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令和３年度北海道観光審議会 

第２回計画部会議事録 

 

１ 日  時：令和３年６月２３日（水）１０:００～１１:２０ 

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） 

石井至委員、石井吉春委員（部会長）、遠藤乾委員、遠藤正委員、富田委員、 

グライナー委員、佐藤委員、サムット委員、鈴木委員 ９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（素案）」について 

 

＜議事録＞ 

（柳川補佐） 

 おはようございます。ただ今から、令和３年度北海道観光審議会第２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。 

 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。 

 私は、道庁経済部観光局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。 

本日の計画部会でございますが、委員９名中、９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、観光局長の鶴蒔から、ご挨拶申し上げます。 

 

（鶴蒔局長） 

 おはようございます。観光局の鶴蒔です。 

本日はお忙しいところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

道内では５月１６日より３６日間続いた緊急事態宣言が、６月２０日に終了いたしまし

て、６月２１日からは、まん延防止等重点措置の方に移行しているところでございます。   

感染者数は５月１６日に比べますと、大きく減少しているものの、札幌市は全国の政令

指定都市の中でも依然として厳しい状況が続いている状況でございます。 

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、６月１９日に北海道

ワクチン接種センターが札幌市に開設され、また、２１日からは職域接種の方も開始され

るなど、いよいよ本格化されている状況でございます。 

ワクチンが道民に行き渡るまでには、まだまだ、時間を要するところではございますが、

来たるべきポストコロナを見据え、取組を推進していくことが重要と考えております。 

前回の計画部会では、計画の指標や取組の方向性等について、様々な貴重な意見をいた

だきましたが、本日は、前回の意見を反映した計画素案、こちらについて、さらにご審議

の方をしていただきたいと考えております。 

 委員の皆様方におかれましては、専門のお立場や幅広い観点から、忌憚のないご意見を

頂戴したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 開会に当たっての挨拶とさせていいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（柳川補佐） 

 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皆様方に

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。 

 画面の方にも資料を共有させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

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、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。 

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。 

 

（石井吉春部会長） 

皆さんおはようございます。 

本日の計画部会では、６月３日の第１回計画部会の議論の内容を踏まえて、事務局で、

次期「北海道観光のくにづくり行動計画」の素案の策定にあたっての考え方等を整理して

いただきましたので、この内容について、さらにご意見いただきたいと考えています。 

本日の議題はお一つだけとのことでしたので、忌憚のないご意見をお願いしたいと思い

ます。 

それでは、事務局よりご説明願います。 

 

（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「観光審議会第１回計画部会での意見に対する対応状況整理表」をご覧ください。 

こちらは、先日６月３日に開催された第１回計画部会で皆様からいただきましたご意見

に対し、対応状況を整理したものになります。気になる点等がございましたら、後ほどご

意見をいただければと思います。 

続いて、資料２「第５期 観光のくにづくり行動計画の指標〈修正案〉」をご覧くださ

い。前回の部会にて、重点的に実施する内容が不明確、また、満足度等四つの指標が高い

というご意見をいただきましたので、その対応状況をご説明させていただきます。 

重点的に実施する内容についてですが、資料の上の枠の右側に、指標設定の基本的な考

え方」を記載させていただきましたのでご覧ください。 

ウィズコロナ期においては、安全・安心で選ばれる観光地づくりに注力するとともに、

感染症の状況に応じた誘客対象の最適化の観点から、「道内客の宿泊旅行への転換」及び

「道外客の取り込み」に注力いたします。 
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ポストコロナにおいては、ATWS を契機にアドベンチャートラベルの推進に注力いた

します。 

続いて、指標に関してですが、満足度、繁忙・閑散期の比率、道央以外の宿泊者数、長

期滞在者の割合の四つについては、下方修正するとともに、よりわかりやすくするため、

一部の数値については、割合から実数に変更しました。 

 また、合わせて道内宿泊客の割合についても、道内宿泊者数に変更しました。 

続いて、資料３「第５期 観光のくにづくり行動計画 素案・たたき台と素案に係る新旧

対照表」をご覧ください。 

主な修正箇所を説明いたしますが、前回の部会において、「SDGs、サステイナブルと

いう言葉がない」というご意見をいただきましたので、本文 28 ページの「２ 北海道観

光が将来的にめざす姿」の「持続可能な観光関連産業の発展」に、「道民の貴重な財産で

ある自然環境や文化を守り育てながら次の世代につなぐ」という文言を追記しました。 

続いて、施策展開の方向性の「クリーン北海道」を「セーフティ北海道」に変更した方

がいい、というご意見をいただきましたので、本文 31 ページで、「クリーン×セーフテ

ィ北海道」という表現に変更しました。 

次のページ、２ページ目をご覧ください。 

ゼロカーボンの記述がない、というご意見をいただきましたので、本文 33 ページに「(4) 

