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令和３年度第２回北海道観光審議会 

 

１ 日  時：令和３年９月１日（水）１０:００～１１:４０ 

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）、遠藤乾委員、遠藤正委員、グライナー委員、笹本委

員（副会長）、佐藤委員、鈴木委員、サムット委員、轟木委員、富田委員、富山委員、林委

員、福村委員、南委員、宮崎委員、八木委員、山崎委員  

計 18 名（委員 13 名、特別委員５名） 

(2) 北海道（事務局） 

山﨑観光振興監、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」の答申（案）について 

 

＜議事録＞ 

（柳川課長補佐） 

それでは、時間になりましたので令和 3 年度第２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、ご出席していただき、ありがとうございます。私は、道庁観光局観光振興課の柳川

でございます。議事に移るまで進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

本日の会議でございますが、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

開催します。また、本日の審議会でございますが、委員 22 名中、18名のご出席をいただいており

ますので、北海道観光くにづくり条例第 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。それでは開会に当たりまして、観光振興監の山﨑からご挨拶

を申し上げます。 

 

（山﨑観光振興監） 

観光振興監の山﨑です。観光審議会の開会に当たりご挨拶を申し上げたいと思います。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。委員の皆様には日頃から本道の

観光政策の推進に格別のご理解とご協力をいただきまして、心より感謝申し上げます。 

さて、北海道では、8 月 27 日より 3 度目となる緊急事態宣言が出され、本道観光に当たりまし

ては大変厳しい状況が続いております。 

一方で、本道の魅力を世界各地に発信する、ATWS 北海道がいよいよ今月開催されます。アドベ

ンチャーツーリズムは、今回の「北海道観光のくにづくり行動計画」においても、今後の北海道観

光を支える重要なコンテンツと位置づけています。今回の ATWSでは、残念ながらオンラインによ

るバーチャルの開催になってしまいましたが、オンラインのメリットを活かしまして、より多く

の方に北海道の魅力を発信していきたいと思っております。また、国の方では経済活動の再開に

向けまして、ワクチン接種証明書の活用が検討されています。北海道では、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だと考えております。 

本日の審議会では、昨年 7 月に、諮問いたしました「北海道観光のくにづくり行動計画」につ

きまして、これまで計画部会でもご議論いただいた案を答申に向けて審議いただくとともに、今

後の観光振興について、忌憚のないご意見を頂戴いたしますようお願い申し上げ、開会の挨拶と

させていただきます。本日はよろしくお願いします。 
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（柳川課長補佐） 

続きまして、配付資料を確認させていただきます。次第に記載しております資料を皆様に事前

にメール等で送付しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

なお、本日の審議会でございますが、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 条の規定によりまして、公開となりますのでご了承をお願いします。 

また、議事録の作成のため、本審議会の内容につきましては録音させていただきますのであら

かじめご了承をお願いします。 

次に、本日の日程でございますけれども、お手元の会議次第では 12 時までの開催を予定してい

ますが、オンライン上のトラブルがなく、滞りなく審議が進行した場合には、早めに審議を終了

させていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

なお、途中で音声が聞こえなくなった、通信環境のトラブルが生じた場合等は、挙手のうえ、ご

発言を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。トラブルの状況によっては、

事務局の判断によりまして、一時会議の進行を中断させていただく場合がございますのでご了承

お願いします。それでは議事進行に関しましては、石井会長にお願いをいたします。よろしくお

願いします。 

 

（石井吉春会長） 

皆様、おはようございます。石井でございます。会議次第に沿いまして、早速議事を進めていき

たいと思います。議事１『第 5 期「北海道観光のくにづくり行動計画」の答申案について』でござ

います。計画部会で議論を重ねた結果、行動計画を取りまとめていただきましたので、ご審議い

ただきたいと思います。それでは、「北海道観光のくにづくり行動計画」案につきまして、事務局

の方からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（近藤課長） 

観光振興課長の近藤でございます。資料説明の前に、改めて、「北海道観光のくにづくり行動計

画」の策定経緯を説明させていただきます。 

北海道観光のくにづくり条例第 8 条には、計画の策定または変更に当たっては、北海道観光審

議会のご意見をお聞きすると定められておりますことから、昨年の 7 月 20日に開催された、令和

2年度第 1回北海道観光審議会にて、諮問させていただきました。 

その後、計画部会において、計 5 回にわたり検討を進めていただいたほか、観光審議会の委員

の皆様方には、昨年末に中間取りまとめをご報告させていただいたところであり、本日は計画部

会で取りまとめた計画案をご報告させていただくところでございます。 

それでは議事に従い、配付資料の説明をさせていただきます。資料 1、第 5期「北海道観光のく

にづくり行動計画」案をご覧ください。こちらの行動計画案につきましては、昨年末に作成した

中間取りまとめの考え方に沿って、内容を取りまとめたものになります。計画の内容については、

概要版でご説明させていただきたいと思います。資料 2 の計画の概要をご覧ください。 

基本的な方向性は中間取りまとめから変更はありませんが、計画部会における持続可能な観光

やカーボンニュートラルの取組などの議論を踏まえ、資料左側の中段にある、「２ 北海道観光

が将来的にめざす姿」の右下、「持続的な観光関連産業の発展」の一番上に、「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」を加えたほか、資料右側上段にある

「４ 特に注力する施策展開の方向性」の「クリーン＆セーフティ北海道」の「（4） 環境と共生

する観光の推進」を追加いたしました。 

次に、「５ 目標指標」では、今回の計画に係る目標指標を記載しております。指標設定の基本

的な考え方については、当面想定困難なインバウンド関連指標以外の目標指標を設定することと
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いたしまして、インバウンド関連の項目につきましては、国の次期計画指標の公表後、再整理す

ることとしております。 

また、「施策展開の方向性」に記載している五つの施策の柱に対応した指標を整理するととも

に、安全・安心の観点から、1 番目に新たに「コロナ対応の評価」を追加することや、「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」を契機としたアドベンチャートラベ

ル推進の観点から、新たに 9 番目にある体験やサービスに対するコト消費の指標などを追加して

おります。 

次に、「６ 観光振興に向けた行動指針と役割」では、条例に定められている基本理念及び役割

に基づき、道民や観光事業者、観光関係団体などの行動指針などを記載しております。 

なお、まもなくでございますが、2020 年度の北海道の観光入込客数が取りまとまる予定でござ

いまして、本概要版の「１ 北海道観光の現状と課題」及び、計画本編の 11 ページ以降の「１ 第

4期の達成状況」記載の観光入込客数の数値はまとまり次第、一部更新をする予定でございます。

こちらについては更新次第、改めて委員の皆様にお送りさせていただきます。配付いたしました

資料に関する説明については以上となりますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。ただ今事務局から行動計画案に関する説明がありましたが、「北海道

