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令和２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２年８月 26 日（水）09:55～11:25 

２ 場  所：かでる２・７ ５階 520 研修室 

（札幌市中央区北２条西７丁目道民活動センタービル） 

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）、遠藤正委員、緒方委員、グライナー委員、

佐藤委員、サムット委員、鈴木委員 

 

(2) 北海道（事務局） 

佐藤観光局長、鶴蒔参事、柳川主幹ほか 

 

４  議事 

 ・ 次期計画の考え方について 

 

＜議事録＞ 

（柳川主幹） 

ただ今から、令和２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。 

私は、道庁観光局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、

８名のご出席をいただいております。 

それでは、開会に当たりまして、観光局長の佐藤から、ご挨拶申し上げます。 

 

（佐藤局長） 

観光局長の佐藤でございます。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。第１回計画部会の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。委員の

皆様には日頃から、本道観光の振興に格別のご理解、ご協力をいただき、心より感謝を申

し上げます。 

全国的に新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せない中、７月 22 日からは国の

「Go To トラベル」が開始されましたが、東京都発着の旅行が対象外とされ、また旅行の

自粛ムードなどが相まって、観光産業の需要回復への道のりは未だ厳しい状況と考えてお

ります。道としては、当面の対策として「どうみん割」や SNS を活用した「HOKKAIDO 

LOVE!」プロジェクトの推進により、道内、そして国内へと段階的に需要喚起の取組を進

めているところでございます。こうした取組についても、皆様方のご支援・ご助言など賜

れれば幸甚でございます。 

前回の審議会では、次期「北海道観光のくにづくり行動計画」の策定に向けて、感染症

拡大防止と経済活動の両立などの観点から、幅広くご意見をいただきました。 

今回の計画部会では、皆様からのご意見を参考に整理した「次期計画の考え方」につい

て、ご議論いただく予定でございます。 

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ます。簡単ではございますが、開催に当たっての
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ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

  

（柳川主幹） 

それでは、初めに、本計画部会の目的について、ご説明申し上げます。計画部会の目的

についてですが、第４期「北海道観光のくにづくり行動計画」が今年度で計画期間終了と

なるため、次期計画を策定するに当たり、今回は素案作成に向けた計画の骨子などについ

てご意見をいただくため開催をしております。 

続いて、配付資料の確認でございますが、次第に内容を記載しておりますので、ご確認

をお願いいたします。万が一、落丁等がございましたら、事務局にお申し付けください。 

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。 

さて、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、概ね 11 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。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。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（石井吉春会長） 

皆さん、おはようございます。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」の策定に当たっての考え方等を整理しておりますので、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、資料につきまして、事務局よ

りご説明願います。よろしくお願いいたします。 

 

（鶴蒔参事） 

観光局参事の鶴蒔でございます。お配りしている「次期計画の考え方（骨子案）」を基

にご説明させていただきます。 

１枚おめくりいただき、１ページをご覧ください。「次期計画策定ステップ」の案につ

いてですが、北海道観光の現状や、前回の観光審議会でのご意見などを踏まえまして、 今

回の「次期計画の考え方（骨子案）」を作成しました。この「次期計画の考え方」は本日

の計画部会でご議論いただいた後、地域でのヒアリングなどを経まして、次期計画の素案

を作成していきたいと考えております。今後 10 月下旬には、第２回の計画部会を開催し、

素案についてご議論いただいた後、「中間とりまとめ」を作成し、11 月中旬に開催予定の

第２回観光審議会でご審議いただく予定でございます。また、資料右下に記載しておりま

すが、国も本年度中に「観光立国推進基本計画」を見直すこととしておりまして、適宜そ

の内容についても反映していきたいと考えております。なお、「中間とりまとめ」につい

ては、多くの方々にご理解いただくため、簡素でわかりやすいものとする予定でございま

して、資料の最後の７ページにイメージを添付しておりますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

続いて、２ページをご覧ください。「『北海道観光のくにづくり行動計画』の構成要素」

についてですが、「北海道観光のくにづくり条例」では、観光の振興に関する適切な目標、

道民、観光事業者等の行動の指針、道の施策、この三つを計画において定めなければなら

ない、とされているところでございます。その内、本日の計画部会では、適切な目標につ

いてと方向性につきまして主にご議論いただければと思います。 

続いて、３ページをご覧ください。今回策定する計画は、「北海道総合計画」の特定分

野別計画に該当することから、終了年度を同時期にしたいと考えておりまして、2025 年
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度までの５カ年計画にしたいと考えております。ただし、計画期間内において、今回の新