環境と共生する観光の推進」を追記し、「ゼロカーボン北海道」の取組を記載しました。 

続いて、ページを飛ばしまして、５ページ目をご覧ください。 

道民の観光振興の役割や北海道在住の外国人の役割の追記について、ご意見をいただき

ましたので、本文 52 ページの道民の役割を記載しました。 

続いて、資料４「施策体系図」をご覧ください。こちらは、「クリーン×セーフティ北

海道」などの「施策展開の方向」毎に「施策の柱」、「主な施策」、「令和３年度事業」

を整理したものです。 

前回の会議にて、二次交通の整備や他分野との関わりについて、ご意見をいただきまし

たが、本計画については、交通政策を推進する総合政策部や環境保全を推進する環境生活

部など様々な部署が一体となって推進していくものになりますので、ご確認いただければ

と思います。 

最後に、資料５の計画「素案」をご覧ください。改めて本計画の基本的な考え方につい

てご説明させていただきます。 

４ページをご覧ください。「１ 計画の位置づけ」ですが、この計画は、「北海道観光

のくにづくり条例」に基づき、観光事業者や観光関係団体、道民、道をはじめとする行政

機関など、観光にかかわるすべての関係者が連携・協働して観光振興に関する施策を総合

的、計画的に推進するための基本的な計画になります。 

続いて、５ページをご覧ください。「２ 計画期間」ですが、2021 年度から 2025 年度

の５年間となります。「３ 計画の点検・見直し」ですが、本計画の推進に当たっては、 

毎年度、目標指標や各施策の進捗管理を実施し、必要に応じて計画を見直すこととし、

PDCA サイクルを回していきます。「４ 計画推進の考え方」ですが、道では、この計画

の達成に向け、観光部門だけでなく、交通政策部門や環境政策部門など全庁横断的に施策

を展開し、計画を推進していきます。 

 配付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） 

 ただいま事務局から、今回の論点に関する説明をいただきました。この点を含めまして
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次期計画策定全般について、委員の皆さんから忌憚のないご意見をお願いしたいと思いま

す。基本的には全員にご発言をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 今日は、鈴木委員から口火を切っていただきますでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

 

（鈴木委員） 

 おはようございます。改めて、前回の会議でいくつかご指摘させていただいたポイント

等が全部拾われていて、非常によくできていると思います。 

JNTO も SDGs に資する観光とかサステナブルツアーについて、宣言を一昨日している

はずです。今日ニュースになっていると思いますけれど、そう言った意味も含めて、北海

道が観光局だけではなく、全組織にわたって、こういったことを実現しようとしていると

いう、いわゆる施策の関連性とか、そういった部分も非常に身近に道民にとって感じられ

るものになったなと思っています。私は満足です。 

 どうもありがとうございました。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。 

 関係図が結果的にだいぶ分かりやすく、観光施策の体系を打ち出していただいているの

だと思います。ご意見ありがとうございます。 

 続きまして、サムット委員、ご発言お願いいたします。 

 

