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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 

 

頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

1 また、近年では、旅行形態の変化や旅行者ニーズの多様化に加え、本格

的な人口減少社会到来による国内旅行市場の縮小の懸念や、 

 

（略） 

本計画がスタートする 2021 年度は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の

世界遺産登録、世界中が注目する「東京 2020 オリンピック」の札幌開催、

アジア初の世界中のアドベンチャートラベル関係者による国際イベント

である「アドベンチャートラベル・ワールドサミット・バーチャル北海道

／日本」の開催があります。 

また、近年では、旅行形態の変化や旅行者ニーズの多様化に加え、本格

的な人口減少社会が到来したことによる国内旅行市場の縮小が見られる

中、 

（略） 

本計画がスタートする 2021 年度は、世界中が注目する「東京 2020 オ

リンピック」の札幌開催や、９月にはアジアで初めて世界中のアドベンチ

ャートラベル関係者による国際イベントである「アドベンチャートラベ

ル・ワールドサミット・バーチャル北海道」(ATWS 北海道)が開催されま

す。 

4   

5 ■ 計画期間内の主な出来事 ■ 計画期間内の主な出来事 

6 １ 国際観光市場 １ 社会・経済環境の変化 

資料２ 

2021 年度 

2021 年７月 

北海道・北東北の縄文遺跡群 
世界文化遺産登録決定 

 

2021 年７～８月 

東京 2020 オリンピック 
札幌開催 

 

2021 年９月 

アドベンチャートラベル・ 
ワールドサミット・ 

バーチャル北海道／日本開催 

2022 年度～ 

2025 年度 

2023 年３月 

北海道ボールパーク 
F ビレッジおよび新球場 

エスコンフィールド 
HOKKAIDO開業 

 

 
 
 

 

 

＜(c)H.N.F.＞ 

2025 年２月 

赤レンガ庁舎改修完了 

2025 年４～10 月 

大阪・関西万博開催 

 

2021 年   2023 年  2024 年  2025 年  

東京オリンピック札幌開催 

 

 

 

 

アドベンチャートラベル・ 

ワールドサミット・ 
バーチャル北海道開催 

 

 

 

 

 北海道ボールパーク 
F ビレッジおよび新球場 

エスコンフィールド
HOKKAIDO開業 

 

 
 
 

 
＜(c)H.N.F.＞ 

 

赤レンガ庁舎改修完了 大阪・関西万博開催 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

7 ２ 国内観光市場 ２ 国内の状況 

7 こうした国の需要喚起策により、一時は延べ宿泊者数が前年比７割程度

まで回復しましたが、10 月末以降、国内の新規感染者が再び増加傾向に

転じました。11 月には「Go To トラベル事業」における札幌市、大阪市

発着の旅行が一時停止となり、12 月には首都圏を中心に新規感染者数が

過去最多となったことから、同月 14 日、国は年末年始の「GoTo トラベ

ル事業」の一時停止を決定しました。 

こうした国の需要喚起策により、一時は延べ宿泊者数が前年比７割程度

まで回復しましたが、10 月末以降、国内の新規感染者が再び増加傾向に

転じ、11 月には「Go To トラベル事業」における札幌市、大阪市発着の

旅行が一時停止となりました。12 月には首都圏を中心に新規感染者数が

過去最多となったことから、12 月 14 日、国は年末年始の「GoTo トラベ

ル事業」の一時停止を決定しました。 

8 国内延べ宿泊者数の前年比推移(2020 年) 2020 年国内延べ宿泊者数の前年比推移 

9 ３ 道内観光市場 ３ 北海道の状況 

9 （略） 

道民による観光需要の喚起することを目的に、7 月 1 日から「どうみん

割」を開始し、同月 27 日には貸切バス及び宿泊施設での感染リスク低減

に配慮して実施する道内での教育旅行の支援を開始しました。 

（略） 

その後、11 月 24 日に札幌市が「Go to トラベル事業」の対象から一時

停止になったことに合わせ、同月 28 日には「どうみん割」の対象から札

幌市を目的地とする旅行などを除外したほか、12 月 28 日には「どうみん

割」を全道で停止しました。 

（略） 

道民による観光需要の喚起することを目的に、7 月 1 日から「どうみん

割 」を開始し、７月 27 日には貸切バス及び宿泊施設での感染リスク低

減に配慮して実施する道内での教育旅行の支援を開始しました。 

（略） 

11 月 24 日に札幌市が「Go to トラベル事業」の対象から一時停止にな

ったことに合わせ、11 月 28 日には「どうみん割」の対象から札幌市を目

的地とする旅行などを除外し、12 月 28 日には「どうみん割」を全道で一

時停止しました。 

10 道内延べ宿泊者数の前年比推移(2020 年) 

 

2020 年道内延べ宿泊者数の前年比推移 

11   
2020 年度 

目標 

2019 年度 

実績 

 