観光のくにづくり行動計画」の作成に当たりまして、昨年 7月 20 日の審議会で諮問があり、その

後、私も部会長として、計画部会を昨年度 2 回、今年度 3 回開催し検討を進めさせていただきま

した。担当の計画部会委員の方々には、ご多忙の中ご参集ご検討いただきまして、この場をお借

りまして御礼申し上げます。ありがとうございます。 

今回の計画の見直しは、コロナ渦での見直しということで、率直に難しい面、多々あったと思

いますが、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた上で、新しい旅のスタイル、持続可能な観光、

さらには、ゼロカーボンという観点も盛り込ませていただいたと思っております。 

また、計画自体も重要ですが、コロナ渦という非常に不透明な時期での計画策定ということも

ございますので、計画の見直しの重要性というのを十分考えまして、PDCA サイクルの中に観光審

議会の役割をきちんと織り込みまして、この審議会で適宜見直しをしながら、適切に計画の執行

を図っていただくという考え方をとらせていただいております。 

以上、事務局からご説明をいただいたとおり、「北海道観光のくにづくり行動計画」を取りまと

めましたのでご審議いただきたいと思います。計画部会の委員の皆様には、何度も議論いただい

ている内容になりますが、計画部会の委員以外の皆様からは、ご意見をお伺いする機会が少なか

ったため、事前に意見照会をしていただいております。その結果、林委員と南委員からご意見を

いただいておりますので、事前にご提出いただいた意見について、道側よりコメントをお願いし

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。それでは事前に提出のあった意見とそれに対する対応につ

いて回答したいと思います。計画部会の委員以外の審議会の委員の方々に対し意見照会をしたと

ころ、南委員と林委員から意見をいただいておりますので、ここでご紹介をさせていただきます。 

南委員からは、「将来の成長競争力強化のためにデジタル技術を活用し、新たなビジネスモデ

ルの創出を各関連事業者へ促すことが必要」、との意見をいただいております。道といたしまし

ては、資料 2「４ 特に注力する施策展開の方向性」の「量×質の追求」の「ＡＩ、ＩｏＴ等先端

技術導入による観光産業の収益構造の改善」に記載のとおり、観光の DX 化について、取り組んで
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まいりたいと考えております。 

また、林委員からは 2 点、ご意見をいただきました。1 点目は計画本体の 33 ページでございま

す。（4）の「環境と共生する観光の推進」の説明文に「公共交通機関を利用した観光の推進」と

記載しておりますが、「主な施策」に具体的な記載がないというご意見をいただきました。こちら

の経緯を説明いたしますと、これは計画部会においても議論がありまして、６月 23 日に開催され

た計画部会の事務局案の資料では、「主な施策」の方に「公共交通機関を利用した観光の推進」と

記載しておりましたが、実際に令和 3 年度実施予定の道の事業には、この「公共交通機関を利用

した観光の推進」にピタッとはまる事業がなかったことから、「主な施策」から本文のほうに記載

したという経緯がございます。この「主な施策」のところに記載はございませんが、今後、方向性

に沿って、どのような事業展開ができるか検討を進めてまいりたいと考えております。 

２点目は、「国内客へのシフトに対する具体的かつ、実効性の高い施策の早急な推進として、マ

イクロツーリズムの推進や、海外に行くことができない富裕層の取り込み等、具体的で実効性の

高い施策を早い段階から実施していくことを望む」、との意見をいただきました。道といたしま

しても、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえまして、ウィズコロナにおける感染拡大防止と

社会経済への影響を最小化するため、いただいた意見などを踏まえた事業展開を検討してまいり

ます。事前に提出のあった意見と回答については以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。行動計画以外の事項に関しましては、議事の意見交換にてご意見をい

ただきたいと思っておりますが、行動計画について、その他ご意見ございましたら、アプリ上の

ボタン押していただくか、実際の挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

特段、意見がないということかと思いますので、これから審議に入らせていただきたいと思い

ます。本審議会として、こちらの「北海道観光のくにづくり行動計画」についてお認めいただきた

いと思いますがいかがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。それでは、この内容を審議会の答申として、取り扱うということで決

定させていただきたいと思います。それではこの後、答申を予定しておりますので、事務局に進

行をお返します。 

 

（近藤課長） 

石井会長、そして委員の皆様、円滑な議事の推進、進行にご協力いただきましてありがとうご

ざいました。それではただ今から、第 5 期「北海道観光のくにづくり行動計画」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） 

令和 3 年９月 1 日、北海道知事、鈴木直道様。 

「北海道観光のくにづくり行動計画」につきましては、令和 2 年７月 20 日付け観光第 486 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。 
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（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した。石井会長ありがとうございました。それでは、

石井会長再び進行をよろしくお願いいたします。 

 

（石井吉春会長） 

それでは議事を進めたいと思います。次に、意見交換に移らせていただきます。北海道観光全

般、ご自身の業界の状況、計画部会委員の方につきましては、計画策定の感想など、ご意見をいた

だきたいと思います。なお、時間も限られておりますことから、お 1 人３分程度でお話しいただ

ければと思います。配付資料の出席者名簿の順番で、ご意見を承りたいと思います。最初、笹本副

会長からご発言をお願いいたします。 

 

（笹本副会長） 

日本旅行業協会の笹本でございます。我々の業界の現状などをここで、皆様に共有させていた

だきたいと思います。 

ご存知のとおり、全国的に緊急事態宣言の延長、あるいは感染者の拡大ということで、我々旅

行業をやっている会社は全て、非常に苦しい状況が続いているというのが現状です。大体 2019 年

度比で申し上げると、旅行事業自体はコロナ前の 20％ぐらいの推移が続いています。それでは会

社の経営が成り立たないということで、一つは行政から旅行以外の、例えばワクチン接種事業等

々の行政の事業を受託し、少しその旅行業のマイナスを補っているというところですが、元の数

字まではほど遠いという状況です。 

道内の状況を申し上げますと、特に、BtoC の市中の店頭店舗、旅行会社の店舗に関しては休業

状態であるか、週 3 日ぐらいの営業を細々としているというような状況で、旅行の申し込みにつ

いては、道内の近場の宿泊のお申し込みが 8 割から 9 割、残り 1 割が出張等の需要です。今後も

受注ベースでいくと、コロナ前の 20％にいくかいかないかというようなことで、店を開けている

コストの方が大きいというような状況が続いております。 

道内の方面で見ますと、やはり一番苦しいのが札幌市内のホテルの需要で、道外のお客様が中

心の札幌市内のホテルの方々が、苦戦をしているというところです。道内の温泉地や観光地の方

は、夏休みだとか週末を中心に、良いところで言うと、全体の５割から６割埋まったという地域

もあるようですが、全体で見ると、やはり半分も埋まっていないというような状況で、例年の夏

の繁忙期を考えてみると、非常に厳しい状況です。 

あと一つ、旅行業者の課題として、この緊急事態宣言下でも修学旅行だけは実施をしたいとい

う学校の要望も各都道府県で強くて、特に 9 月に延期していた学校がさらに再延期ということで、

業界が非常に大変な状況になっております。学校としては、また延期したところで本当に実施で

きるのかどうか。やはり、安全性を重視するということで、また日程を延期したとしても、確定で

はないということであり、修学旅行を受け入れるホテルの方も、一旦は、予約が入ったけれども

また取り消しになるということで、その取消料の問題であったり、そこの課題が全国的に業界で

一番大きな課題となっているということで、これは国や行政にも、何とかそのキャンセル料の問

題であったり、そこをやって欲しいというような要望を業界を上げてしているというような状況

です。私が申し上げたようなところで、非常に業界が苦戦しているというところをご理解いただ

ければと思います。以上です。 
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（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。続きまして、轟木委員お願いいたします。 