（サムット委員） 

 資料４の施策体系図の話ですが、「持続的な情報発信について国内外に向けたメディア

・ＷＥＢ・ＳＮＳ等の活用」を情報発信としておりますが、これからの北海道の新しい魅

力を発信していくためには、発信するだけではなく、海外の方たちで、観光にそれほど興

味ない人にも、北海道のことを知ってもらうというような発信の仕方だとか、観光関連の

メディアだけではないものも積極的に誘致して使うことがいいかと思います。 

もう一つは、海外の映画やドラマを北海道で撮影してもらえるようなロケーション誘致

についてで、旅行関連の番組ではなく、海外に、社会的にインパクトがあるような大きい

映画などを北海道で撮影してもらえるように、撮影しやすいように整理するだとかが、北

海道の知名度をアップさせることが良いのではないかと思っています。 

もう一つは、観光インフラの強化の指標についてです。 

リピーターを増やすために、新しい北海道ということで、どこが新しくなったか、コロ

ナとは関係ない話ですが、未開発の観光だとか、新しい観光施設の数の指標として、どれ

くらい増やしたいかだとか、または新しいアクティビティの数だとか、これからの北海道

へのリピーターを増やすためには、既にあるものだけだと皆飽きたので、新しいアクティ

ビティやレベルアップしたアクティビティだとか、観光施設の数とか、そういう目標数も

面白いのではないかと思います。そうすることで、新しい北海道が見えてくるのではない

かと思います。 

あと一つは、観光関連に関する海外への投資の指標についてで、北海道がこれからもど

んどん海外の新しい風を入れてもっと盛り上げて行くために、そういった指標を入れられ

るか。 

例えば、どれくらいの国が観光関連で北海道に投資したかだとか。 

私の考えとしては、北海道はこれから美味しいだけではなく、美味しいかつ楽しいだと
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か、新しいアクティビティ、食事しながらショーが見られるだとか、新しい施設を建てた

いところに、道が補助金などで応援できるようなことがいいです。 

あとは自然だけではなく、自然かつ楽しい。なぜなら自然が好きな人もいますが、ただ

の自然は物足りないと、もう少しアクティビティを増やして欲しいところに対して北海道

として支援していくとか。 

あとは、行政の役割というところで、情報発信用のインフラを整備してほしいです。写

真やビデオとか、新しいものを誰でも自由に使えるように、今は色々なＳＮＳがあります。

特定の会社、特定のメディアを招聘するだけではなく、あらゆる人が自由に使えるような

コンテンツ素材を道として沢山用意してほしい。 

古いものだけではなく、新しいものを作成し、色々なＳＮＳを通じて、海外へ発信しや

すいように使いたい人が手続きなく、自由にどんどん使って、色々な人に利用してもらい

たいです。 

あと一つは、北海道の人と海外の人とを繋げるために、海外との姉妹都市の締結なども

北海道から積極的に支援していくとか、姉妹都市締結も長い目で見ると、自治体と海外と

が繋がれるので、旅行にも繋がると思います。 

 

（石井吉春部会長） 

 どうもありがとうございます。ＳＮＳの活用というようなことで、ご意見をいただいた

ほか、指標についても幾つか、海外ターゲットにした指標設定ということで、ご意見をい

ただきました。 

 あと、コンテンツの活用とのことですが、姉妹都市提携の強化ということでご発言をい

ただきました。コンテンツというのは、実際には使えるようにやっていたのでしょうか。

そこらへんはどうですか。 

 

（近藤課長） 

 観光振興機構のホームページで一部写真を提供しております。 

 

（石井吉春部会長） 

 コンテンツの活用は、計画云々よりも、実効的な話としてできる範囲の対応をしていた

だいて、指標の見直し自体は、設定からということでいうと、厳しい部分もあるかもしれ

ないですけれど、フォローしていく中で考えて行くことは、ぜひお願いできればと思って

います。どうもありがとうございます。 

 それでは佐藤委員、ご発言お願いいたします。 

 

（佐藤委員） 

 おはようございます。北海道観光振興機構の佐藤です。前回お話した時に、「アドベン

チャートラベル・ワールドサミット」の件についてお話をさせていただきました。バーチ

ャルでの開催が正式に決定されたので、文言がこのままでいいのかと提議をしたつもりで

ありまして、まず、資料の中で修正をしていただいた「北海道観光のくにづくり行動計画」

の１ページ、「はじめに」というのがあります。 

この「はじめに」の中の下から５行目です。「アドベンチャートラベル・ワールドサミ

ット（ATWS）」が開催されます。これは、お調べいただければもう出ていますので、正

式名称は、英語表示でも「Adventure Travel World Summit Virtual Hokkaido, Japan」そし

て日付が入ってくる。ということですので、この表記は、「アドベンチャートラベル・ワ
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ールドサミット バーチャル」に変えた方がいいと思います。 