型コロナウイルス感染症のような事態が発生した際には、必要に応じて見直してまいる考

えでございます。 

続いて、４ページをご覧ください。４ページと５ページが本日の計画部会で中心にご議

論をいただきたいと思っているところでございます。４ページでは、前回の観光審議会の

最後に次長の山﨑からも申し上げていたところですが、計画期間内に実施すべき内容だけ

ではなく、本来あるべき北海道の観光のビジョンについてもご議論いただくためのたたき

台として用意したものでございます。めざす姿が資料の右側にございますが、１点目の「オ

ンリーワン！自然と文化を活かした観光地」は、ナンバーワンよりもオンリーワン、入込

客数から消費単価の追求への転換や、来年開催予定のアドベンチャートラベル・ワールド

サミット、ATWS を契機として、欧米からアジア若しくは世界でオンリーワンの観光地と

して北海道が認知されることをイメージしているものでございます。２点目の「いつで

も！どこでも！何度でも！おもてなし」は、季節偏在や地域偏在といった北海道観光の長

年の課題の解決をイメージしております。３点目の「誰もが快適・安心に滞在」は、国籍

や年齢などを問わず、北海道に観光に来た方は、できるだけストレスフリーで観光ができ

ることや、有事の際でも安全・安心を確保できる観光整備をイメージしているものでござ

います。４点目の「持続的に北海道観光を発展」は、目先の短期的な利益だけを追求する

のではなく、将来にわたりまして、長期的な視点で北海道の観光産業を発展させていくこ

とをイメージしているものでございます。 

次に、５ページ目をご覧ください。北海道観光の現状、前回の観光審議会での主な意見、 

及び国の動向なども踏まえまして、この５年間の計画期間内における施策展開の方向性に

ついて、たたき台として作成したものでございます。こちらも資料右側の施策展開の方向

性ですが、１点目の「クリーン北海道」は、新型コロナウイルス感染症の影響によるウィ

ズコロナを踏まえた公衆衛生の観点からの基盤整備や、環境へ配慮した持続可能な観光を

推進することにより、選ばれる観光地づくりをしていきます。２点目の「量から質へ」で

は、コト消費の充実や高額消費の旅行の推進により、観光消費単価を向上させるとともに、

AI、IoT といった先端技術の導入による低コスト化を実現することにより、観光客のさま

ざまなニーズに対応できる施策を展開していきます。３点目の「旅行者比率のリバランス」

は、新型コロナウイルス感染症の影響がどこまで続くかわかりませんが、国内旅行の需要

を改めて見直すとともに、道央圏以外の観光客数の増加やインバウンドについては、東ア

ジア以外からの観光客をより増加させるなど、状況の変化に応じた柔軟な施策の展開をし

ていきます。４点目の「新しい旅行スタイル」は、コロナ禍において注目度が高まったワ

ーケーションやＡＴＷＳを契機としたアドベンチャートラベルの推進など、長期滞在化や

繁忙期、閑散期の差の解消ができる施策を展開してはどうかと取りまとめたところでござ

います。 

続いて、６ページをご覧ください。先ほどの四つの施策展開の方向に対し、関連する指

標項目をサンプルとして記載したものでございます。現行計画で採用している観光消費単

価や入込客数に加え、安全・安心の指標や、環境に関する指標などの追加もイメージして

おります。具体的な数値目標は次回以降、２回目の計画部会でご議論いただきたいと存じ

ますが、追加すべき指標などについてもご意見を頂戴できればと思います。説明は以上で

ございます。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。ただ今、事務局から今回の論点に関する説明がございま
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したが、この点を含め次期計画策定全般について忌憚のないご意見をいただければと思い

ます。もし質問等もございましたら、ご発言の際におっしゃっていただいて、適宜対応し

ていただければと思います。本日は隣の鈴木委員からスタートさせていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（鈴木委員） 

すみません、今一生懸命資料を読み込んでいるところでございます。今日はよろしくお

願いいたします。予定として最初の１ページ目のステップですが、今日ご用意していただ

いているたたき台について、私どもからご意見を出させていただいて、それを元に事務局

で検討いただいたものが 10 月の下旬にもう一度この場で議論ということでよろしいです

か。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（鈴木委員） 

この場でなくて、この後もしかしたら気づくこともあるかもしれないのですが。 

 

（事務局） 

大丈夫です。 

 

（鈴木委員） 

ありがとうございます。すごく網羅していただいていると思うのですが、一つだけ、こ

の５年間でいうと、恐らく新型コロナウイルス感染症の影響は収まらない、絶対従前の形

には戻らないと思います。ただ、それによって、北海道が守らなければいけない観光事業

者とか、ホテルとか、ガイドとか、今、瀕死の状況に陥っておりますので、この５年間の

間にどう守るかという視点、そこにはリバランスと書いてありますけれども、国内顧客に

シフトする、というのは正しいと思うのですが、後ろの指標も全て「数」になっているの

で、たくさん「数」が来たら、地域は疲弊するだけですし、修学旅行も復活という話をし

ておりますけれども、道外から北海道にたくさん来るのはまだ時間がかかると思います。

そういう意味では消費単価、滞在日数など「質」的なものをカウントできるような仕組み

を作っておかないと、北海道の観光事業者がこのまま数がどんどん目減りしていく、今、

名店と言われる飲食店がどんどん潰れていっておりますので、本当に今まで連れて行った

お店がもうない、という状況が既に起こり始めています。これを直接支援するのは難しい

としても、本当に「どうみん割」のおかげで息を吹き返すガイドさんもかなりいます。そ

ういう意味ではそのような施策を財政的には本当に厳しいと思いますが、この４、５年で

考えなくてはならないのは、直接支援とはいかないまでも、インフラの維持、そうしない

と５年後にもし市場が復活したときに、稼げるものがない。北海道のガイドが稼ぐには、

良いものを作り、観光に来てもらうしかないので、そういった意味ではそこを守ることが

一番大事なポイントであり、少し欠けていると思いました。すみません、以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。今、鈴木委員がおっしゃった中で、むしろ守る視点ということ

で言いますと、雇用、といっても色々なものがありますが、ガイドとかある種末端の人ほ
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ど厳しい部分があって、守り方も戦略的に考えないと、単純に観光部分の話だけでは、雇

用を守れない気がします。そこら辺をもう少し突っ込んで、意見を言っていただいた方が

良いかと思います。 

 

（鈴木委員） 

ミクロの話をすると、今回の「どうみん割」でアウトドア事業者さんに、それこそ交通

が付いていなくても、旅行商品になっていなくても、「どうみん割」を活用できるとして

いただいた途端に、急に道民の方で、これまでアウトドアなど楽しんだことのない人たち

が動きました。実際に目の前でネイチャーガイドさん、アウトドアガイドさんのところに

初めてのお客様が来ているということがありました。間違いなく市場の新たな開拓に繋が

ったと思います。直接支援というのは、収入補償をしてくれと言っているわけではなくて、

まずは道民がこれだけ動いているのですが、未だにワイナリーにレストランがあることを

知らない道民があまりにも多く、乗馬とかラフティングならばまだ数はいますが、もう少

しマニアックな体験になった瞬間に体験人口というのはものすごく少ないです。恐らく農

政部さんが頑張っている農村ツーリズムもそうですし、予算をただ PR するだけではなく

て、体験をするモチベーションはお金かもしれませんが、地元の人が地元を楽しむ需要喚

起をしないと、もしインバウンドが復活したとき、道外から多くのお客様が来たとき、地

元の人が楽しんでいないのに外のお客様に楽しめというのは無茶な話なので、そういった

意味では、今こそ地域の観光協会、DMO、DMC を使って、そこが開発した商品には、こ

ういう割引なのか、推薦なのか、若しくは北海道には大泉洋さんとかいらっしゃいますよ

ね。「福」知事でしたっけ、ああいう方にどんどん北海道の魅力を抽出してもらって、プ

ロモーションしてもらえば、「私も行きたい」という人が増えると思います。そんな働き

かけが、まずは道民、そして国民にできれば良いのかなと思います。 

 

（石井吉春会長） 

すみません。二度も発言いただきまして。「質」を追求する際に、広い意味のガイドツ

アーがむしろ重要なインフラだと思うので、守る必要があると個人的に思っています。ま

だまだ観光の枠から出ていないご発言だったかと思うのですが、教育など全然違う分野で

使ってもらうようなことをやるなどすごく真剣に考えて、料金が安くても日常的に使われ

るツールを作るとか、就業面ならば農業とか他の仕事と、申し訳ないが少し兼業的なこと

でキャッシュの捻出ができる政策も色々なことをやらなくてはいけなくて、北海道の自然

をどう活用するかというと、ガイドのような人、人が介在しないと、滞在型には絶対にな

らないと思いますので、そもそも変えようという方向へのインフラとして、結構大事だと

思っています。ぜひ具体的な施策を考えていただくと良いと思います。サムット委員お願

いいたします。 

 