 

（轟木委員） 

よろしくお願いします。弊社 ANA X は旅行事業をやっておりますけれども、その一方で、会社

全体としては ANA ホールディングスのグループの中で、航空旅行関連収入の一本足打法の収入構

造から脱却するために、マイレージのサービスやクレジットカードの提供といったデジタル領域

に事業拡大することで、事業全体のポートフォリオを分散していくというのが大きなミッション

になっております。 

先ほど、副会長からもありましたとおり、旅行事業については、感染拡大に合わせて上がった

り下がったりしておりますけれども、全体としては 19 年度対比 20％ぐらいの非常に低迷した状

況にあります。立ち上がってくる時期には、まず北海道と沖縄県が立ち上がってくるので、北海

道観光の相対的な強さというのを再確認できたのかなと思います。全体が大ダメージを受けてい

るので、それに合わせて下がっていますけれども、そういう中にあって、やはりリスク分散を考

えるのが大事になってきていると思います。 

繰り返しになりますけれど、会社としてはマイレージやクレジットカードとかをどう伸ばして

リスク分散を図るか、というのをやっているわけですけれども、旅行業についても、道内観光、道

外からの国内観光、国際観光とダメージを受けるタイミングや内容が違うということで、広くリ

スク分散として、どれか倒れたときにはどれかを上げていく、というような考え方でこれからや

っていく必要があると感じています。 

その上で、今回の計画に盛り込まれておりますけれども、収益性、効率性という意味では、デジ

タル技術を中心にした効率化とデジタル世界を中心に起きてくる新しいお客様の需要とか動きと

かに対応していく。そのように、一つ一つやっていかなければならないと思っています。以上で

す。 

 

（石井吉春会長） 

はい。どうもありがとうございます。続きまして、富山委員お願いいたします。 

 

（富山委員） 

はい。サツドラホールディングスの富山です。私ども道内に 200 店舗ほど店舗を構えておりま

すけれども、その中で今まで 25店舗ほどインバウンドを中心とした店を全国に展開しておりまし

た。そのうち 15 店舗ほどスクラップをしました。まだ 10 店舗ほどありますけれども、それはそ

のうち、外国人が来たときに備えて休んでいるような状況です。特にニセコ店あたりは、インバ

ウンドもそうですけれども、国内観光客が夏場に来ないということで、富良野やトマムと違うと

ころだと思いますけれども、ニセコの場合は夏場の誘客というものを今後考えていかなければ、

通年の営業がなかなか難しい。冬はすごく多くのお客様が来るのですけれども、そういった問題

があります。 

それと話は違うのですが、先般、たまたま道東の市町村長の方々５、６名と話す機会がござい

ました。そのような方々が何をしに札幌に来たのか、どういう目的かというと、釧路湿原がある

のですが、下から見たのではなかなか湿原の魅力をわかってもらえないと、やはりゴンドラみた

いな上から見る観光にしたらどうか、というのも、ある人からゴンドラの経費だとかのお話を伺

う席におりましたので。また、道東の人たちも自然というものがあり、自然環境を壊すのではな
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いかというような問題に非常に苦慮されているというようなことを聞きまして、やはり自然保護

団体の方々の抵抗がかなりあるのだと思います。そういった上から見るとか、ヘリコプターを飛

ばすだとか、何か新しい形で湿原の良さを訴えていくということをすれば、もっともっと観光客

が来るのではないかと彼らは言っておりました。しかし、国の規制が厳しく、なかなかできない

というようなことも言っておりましたけれども、彼らとしても色々と考えていると感じ取ったわ

けでございます。インバウンドがいつ帰ってくるのかわからないというのが大きな課題でござい

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。続きまして、林委員です。 

 

（林委員） 

はい、JR 北海道の林です。よろしくお願いいたします。まず、7月の速報ですけれども、新幹線

で前年比 3 割、在来線特急列車で 4 割、札幌圏は 7 割といった成績でございましたけれども、対

前年で見ても、昨年は需要喚起策が講じられておりましたので、前年比でも９割、８割といった

数字が並べられておりまして、私ども非常に厳しい状況がまだまだ続いているということです。 

このような中でありますけれども、道内の観光列車、例えば富良野・美瑛・釧路、また、これか

らはニセコ方面に走らせますけれども、こちら感染防止策をしっかり取った上で、実際に動かし

ていくということを今計画しております。 

更に 10月になりますけれども、ロイヤルエクスプレス、昨年から東急さんによって企画されて

おりますけれども、そちらのノウハウを活かしまして、「HOKKAIDO LOVE!ひとめぐり号」として、

私どもの方で運転をいたします。こちらについても、感染防止策をしっかり取った上で、また北

海道を元気にするという形で運転していきたいと思っております。 

ただ一方で、お客様もたくさんいらっしゃるという状況ではない。成績も厳しい中で求められ

ている自助努力ということでお話をしますと、2021 年、今年の２月には道内の６店舗ありました。

ツインクル旅行センター、こちらのカウンター店舗を閉鎖いたしました。さらには、来年の 2 月

になりますけれども、こちら法人向けの法人旅行支店も閉店いたします。こういった実質旅行業

というマーケットからほぼ撤退する形にはなりますけれども、私どもにとっては、例えば「どう

みん割」であったり、「GoTo トラベル」であったり、交通事業者支援、こういった需要喚起策は

非常に重要なものでありますので、いつでもスタートできる準備はできております。是非とも、

また道庁の皆様ともですね、情報共有しながらやっていきたいなと思っております。 

最後、意見ということで、今回の行動計画にはゼロカーボン北海道の実現ということを記載さ

れておりました。観光でも取り組むことが非常に良いことだと思っております。このゼロカーボ

ンですとか、またこれからの縄文遺跡群や、ＡＴＷＳという機会で全世界に発信していくことは

非常に有益だと思っております。縄文遺跡群に関しましては、ガイドの問題ですとか、二次交通

の問題が課題だと言われておりますけれども、盛り上がる前にしぼまないように、官民一体とな

って取り組む必要があると思っています。引き続き、北海道の観光の起爆剤になると思いますの

で、こちらも盛り上げていく準備も私どもしておりますので、また皆様とはいろいろな共有をし

ていきたいと思っております。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

はい、どうもありがとうございます。福村委員、ご発言お願いいたします。 

 

 



 

 8 / 20 

 