道庁が作る正式な行動計画ですから、正式名称を載せるべきだと思います。 

この記述が、行動計画の中のいたるところで直されていません。５ページの２の計画期

間に写真がついていますが、ここのカヌーの載っているところから「アドベンチャートラ

ベルワールドサミット」となっています。ここもバーチャルです。それから２５ページ、

機会の中に ATWS、その後にバーチャルの「V」、ビクトリーの「V」を少なくても付け

るべきだと思います。 

次が、２７ページです。機会の中の３行目、「アドベンチャートラベル・ワールドサミ

ット バーチャル」です。それから２８ページ、次のページです。それから３０ページ。こ

こは「アドベンチャートラベル」という表示なので、このままで良いと思います。「ワー

ルドサミット」が付いていませんから。それから３１ページ。新しい旅行スタイルの中に

ATWS。ここにビクトリーの「V」を付ける。次が３６ページ、これは「アドベンチャー

トラベル」の説明ですので、ここはこのままで良いと思います。そして３８ページ、「ア

ドベンチャートラベル」の場合はこのままで結構ですが、次の３９ページには、「（２）

ATWS を契機に」と使われていますので、全てバーチャルを入れた方がよろしいかと思い

ました。 

正式にリアルで今後「アドベンチャートラベル・ワールドサミット」が行われることも

考えられますので、北海道大会はバーチャルだということを明示した方が良いと思いま

す。 

あとは、ゼロカーボンについての発言をさせていただきましたが、そういったことも全

部反映をしていただいておりまして、あとの点については、よく作っていただいたのでは

ないか。このように思っています。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。最初にご指摘のあった「アドベンチャートラベル・ワールドサ

ミット バーチャル」正式名称が決まっているということで、きちんと表記した方が誤解

のない形になるということだと思いますので、今のご指摘の部分は預からせていただい

て、基本的に修文するという方向で対応させていただければと思います。どうもありがと

うございます。 

 

（佐藤委員） 

 資料４の施策体系図の中でも 4 ページに「アドベンチャートラベル・ワールドサミッ

ト」という表示がありますので、お願いします。 

 

（石井吉春部会長） 

資料をチェックしていただきまして、漏れのないように修正させていただければと思い

ます。どうもありがとうございます。 

続きまして、ジョン委員お願いいたします。 

 

（ジョン委員） 

 この資料は情報が沢山あります。ありがとうございます。外国のプロモーションですが、

アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアへのプロモーションをどうやってするのか。私が

今まで見た限り、良いプロモーションはまだ見たことがない。北海道はだんだん人気にな

っているところだけど、どうやって誘客につなげるのか。 
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 外国人にとって旅行先は色んなチョイスがある。もちろん日本にも興味を持っている。

スキー場などみんな知っているが、もっと深いプロモーションとか、北海道のスキー場以

外の場所のプロモーションが必要です。まだ良いプロモーションを見たことがない。見た

いと思う。 

 質問があります。どうやってプロモーションツールをつなげられますか。いつも聞きた

い。他の国がアメリカでよくやります。フィリピンとかミクロネシアとかパラオとかタイ

とかマレーシアとかが、よくやります。日本ではまだ見ていない。 

 CAT（雪上車）の話ですが、北海道でどうやってプロモーションができますか。 

 もう一つは、先々週、私の息子がアメリカから日本に戻りましたが、入国時のことが一

番辛いみたいです。彼は、隔離で２週間東京に泊まりました。彼はワクチン接種をしてい

ました。飛行機乗る前にテスト（PCR 検査）を受け、到着時もテストを受けた。それでも

まだ２週間の隔離が必要であり、とても厳しい。毎日電話やビデオでヒアリングされ、建

物の場所や部屋の番号も聞かれました。彼はワクチンを接種済みだった。もし、ずっとこ

の方法だと誰も来ない。日本はワクチンがすごく遅かったから、もっと早くやって、ワク

チン接種している人は入国しやすくしてほしい。よろしくお願いいたします。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。後段の入国後の取扱いについては、道でどうにかできるもので

はない現状ですけれども、仰ってる論点はそのとおりだと思いますので、機会を通じてど

う緩和していくかということに関しては、道としてもきちんと意見を持って主張していた

だくということをぜひ、お願いしたいと思います。 

 プロモーションの件で、海外、アメリカ等でのプロモーションをどうされているかとい

ったことでのご質問だったと思うのですけど、そのあたりはいかがですか。把握されてい

るところはありますでしょうか。 

 それでしたら、事務局に確認していただいて、現状どこまでやられていて、これからど

うやっていくか、こんなことに取り組んでいるということについて整理して、皆さんにお

伝えいただくということでお願いしたいと思います。今きちんと把握できていないようで

すので、後ほど整理して説明してもらう形にしていただきます。どうもありがとうござい

ます。 

 続きまして富田委員お願いいたします。 

 