2020 目標 2019 実績 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

12 「北海道観光入込客数調査」によると、本道の観光入込客数の総数

は、東日本大震災が発生した 2011 年３月以降、急速に回復し、2017 年

度には過去最高となる 5,610 万人を記録するなど順調に推移してきまし

たが、第 4 期計画がスタートした 2018 年度は、9 月に発生した胆振東

部地震の影響により一時的に減少し、その後実施した「ふっこう割」な

どの取組の効果により、観光入込客数は前年比 1.6%減となる 5,520 万人

となりました。 

（略） 

また、2019 年度は、倶知安町で G20 観光大臣会合の開催やラグビー

ワールドカップの開催効果などプラスの効果があったものの、日韓の国

際情勢の変化の影響や新型コロナウイルス感染症の拡大などにより前年

比 21.6%の減となる 244 万人と目標の 500 万人に対し、達成率は 48.8％

となりました。 

「北海道観光入込客数調査」によると、本道の観光入込客数の総数

は、東日本大震災が発生した 2011 年３月以降、急速に回復し、2017 年

には過去最高となる 5,610 万人を記録するなど順調に推移してきました

が、第 4 期計画がスタートした 2018 年度は、9 月に発生した胆振東部

地震の影響により一時的に減少し、その後実施した「ふっこう割」など

の取組の効果により、観光入込客数は 5,520 万人となりました。 

 

（略） 

また、2019 年度は、倶知安町で G20 観光大臣会合の開催やラグビー

ワールドカップの開催効果などプラスの効果があったものの、日韓の国

際情勢の変化の影響や新型コロナウイルス感染症の拡大などにより 244

万人と目標の 500 万人に対し、達成率は 48.8％となりました。 

12 「ア 入込客数の総数」の図表内に「年度」を追加 

 
- 

13 「イ 道内客」及び「エ 訪日外国人来道者」の図表内に「年度」を

追加 
- 

14 「ア 国内客」及び「イ 訪日外国人来道者」の図表内に「年度」を

追加 
- 

15 圏域別の宿泊客延べ数、宿泊施設数及びそれぞれの割合(2019 年度) 

 

2019 年度の圏域別の宿泊客延べ数、宿泊施設数及びそれぞれの割合 

15 来道者輸送実績(2019 年度) 

 

2019 年度来道者輸送実績 

15 月別の宿泊客延べ数と割合(2019 年度) 

 

月別の宿泊客延べ数と割合 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

16 「令和元年度（2019 年度）北海道来訪者満足度調査」によると、宿泊

数の割合は、道外客は１泊２日、２泊３日の割合が増加した結果、５泊

以上の割合は 13.5%と目標の 19.0％に対し、達成率は 71.1％となりまし

た。 

（略） 

一方、訪日外国人来道者は「ラグビーワールドカップ 2019」の開催効

果などにより長期滞在の傾向が強い欧米豪の観光客が増加した一方で、 

「令和元年度（2019 年度）北海道来訪者満足度調査」によると、宿泊

数の割合は、道外客は１泊２日、２泊３日の割合が増加した結果、５泊

以上の割合は 13.5%と目標の 19.0％に対し、達成率は 71.1％となりまし

た。 

 

また、訪日外国人来道者は「ラグビーワールドカップ 2019」の開催効

果などにより長期滞在の傾向が強い欧米豪の観光客が増加した一方で、 

16 「ア 道外客」の図表内に「年度」を追加 
- 

16 年代別宿泊数（５泊未満・以上）の割合(2019 年度) 年代別宿泊数（５泊未満・以上）の割合 

17 「イ 訪日外国人来道者」の図表内に「年度」を追加 
- 

17 上段は国・地域別の日本国内での平均宿泊数（カッコ内は道内平均宿

泊数）、 

下段は道内で７泊以上した割合(2019 年度) 

上段は国・地域別の日本国内での平均宿泊数（カッコ内は道内平均宿

泊数）、 

下段は道内で７泊以上した割合 

18 「令和元年度（2019 年度）北海道来訪者満足度調査」によると、観光

消費額単価は、道内客、道外客ともに、 

「令和元年度（2019 年度）北海道来訪者満足度調査」によると、観光

消費額単価は、道内客、道外客は、 

18 「ア 道内客」、「イ 道外客」及び「ウ 訪日外国人来道者」の図表

内に「年度」を追加 
- 

19   

19 観光による経済波及効果等(2019 年度) 

 

2019 年度の観光による経済波及効果等 

観光総消費額（億円） 

2020年度 

目標 

2019年度 

実績 
達成率 

 

観光総消費額（億円） 

R2目標 R1実績 達成率 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

20 「ア 道内客」、「イ 道外客」及び「ウ 訪日外国人来道者」の図表

内に「年度」を追加 

 

- 

21 項目別においては、2016 年度の調査では道内客の「おみやげ品」、「宿

泊施設」、「交通機関」、「Wi-Fi 設備環境」の４項目が事前期待度、満足

度ともに２割以下となっていましたが、2019 年度の調査では「交通機

関」と「Wi-Fi 設備環境」の２項目に減少した一方、 

項目別においては、2016 年度の調査では「おみやげ品」、「宿泊施

設」、「交通機関」、「Wi-Fi 設備環境」の項目が事前期待度、満足度とも

に低く、２割以下となっていましたが、2019 年度の調査では「交通機

関」と「Wi-Fi 設備環境」の２項目に減少している一方、 

21   

22 「ア 道外客」及び「イ 訪日外国人来道者」の図表内に「年度」を

追加 

 