（サムット委員） 

サムットです。私はタイ人で仕事は基本的に外国人から稼ぐので、今回の「Go To ト

ラベル」や「どうみん割」の恩恵は私にとってはゼロです。外国人専業であれば、日本人

向けの今の政策は何も恩恵を受けていない。日本にいる外国人はこういう現状であるとい

うことを、外国人の代表として言わせていただきます。北海道はこのような人たちをどう

いう方向で支援できるか、そのような人たちはインバウンドに詳しいので、何か使えると

ころはないか考えるべきだと思います。北海道にいる色々な外国人のガイドの人たちも、

コロナ禍では北海道でやっていけないと思い、全部撤退していくかもしれない。コロナ禍
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でこのような人たちをどう守るか。このような人たちはとても良い人材なので、今こそ色

々な自治体の一時雇用などでコロナ収束時に外国人を受け入れる企画立案に携わらせて

はいかがでしょうか。 

本日は全体的なお話しで、何がどこに当てはめられるかわからないのですが、私の考え

方だけお伝えすると、これからの北海道でやってほしいことは、地域のイベントの国際化

です。色々な外国からのチームに色々なイベントに参加させるということです。「北海道

国際マラソン」や「函館国際マラソン」など何でもいいです。全ての北海道にあるイベン

トをもっと盛り上げるためには国際化させて、国際化させるためには、道からお金とか、

北海道観光振興機構から支援する。例えば、「いしかり浜サンドパーク」や「さっぽろ雪

まつり」の「国際雪像コンクール」などの国際化を支援し、外国人観光客はこれから見る

だけではなく、参加する、参加して楽しい、参加してもらったら PR 効果もある。外国人

からしたら自分の国が優勝した場合、「このイベントがすごい」、「来年も参加したい」

などと思い、海外から新しい観光客も来ます。イベントの国際化でお客様の増加が見込ま

れるので、北海道からの支援、最初の段階から支援してほしいです。 

次は「のんびりとした北海道」。観光関連のホテル、別荘地などを作って海外の富裕層

に販売する会社のバックアップ。そのためには北海道は、できるだけ国に働きかける必要

があります。別荘地を購入した人へのメリット、ただの投資だけでなく、本当に長く北海

道に滞在できるような働きかけ、支援していく法制度があると良いです。例えば、タイ人

はビザ免除では 15 日しか滞在できませんが、別荘地を購入した人は 15 日ではなくて、よ

り長く滞在できるような、北海道の不動産投資の価値を高めるためには、このような制度

が必要です。ただの投資だけでなく、長期的なメリットもあります。これからは北海道に

長く滞在し、自分の国の仕事もできるという時代に変わります。新しい考え方として、北

海道のこれからのめざす姿として、皆に長く滞在してもらうということです。長く滞在し

てもらうためには、どこに問題点があるかを把握してもらいたいです。 

次は、“With Foreign”、「外国人とともに」という考え方が必要だと思います。道民の

中には、海外の方が嫌いな人もいるかもしれません。道民に外国人を慣れさせることが必

要です。インフラ整備や観光施設のリニューアル、新しい観光施設を作るためには、結局

道民の力だけでは良い施設は作れません。良い施設の維持ができない。外国人がいるから

こそ、インバウンドがいるからこそ、地元の小さい旅館、小さいホテル、小さい温泉も長

く維持できると思います。リニューアル、綺麗にできる理由としてはインバウンドがいる

から、ということを理解してもらうことが必要です。これからの道民の行動、考え方に必

要なのは、“Live With Foreign”、「外国人と一緒」、多文化共生です。北海道は多文化共

生にとてもふさわしいところです。しかし、道民の考え方は必ずしもそこまでには至って

おりません。外国人を嫌がる人もいます。そのようなイメージを海外に出したら、良くな

いと思います。だから、北海道は海外の人と仲良くしたいというイメージを作っていくべ

きだと思います。このような考えを道民に意識させ、地元の旅館、温泉は外国人も一緒に

利用すれば、もっと綺麗になります。 

次は、「災害に優しい北海道」。災害はしょうがない。いつでも起こりえます。「災害

があったとしても北海道は全力で皆を応援します、皆を守ります。だから怖がらないで、

何があったとしても」という PR が必要です。何かあった時に北海道はどのように外国人

を守るか。災害は絶対に起きます。しかし、災害が起きても北海道はインバウンド、外国

人旅行者を守るということ、例えば、一つの具体的な案ですが、災害が終わった後によく

色々な補助金を出します。旅行割引とかいろんな割引がありますが、私の考え方は、災害

に遭った人はその時に色々なことにお金がかかったにも関わらず国に帰るだけです。だか
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ら、その人たちに特別に北海道で災害に遭ったから、災害証明書を発行し、次回来たら特

別割引があるなどの考え方をする必要があります。今回のコロナがあったときも、海外の

人は、ホテルが全部キャンセルされて、払ったお金も返ってこない。そのような人たちは

かわいそうです。だから、災害があったときに、旅行者が損をするだけではなくて、災害

に遭った人たちに、特別支援するような考え方が必要だと思います。 

あと、富裕層の話ですが、北海道が富裕層を歓迎する時は、どのように対応するのか。

VIP が来ても扱いができる、例えば入国から VIP の扱いをどのようにするのかというこ

とを今までは考えていないのではないでしょうか。北海道に VIP が来たら、手続きで並ば

なくても良い。そのような新しい発想、又は、飛行機が到着したら、疲れないようにどこ

かで皆に座っていただき、番号で呼び出し、並ばずに手続きを可能とする。最初からおも

てなしの発想が必要です。今までは誰もやっていないので、北海道でできたら良いと思い

ます。 

北海道の魅力、強みの話ですが、明瞭な四季、独自文化だけではありません。北海道は

サハリンに近いため、北海道から外国に１、２時間ちょっとで行けます。私は２、３年前

サハリンに行きましたが、とても良いところだと思いました。タイ人向けに記事を書いた

ら、皆北海道とサハリンの両方に行きたい、という反響がありました。それも北海道の一

つの魅力だと思います。北海道だからそのような文化があるということです。ロシアとも

近いという連携ができる文化です。だから今後はロシア、サハリンとの連携も一つ、北海

道の新しい魅力の考え方かなと思います。稚内市はそのような誘致の仕方、人が行きたい

と思うような新しい枠組み、観光資源を考えないと、稚内市まで行きたいとは思わないと

思います。サハリンと利尻島、礼文島、稚内の旅行を考えましたが、色々なタイ人が興味

を持っています。日本人はそこまで行きません。今は船の就航をやめてしまったらしいで

すね。それを復活させればこれから北海道の新しい観光資源に、そして新しい魅力の一つ

として考えられるのではないかと思います。 

最後になりますが、農業と漁業の話です。北海道の食事は美味しいです。農産物や魚介

類が美味しいです。その美味しさの裏側を皆体験したいと、興味を持っていると思います。

ちょうど、漁業や農業の人たちも今は人材不足で、働き手がいない。この二つをどのよう

にしてマッチングさせられるか。研修生制度はただの単純労働者、安い労働者を入れると

いう考え方です。そうではなくて、私たちは観光関連業者として、観光の視点で農業、漁

業をどうやって支えられるか。あと、観光客にとっても楽しく、北海道の美味しさの裏側

体験を提供できないでしょうか。ただの１日体験ではなくて、１ヶ月体験や２週間体験も

良いと思います。農業、漁業もメリットがあり、観光客にもメリットがある。少し仕事の

ようなこともして。法律の整備はまた別の話です。でも目標としてそれができたら新しい

観光資源にもなるため良いと思います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございました。後段の話は外国人に限らない施策展開の話かと受け止