（富田委員） 

 おはようございます。先日、道庁の皆さんから検討の経緯も含めてご説明いただきまし

て、また、今回この資料のとりまとめについても、ご苦労様でした。 

皆様のご意見も含め、また、この計画自体も昨年の夏以降ご議論される中で、かなり内

容的にはまとまってきたと私は感じております。ただ、一点だけ皆さんと擦り合わせをす

る必要があると感じておりまして、その点だけコメントさせていただきます。 

今回のこの計画自体が５カ年計画というような、この５カ年の中でこういう内容に取り

組んで行こうと、この考え方を明確に整理されていただいたと思うのですけれど、ただ、

初年度がコロナの影響で相当、この項目全てをスタートすることが非常に難しいですし、

ご質問があったように海外のお客様をどうするかということも、例えばこの５カ年計画の

初年度もしくは２年目の中でも、どこまでできるか。大きな流れとすると、道内で動き、

国内で動き、そこからインバウンドにというステップを踏んでいかなければならないと感

じている中で、この目標全体の中で、非常に施策自体も盛り沢山ですので、時間軸を意識
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しながら、どういうウェイト付けをして進めていくのか、この部分が委員の皆さんと摺り

合わせをされたほうが、今後、具体的に施策を推進していくプレイヤーの皆さんからする

と、混乱がないかなと感じております。 

また、今後、実際この施策を推進するのは、北海道に関わる全ての方々だという中で、

どういう形でこの施策を認知していただき、その認知されたものを、どう行動として今後

チェックをしてくのか、その点を先程も５ページのところで触れられてはいるのですけれ

ど、具体的にどう認知させて、その行動をどうチェックをするのか、その辺を具体的にメ

ッセージとして伝えていかないと、中々この行動変容につながるということが難しいので

はないかと感じました。私からは以上でございます。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。５カ年計画という中で、コロナの状況を踏まえてインバウンド

対応をどのように展開するのか、道筋が見えない中での計画ということで、どう進めるか

についてのコンセンサス（合意）ということと、計画推進にあたっての具体的なチェック

体制なり、仕組みをどうするのかというご指摘だったと思います。前段の方は本文の３０

ページにも道内、国内、海外ということで、近場から市場回復するというか、道内ももう

少しアグレッシブな意味で、従来以上に参加してもらうという意味合いも込めて、そうい

う段階的な対応、道筋の議論については、作っていく過程で議論があったかと思いますの

で、方向としては、基本的にこういう流れで力をどこに注ぐかというのは、きちんと考え

てやっていかなければならないということで、部会としてもそういうコンセンサスがある

のではないかと思っています。 

ただ、実際にどう進捗管理するかということによって、PDCA をどうやって働かせて、

どこに重点をかけていくのか、そこを適切にやっていかなければいけない。どう検証して

次につないでいくのかということ、これはやるとは書いてあるのだけれど、ものによって

は、どうやるのかということまで書いてある計画もあるので、そこについて、事務局はど

のようにお考えか、ご説明お願いできればと思います。 

 

（近藤課長） 

 観光振興課長の近藤でございます。今回皆様のご意見を頂きまして、PDCA を回してい

かなければならないと思っておりまして、実施にどうするのかという今後の運用につきま

しては、検討課題として、考えていきたいと思います。 

 

（石井吉春部会長） 

本計画は、計画部会で作っているということですけれど、審議会として関与して作った

という、そういう立て付けになるわけです。その意味で言えば、審議会という枠組みがあ

って、計画があるわけだから、審議会を中心に議論して回していくという、計画を見直す

主体の一つとして、少なくとも審議会を位置づけることができると思いますので、ただ、

見直す主体がそこだけということもないので、そこをはじめとしてとか、いずれにしても

具体名として審議会を書いていただいて、もう少しどう進めるのかということのイメージ

・具体性を持つような形はいかがですか。私自身もこちらの方が重要な記述ではないかと

思っていまして、ここを本当にやっていくということと、弾力的に計画を状況に応じて見

直さなければならないというところだと思います。 

普通の計画よりもその部分が強いところがありますので、文言については、事務局と相

談させていただくということになると思いますけれど、いずれにしてももう少し具体的な
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枠組みということについて、修文させていただいて、記述をするというふうにさせていた