- 

22 北海道への再来訪意欲(2019 年度) 

 

北海道への再来訪意欲 

23 本道では、2018 年 9 月に北海道胆振東部地震が発生し、 

（略） 

また、2019 年には日韓の国際情勢の変化や台湾の航空会社によるスト

ライキ、香港のデモ本格化により、訪日外国人来道者が減少したほか、

2020 年には、新型コロナウイルス感染症の影響により、 

 

（略） 

こうしたことから、将来的に安定して観光入込客数を増加させるに

は、 

 

2018 年 9 月に北海道胆振東部地震が発生し、 

（略） 

また、2019 年には日韓における国際情勢の変化や台湾の航空会社によ

るストライキ、香港のデモ本格化により、訪日外国人来道者が減少しま

した。 

更に 2020 年には、新型コロナウイルス感染症の影響により、 

（略） 

将来的に安定して観光入込客数を増加させるには、 

とても満足したと 

回答した割合(%) 

とても期待していたと 

回答した割合(%) 

2016 年度 2019 年度 差分 2016 年度 2019 年度 差分 

 

とても満足したと 

回答した割合(%) 

とても期待していたと 

回答した割合(%) 

2016 2019 差分 2016 2019 差分 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

25 強み 

（略） 

・多様で豊かな歴史・文化（縄文・アイヌなど） 

（略） 

・空港民間委託、北海道新幹線（新函館北斗） 

 

強み 

（略） 

・多様で豊かな文化（縄文・アイヌ） 

（略） 

・空港民間委託、新幹線札幌延伸 

25 機会 

（略） 

・オリンピック、ATWS 北海道／日本 

・縄文遺跡群の世界文化遺産登録 

・ICT や AI などの技術革新、DX 

 

強み 

（略） 

・オリンピック、ATWS 北海道 

・縄文遺跡群の世界文化遺産登録へ 

・技術革新（DX ） 

25 脅威 

・為替変動リスク 

・気候変動リスク 

・国内旅行市場の成熟 

 

 

脅威 

・為替変動リスク 

 

・国内旅行市場の成熟 

25 （注釈） 

ATWS 北海道／日本：アドベンチャートラベル・ワールドサミット・バ

ーチャル北海道／日本の略。アドベンチャートラベルトレードアソシエー

ション（ATTA）が毎年１回開催する、アドベンチャートラベル関連での

世界最大のイベント/商談会であり、2021 年９月の北海道での開催はアジ

ア初で、かつ初のバーチャル開催となる。 

 

- 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

26 本道は明瞭な四季や全国一となる６カ所の国立公園と６カ所の国定公

園を有しており、知床世界自然遺産やラムサール条約湿地をはじめ豊か

で恵まれた自然環境があります。道内各地域では、この豊かで恵まれた

自然環境を保全するとともに、ツーリズムや教育などに活用する取組が展

開されており、５地域が「日本ジオパーク」に認定され、そのうち２地域

が「ユネスコ世界ジオパーク」にも認定されているなど、全国的、世界

的に高い評価を受けています。 

 また、縄文文化、恐竜・化石、北海道遺産・日本遺産などの歴史・文

化があり、2020 年 7 月にはアイヌの人たちの独自の歴史や文化に関する

理解を深める拠点として、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセン

ターである民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）がオープンし、2021 年

7 月には「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されるな

ど、北海道の豊かな自然・歴史・文化などを活用した多様な体験メニュ

ーにも恵まれています。 

本道は明瞭な四季や全国一となる 6 カ所の国立公園と６カ所の国定公

園を有するなど豊かで恵まれた自然環境を有し、また、それらの環境を

活かして良質な食材が生産されるなど全国的に高い評価を受けていま

す。 

 

 

 

また、本道にはアイヌの人たちの独自の歴史や文化があり、これらに

関する理解を深める拠点として、2020 年７月、アイヌ文化の復興等に

関するナショナルセンターとして民族共生象徴空間「ウポポイ」がオー

プンするなど、北海道の豊かな自然・歴史・文化などを活用した多様な

体験メニューにも恵まれています。 

 

 

 

 

26 航空関係では、道内の７空港（新千歳、稚内、釧路、函館、旭川、帯

広、女満別）の一体的運営を通じて空港の機能及び道内航空ネットワー

クの充実強化が図られるよう、2020 年度から一括民間委託による運営が

開始されています。 

航空関係では、道内の７空港（新千歳、稚内、釧路、函館、女満別、

旭川、帯広）の一体的運営を通じて空港の機能及び道内航空ネットワー

クの充実強化が図られるよう、2020 年度から一括民間委託が開始され

ています。 

 