（福村委員） 

はい。北海道バス協会で貸切委員長を務めております福村でございます。私からまずこの業界

の、北海道のバス事業者の状況ですが、大変厳しい状況が続いておりまして、まず貸切バスに関

しては、この 2021 年の第 1 四半期、４月から６月で言いますと、対 2019 年の第１四半期と比べ

て、78％の減収ということで、８割近く運送収入が落ちている非常に辛い状況です。修学旅行も

今、延期、中止が続出しておりまして先が見えない状況でございます。 

一方で、乗合バスも同じ状況で、都市間バス、生活交通路線も含めて、2021 年度第１四半期は、

2019 年の第１四半期と比べて、42％の運送収入減収ということで、これも大きなダメージを受け

ております。特に移動の制限がされています都市から都市、いわゆる都市間バスがおよそ半分以

下という状況です。60％以上減、お客様が減っている、減収ということで、大きくダメージを受け

ております。 

そういう中で、この貸切バス、乗合バス事業者が非常に厳しい中で、ここからは一つ意見でご

ざいますが、我々二次交通の事業者としては、ぜひこの計画の 29ページにありますウィズコロナ

の施策の展開をしっかりやっていただきたい。計画期間内の基本的な考え方の中にもありますが、

当面ウィズコロナが続くという前提で考えていった時に、具体的には 32 ページに『「安全・安心」

で選ばれる観光地づくり』と書いてあるのですが、ぜひ、これは道の山﨑観光振興監ほか観光局

長、あるいは国土交通省の観光部の皆様にお願いしたいのですが、空港の防疫体制と言うのでし

ょうか、我々二次交通事業者は空港が非常に重要になってきますので、空港が国内のお客様はも

とより、インバウンドのお客様を少しずつ戻していく取り組み、恐らく国もいろいろ考えていら

っしゃると思いますが、このウィズコロナの中で空港にお客様が安心して来て、そして海外から

北海道観光をしてもらうという、まずこの入口の空港のところで、防疫体制と言うのでしょうか、

PCR 検査等の体制をしっかり組んでいただかないと、恐らくウィズコロナ時代のインバウンドの

復活というのは期待できないと我々バス事業者は思っております。ビジネストラックに対応して

いる空港かどうかわかりませんが、この新千歳空港あるいは旭川空港、こういうところが恐らく

観光ニーズが高いものですから、ビジネスニーズに対応したビジネストラックに対応した空港に

なっていなければならないと思います。ここを早急に PCR 検査の体制の強化などの取組をしてい

ただかないと空港でバスと合流していただくお客様が増えない。どんなに魅力的な観光地づくり

をしても、結果的にお客様がその観光地にたどり着けない。空港でもうアウト、入れないという

ことになりますので、ぜひビジネストラックに対応していただけるような空港づくりを北海道エ

アポートさんと道と国土交通省が連携して取り組んでいただきたいと思います。それがウィズコ

ロナ時代の具体的な取組ではないかとバス事業者としては非常にそこを期待しておりまして、こ

ういった取組をお願いしたいと思っております。観光地づくりもいいのですが、まず空港でのウ

ィズコロナ時代を見据えた防疫体制というものを国と道と HAP が連携して取り組んでいただきた

いということが私どもバス事業者からの要望事項と言いますか、具体に取り組んでいただきたい

内容でございます。以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。空港の防疫体制は重要な論点であるということだと思います。計画に

は必ずしも明示的に書いてあるわけではございませんが、このコロナ対応の中で、ある意味きち

んと位置づけるべき内容だと思いますし、観光部門の方にも整理していただくことだと思います。 

 

（福村委員） 

ぜひよろしくお願いいたします。特に、山﨑観光振興監は国ともネットワークがあると聞いて

おりますので、ぜひ連携を取り、空港の防疫体制を速やかにとっていただくと大変助かるという
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ことで、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。実態的には新千歳空港に早くインバウンドをどう戻すか、というのが

第一弾の話で、その時に当然そういう話がセットで議論されるということになろうかと思います。

続きまして、宮崎委員ご発言をお願いします。 

 

（宮崎委員） 

日本ホテル協会の宮崎でございます。ホテルオークラ札幌でございます。ホテル、旅館等の宿

泊業の現状でございますが、一言で言うと、瀕死の状態でございます。 

先ほども笹本副会長からもお話がございましたけども、特に札幌市内のホテルは非常に苦境に

あえいでいるというところでございまして、観光地、温泉地等は、これも笹本副会長からお話も

ありましたとおり、札幌市内に比べると多少はましですけれども、これもとてもとても利益を出

せるような状態にはほど遠い。 

コロナが広まり始めた昨年の４月頃からは、日本ホテル協会でも皆様にお伝えしておりました

けども、この先、宿泊業の休業、廃業、倒産といった連鎖が起こるであろうということを当時から

予測して皆様にお伝えしておりましたけども、現在その通りになっておりまして、コロナ関連の

倒産では飲食業についで宿泊業が全国の件数でも非常に多いという実情になっております。 

我々宿泊業、ホテル業の立場から現在のマーケット、今後どういうふうに見ているかというこ

とをお話させていただきます。しばしば比較されるのがリーマンショックです。リーマンブラザ

ーズが 2008 年９月 15 日に倒産いたしまして、その翌年、世界の旅行市場は大きく落ち込みまし

た。概ね 30％から 40％旅行者が落ち込んだというふうに言われております。日本国内のホテル、

旅館等も概ね 30％から 40％台の落ち込みを示したのが 2009 年でした。2009 年から、リーマン以

前の水準に戻すのに５年を要しました。以前の水準に戻ったのは、2008 年のリーマンショック後、

2013 年でした。そのリーマンショックのときは先ほど申しましたとおり、30％から 40％ダウンし

たのですが、今回のコロナでどの程度ダウンしているかというと、これも笹本副会長からありま

したとおり、30％どころではなくて 80％ダウンしているわけです。今回、30％ダウンしたリーマ

ンショックで 5 年かかったのが、コロナで 80％ダウンして今後どうなるであろうかということを

考えると気が遠くなるような思いがいたします。 

それからホテルという立場から申し上げますと、今この観光審議会でも議論されているのはほ

とんどが宿泊に関連した部分ですが、ホテル業の両輪でもあります飲食部門、宴会部門やレスト

ランがどうなっているかというのは皆様ご存知のとおりです。リーマンショックのときには、例

えば婚礼市場などは全く影響を受けませんでした。今回は婚礼市場も大きく落ち込んでおりまし

て、約３分の１の水準であり、人数、件数等も落ち込んでおりますので、ホテル業の経営に与えて

いる影響がいかに大きいかをご推察いただければと思っております。 

我々では、今後市場がどうなるかというふうに見ているかと言いますと、例えば、国際的な輸

送量面では、IATAでは４年かかるであろうというような話があります。コロナ以前に、全国で 3,000

万人、北海道に 300 万人にあったインバンドは今ゼロになっているわけですし、我々が注目して

いかなければならないのは、まずはこの先市場が多少回復してくれば、国内旅行が増えてくるで

あろうということは間違いないわけですね。この時に、我々北海道として何をしなければならな

いかを考えてみますと、インバウンドがゼロであると同様に日本人のアウトバウンド観光、海外

旅行、これもゼロになっているわけですね。今現状、実際問題としては、このアウトバウンドもイ

ンバウンドと同様そう簡単に、一朝一夕には回復してこないわけです。 

また、関東圏・関西圏・中部圏という 3 大都市圏から北海道へ来るお客様は、例えば札幌市内
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の主要ホテルの宿泊客で見ますと 80％以上を占めているわけです。その３大都市圏のお客様とい