めさせていただきました。全体としては、当面インバウンドへの期待はできない現実もあ

りますが、だから単に国内回帰ということではなくて、いつインバウンドが戻って来ても

困らないように、むしろ外国人向けの対応をより充実させるということが非常に重要な視

点だというご指摘かと思います。ぜひ、その点もご考慮いただく必要があるかと思います。 

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） 

おはようございます。佐藤でございます。４ページ、５ページを中心に、漠然とした話

になってしまうので、個人的な部分も含めてこの中の特化したところをお話しさせていた

だこうと思います。自分も北海道の観光に携わって、旅行会社出身ですから、大好きな北

海道で観光に携わっていくことは大変嬉しいということと、誇りも持っております。今、

北海道観光振興機構という立場で北海道の観光を語るときに、昔から変わらないと思うの

は、弱みに書かれている季節偏在と地域偏在です。これが必ず出てきます。何年経っても、

何十年経っても相変わらずのことをやっているということだと思っています。ただ書いて

おけば良いというアリバイ作りで、実は何も手を打っていないということを自ら認めてい

るという気がしています。若しくは本気で季節偏在を変えたいのならば、「どうみん割」

でも「Go To トラベル」でも、この時期に特別に割引制度を設けるとか、季節もあります

が、平日ですよね。休日やゴールデンウィーク、年末年始に特別なものが使える必要はな

くて、平日に動く方たちに特典があるという施策をずっと実施する。１年間とか、２年間

とか。そのようなことをやらないと、解決できないのではないかと、実は思っております。

もちろん財源の問題もありますし、仕組みの問題もありますから、「言うは易し行うは難

しいかもしれませんが、ただ、書くならそのくらいの覚悟を持って、やるべきではないか

と思っています。その意味でいうと「『入込』から『消費単価』へ」ということが書かれ

ておりますが、会長の小磯もこれを強く言っております。これからの観光、今までもそう

だったのですが、消費単価、観光消費というものが上がらなかったら、本来の意味をなし

ていないのではないかということを申しております。私もその部分は賛同しております。

だとしたら、消費単価を必ず計測するということは必要だと思います。５年に１回、３年

に１回という頻度ではなくて、毎月もしくは毎年継続する。今回５年間の計画ということ

ですから、言った以上は、５カ年は少なくとも途中でぶれない、書いた以上は、知事が代

わろうがやるというようなことがないと、またかというようなことになるのではないかと

思います。来年アドベンチャートラベル・ワールドサミットが来る、オリンピックが来る、

マラソン、パラリンピック、競歩だとかが北海道で開催されるというチャンスがあるわけ

ですから、開催される前提でやるということではないかなと思います。言いたいことを勝

手に言っておりますので、誤解を受けるといけませんが、そういったことはとても大事だ

と思います。 

５ページに今度、「『おもてなし』の見直し」ということが出ておりまして、これはど

んなことを言っているのか。「おもてなし」というのは、古いとは言いませんが、どの程

度認知されているのか、イメージされているのかわかりませんが、自分の中では、別の機

会でも言っているのは、居心地です。かゆいところに手が届く、そういう観光でありたい

という思いがあります。 

とりとめの無い話になりましたが、ぜひ、そんな観点と覚悟を持った取組をお願いした

いと思います。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。私も事前説明を受けたときに、単純に季節偏在、地域偏在とい

う話がいつも出ているのは、個人的にはどうかと思っており、少なくとも、言うのであれ

ば、逆の言い方、偏在と言うのであれば、例えば４月と 11 月の対策を徹底してやるなど、

まずはターゲットを具体的に絞る。地域偏在というのも、札幌に来すぎなのかと。恐らく

そうではなくて、地方への誘客を徹底してやる。話がそもそも偏在と言っている限りは明

確にターゲットが見えていないので、それをまずは絞るということから始めないと、議論
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が拡散して、結局何をやっていいかわからないということがあるのではないか。事前に少

し議論しましたが、ベースの認識は同じだと思います。季節繁閑の是正の仕方というのは、

冬の底上げというのも考えてみたら二、三十年かかっていますよね。色々なイベントをや

り、単に安くするというタイプの政策では、あまり上手くいかない可能性があるので、も

う少し業界と連携して、どのようなやり方が考えられるのか、イベントなのかおもてなし

なのか、ということを季節毎に考える。例えば、11 月ならば一番ご飯が美味しい時期です

から、「ご飯のおいしさがいつもより２割アップします」など何か北海道の 11 月に行っ

たら、こういうことがある、結局そういうイメージが浸透すると顧客が来る、そういう歴

史ですよね。冬を変えたというのは、まさにそういうことかと思います。業界も含めて、

少し絞り込んだイメージを出して、本格的に取り組むということは大変だと思うので、ぜ

ひ一緒にやらせていただければと思います。余計なことまで申し上げました。すみません。

ありがとうございます。緒方委員お願いいたします。 

 

（緒方委員） 

北海道エアポートの緒方でございます。事務局でおまとめいただいた、たたき台がとて

も良くまとまっていると思いましたので、それについて述べさせていただきます。 

4 ページに書いてございます、四つのめざす姿というのがありまして、どれも大事だと

思います。この 5 年間という期間でインバウンドのお客様が完全に戻ってくるまでの間と

いうことですと、国内のお客様という話になっていると思うのですが、その間にインバウ

ンドのお客様が従前どおり、あるいは従前以上に戻って来られるまでの間に折角ですので

そこに書いてございます北海道の強みを活かせるような分野でも、持続的な観光業の発展

ができると良いと思います。インフラ整備と言うのでしょうか、先ほど鈴木委員からも話

があったガイドの育成ですとか、あるいは観光バスとか、交通事業者が潰れてしまうとお

客様が来た時に運ぶ人がいなくなります。観光としてのインフラがなくなるとお客様を呼

べなくなってしまいますし、呼んだとしてもおもてなしができなくなってしまいます。そ

ういったことも含めて、この 5 年間という意味でいうと、この四つのめざす姿の中でどれ

も大事ですけど、持続的に観光を発展させるようなインフラ整備が重要だと思います。イ

ンフラ整備というと非常に幅が広いので、先ほどのガイドの育成ですとか、事業者の方へ

のサポートですとか、あるいは外国人向けのサイネージとかメニューとか、外国人の方で

も安心できる災害情報の発信なども含めて、今すぐどんどん来て下さるご時世ではないと

きに、着実に準備をしておくのが大事だと思います。幸い、来年アドベンチャートラベル

・ワールドサミットがあり、オリンピックもあるので、そういうステップを見据えつつ、

早急に何か呼び込みましょうとかではなく、外国人の方がいらっしゃらないので、国内に

しましょうとかいうことではなくて、もう少し持続的な取組についても力を入れるような

方向性が大事だと思いました。以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。インフラ、むしろソフトなインフラ、観光に必要なものの整備