26 本道は全国の都道府県で最大の 83,424 ㎢の面積を誇り、非常に広大で

あるが故に、観光地間の距離が長く移動に長い時間を要するほか、空港

や鉄道の駅などの交通拠点と観光地との間を結ぶ二次交通が脆弱である

ことが指摘されています。 

本道は全国の都道府県で最大の 83,424 ㎢の面積を誇り、非常に広大で

あるが故に、観光地間の距離が長く移動に長い時間を要します。 

また、空港や鉄道の駅などの交通拠点と観光地との間を結ぶ二次交通

が脆弱であることが指摘されています。 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

27 （略） 

2021 年 9 月にアジアで初の開催となる「ATWS 北海道／日本」などイ

ンバウンド を含む観光客の増加が期待できるチャンスを迎えるほか、

北海道初となる「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録を

契機とした取組が進められています。 

（略） 

2021 年 9 月にアジアで初の開催となる「アドベンチャートラベル・ワ

ールドサミット・バーチャル北海道 」などインバウンド を含む観光客

の増加が期待できるチャンスを迎えるほか、北海道初となる北海道・北

東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録実現に向け取組が進められていま

す。 

27 また、近年発生している台風や胆振東部地震などの自然災害のほか、

2009 年の新型インフルエンザ（A/H1N1）、2012 年の中東呼吸器症候群

（MERS）、そして 2019 年の新型コロナウイルス（COVID-19）等の感

染症の発生、国家間の情勢変化により訪日旅行を控える動きが発生する

などの国際政治リスクや、為替相場の変動により急激な円高になると、

訪日旅行の割高感が増す為替変動リスク等、様々な要因により観光入込

客数は大きな影響を受けます。 

更に、気候変動による自然環境の変化は、開花や紅葉、降雪など各地の

観光コンテンツについて、鑑賞時期や質の変化などをもたらすおそれがあ

ります。 

日本全体において、人口減少・少子高齢化が急速に進む中で、旅行市

場の縮小が懸念されているほか、 

また、近年発生している台風や胆振東部地震などの自然災害、2009 年

の新型インフルエンザ（A/H1N1）、2012 年の中東呼吸器症候群

（MERS）、そして 2019 年の新型コロナウイルス（COVID-19）等の感

染症の発生、国家間の情勢変化により訪日旅行を控える動きが発生する

など国際政治リスク、更に為替相場の変動により急激な円高になると、

訪日旅行の割高感が増す為替変動リスク等、様々な要因により観光入込

客数は大きな影響を受けます。 

 

 

 

日本全体において、人口減少・少子高齢化が急速に進む中で成熟が進

み、旅行需要の伸びも減少に転じているほか、 

27 25 頁に移動 （注釈） 

アドベンチャートラベル・ワールドサミット（Adventure Travel 

World Summit）：アドベンチャートラベルトレードアソシエーション

（ＡＴＴＡ）が毎年１回開催する、アドベンチャートラベル関連での世

界最大のイベント/商談会。2021 年９月の北海道での開催はアジア初

で、かつ初のバーチャル開催となる。 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

28 また、本道の恵まれた自然環境や多様で豊かな歴史・文化から大きな

恩恵を受けている観光産業が率先して、社会経済活動と自然環境・文化

が共生する「持続的な観光」の構築を目指します。 

また、本道の恵まれた自然環境や多様で豊かな文化から大きな恩恵を

受けている観光産業が率先して、社会経済活動と自然環境・文化が共生

する「持続的な観光」の構築を目指します。 

28 オンリーワン！自然・食・文化を活かした観光地 

◆ アジアに加え、「ATWS 北海道／日本」を契機に欧米からの高い認

知度 

オンリーワン！自然・食・文化を活かした観光地 

◆ アジアに加え、ATWS 北海道を契機に欧米からの高い認知度 

30 感染症の状況に応じ、道内から国内、海外へと段階的な観光需要の回

復を目指した取組を進めていくとともに、海外については、渡航制限緩

和状況に応じた戦略的な誘客プロモーションを展開していきます。 

感染症の状況に応じ、道内から国内、海外へと段階的な観光需要の回

復を目指した取組を進めていきます。海外については、渡航制限緩和状

況に応じた戦略的な誘客プロモーションを展開していきます。 

 

31 新しい旅行スタイルの推進 

・ 「ATWS 北海道／日本」を契機に本道の自然・文化等の特性を活か

したアドベンチャートラベルの造成・発信 

 

新しい旅行スタイルの推進 

・ ATWS 北海道を契機に本道の自然・文化等の特性を活かしたアド

ベンチャートラベルの造成・発信 

32 (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 

（略） 

また、「新北海道スタイル」に対応した宿泊を伴う教育旅行の支援や、

道内客を対象とした旅行商品の割引支援、利用者・事業者双方に徹底し

た感染拡大防止策を講じていただく「新しい旅のスタイル」の構築や、

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

策も促しながら、感染拡大防止と社会経済活動の影響の最小化に取り組

んでいきます。 

 

 

(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 

（略） 

また、「新北海道スタイル」に対応した宿泊を伴う教育旅行の支援や、

道内客を対象とした旅行商品の割引支援、利用者・事業者双方に徹底し

た感染拡大防止策を講じていただく「新しい旅のスタイル」の構築や、

非接触移動などの新たな感染防止策も促しながら、感染拡大防止と社会

経済活動の影響の最小化に取り組んでいきます。 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

32 (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 

本道の優れた自然環境を保全しながら、快適な利用環境を整備すると

とともに、新たな資源を発掘しその魅力を伝えることで、自然公園等に

おけるアウトドア体験の質を高めていきます。 

 

 