うのが、これまでアウトバウンドで世界各国に出かけていって、1,000 万人以上の日本人の海外旅

行があったわけですが、それがゼロになっている。しばらくはアウトバウンドで日本人が海外旅

行を楽しむというような状況は、この２、３年は恐らくこないであろうと思います。ということ

は、いかに北海道が 3 大都市圏のお客様が海外に行く代わりに、北海道へ行くという旅行商品を

北海道の観光チーム全体として、輸送に関連する航空会社、それからバス等の二次交通、ＪＲ、そ

れから、我々もちろん宿泊業も含めまして、そういった海外旅行の魅力に代わる北海道旅行とい

うものを、この２、３年はどのようにして作り上げていくことができるかということを、恐らく

全国で非常に厳しい競争になると思うので、デスティネーション競争が起きると思いますが、そ

れに打ち勝っていくことがポイントではないかと考えております。 

アウトバウンドはそういうことですが、インバウンドに関しては、当面は動きが期待できる状

態にはありませんので、我々も例えば、ホテル旅館業として、営業活動を開始できるかというそ

の見極めを行いつつ、まずは国内 3 大都市圏からの海外旅行に代わる旅行商品の一角を占める、

宿泊業としての使命を達成していきたいと考えている次第です。以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。アウトバウンド対応の重要な論点、ヒントをご指摘いただいたかと思

います。ありがとうございます。八木委員、ご発言をお願いいたします。 

 

（八木委員） 

私が担当している「北海道生活」ですが、雑誌業界全体は書店が休業に追い込まれているとい

うのが昨年から多く、特に商業ビル中の書店はそのまま休業という形があります。それ以前から

も、中小の書店の閉業、倒産などがあり、もともと厳しい状況が続いていた中で、大変雑誌業界は

厳しい状況に立たされております。 

私ども「北海道生活」は、全国誌でして定期購読者数が非常に多いので、前年度比マイナス６％

ぐらいで、やや下がったという感じですが、他にも幾つか札幌のグルメ情報ですとか、そういっ

たものの扱いについては、かなり大きな打撃を受けています。これまでも北海道の大きな武器と

して、グルメ、そして自然というのが、道民にとっても、道外にとっても大きなキラーコンテンツ

だったのですが、それだけではやっていけないというのがコロナが始まって 1 年半経ちますけれ

ども、去年から十分に痛感していることです。 

それで今回、最新号の方が７月 28 日に発売されたその日に縄文が世界文化遺産に登録されまし

た。そのことをにらみまして、ただ雑誌を出すだけではなく、北海道生活編集部の方で動画を回

したり、あとドローン撮影を行ったりしまして、従来の雑誌の取材の仕方からプラスデジタルコ

ンテンツ、SNS、今後はそういったものを育てていこうと進めております。 

縄文の文化遺産の登録のニュースが出た時がちょうど東京オリンピックが開催された時だった

ので、オリンピックの報道の大きさで少しかき消された感じで、まだ十分に伝わっていないと思

いますので、北海道生活の読者の方は十分わかっていますけれども、こちらの特集で訴えたかっ

たのは、15 年前に知床が世界自然遺産になった。そこから 16 年目にして、今度は縄文が文化遺産

として選ばれた。自然だけではなく、文化、歴史というものが、北海道の大切な資産として注目、

世界的にも認められたということが、これが非常に大きいと思います。先ほど計画にプラスされ

た方向性として、環境と共生というキーワードが出てまいりましたが、去年オープンしたウポポ

イ、このアイヌ民族もそうですし、縄文時代の人々の暮らしとか、こういったことを取材してい

くと、すべて環境と共生している民族の姿というのはとっくに北海道の先人の人たちが行ってい

ることですね。そういったことを学び、そういったことの足跡をたどるだけで、十分にまずは道
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民の皆様が理解することが、これからの暮らし、自分の目の前の暮らしを少しでも変えられる力

になると思っております。 

かなり各業界が深刻な事態になっているという中で、どういったところに光を見いだしていく

のかということですけれども、北海道は元々人気の高い自治体、場所であり、これほどコロナ禍

で３度も緊急事態宣言が出されていながらですね、魅力度ランキングでも 47 都道府県の１位を維

持しているということは、全国の皆様に非常に愛されている北海道というところで非常にアドバ

ンテージが高いので、今私たちがやるべきことというのは、景気が悪いときにこそ、今、目の前に

あるものを、どうやって整理をして魅力づくりをしていこうかということだと思います。十分に

魅力が大き過ぎて、これまで整理をしてこなかったというのが、これまで何度か私の方でも話を

しています。単に旅行に行ったり、物見遊山で自然を見たり、おいしいものを食べるだけとかは

もう旅行の姿ではなくなってきて、今バーチャルトリップもそうですけれども、単に観光という

意味の旅という目的が、ワーケーション、働く場所をちょっと変えて北海道を職場にしてみるだ

とか、ライフスタイル自体がどんどん変化していく中で、北海道ができることというのはたくさ

んあると思います。 

今コロナが一年半経って、不透明な今だからこそ冷静に今、北海道、ここにある魅力を自分た

ちの 179 市町村の魅力とはなんだろうというところを整理していくことがまず大事ではないかと

思います。何年かかって回復するかわかりませんけれども、決まっているのは、前にも申し上げ

たかもしれませんけれど、９年後には新幹線が札幌まで延伸されて、九州から札幌まで、大きな

大動脈でつながった時に、たくさんの人たちが一気に押し寄せて来たときに、北海道はどういう

ふうにお迎えできるのか。その時に二次交通、バスや鉄道、道内便なども使って、この札幌駅が新

幹線の最終地点になった時にどのように広い北海道を周遊して楽しんでいただけるのかというこ

とを今から準備していかないと、９年後はあっという間ではないかなと思います。なかなか先が

見えない苦しい時ですけれども、魅力がたくさんある北海道ですので、そういった取り組みをこ

の行動計画を見ていきながら、こちらも魅力の発信に努めていきたいと思います。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。続きまして石井至委員お願いします。 

 

（石井至委員） 

石井兄弟社の石井です。よろしくお願いします。二つありまして、一つ目は、せっかく山﨑観光

振興監がいらっしゃるのでお願いしたいことがありますが、今、私、笹本副会長と同じく、日本旅

行業協会、JATA の顧問をしているのですが、先日菊間会長と話した時に、やはり旅行代理店がす

ごく苦しいと。それで、9 月 12 日の緊急事態宣言が解除された後は、今までは非公式な要請があ

るからツアーのキャンセルの際、お客様からキャンセル料を取らずにやっていたけれども、もう

自分の会社の生死の問題になりつつあるので、そんなことも言っていられないと、そのように言

ってきている大手の旅行代理店すらあるというような話でしたので、ぜひコロナの交付金を旅行

代理店、あるいは先ほど福村委員も仰っておりましたけれども、レンタカーは良いけどバスはす

ごく苦しいので、そういう苦しいところに支援金を、コロナの交付金から振興監のお力で出して

いただけないかというのが一つです。 

二つ目は、まさにウィズコロナ、アフターコロナなので、ハイブリット観光、リアルに観光する

というのとバーチャルの観光というのが一つのスタンダードになってきていると思います。バー

チャルの方では、360 度カメラとか、ドローンとかを使った撮影というのが必須になってくるので

すけれども、私も最近自分で 360 度カメラとか、ドローンを買って撮影の練習をしているところ

で、先日、檜山振興局の槇局長を訪ねて、江差と上ノ国町で、ドローンの撮影の練習をさせていた
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だきました。それで、富山委員も仰ってましたけれども、確かに空からの景色というのは、バーチ