だければと思っております。どうもご意見ありがとうございます。続きまして遠藤正委員

ご発言をお願いいたします。 

 

（遠藤正委員） 

 よろしくお願いいたします。まず、文章の体裁の中で、資料４を開いて画面で見せてい

ただけますか。「（４）環境と共生する観光」とあって、公共交通機関とＥＶ、ＦＣＶの

話が出ていて、ここだけ全体の中でも右側のＲ３事業という枠が入っていないのです。他

が一対一になっていて、ここだけが無いとすると、見方によってはどうなのかというとこ

ろがあるので、例えば、「クリーン×セーフティ北海道」のところの「観光客等に対し、

温室ガス･･･」とあるので、ここと一体にしてしまってもいいのかなということで、特出

しする必要はないと思いますし、ただ、令和３年度に対応する事業がないのではないかと

言われたときに、もし、お答えがあればお願いしますというのが、まず一つです。これは

文章の体裁的な話です。 

 第５期北海道観光のくにづくり行動計画の指標というのを画面に出していただけます

でしょうか。この「量×質」の中で、満足度ということが、まず一つ出てきます。その下

でリピーターが出てきます。こういうデータを取ると、先ほど、部会長からありました検

証ではないですけれど、満足度とリピーターは相関が取れる可能性が非常に高い項目では

ないかと思うのです。 

従って、このようなデータの検証を多角的に踏み込んで、満足度が上がれば、リピータ

ーがどれぐらい上がるのか、あるいはあまり関係ないものなのか、やってみなければ分か

らないのですけれど、また、統計の取り方なので、気をつけなければならないのかもしれ

ないですけれど、せっかくならそういうことを検討してみてはいかがでしょうかというこ

とです。 

 リバランスのところで欧米豪です。ジョン委員の発言とも重なるのですが、欧米豪と一

口で言ってもマーケティングとかプロモーションとかは中々容易ではないと思いますの

で、逆にそこはここから頑張っていこうということで、私は受け止めたのですが、もし、

もう何か具体的にやっていて、こういうところで成果があるというものがあれば、それは

それで良いのですけれど、欧米豪はライバルが多いので、関係者でしっかりやっていく必

要があるのではないかと感じました。以上でございます。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。確かに資料４の具体的な事業がない施策をどうするのかという

のは、ご指摘のとおり非常にアンバランスな部分が多いかと思いますので、本当は公共交

通機関の関連の話はあるのでしょうけれど、観光ということを謳っている公共交通機関に

対する施策がないということだと思うのですけれど、そこの関連性で言うと何か関連する

施策があるならば、書いていただいて、何も具体的施策が無いのであれば、落とさざるを

得ないというか、若しくは、まとめるようなことを調整するのがよろしいと思いますので、

そういう方向で対処してもらうことにさせていただきます。 

満足度とリピーターということで、指標をとっていく中で、指標相互の相関関係とか、

因果関係までは中々データで分析できないと思いますけれど、そこら辺は、いずれにして

も検証することは意味があることだと思いますので、ぜひ、ご指摘の点を踏まえた数字の

取り方を進めていただければと思います。新規市場開拓の話としては、新規だからこれか

らということなのでしょうけれど、何か手がかりとなる施策もあるのでしょうか、そこの
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ところ事務局いかがでしょう。 

 

（近藤課長） 

 実際にはこれからというところです。 

 

（石井吉春部会長） 

 先程のジョン委員のところでもありましたので、観光振興機構がやっていることも含め

て確認、整理していただいて、どのような流れで考えられるかというところを整理した上

で、皆様にご報告していただくということをお願いしたいと思います。ご発言ありがとう

ございました。 

 

（遠藤正委員） 

 ありがとうございました。 

 

（石井吉春部会長） 

石井至委員ご発言お願いいたします。 

 