(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 

本道の自然公園が持つ優れた自然環境を保全しながら、快適な利用環

境を整備するととともに、新たな資源を発掘しその魅力を伝えること

で、自然公園における体験の質を高めていきます。 

33 (3)積極的な情報発信 

多様化する観光客ニーズに対応するため、観光地のきめ細かな情報を

インターネットやＳＮＳ等の訴求力の高い媒体を活用し、迅速かつ幅広

く提供するとともに、新型コロナウイルス感染症の発生状況や道が実施

する感染防止対策の取組など「安全・安心」で選ばれる積極的な情報発

信をしていきます。 

(3)積極的な情報発信 

多様化する観光客ニーズに対応するため、観光地のきめ細やかな情報

をインターネットやＳＮＳ等の訴求力の高い媒体を活用し、迅速かつ幅

広くに提供するとともに、新型コロナウイルス感染症の発生状況や道が

実施する感染防止対策の取組など「安全・安心」で選ばれる積極的な情

報発信をしていきます。 

33 (4)環境と共生する観光の推進 

北海道の貴重な財産である自然環境を損なうことなく守りながら、道

民のみならず、北海道を訪れるすべての人々がその豊かさを享受できる

ように、公共交通機関を利用した観光の推進や EV や FCV を利用した

環境負荷の少ないドライブ観光の促進、「ゼロカーボン北海道 」など環

境に負荷をかけない行動の実現に向けた取組を推進し、環境と共生する

観光振興に努めていきます。 

(4)環境と共生する観光の推進 

北海道の貴重な財産である自然環境を損なうことなく守りながら、道

民のみならず、北海道を訪れるすべての人々がその豊かさを享受できる

ように「ゼロカーボン北海道 」の実現に向け、公共交通機関を利用し

た観光の推進や EV や FCV など環境負荷の少ないドライブ観光を促進

するなど環境と共生する観光振興に努めていきます。 

33 ゼロカーボン北海道：道内の CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出

量と森林等による吸収量のバランスが取れ、環境と経済・社会が調和し

ながら成長を続ける脱炭素社会のこと。道では 2050 年までの実現を目指

している。 

 

ゼロカーボン北海道：道内の CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出

量を森林等による吸収量を差し引いて「実質ゼロ」にすること。道では

2050 年までの達成を目指している。 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

34 ２ 量×質の追求 

「量×質の追求」は、人口減少による旅行市場縮小懸念や感染拡大防

止のための「三密」回避など量の拡大が難しい状況下において、 

２ 量×質の追求 

「量×質の追求」は、人口減少や感染拡大防止のための「三密」回避

のため量の拡大が難しい状況下において、 

34 (1)人口減少社会における道内観光の高付加価値化 

人口減少による道内観光市場の縮小が懸念される中、市場を維持・拡

大するため、未だ知られていない地域や季節の魅力を持続可能な形で活

用した商品造成の支援やロケ地訪問につながる作品の誘致支援に取り組

むとともに、 

(1)人口減少社会における道内観光の高付加価値化 

人口減少による道内観光市場の縮小が懸念される中において、市場を

維持・拡大するため、未だ知られていない地域や季節の魅力を活用した

商品造成支援やロケ地訪問につながる作品の誘致支援などを取り組むと

ともに、 

35 (2)地元（道民）からも愛される観光地づくり 

（略） 

また、特徴的な文化や歴史を保全し、「民族共生象徴空間」などでのア

イヌ文化の発信や「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を契

機とした取組の推進、ジオパークや恐竜・化石、北海道遺産・日本遺産

等の魅力的な地域資源を活かした地域づくりの推進など、その意義や価

値を広く発信し、本道ならではの観光資源として活用する取組を進めて

いきます。 

更に、「赤れんが庁舎」や「北海道博物館」、「北海道開拓の村」をはじ

めとする道立施設などの施設の整備や 

（略） 

（主な施策） 

「北海道の縄文」文化の観光への活用 

・ アイヌ文化の振興とウポポイ等の文化関連施設を活用した観光振

興 

・ ジオパーク、恐竜・化石、北海道遺産・日本遺産など地域資源の魅

力発信 

(2)地元（道民）からも愛される観光地づくり 

（略） 

北海道が持っている特徴的な文化や歴史を保全し、「民族共生象徴空

間」などを通じたアイヌ文化の発信や「北海道・北東北の縄文遺跡群」

の世界遺産登録に向けた取組の推進など、その意義や価値を広く発信

し、本道ならではの観光資源として活用する取組を進めていきます。 

また、赤れんが庁舎や北海道博物館、北海道開拓の村をはじめとする

道立施設などの施設の整備や 

（略） 

 

 

（主な施策） 

「北海道の縄文」文化の観光への活用 

・ アイヌ文化の振興とウポポイ等の文化関連施設を活用した観光振

興 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

35 (3)自然環境・食など本道の観光資源のブランド力強化による新規誘

客・リピーターの獲得 

（略） 

また、北海道が優位性を持つ豊かな食の魅力を生かし、観光客の満足

度の向上や誘客促進につなげるため、食の安全・安心に関する取組を推

進するほか、地元食材の提供、道産小麦を使ったパンやスイーツ、道産

ワイン、エゾシカ肉など道産品の高付加価値化の取組や、 

(3)自然環境・食など本道の観光資源のブランド力強化による新規誘

客・リピーターの獲得 

（略） 

また、北海道が優位性を持つ豊かな食の魅力を生かし、観光客の満足

度の向上や誘客促進につなげるため、食の安全・安心に関する取組を推

進するほか、地元食材の提供、道産小麦を使ったパンやスイーツ、道産

ワイン、エゾシカなど道産品の高付加価値化による取組や、 

36 (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 

観光振興施策を検討する上で、重要な基礎となる観光入込客数や消費

額、観光客動態調査などの観光統計データを、先端技術も活用しながら

広く調査・収集し、 

(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 

観光振興施策を検討する上で、基礎となる観光統計の整備・充実が重

要であることから、観光入込客数や消費額、観光客動態調査など、観光

振興に資するデータを先端技術も活用しながら、広く調査・収集し、 

 