ャルならでは、ドローンならではなので、実はドローンで撮った動画を見るのも、綺麗ですけれ

ども、ドローンを操縦して撮影すること自体もすごく楽しいですね。それで、今はドローンがす

ごく簡単で、免許がない人は 200 グラム未満のものを量販店で、７・８万円で買って、家に持っ

て帰って 10 分後には飛ばせるぐらい簡単ですので、そのようなハイブリット観光を推進すること

でコロナが収ってきた時のリアルの盛り上がりに貢献できればと考えておりますので、ぜひドロ

ーンとか 360度カメラというものの啓蒙活動もやっていきたいと思っております。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございます。前段のところは予算制約等もあるようですが、いずれにしても、対応

を頑張ってもらうということで、お願いしていきたいと思います。 

 

（山﨑観光振興監） 

山﨑です。コロナ交付金ですけれど、色々なところから言われるのですが、北海道は正直に言

うとゼロです。ゼロどころか、マイナスになっています。と言いますのは、ずっと飲食店に対する

時短要請、休業要請をやってきておりますので、コロナ交付金が満額そちらに消えている状況で

す。我々も出したくても、去年でしたら交付金を「どうみん割」に使い、今年も早い段階では、

「新しい旅のスタイル」の施策にもまわしたのですけれど、今、北海道は時短要請の関係で実質

的に使える交付金がないというのが厳しい現状です。今、私の方から観光庁には、「Go To トラベ

ル」の予算が一兆円近く余っているのだから、それを地域観光支援事業という形で、そちらから

出すことはできないかという話を交渉しています。 

 

（石井至委員） 

ありがとうございます。何かその「Go Toトラベル」のお金に関しては、財務大臣の承認がいる

ということで、なかなかハードルが高いと言われましたが、ぜひ観光振興監から陳情していただ

けるとありがたいです。よろしくお願いします。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。遠藤乾委員お願いします。 

 

（遠藤乾委員） 

北海道大学の遠藤でございます。手短に３点、計画部会でも随分発言させていただきましたの

で手短にしたいと思います。 

１点目は、今回の５ヵ年計画というので、コロナ禍で不透明な中、国内市場に注目するという

ことで、今年度から策定するということで私自身納得しているのですけども、一つはこの 5 ヵ年

計画ができた後、この後実施に至るにはやはり道庁の他の部局の方々との調整が必要になると思

います。今日も出ましたけどその交通の話、あるいは環境の話、他にもあると思いますけれども、

例えば、私初期の頃に申し上げた寿都とかですね、核廃棄物の話をどのように考えるか、これは

観光を越えますので、他の部局との調整になろうかと思います。「クリーン×セーフティ」という

打ち出しで良かったと思うのですけれども、この後ここで打ち出したものというのが、他部局と

の関係で問われてくるだろうというのが一つです。 

２点目に、今日も出ましたけど千歳で PCR 検査を含めてという話が出ていましたけれど、これ

石井会長のご専門ですけれど、北海道は交通的には孤島みたいなところがあって、デメリットが

たくさんあるのですけど、メリットにも転換できてないような状況でせっかく孤島ということな
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ので、入り口でしっかり閉めて、北海道のクリーン、セーフティというのを外に打ち出して、それ

を観光に引きつけるようなそういう施策が必要なのではないかと思います。 

３点目、これで終わりにしますけれど、この計画部会の中にも外国人の方が入っていますけれ

ど、策定のときだけに相談するというのではなくて、今後継続的に外国の方々の意見を聞いて、

外からの観光客が入ってくるときに、その意見が反映するような、そういう担当の方を置くなり、

話を聞く機会を定常化するなり、そういう努力が必要なのではないかと思っています。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。続きまして、遠藤正委員お願いします。 

 

（遠藤正委員） 

私からも手短にお話させていただきたいと思います。人材育成の関係で今大学の方では、なか

なか就職先がないということなので、もちろん旅行業を経営されている方はもっと大変だと思う

ので、なかなか難しいと思うのですが、人が途絶えてしまうと、色々な意味で弊害も出てきます

ので、もし何か雇用とかがあれば、インターンとかも含めてチャンスがあればお願いしたいと思

っております。 

それから２点目は、ゼロカーボンという事について言いますと、今やはり天然雪が減少してい

るというのは私も札幌に長く住んでおりますが、明らかに身をもって感じているところです。ゼ

ロカーボンの推進ということは、冬季観光ではパウダースノーの維持ということにも、間違いな

くこれはつながってくると思いますので、何か今度事業実施の際は、ゼロカーボンの観点とかも

入れていただけると、少しでも何かこういうところにつながってくるのではないかなと思います。 

最後に先ほど他の委員からも出ておりました 2030 年、ちょっと先がどうなるかわかりません

が、もし、冬季オリンピックが札幌にもう一度ということになれば、それからもうすぐ中国での

冬季オリンピックが開かれて、ウィンタースポーツ人口というのは当初よりも少し、加速のスピ

ードというのは落ちているかと思うのですけども、アジアのウィンタースポーツ人口というのは

増えているかと思いますので、そういった意味でも、アフナーコロナ等々含めて、中長期的には

また色々な意味で、北海道に特にウィンタースポーツの方で、今日私コメントさせていただきま

したけれども、ブランドの維持ということがまた魅力の創造にも繋がると思いますので、そのよ

うな観点で少し中長期的に意識して進めると良いのではないかと思います。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。続きまして、ジョン委員お願いします。 

 

（ジョン・グライナー委員） 

ジョン・グライナーと申します。よろしくお願いします。今日は二つ話があります。オリンピッ

クもほとんど終わって、もう少しで選挙があって、そのあと今シーズン、スキー業界にどのぐら

いインバウンドが入りますかと聞かれます。海外のトラベラーは来たいけれども、今の状態は検

疫があり、２週間は留まることはできない。選挙の後まで待っていると、国はどのような感じか、

外国人はどうやって入国できるか聞きたいです。早くその情報を教えてほしいです。お願いしま

す。それが一番大事なことですね。 

もう一つは、新千歳空港への外国の直行便を皆さん待っています。それが聞きたいですね。そ

の二つのことをスキー業界は心配しています。もう皆、今年のシーズンもお客様が来ないかなと

考えています。国からの情報を皆待っています。よろしくお願いします。 
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（石井吉春会長） 

ありがとうございます。 

 

（山﨑観光振興監） 

ご質問に対する回答ですが、入管の状況については、現時点では国が何も示していないところ

です。新千歳空港への直行便もしばらくかかるのかなと思います。まだ国の方で、海外線の乗り

入れを制限していますので、特定の空港しか認めていないところです。あと、ワクチン接種証明

書を活用した様々な取組というのを今、国の方で、官邸の方でつくっておりまして、９月 12 日に

も公表するという形になっていますので、それが出てくると、少し今後の展開が見えてくるのか

なと思っています。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。続きまして、佐藤委員お願いします。 

 