（石井至委員） 

 よろしくお願いいたします。忘れないうちに最初に言っておきたいことは、国の次のイ

ンバウンド施策に入れようと思っているのが、パンデミックなので、非接触移動です。海

外でも非接触移動を謳っているところがまだ無いので、非接触移動を次のタッチフリー・

ジャパンということで、やろうと思っていまして、実際に今、東京メトロさんは非接触券

売機の研究に入っています。エレベーターはフジテックなどもやっております。 

この間、長野県と打ち合わせた時は、長野県はすごく進んでいて、ウィズコロナ・アフ

ターコロナの新しい観光施策というのをもう出しているのですけど、その中には非接触と

いうのを出していて、具体的に補助金の事業を今年度からやると言っていました。ですか

ら最初の「クリーン×セーフティ北海道」のどこかに、非接触移動という５文字だけ入れ

ていただけるといいかと思います。 

 二つ目としては、目標指標ということで、観光消費額単価とか入込客数とかあるのです

けど、詰まるところは観光消費額だと思うのです。 

いただいた目標指標の数字だと、道内客が令和元年に約４，４００万人、それが令和７

年には４，８００万人に約１０％アップすると、あと単価は１３，３４２円を１５，００

０円にすると、これは１２％アップなのですが、そうすると約６，０００億円の消費額が、 

７，２００億円に増えることになります。それでは、どうやって道内客を１割増やし、１

２％単価上げるのかというところでいうと、具体的な話では、体験型観光があるのですが、

数を増やすことでいうと、今ＪＲがどんどん減っていって、逆に高速道路がどんどん整備

されているので、具体的には高速道路での移動を道内客にしていただく、推進していかな

いと数は増えないと思います。 

もし私が、今与えられている目標を達成しなければならないと、実行する立場だとする

と、道内客に関しては単価上げるには、体験型の取組、北海道の人がどのくらいやってい

ただけるかは分からないですけど、そういうことと、人を増やすことでいうと、高速道路

での移動、道の駅、そこを考えて、１０％アップを目指すということになると思います。 

 道外客に関しては、令和元年で５９０万人、それが令和７年で７００万人になっていて、

単価でいうと、７万円から７万９０００円と、これも１２％アップを目標としています。 
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 それで具体的には、今後ワーケーションとか自然、アドベンチャー、IR、MICE がある

のですけど、１００万人、１１０万人増やすというのは結構大変で、３６５日で割ると、

１日あたり２７００人です。もし、北海道の主要な場所が３０ヶ所あるとすると、毎日１

００人ずつ増やさないと達成できないので、大変な目標です。 

 先ほど遠藤委員からは、満足度とリピーターの相関についての話があったのですけど、

これは既にデータがあって、発表していないのですけど、観光庁でリピーター率というの

を調べていて、北海道のリピーター率は国内の数字ですけれど、５回を過ぎると減り始め、

１０回を超えるとリピートする人がほとんどいないというデータです。だからもう、７～

８回で飽きる北海道というのが現実です。 

 ですから、リピーター率と満足度は相関が強いと思うのですけど、次第に満足度がいく

ら高くても、やっぱり５回も６回も７回も来ると飽きてくるので、来なくなることになる

と思う。だから、リピートするに従って下がってくるというのが、現実です。 

 そのためにどうしたら良いかというと、道外客の現実的な人は、始めにいきなり来ると、

札幌に来て、旭山動物園見て、小樽行ってお終いと。２回目は函館、登別に行こうかなと

そんな感じで、道央、道南に集中して何度も何度も来るという話で、それだとやっぱり５

～６回で飽きてしまうのです。 

ですので、飽きないようにするためには、正しいカードを切っていかないといけないの

で、道東とか道北とかそういう新しいところをどんどん紹介していくのが実際にリピータ

ーを確保する方法だと私は考えています。 

そのためには、「資料４」施策体系図のところの最後のページです。５ページの真ん中

「（１）観光関係団体等との連携推進」の主な施策として、国、市町村、観光協会、DMO

等の観光関係団体との連携強化とあるのですけど、これが両方とも非予算と書いてあるの

ですが、実はここがすごく大事だと思っていて、札幌の人はあまり道東とか道北に行った

ことがない人が多いと思うのです。だから、あまりピンときてないところがあるので、道

庁さんは国のみならず、振興局を活用して、道東とか道北の市町村、観光協会、DMO 等

の連携を密にすることで、道東、道北の情報をどんどん発信して、道外客のリピーターを

確保する。そういう形にしないと、多分この５９０万人を７００万人にはできないのでは

ないかと考えていますので、何かそういうのにつながる、何でも良いのですけれど、もう

一歩踏み込んで書いていただければありがたいなと思います。以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。最初の接触移動の話は、確かにウィズコロナにおいては重要な