や維持をどうするのか、という観点でのご発言だったかと思います。どうもありがとうご

ざいます。続きましては、ジョン委員お願いいたします。 

 

（グライナー委員） 

おはようございます。今の話、４ページのポイントは中々いいポイントがあります。最

初のキャッチフレーズ「オンリーワン」という表現は正しいと思います。北海道と似てい
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る地域はあまりないと思います。だから、コロナウイルス感染症収束後は必ず人が戻りま

す。間違いないと思います。では、私たちはこれから何ができるか。 

CAT スキーはハイレベルな人の利用が多いです。Cat tour の参加料金は１日８万円で、

団体での利用もよくあります。貸切 Cat や貸切リゾートなどの予約も徐々に増えていま

す。北海道オンリーワン、岩内オンリーワンです。日本海を眺めながら、海に飛び込んで

いくような感覚で滑ることができるパウダースキーは素晴らしいです。そのことが段々口

コミでお金持ちの人々に伝わっていきました。しかし、色々な問題ももちろんあります。

岩内町役場は素晴らしいです。ものすごくアグレッシブで何回も私のところに来て、何回

も話をし、色々動いてくれています。しかし問題は残っています。日本のパワーシステム

はややこしいです。皆さんは良く知っていると思いますが、Cat tour の滑走エリアを広げ、

さらに多くの集客をし、さらに多くの方々に岩内に訪れてもらうために、今までボトムア

ップやトップダウンなど色々な方法で滑走エリアの拡大を試みてきましたが状況は何も

変わりませんでした。しかし決して諦めずまだまだ粘ります。また、とても大事なことは、

どうして皆ニセコに興味があるのか。それはパウダースノーです。地球温暖化によりパウ

ダースノーをいつまで楽しむことができるのか少し心配ではありますが、問題はニセコの

スキー場が混んでいることです。ニセコの山はそんなに大きくありません。北海道には留

寿都、岩内、キロロなど日本を代表するスノーリゾートがありますが、スキー場の数はあ

まり多くありません。さらなる集客のために多くの企業がコンドミニアムやホテルを作り

続けていますが、パウダースノーを楽しみにきたお客様は一体どこを滑ればよいのでしょ

うか。倶知安町にいる人は、「大丈夫です。リフトは余り待ちません」と言いますが、彼

らはスキーやスノーボードをやりません。弊社の Cat tour に参加されたお客様とよく話

をするのですが、岩内は特別で、１日中パウダースノーを楽しむことができるから嬉しい

という声をよく聞きます。私が心配なことは、Cat tour のお客様の殆どはニセコに宿泊さ

れている方々で、ニセコが混みすぎているから嫌になって弊社の Cat tour に参加されて

いるということです。ニセコ離れが進み、ニセコに人が来なくなると大変だと思います。

今、北海道で新しいスキー場は絶対作れません。地元の事業者の方もスキー場自体の利益

は余り無いらしく、殆ど赤字のようです。そのような状況で誰が投資するのでしょうか。

誰が新しいコースや新しいスキー場を作るのでしょうか。私はアメリカのコロラド大学で

学びましたが、アメリカの高速道路７号線沿いには 14 のスキー場がありました。結構長

い道路ではありますが、一つの道路で、14 のスキー場があります。そのスキー場全部が大

きいです。多くの人が来ます。すごく成功しています。スケールがあります。しかし北海

道のスキー場にはスケールがありません。国有林を管理している後志森林管理署や、国定

公園を管理している後志総合振興局に行き、新しく CAT スキーができる場所や、有事の

際に捜索活動などで使うための約６メートル幅の道路を作ろうとすると、いつも「ダメ、

ダメ、ダメ」ばかりです。「一本も木を切らないでください」、それはわかりますが、お

そらくバブルの時に多くのスキー場を作り、色々な問題が起きたことが原因なのかもしれ

ませんが、今ニセコで起きていることはバブルではありません。今が本当のチャンスです。

町に本当のお金が入ってきます。国が考えるべきことは、まずは現状を理解することです。

これはバブルではない、ブームです。お客様が何を求めているのか。ニセコのスキー場は

混雑しており、長蛇の列になっていることが多いです。リフトの数も多いですが、待つ時

間も長いです。山や土地をもっとオープンにしてください。絶対必要です。さもなければ

すぐバブルになります。それは国が動かないからです。これは本当にまずい状況です。今、

岩内町役場の方々はそのことをわかっています。私たちは CAT スキーを楽しむ方を増や

していきますが、現状の滑走エリアだけでは集客するにもリミットがあります。 
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また、おもてなしとホスピタリティは違います。おもてなしは、外国人は大好きですが、

あまり良くわかりません。ニュアンスが難しいです。ホスピタリティは、例えばアメリカ

ですと、バレットパーキング、ホテルの方が車を駐車場に入れてくれます。また日本で１，

２週間前に宿泊施設をキャンセルすれとキャンセル料金を支払うことが必要ですが、キャ

ンセル料金の支払をしなくていいですよというのはホスピタリティです。ホスピタリティ

に優れているところは、「いいですよ、また来て下さい」とすぐ言ってくれます。さすが

に全ての宿泊施設での実施は難しいですが、ポイントはおもてなしとホスピタリティは違

うということです。もし、北海道の観光施設が両方できれば、多くのお客様が喜びます。

今、民間企業が新たに空港をマネジメントしているので、色々な方法で訪日外国人の受け

入れをすることができると思います。例えばハイエンドの人が日本にプライベートジェッ

トでいつでも入ってこれて、待つこともなく、すぐ入国の手続きをすることができるなど、

入国から出国まで国と民間が協力することができれば今まで以上にハイレベルなサービ

スをハイエンドのお客様に提供できると思います。おもてなしとホスピタリティの両方を

状況に応じて使い分けたサービスの提供をすることができれば、国と民間の両方が成長で

きるチャンスでもあると思っています。現状、ハイエンド向けのサービスを提供するのは

外国の会社が多く、日本企業はあまり関わっておりません。もっともっと国と民間企業が

一体となって一緒に動き、ともに北海道を盛り上げていくことが必要だと思います。すみ

ません。少し話しすぎました。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。インバウンドとスキー場及び周辺開発のお話しでしたが、観光

サイドだけでは中々整理できないこともあるかと思いますが、対策をぜひお考えいただけ

ればと思います。全体としてはハイエンドのインバウンドの対応で幾つかご指摘いただき

ましたが、今後の外国人対応の方向付けについてもぜひご検討いただければと思います。

どうもありがとうございました。遠藤委員お願いいたします。 

 