（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。当機構では基本的には、道庁観光局様

と相談しながら事業を進めています。本年 6 月には観光庁事業で 2020 年度における道内の総観光

消費額の調査というのを実施いたしました。マスコミの報道等でもご記憶にある方もいらっしゃ

ると思いますが、2020 年度の道内観光消費額の総額は 4,354億円で、前年比 28.7％となっていま

す。前年の 2019 年度には 1兆 5,159億円ということで 1 兆円あまりが減少しており、また、経済

波及効果も前年度は 2 兆 1,910 億円あったものが、2020 年度は 6,364 億円と 1 兆 5,500 億円ほど

減少しております。 

今回、北海道観光審議会の計画部会の委員の任命を受けまして、改めて北海道経済における観

光の重要性を認識いたしました。個人的には観光産業に籍をおいてから四十数年経ちますが、「北

海道観光のくにづくり行動計画」の初めにも書かれておりますけども、観光は裾野が大変広く、

影響力が大きい、道内のリーディング産業だと言いきかせてまいりました。まさに今回のこのコ

ロナ感染症をもって実感しております。 

これからも皆様と少しでも、北海道の観光のお手伝いができればと考えております。特に北海

道観光振興機構という組織でございますので、いろいろ皆様のご意見をいただいて、具体的な事

業について、道庁観光局様とご相談しながら活かしていきたいと考えました。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。続きまして、サムット委員ご発言をお願いします。 

 

（サムット委員） 

サムットです。私はインバウンドに関わっており、だから今は仕事はゼロに近い状態です。ゼ

ロに近い状況で今、何をしているかというと、ちょっと新しい取組をしております。遊びの要素

も含まれているかもしれませんが、日本に来たくても来られないタイ人に行きたいところがない

か聞いて、その方の代わりに私が行ってあげるというようなことをしています。お金にはならな

いけど、食事とかホテルが全部無料になります。誰が払うのか。行きたい人が払います。だからタ

イにいながら日本に泊まりたいということを言っていただいた方の代わりに私が行きます。食べ

たいものがあれば、代わりに私が行きます。そのようなことを今やっていて、160 日間になりまし

た。毎日毎日依頼があって、毎日毎日ホテルを変えて泊まりに行きます。ホテル代は全部タイの
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お客様が払ってくれて、今 160 日目です。日本の緊急事態宣言があるところは避けながら行って

います。これが一つのバーチャル観光かなと思います。これが今、私がやっていることです。今、

私は北海道にはおりません。なぜか旅代行をやっています。日本に来られないけれど日本を忘れ

ないように、私が今、日本の現状を生で皆様に伝えるということです。だから、北海道とか日本を

周りながら、現地の情報を生で配信しています。このようなことをできると誰も思わないですよ

ね。だから、海外の人もすごく日本が恋しい、行きたいということで、来られないけど、わざわざ

私にお金を払って、一泊２万円、３万円の旅館、ホテルに泊まりに行っています。いろいろなとこ

ろで日本の観光の貢献をしています。 

もう一つ言いたいのは、これからの北海道が毎年どれくらいレベルアップしたかということで、

施設に関する指標があれば面白いかなと思います。例えば、私が一番驚いたのは、小樽です。小樽

運河に船があるということで、それが小樽の価値がレベルアップしたということだと思います。

だからそういったレベルアップした指標とかがこれからまた必要かなと思います。 

また、先ほどお話があった、釧路湿原を上から見るとか、元々あるものを売るという時代は終

わらせて、これからのレベルアップした北海道を海外に見せて、リピーターを確立させるという

ことが必要ではないかと思います。あとは、レベルアップの努力をした施設に毎年補助金を交付

し、新しい体験事業を増やすなど補助金を活用しながら、というのが必要かなと思います。 

最後は、コロナ後の旅行の様式ということで、北海道が観光立国ということで、先進国として、

今、国の方針を待っているということが、地方分権には合わないかなと思っています。北海道は

積極的にウィズコロナでこういうことやりますよ、他のところはやらなくても、北海道だけでも

実験してほしいです。例えば、コロナ禍のスキー観光のバブル方式とかです。飛行機がどこかに

降りて、バスで迎えに行き、その後にホテルに行く。ウィズコロナ時代で、スキーの観光客を受け

いれたいところにだけ行かせて、というようなバブル方式であれば外部とは接続しません。第一

段階として、北海道が手を上げて実行する、そういう経験が必要ではないかなと思います。例え

ば、直行便が北海道に入れなくても、例えば、東京羽田などに入るので、週に 1 便は北海道に飛

ばすためのインバウンド限定の便で、バスが迎えに行って、そのバスが受け入れたい自治体やホ

テルに連れていくとか、そのような移動の積極的な提案をするべきだと思います。ウィズコロナ

時代のインバウンドの取り込みの試みということです。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございます。160日行きたいところに行くという話は、これからのウィズコロ

ナの話として、非常に面白い視点だったかと思います。どうもありがとうございます。富田委員

ご発言お願いします。 

 

（富田委員） 

おはようございます。北海道エアポートの富田でございます。私の方から 2点、足元の状況と、

あと先ほど何点かご質問がございましたので、その点についてご回答したいと思います。皆様が

肌で感じていらっしゃるように、上期も非常に厳しい状況が続いております。対前年では大幅に

増えてはいるものの、19 年度比では４月が約４割、５月、６月が３割弱ということで、ゴールデ

ンウィーク明けの緊急事態宣言を受けて、やはり非常に夏前は厳しい状況でした。７月は４連休

があったということで少し伸びておりまして、７月、８月が 19年度比で４割というような状況が

足元の状況です。とはいえ、やはりお盆休み以降が非常に減ってきているということと、緊急事

態宣言が北海道にも適用されたということで、この秋９月、10 月、11 月に関しては、エアライン

の減便が追加で発表されておりますので、これ以降もまた非常に厳しい状況かなと感じています。 

先ほど外交のお話がございましたけれども、やはり、国の水際対策ということも含めて、２週
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間の待機というところが非常にネックとなっていて、なかなか現時点でエアラインと定期的にコ

ミュニケーションをとっておりますけれども、復便をしたいという要望はあるものの、実態とす

るとまだ時間がかかるのではないかというのは、先ほどの山﨑さんと同様でございます。 

あと、福村さんからご質問があった、空港の防疫体制ですが、基本的にはこれは国管理という

ような形で取り組んでいただいておりますけれども、実態とすると、新千歳空港に関しては、防

疫体制に関しての体制は、PCR 検査に関しては体制が整っておりますけれども、とはいえ昨年の３

月から１便も飛んでないという状況の中で、なかなか実態とすると、これがうまく利活用できる

ような状況にはなってないというような状況でございます。手短でございますけれど、私からの

ご報告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。続きまして、鈴木委員ご発言お願いします。 

 