37 (2)渡航制限解除等を見据えた海外需要の獲得 

ウィズコロナ期の入国制限時には、潜在的な来道希望者も含めて「忘

れられない」、「引きつけておく」ため、北海道観光の魅力を SNS や海

外事務所などの各現地事務所から情報発信を行うとともに、渡航制限解

除後を見据えた観光地づくりや受入体制整備を進めます。 

(2)渡航制限解除等を見据えた海外需要の獲得 

ウィズコロナ期の入国制限時には、潜在的な来道希望者も含めて「忘

れられない」「引きつけておく」ため、北海道観光の魅力を SNS や海外

事務所などの各現地事務所からの情報発信を継続するとともに、渡航制

限解除後を見据えた観光地づくりや受入体制整備を進めます。 

 

38 (3)欧米等新規市場の開拓による市場拡大 

（略） 

また、宿泊施設が十分でなかった地域において民泊を活用した滞在型観

光を促進するとともに、持続的な北海道観光の市場拡大のため、マーケ

ットデータを分析し、新たな市場獲得に向けた施策検討に取り組みま

す。 

(3)欧米等新規市場の開拓による市場拡大 

（略） 

また、地域の特色ある観光資源と民泊事業者をマッチングし、地域の

新たな滞在型観光の需要創出を図るとともに、持続的な北海道観光の市

場拡大のため、マーケットデータを分析し、新たな市場獲得に向けた施

策検討に取り組みます。 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

38 ４ 新しい旅行スタイルの推進 

「新しい旅行スタイルの推進」では、本道の豊かで優れた自然環境等

を活かしたワーケーションの推進や、「ATWS 北海道／日本」を契機に本

道の自然・文化等の特性を活かしたアドベンチャートラベルの造成・発

進のほか、新たなインバウンドをはじめとする道外からの旅行客の取込

方策の検討を進めるなど、長期滞在が促進され、繁忙期、閑散期の差の

解消、及び観光総消費額を増加させる「新たな北海道観光価値の創出」

を目指していきます。 

４ 新しい旅行スタイルの推進 

「新しい旅行スタイルの推進」では、本道の豊かで優れた自然環境等

を活かしたワーケーションの推進や、ATWS 北海道を契機に本道の自

然・文化等の特性を活かしたアドベンチャートラベルの造成・発進のほ

か、新たなインバウンドをはじめとする道外からの旅行客の取込方策の

検討を進めるなど、長期滞在が促進され、繁忙期、閑散期の差の解消が

でき、観光総消費額を増加させる「新たな北海道観光価値の創出」を目

指していきます。 

39 (2)「ATWS 北海道／日本」を契機に本道の自然・文化等の特性を活か

したアドベンチャートラベルの造成・発信 

「ATWS 北海道／日本」の開催を契機として、本道ならではの自然、

文化及び歴史を体験できるコンテンツで構成される、高品質で収益性の

高い旅行商品の造成支援を進める一方、 

(2)ATWS 北海道を契機に本道の自然・文化等の特性を活かしたアドベ

ンチャートラベルの造成・発信 

「アドベンチャートラベル・ワールドサミット・バーチャル北海道」

の開催を契機として、本道ならではの自然、文化及び歴史を体験できる

コンテンツで構成される、高品質で収益性の高い旅行商品の造成支援を

進める一方、 

 

40 (1)広域観光の拠点としての道内空港の利活用 

航空路線の新規就航・拡大、クルーズ船の寄港促進、フェリー、北海

道新幹線の利用促進など、陸海空路からの道へのアクセス充実及び各拠

点の整備を図るとともに、MaaS 等シームレス交通の推進や交通事業者

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

交通の利便性向上に取り組むことにより、来道者の増加と道内周遊促進

を目指します。 

また、道内７空港の一括民間委託を契機に、空港を核とした広域観光

の振興を促進していきます。 

 

(1)広域観光の拠点としての道内空港の利活用 

航空路線の新規就航・拡大、クルーズ船の寄港促進、フェリー、新幹

線の利用促進など、陸海空路からの道へのアクセス充実及び各拠点の整

備を図るとともに、MaaS 等シームレス交通の推進による二次交通の利

便性向上により、来道者の増加と道内周遊促進を目指します。 

 

 

また、道内７空港一括民間委託を契機とした、道内の各空港を核とし

た地域の魅力づくりの促進と、各空港エリア間の連携を促進することに

より、広域周遊観光を促進していきます。 
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42 (1)持続可能な観光への取組 