（遠藤正委員） 

ジョンさんの話に関連しまして、スキー場に新しいコースを作る、ハイエンド向けにこ

こしかないコース、ここにしかない景色があるコースを作ろうとすると、環境面などの法

制度対応が大変だということだと思います。必要な手続きとしてはその通りかもしれませ

んが、本当に富裕層を伸ばすのであれば、例えば特区のような発想など何か突破口が必要

ではないかということではないかと思います。 

皆さんから大体お話しは出ているので、私の方からは４ページに関して、入込客数とい

う概念を全く捨てるということではなく、適正な数字としての量の観点は入れて良いと思

います。適正な数を追いましょう、その上で商品単価の向上も、ということで良いかと思

います。ハード的にある程度大きくしつらえてしまっている施設は、ある程度適正な客数

量が入るべきだと思っております。全く数を追わないというような誤解をされなければ良

いと思います。 

もう一つは、先ほども「どうみん割」の話がありましたが、私も同じように、「道民に

よる道内旅行の再発見」が重要と考えます。道民が北海道観光の再発見の機会となるよう

な取組を、具体的に何か入れていただくと良いのではないかと思います。例えば、長野県

に野沢温泉村というところがあります。非常に小さいスキー場ですけども、実は水曜日を

村民のスキーの日にしており、リフトを無料にしています。ここは冬のスキーが大きな産

業とも言える村ですので、無料にしているようです。道民も同じようにというわけではあ
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りませんが、先ほどおっしゃっていた季節偏在を解消するのであれば、11 月に動くよう

な仕掛けを作る、あるいは事業者が 11 月の旅行商品を作る後押しをするなどの機会創出

が重要だと考えます。季節偏在と地域偏在を解消するためには、やはり道民が動くことが

一番だと思います。 

２番目の「いつでも！どこでも！何度でも！おもてなし」の部分に、リピーターみたい

な言葉を着眼点として、入れてはいかがかと思います。 

それから、「観光人材のおもてなし力の向上」についてです。観光推進組織という点で、

国では DMO を推進しています。人材育成という点で、例えば北海道の観光推進組織の能

力向上なども重要だと考えます。道内には観光協会がある市町村もあれば、広域 DMO も

あり、さらには地域の DMO など色々な組織があるので、人づくりと一緒に組織づくりみ

たいな話を入れてはどうかと思いました。 

3 番目の「国籍・年齢を問わないインフラの整備」にこれは個人的な願望ですが、基本

的には道民が楽しんでいる上で、国籍・年齢問わず人が来るという感じだともっと良いと

思います。 

また、四つのめざす姿のどこに入れればいいかわかりませんが、プロモーションとマー

ケティングという言葉をどこかに入れてはどうかと思います。富裕層とか質的な転換をし

ていくということを外に訴求するためにはプロモーションが重要でありますし、そういう

商品を作って、そういうお客様を開拓していくという点ではマーケティングなので、その

二つは 4 ページと５ページの両方に入れることをぜひ検討してみてください。 

最後に一点。６ページ記載の北海道観光振興機構で実施している「北海道来訪者満足度

調査報告書」を拝見しました。その中で消費の単価の項目が、「宿泊費」それから「交通

費」、「飲食費」、「買い物代」、「その他」という分類になっています。例えば、体験

型観光で非常に良いものを作り、例えばジョンさんの CAT ツアーは８万円程度という単

価ですが、この８万円が「その他」に入ってしまうと、今後消費単価を伸ばしていくとき

に、どこの部分を伸ばすのだということになるので、「その他」と一括りにせずもう少し

細分化してはいかがでしょうか。例えば、オーストラリアとかニュージーランドとかのリ

フト券ですと、１万円程度かそれ以上します。ニセコは高いと言われますが、国際比較す

るとまだ 8,000 円くらいです。そうするとここは伸び代がある、そのような分析もできる

かもしれません。ここの「その他」費用は、全部の項目を挙げて細かく収集する必要はな

いのですが、何かターゲットを絞って、伸ばすところを戦略的にピックアップしていただ

けるような調査項目が拾えればと思います。少し長くなりましたが、以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございました。具体的にご指摘をいただいたので、補足は必要ないか

と思います。石井至委員お願いいたします。 

 

（石井至委員） 

石井兄弟社の石井です。よろしくお願いいたします。私は、これから、ちょうど今年か

ら、観光というのは今までとはまるっきり違うものになると考えています。それは観光が、

新型コロナウイルス感染症の影響でダメージを受けているということだけではなくて、世

の中の環境が変わってきている。これからは５G の時代ですし、新型コロナウイルス感染

症で巣ごもり、家にいる時間が長くなり、内面的なところに目を向けるような時代になっ

ています。 

入込客数よりも消費単価ではなくて消費金額だと思うのですけれども、そこに着目する
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のはまさに三密を避けるうえでも重要で、多くの方に急に来られても困るので、オフサイ

