜りますよう、お願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせて
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いただきます。 

 

（柳川課長補佐） 

  これをもちまして、令和３年度第３回北海道観光審議会を閉会いたします。 

 

 