UNWTO では、持続可能な観光を「訪問客、産業、環境、受け入れ地

域の需要に適合しつつ、現在と未来の経済、社会、環境への影響に配慮

した観光」と定義しています。本計画の施策の推進に当たっては、2020

年６月に観光庁及び UNWTO 駐日事務所より公表された、持続可能な観

光地マネジメントの促進を目的として、各地方自治体や観光地域づくり法

人（DMO）等が活用するための観光指標「日本版持続的な観光ガイドラ

イン（JSTS-D）」の考え方に沿って、マネジメント、社会経済、文化、

環境の四つの分野に配慮した取組を進めます。 

なお、「日本版持続的な観光ガイドライン（JSTS-D）」は SDGs の全 17

の目標に対応するよう開発されていることから、本取組そのものが SDGs

達成への貢献にもつながります。 

(1)持続可能な観光への取組 

UNWTO では、持続可能な観光を「訪問客、産業、環境、受け入れ地

域の需要に適合しつつ、現在と未来の経済、社会、環境への影響に配慮

した観光」と定義しており、施策の推進に当たっては、「日本版持続的

な観光ガイドライン（JSTS-D）」の考え方に沿って、マネジメント、社

会経済、文化、環境の四つの分野に配慮した取組を進めます。 

42  

 

 

 

 

 

 

42 (2)観光関連施設の充実 

多様な宿泊ニーズに応えるため安全・安心な民泊の推進や、観光関連

施設の新増設や観光客の受入体制の整備を行う中小企業者への必要な資

金の融資、国外からの投資促進をすることで、観光関連施設等の整備を

促進していきます。 

（主な施策） 

安全・安心な民泊の推進 

(2)観光関連施設の充実 

多様な宿泊ニーズに応える民泊の整備や、観光関連施設の新増設や観

光客の受入体制の整備を行う中小企業者への必要な資金の融資、国外か

らの投資促進をすることで、観光関連施設等の整備を促進していきま

す。 

（主な施策） 

民泊の整備 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

43   
分類 

基準 

(2019 年度) 

目標 

(2025 年度) 

道内客(円) 13,432 15,000 

 コト消費割合(%) 4.8 10 

 道内宿泊者数(万人) 934 1,074 

道外客(円) 70,773 79,000 

 コト消費割合(%) 4.2 10 

 長期滞在者の数(万人) 80 112 

外国人 (円) 138,778 - 

国内客(万人) 5,033 5,580 

 宿泊客延数(万人泊) 2,866 3,500 

 道内客(万人) 4,441 4,880 

 道外客(万人) 592 700 

  リピーター数(万人) 471 570 

外国人(万人) 244 - 

繁忙・閑散期の比率(%) 57.1 60 

道央圏以外の宿泊者数 (万人泊) 1,261 1,540 

地方空港利用来道率 (%) 19.8 22 

道内客(%) 31.6 40 

 コロナ対応の評価(点) (2020 年度)4.4 5 

 アウトドア関連人材指標 - - 

道外客(%) 44.3 50 

 コロナ対応の評価(点) (2020 年度)4.5 5 

 アウトドア関連人材指標 - - 

 

分類 R1 実績 R2 実績 R7 目標 

道内客(円) 13,432 - 15,000 

 コト消費割合(%) 4.8 - 10 

 道内宿泊者数(万人) 934 - 1,074 

道外客(円) 70,773 - 79,000 

 コト消費割合(%) 4.2 - 10 

 長期滞在者の数(万人) 80 - 112 

外国人 (円) 138,778 - - 

国内客(万人) 5,033 - 5,580 

 宿泊客延数(万人泊) 2,866 - 3,500 

 道内客(万人) 4,441 - 4,880 

 道外客(万人) 592 - 700 

  リピーター数(万人) 471 - 570 

外国人(万人) 244 - - 

繁忙・閑散期の比率(%) 57.1 - 60 

道央圏以外の宿泊者数 (万人泊) 1,261 - 1,540 

地方空港利用来道率 (%) 19.8 - 22 

道内客(%) 31.6 - 40 

 コロナ対応の評価(点) - 4.4 5 

 アウトドア関連人材指標 - - - 

道外客(%) 44.3 - 50 

 コロナ対応の評価(点) - 4.5 5 

 アウトドア関連人材指標 - - - 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

44   
 

指標 分類 
基準 

(2019 年度) 

目標 

(2025 年度) 

コロナ対応の評価(点) 道内客 (2020 年度)4.4 5 

 道外客 (2020 年度)4.5 5 

満足度(%) 道内客 31.6 40 

 道外客 44.3 50 

観光消費額単価(円) 道内客 13,432 15,000 

 道外客 70,773 79,000 

 外国人 138,778 - 

観光入込客数(万人) 道内客 4,441 4,880 

 道外客 592 700 

 外国人 244 - 

リピーター数(万人) 道外客 471 570 

道内宿泊者数(万人) 道内客 934 1,074 

繁忙・閑散期の比率(%) 宿泊延数比 57.1 60 

道央圏以外の宿泊者数  (万人泊 ) 宿泊客延数 1,261 1,540 

観光消費額単価に占める 道内客 4.8 10 

コト消費の割合(%) 道外客 4.2 10 

宿泊客延数(万人泊) 国内客 2,866 3,500 

長期滞在者の数(万人) 道外客 80 112 

地方空港利用来道率 (%) 新千歳・丘珠以外 19.8 22 

アウトドア関連人材指標 - - - 

 