ト、Web でのオフサイトと実際に来ていただくオンサイト、体験を両立するような、今

までは来てもらってという話でしたが、そうではなくて、来る前もきちっと稼ぐというよ

うなことを考えるほうが良いというのが基本的な考えです。４ページの四つのめざす姿で

言うと、①の「自然と文化を活かした」というところに、ぜひ「食」というのも入れてい

ただけるとありがたいと思います。先ほども申し上げましたが、消費単価を上げることに

関し、遠藤先生がおっしゃっていたように、ある程度の入込客数がないと消費単価が上が

っても、消費金額はかけ算なので、「入込客数から消費金額」だと思います。 

また、三つ目の「道民による道内旅行の再発見」の下に、ぜひ「ワーケーション」を入

れてほしいです。これはブームで政府も力を入れようとしておりますし、まさにウィズコ

ロナ時代の観光の一つのソリューションです。国立公園満喫プロジェクトという、今私が

やっており、ワーケーションを最初に仕掛けたところでもありますが、星野リゾートの星

野委員がいます。星野委員は飛び石連休のときに観光に来て、木曜日が休みだったら金曜

日はワーケーションをやる、恐らく金曜日の稼働が悪いからそう言っている部分もあるか

と思いますが、例えば釧路とか根室みたいな涼しいところは、長期滞在にすごく力を入れ

ています。長い人だとピーチの LCC で大阪から釧路に来て２ヶ月居るという人がいるく

らいですから、１日とか２日のワーケーションではなくて、今東京の会社は、出社に及ば

ずという会社も多いですから、それこそ私の息子も、「しばらく沖縄に行こうかな」、と

言うぐらいどこでも仕事ができる、Web が繋がれば、インターネットが繋がれば大丈夫な

ので、５G も北海道は少し優先順位が低いかもしれませんが、Web 環境を整えた上でワ

ーケーションをやってほしいと思います。ワーケーションという言葉をぜひ入れてほしい

です。 

2 番目は「いつでも！どこでも！何度でも！おもてなし」というところに、ぜひその右

側に、「旅マエ」と「旅アト」というようなコンセプトも入れてほしいと思います。それ

は今までは「旅マエ」というと、情報提供やプロモーションという意味でしたが、そうで

はなくて、「旅アト」でもお金を落としてもらえるような仕組みが可能だと思います。例

えば、私は、アジア、東南アジアから来ていただくことは OK ですけれども、よく欧米豪

とか言う人もおりますが、欧米豪の方向けに日本には、メディテーション、スティーブ・

ジョブズで人気を博した、禅、瞑想があります。北海道はアイヌ文化もあり、自然もある

ので、そういう受け皿に今もう VR は素晴らしいので、北海道のその景色の中で、自宅で

例えばアイヌのマスターとヨガができるとか、詳しくはわかりませんが、そのようなちゃ

んとお金払ってもらえるような仕組みで「旅マエ」でも稼ぐ。実際に来て、見て、泊まっ

て、体験してもらった後、最後は帰った後に越境 EC で物を買ってもらう。越境 EC は随

分成功しているらしいです。JETRO がやっておりましたが、北海道の良いものを気に入

ってもらったら、来た後、戻った後も買ってくれる。ネット通販ですね。だから右側の「観

光人材のおもてなし力の向上」の下に、越境 EC、国内、あるいは海外の越境 EC のこと

と、ふるさと納税との連携もぜひ入れてほしいです。ふるさと納税も石井吉春先生が有識

者の委員をやっている根室市は、ふるさと納税の金額が北海道で１番か２番だと思いま

す。初めは根室の蟹を目当てにふるさと納税をするのですが、越境 EC の逆版で、越境 EC

は来て、良かったから買うのですが、そうではなくて、ふるさと納税で蟹をもらって、良

かったから行く、というのもあるので、そういうものとの連携も「いつでも！どこでも！

何度でも！おもてなし」ということでいうと、越境 EC とふるさと納税というキーワード

をぜひ入れていただきたいと思います。 

また、季節偏在、地域偏在とも結びつきますけど、各自治体との連携をぜひ取っていた
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だければと思います。次回の会議で、数値の目標についての議論になると思うのですが、

今までのインバウンド 500 万人というのは、ある意味空中戦で、どう考えてその数字にな

るのか、というところもあったので、具体的には、来たからにはどこかに具体的に行かな

くてはならないので、例えば札幌市でどのくらい来る、釧路市でどのくらい来るとか、そ

の数字を足し合わせた数字と、北海道の目標を比較したとき、差が 2 倍、3 倍になってい

ると、それはどうやるの、という話になりますから、ぜひ地方の自治体とも、市町村との

連携もしていただければと思います。 

3 番目に関して、特に付け加えるところはないのですが、例えば、安全安心だとこの間

も申し上げましたけど、今、非接触のエレベーターを導入させようと思っていて、一番ネ

ックになっているのが、エレベーターの定期点検で非接触エレベーターの定期点検のマニ

ュアルがまだ無いらしいので、国土交通省住宅局に働きかけ、今週フジテック株式会社と

いうところに見に行ってもらっているのですが、フジテック株式会社は完成版のエレベー

ターに 2,000 万円支払うと、非接触型でボタンが押せるように工事してくれるらしいで

す。また、株式会社アスカネットという広島の会社は、既存のエレベーターに工事費込み

の 50 万円で、装置をつけると空中タッチパネルで、見て、押しているつもりだけど、そ

こには何もなくて、そうするとボタンが点くというものがあったので、そういうものを導

入させたいと思ったのですが、定期点検を乗り切れないのでマニュアルを変更しようとし

ております。空港の案内板のタッチパネルも気持ち悪いので、今、成田空港で、既存のタ

ッチパネルのメーカーと空中タッチパネルでどうできるのか相談してもらっています。そ

ういう具体的なことについて、北海道が先端としてやれれば良いと思います。 

情報発信について、ウィズコロナの時代なので、お年寄りが旅行に行くということをた

めらっているところもあると思います。今までの旅行というのは、これも今までと本当に

変わるのですが、観光庁の消費動向調査だと、60 歳代の女性と男性が一番旅行するので

すが、その方々は今新型コロナウイルス感染症でためらいがちになっている。そのような

状況下では、もう少し若い層を狙うしかないですが、60 歳代の方は新聞広告に阪急旅行

社やクラブツーリズムとか、新聞広告、昔から効果が無いと言われておりますが、それで

も動員できておりましたが、若い人は新聞を読まないので、どのようにリーチするのか。

例えば、Facebook の公告が良いのか、YouTube のインストリームが良いのか、銀座線の

中吊り広告が良いのか、駅貼りが良いのかよくわかりませんが、そのようなことも、時代

が違うのでターゲットが変わるから、メディアや情報発信もやり方を変えないと、伝わっ

てほしい人に伝わらないと思いますので、そのようなところも工夫していただければと思

います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございました。ワーケーションの話がございましたけれども、私も旅

行需要というのは、本当にまるっきり変わるのではないかと個人的に思っておりまして、

ワーケーションといえば、新しい需要の一つの大きな柱ですけれども、我々の旅行のスタ

イルというのも、巣ごもりの逆張りで短期的なニーズなのかもしれませんが、お一人様需

要というのが、格段に増え、潮流になるのではないかと思っています。逆に言うと、北海

道の受入施設の整備としてやってきたことと、真逆の需要が結構増えてくるので、施設面

も含めて、受入方法を結構考えなければいけないというのがあるのではないか。色々な意

味で需要の変化ということをどう受け止め、どういう政策対応が必要かという議論をする

ことはすごく必要だと思います。 

個人的に越境 EC の取組をやっているのですが、道内の主要なお菓子屋さん、今お困り
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だろうからと提案をしたのですが、お土産産業だから興味ないと断られました。未だにそ