キーワードかと思いますので、入れ込む方向で検討していただければと思います。 

 後段のほうは、非常に本質をついたもので、端的にいうと、高速での移動、安くて移動

できるツールを整備していかないといけないという話が、道内客だけではなく、道外客も

見たら同じ行動にあると思うのですけれど、具体的な展開というのは難しい面もあるのか

もしれないですけど、方向性としては何らかの形で触れる必要があるのではないかという

ご指摘かと思いますので、少し知恵を絞って、検討していかなければと思います。 

 それと、道内客も道外客も仰ったとおり、道北、道東にどう引っ張っていくかという話

が、数を増やす、単価を上げるという意味でも重要だと思いますので、移動の話だけでは

なくて、どうそこを知らしめるかというようなことに関して、施策体系でも盛り込まれて

はいますけども、もう少し方向感が出るような盛り込み方が可能かどうかということにつ

いてはぜひ、検討していただくといったことでお願いできればと思います。 

 どうも貴重なご意見ありがとうございました。一応、一巡させていただきました。 
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 私も委員としての発言を少しだけさせていただきます。私自身は、指標設定に関してあ

まり度が過ぎる目標を設定して、全然できないではないかと怒られるのは嫌だということ

で、達成可能なギリギリのところで、考えて見直してほしいということを申し上げて、そ

の部分は、目標値としては高いとは思いますが、頑張れば達成できると感じられる水準に

なったかなというところですので、見直していただいた部分は良かったと思います。 

 先ほど、富田委員からも出していただきましたけれど、コロナ禍で計画を作るというこ

とですので、かなり不確定な要素もあることから、ＰＤＣＡサイクルをどう確立して、ど

う公的な計画として回していくかが、通常の計画よりも非常に重要なところで、そこに関

して先ほど申し上げていたとおり、どういう仕組みで見直していくのかを具体性をもって

書いて、審議会の中でも関わっていける仕組みを作っていけば、基本的には委員の皆さん

のご意見を伺いながら、きちんと検証していくというのが、形になるかと思いますので、

審議会のほうで具体的に議論をして、皆さんにも関わっていただいて、議論していくとい

うのが、私の意見ですけれど、そういう格好になるのが一番良いのかと思っておりますの

で、今後の議論については是非ご協力いただいて、そういう流れができれば良いと思って

おります。 

 個人としての意見はこんなところで、それなりに大分まとまった体系になってきたと思

います。 

 これで、私も含めて全員の発言をいたしましたが、言いそびれたこと、補足等ございま

したら、お受けできますけど、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、貴重なご意見、多々いただきましてありがとうございます。 

 次に今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いいたします。 

 

（近藤課長） 

 今後のスケジュールについて、ご説明いたします。本日皆様からいただきましたご意見

を踏まえまして、必要な部分の修正を行い、７月１日に道議会の方に報告をした上で、７

月上旬から約 1 ヶ月間の間、素案に対するパブリックコメントを実施し、広く道民の皆様

からご意見を伺う予定をしております。次回、本年度第３回の計画部会につきましては、

パブリックコメントの結果について、ご議論いただきまして、その後、観光審議会の開催

を経て、観光審議会から知事への答申をしていただきたいと考えておりますので、委員の

皆様におかれましては、引き続きよろしくお願いいたします。私からは以上です。 

 

（石井吉春部会長） 

 ありがとうございます。事務局からパブリックコメントについて、説明がありました。

パブリックコメントにつきましては、本日、各委員からいただいた意見等を踏まえまして、

実施までに修正が必要と考えられる箇所につきましては、事務局で整理したものを私のほ

うで、確認・調整させていただきまして、もちろんご報告はさせていただきますけれど、

そういった内容で実施するということで、私に修文をお任せいただくということで、よろ

しいでしょうか。基本的には議事の中で申し上げたとおりの方向性でやらせていただきま

すので、独断専行はいたしませんので。 

 

【会場より異議なし】 

 

お任せいただけるということで、やらせていただければと思います。それでは、大変今

日の議事進行スムーズに進みまして、ご協力ありがとうございました。 
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それでは進行を事務局の方にお返ししたいと思います。 

 

（柳川課長補佐） 

 石井部会長、各委員の皆様ありがとうございました。全体を通しまして、ご意見・ご質

問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 次回の計画部会の開催につきましては、改めて日程調整をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。これをもちまして、第２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。 

 

 