指標 分類 
R1 

実績 

R2 

実績 

R7 

目標 

コロナ対応の評価(点) 道内客 - 4.4 5 

 道外客 - 4.5 5 

満足度(%) 道内客 31.6 - 40 

 道外客 44.3 - 50 

観光消費額単価(円) 道内客 13,432 - 15,000 

 道外客 70,773 - 79,000 

 外国人 138,778 - - 

観光入込客数(万人) 道内客 4,441 - 4,880 

 道外客 592 - 700 

 外国人 244 - - 

リピーター数(万人) 道外客 471 - 570 

道内宿泊者数(万人) 道内客 934 - 1,074 

繁忙・閑散期の比率(%) 宿泊延数比 57.1 - 60 

道央圏以外の宿泊者数  (万人泊 ) 宿泊客延数 1,261 - 1,540 

観光消費額単価に占める 道内客 4.8 - 10 

コト消費の割合(%) 道外客 4.2 - 10 

宿泊客延数(万人泊) 国内客 2,866 - 3,500 

長期滞在者の数(万人) 道外客 80 - 112 

地方空港利用来道率 (%) 新千歳・丘珠以外 19.8 - 22 

アウトドア関連人材指標 - - - - 
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頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

45 観光消費額単価は「交通費」、「宿泊費」、「飲食費」、「買物代」、「娯楽

等サービス費」、「その他」の６項目で構成されますが、「娯楽等サービ

ス費」、いわゆる「コト消費」の項目がまだ低い状況です。北海道に

は、アウトドアアクティビティが豊富にあるため、「ATWS 北海道／日

本」を契機とした、 

 

 

観光消費額単価は「交通費」、「宿泊費」、「飲食費」、「買物代」、「娯楽

等サービス費」、「その他」の６項目で構成されますが、「娯楽等サービ

ス費」、いわゆる「コト消費」の項目がまだ低い状況です。北海道に

は、アウトドアアクティビティが豊富にあるため、「アドベンチャート

ラベル・ワールドサミット・バーチャル北海道」を契機とした、 

45 各国を訪問する外国人旅行者の旅行消費額の内訳(2019 年) 各国を訪問する外国人旅行者の旅行消費額の内訳(2019) 

46 「日本人１人当たり国内宿泊旅行の回数と宿泊数」の図表内に「年」

を追加 

- 

46 「国・地域別来道者の割合と道内宿泊数」の図表内 

（2019 年度） 

「国・地域別来道者の割合と道内宿泊数」の図表内 

（令和元年度） 

49 イ 各空港を核とした地域の魅力を高める滞在型観光地づくり 

北海道の観光客は道央圏に集中し、特に道外観光客については、新千

歳空港・丘珠空港の利用が集中していることから、各地方空港を核とし

た地域の魅力を高める滞在型観光地づくりを促進し、道外から各地方空

港へのアクセス数増加を目指します。 

 

イ 各空港を核とした地域の魅力を高める滞在型観光地づくり 

北海道の観光客は道央圏に集中し、特に道外観光客については、新千

歳空港・丘珠空港の利用が集中していることから、北海道エアポート株

式会社とも協力し、各地方空港を核とした地域の魅力を高める滞在型観

光地づくりを促進し、道外から各地方空港へのアクセス数増加を目指し

ます。 

50 「地域別訪日外国人来道者数の推移・割合」の図表内に「年度」を追

加 

 

- 

51 道外客・訪日外国人来道者の満足度別の再来訪意欲(2019 年度) 道外客・訪日外国人来道者の満足度別の再来訪意欲 



 18 / 18 

 

頁 新・計画（案） 旧・計画（素案） 

52 １ 道民 

○ 身近な北海道の魅力を再確認し、道外・海外出身を問わず全ての道

民が、自らも楽しめる観光地づくりを進めつつ、それぞれの目線

で、本道の良さや魅力を国内外に向けて広く発信する 

（省略） 

○（削除） 

１ 道民 

○ 身近な北海道の魅力を再確認し、地元（道民）の人が地元を楽し

める観光地づくりを進めつつ、その魅力を広く発信する 

 

（省略） 

○ 北海道在住の外国人は、道民の一員として、外国人ならではの視

点で本道の良さや魅力を国内外に向けて広く発信する 

62 ① 各写真の出所 

・2023 年３月 

北海道ボールパーク F ビレッジおよび新球場エスコンフィールド

HOKKAIDO 開業 

(株)ファイターズスポーツ&エンターテイメント提供 

・2025 年４～10 月 

大阪・関西万博開催 

２０２５年日本国際博覧会協会提供 

・上記以外 

道保有素材 

① 各写真の出所 

・2023 年 

北海道ボールパーク F ビレッジおよび新球場エスコンフィールド

HOKKAIDO 開業 

(株)ファイターズスポーツ&エンターテイメント提供 

・2025 年 

大阪・関西万博開催 

２０２５年日本国際博覧会協会提供 

・上記以外 

道観光局保有素材 

 