ういう状況のようです。石井至委員が「旅マエ」、「旅アト」とおっしゃって、むしろ越

境 EC は難しくないので、時間軸を広げる効果があるので、意識を何とか変えたいという

気持ちが個人的には強くて、こんなでは北海道の経済がダメになるばっかりでお土産だか

らご当地で買えなければだめだ、という発想がなぜ未だに生きているのか私には全く理解

できません。やはり関連産業をどう守るか、先ほど鈴木委員がおっしゃった、話にも繋が

ると思うのですけれども、新しいという意味と守るという意味で、新機軸の色々な方法論

を位置付けて、やっていこうというメッセージがすごく重要ではないかと、今のご意見を

伺って感じました。ぜひそこは検討いただければと思います。どうもありがとうございま

した。 

一通りご発言いただき、私もコメントで自分の意見を言っているので、最後に少しだけ

意見を言わせていただきます。４ページを読んで、「観光人材の待遇の改善」と「ダメー

ジからの回復をサポート」という記載があり、そこは非常に重要だと思うのですけれども、

むしろ５ページの「施策展開の方向」にも具体的な対応が必要ではないかと思います。観

光人材の確保なり、高度化というのは、独自の柱を立てて、具体的な方法論も検討すると

いうことについて、今の時期ということもありますが、本当の意味の持続的な観光振興の

ためにも必要だと思いますので、考えていただいたらいかがと思います。 

ワーケーションは観光施設、宿泊施設で使えますけれども、全体としたら宿泊施設の供

給量の問題もあるので、施設の観光以外の転用、どのように触れるかは少し微妙ですが、

供給量をどうコントロールするかという部分をやっておかないと、中々価格が上昇してい

かないでのはないでしょうか。今、東京も 5,000 円で一流ホテルに泊まることができるほ

どひどい状況になっており、需要が少ない状況で供給量が変わらなかったら、単価が安く

なるというのはマーケットメカニズムですから、やはりある意味では、供給量をどうコン

トロールするかという意味でいうと、観光以外で使用していただいて、そのようなニーズ

というのは、サテライトオフィスとか、色々出てきており、ニーズもありますから、上手

にそこを考えていく。施設そのものの量をどうコントロールするかという視点も難しいの

ですが、視点としては入れて、できるだけ具体的な対応策も考える必要があるかと思いま

す。これで私も含めて全員からご意見を伺いましたが、かなり幅広く色々なことをお出し

いただいたかと思いますが、予定時間まであと 10 分少々ありますので、追加でどなたか

ご発言ございましたら、お願いいたします。鈴木委員お願いいたします。 

 

（鈴木委員） 

最初、整理できずに話しをしてしまったので、三つにまとめてお話しできればと思いま

す。一つ目はシンプルで、観光業界、観光インフラの維持、サステナブルにどうやって守

るのか、そこをぜひ皆で考えなければならないと思っています。 

二つ目は、今までにない正確なマーケティングとそれを踏まえたプロモーション。ハワ

イや沖縄の戦略的なプロモーションを見ていると、先にプロモーションありきではなく

て、マーケティングがあってプロモーションがあるはずなので、そこは北海道観光振興機

構でも頑張っておられますが、とても大事だと思います。 

最後に一番大事な私の商売を考えると、全てにおいて今日の話は、私にとっては、消費

単価を上げたい。そしてワーケーションを含めて、そのためには滞在日数を伸ばしたい、

そうなると各目標はいいのですが、それをどう実現するのかという具体的な施策を打たな

いと、また５年後に同じことをやっていることになるのかと思います。 

３点ほど言うと、一つは担い手の強化、そして担い手の連携の向上、AT 関係に関して
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も、地域のガイドカンパニーと DMO 等の地域コーディネーターと、それを販売する旅行

会社、オペレーターと言っておりますが、３団体がどう上手く絡むかというのが一番の課

題になっています。旅行会社は端まで見えず、ガイドは端から端まで全部はできないので、

そこの連携をきちっと作るということを打ち出さなければいけないと思います。 

二つ目、富裕層向けのサービスを開発、そしてその支援をしなければいけないと思いま

す。現実に単価を上げるということで一番シンプルなのは宿泊施設です。菅官房長官もお

っしゃっておりましたが、今実際に、「TRAIN SUITE 四季島」や「ザ・ロイヤルエクス

プレス」でまわっているのはものすごいお金持ちですよね。そのような方が大満足して北

海道をまわっているという事実がある。大手の旅行会社さんが二人のご夫婦をタクシーで

全道３日間とか４日間でまわしています。そういう旅行に金額はちゃんと付いています。

後はベンチャーの若い経営者、フライフィッシングをするためだけに 30 万円を持って北

海道に来て、３日間くらいしか居ない。そういう現実がありますので、どうやってラグジ

ュアリーな層とマーケットを繋げられるか、そこを北海道として、皆で考えなければなら

ないかなと思います。 

最後に、大泉洋さんの話をしましたが、ATTA で言うとシャノンさんとかジェイクさん

ATTA の役員が北海道に来て、歩いて、ファムトリップで「まる」と言ったら、それが他

の人たちに波及していきます。同じようにナショナルジオグラフィックが書けば、マーク

ブラジルさんが「バードウォッチングだったらここ」と言った瞬間に多くのお客様が集ま

る。まず、日本人が、道民が北海道の価値をしっかり把握するためには、理想のあるべき

姿というものを、芸能人やアーティストの方に理解していただく。彼らはご家族連れで北

海道のあちこちですごいお金を使って楽しんでいるので、それはオープンにはできないと

は思いますが、こちらからのプロモーションとして、タカアンドトシさんや大泉洋さんと

かを上手く使えないかなと思います。そのプロモーションに、具体的にどこに頼めばこれ

だけ来ますよ、例えば観光協会の情報とか、旅行会社の情報とか、その料金ですね、値段

を付けないとお客様は買えないので、手配サービスの機能と料金設定をするということを

プロモーションとセットですれば、大きく「こんなにすごい北海道」ということが道民に

国民に広がるかなと思います。言いたかったことはこれで全部です。ありがとうございま

す。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。富裕層向けのサービスというのが欠けているものの大き

な一つであり、新たなターゲットということで色々考えていく必要があるかなと思いま

す。逆に言うと、どんどん入込客数を増やせば良いということではない。むしろ方向転換

が必要だと私自身も思っていますが、ただ、来やすい基盤をどう作るかということは、重

要なので、北海道はこう作る、道外から来るとすると、航空運賃とかは未だに高い。特に

地方に行く場合は。そこはどう下げていくか。北海道エアポートさんもある意味そのよう

な目標を持っていただくことになるかと思いますが、交通に関わる分野ですが、やはりで

きるだけ合理的に作っていただいて、低価格化するということも流れとして必要ではない

かと思います。受入施設もニーズは二極化しているという現状があるかと思いますので、

富裕層向けできちんと対応するけれども、コスト対応力をしっかりして、安くても儲かる

部分も、やはりきちんと作っていき、受け入れていかないと全体的な満足度は高まらない

部分があると思います。量を増やすという意味ではなくて、重点的に単価を上げられるよ

うに、量はコントロールする必要があると思います。色々な方に来ていただける受入体制

ということで言うと、低価格層も楽しめるし儲かる。そういう仕組みも忘れずに、作って
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いく部分は必要かなと思います。あまりごちゃごちゃ書く必要はありませんが、ぜひその

ようなことも位置付けられたら、お願いできればと思います。 

他にはよろしいでしょうか。少し早く始まりましたので、大体予定時間になったかと思

います。本日は大変貴重なご意見をたくさんいただきまして、ありがとうございました。

委員の皆様からのご意見を参考に、事務局で具体的な素案の策定作業を進めていただきた

いと思います。それでは進行を事務局にお返しします。 

 

（柳川主幹） 

石井部会長、そして委員の皆様方、貴重なご意見ありがとうございました。全体を通じ

てご意見・ご質問はございますか。ないようなので、これで終了とさせていただきたいと

思います。次回の計画部会は１０月下旬を予定しております。以上をもちまして、第１回

計画部会を閉会します。本日は誠にありがとうございました。 