（鈴木委員） 

おはようございます。弊社はインバウンド主体の小さな旅行会社ですので、売上的には壊滅的

な状況です。一番直近では、来年の２月の道東のバードウオッチングのツアー等は、お客様はま

だ申し込みを残していたり、ヨーロッパのエージェントが募集をかけてくれたりと諦めずに続い

ていますが、航路が開かないとそれもすべてキャンセルになるという状況です。 

この夏は、例えば、ピーチで関西から道東へ飛んできて、レンタカーに乗って釧路湿原や知床

の体験型メニューを楽しむというお客様がかなり目立ちました。ただ数的にはコロナ前の半分ぐ

らいかなというイメージです。お盆が過ぎた瞬間落ちているという状況かと思います。 

実際に皆様のお話のとおり、多角化や２本足打法のポートフォリオを考えなければいけないの

でしょうけれど、小さな旅行会社にそれは不可能だと僕は思います。このまま受け入れ先である

地域のアクティビティがなくなり、通訳案内士さんを含むスルーでガイドをする人達、それをオ

ペレートする旅行会社が倒れてしまった時に、北海道の観光は今日の計画もそうですけれど、そ

れは大事なのではないかと思い非常に怖いです。資産はスキルを持った人材、そしてそのチーム

なので、売上もゼロだとひたすら融資を受けて維持するしかない。 

その中で今、9 月 21 日から ATWS が始まりますけれど、それが準備はもちろん、サミットはイベ

ントなので、それが終わってからリアルに商談を受け入れて、お客様をコーディネートする体制

をつくるために、今、地元の方々も含めて社員が動いています。そうすると、休業補償がもらえな

くなります。将来に向けて爪を研ぐ、しかし売上が上がらない。そのための休業保証は、その瞬間

もらえなくなります。このままではもたないなという状況がだんだん近づいていっているなと思

います。 

実際に世界の競争にさらされると、農業では直接補償という考え方になりますけれども、先ほ

どどなたかも仰っておりましたが、ホテル業界、飲食業界、旅行業界だけがめちゃくちゃに厳し

い。バス会社とか旅行会社に関しても、そういったことを考えていただく可能性はないのかなと

思います。言っても仕方ないですが、旅行業と飲食業以外は絶好調ですので、国がお金を回して

いますから、その中でコロナとの付き合い方のステージを変えるしかない。「どうみん割」とか

「Go To トラベル」をできるだけ早くスタートしていただいて、国際的なデスティネーションとし

ても、日本が安全宣言をしない限り全てがこのまま縮んでいってしまいますので、そこについて、

道庁もちろんですけども、国に対してとか、そういったストロークがもうちょっとあっても良い

のかなと思っているところです。あと１年か２年は耐えなければならないと思っておりますので、

そういった意味では、何とか維持していきたいなと思っています。以上です。 
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（石井吉春会長） 

ありがとうございます。仰っていただいた、どう凌ぐかというところでの政策対応のご指摘が

あったと思うので、そのあたりは重要な論点としてぜひ山﨑さん以下で取り組んでいただければ

と思っています。ありがとうございます。続きまして、南委員ご発言お願いします。 

 

（南委員） 

北海道民泊観光協会の南です。まず「どうみん割」、「新しい旅のスタイル」に住宅宿泊事業者

も含めていただきまして、現場としては非常に感謝しております。8 月 20 日に観光庁から各都道

府県に事務連絡がありましたけれど、地域観光支援事業の対象として特区ですとか、住宅宿泊事

業も含めるようにという周知が再度あったところです。北海道については、先んじてこれらの部

分も含めていただいておりますので、我々としては先駆的なのかなと思っています。民泊、広く

言いますと住宅宿泊事業の他、ホテル旅館の簡易宿所も含まれますので、一つのライセンスとい

うわけではないですけれど、幾つかのライセンスが組み合って、一つの枠として民泊と言われて

います。 

それでは業界の今後と今やっていることなどを少しお話できればと思います。稼働率について

は、民泊はＭから始まる全国統一の番号が振られています。従いまして、1部屋ごとの稼働率がす

ぐにヒアリングできますので、割愛しますけれど、かなり厳しい状況にあります。さらに札幌の

中心部はより厳しく、地方部では一部非対面、非接触で、ファミリーが滞在できるということで、

人気の施設もありますが、非常に厳しい状況です。ただ非対面、非接触、自動決済というところ

で、今までは医療介護の方の受け入れがあったのですけれども、最近は、一般の方の、自分自身が

濃厚接触者だということで、民泊に滞在するケースも増えています。 

今後ということですけれども、宿泊者名簿を取得するときに、ワクチンの接種をしているかど

うかというのを聴き取って、任意ですけれども出してもらっているというか、非対面なのでアッ

プロードしてもらっております。やってみて思ったのが、比較的利用者の人はそれをアップロー

ドすることに対して、あまり抵抗がないなと思っています。今後、先ほどお話があった「GoTo ト

ラベル」ですとか、宿泊キャンペーンが始まったときに、ワクチンパスポートというのが動いた

時のために、宿泊者名簿の背景というか、準備することは非常に大切かなと思っています。 

次に、ちょっと意見といいますか、IT化、デジタル化の話をコメントさせていただきましたが、

客室清掃委員の確保が非常に今厳しくなっていて、清掃員が居ないというところで、一旦止まっ

てしまいましたが、宿泊カレンダーと客室清掃員の確保のカレンダーを API 連携して、例えば、

来月の 10 月 1 日の清掃には何名必要か、どこに何名配置したら良いのかということを自動化する

仕組みにしています。住宅宿泊事業者は比較的自動化してシステム化して運用するということに

慣れているので、その清掃チームというか、客室清掃会社との、明日は何室清掃してくださいと

か、もしくは先月は何清掃あったので、幾ら幾ら請求しますよという、そういった自動化を今進

めているところです。以上です。 

 

（石井吉春会長） 

どうもありがとうございました。最後になりますが、山崎委員ご発言をお願いします。 

 

（山崎委員） 

ありがとうございます。日本航空の山崎でございます。計画部会の委員の皆様には行動計画を

策定いただきまして、ありがとうございました。 

私どもの状況をお伝えしたいと思います。今足元は、２年前の通常期と比べますと 30％ぐらい

です。大体７割減のあたりで推移しています。それから先ほどお話されておりましたけれど、８
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月のお盆過ぎは昨年を下回るような状況になってきています。よって、ここにいらっしゃる皆さ

ま、それから宿泊業界の皆様にご不便をかけておりますけれども、９月につきましても、また改

めて減便という対応をさせていただいております。これについては、我々も立って歩くためのギ

リギリの措置ということでご理解をいただければと思います。 

先ほどの話で私がちょっと感じるところですけれど、北海道はどうしても季節偏在という、従

来から言われている話ですが、冬場が非常に苦しいところであると感じています。そこで、今ま

でインバウンドでカバーされていたところだと思いますので、年間トータルで見た中でのインバ

ウンドというよりも、冬場どうやって国内での動きを促進するかということについても、もう少

し的を絞ってやっていかなければいけないのかなと思います。組織、業界の話もありましたけれ

ども、そのあたりも少し検討が必要かなと思います。 

それから「GoTo トラベル」につきましては、一気に需要が増えたことで、またいろいろ問題も

あったわけなので、そのあたりは曜日の分散化というようなところを考えていく必要があるので

はないかなと感じているところでございます。皆様が仰っているように近場、それから道外、最

後にインバウンド、こういう復活シナリオは多分このとおりだと思うのですけれども、インバウ

ンドについては、やはり検疫です。14 日間、これはやはり世界的に見ても、極めて特殊な日本の

検疫体制になっていると思います。これも明らかなことでございますので、今すぐにはできない

ことは私自身もわかりますが、どこかのタイミングで北海道からも冬場ないしはインバンドの需

用促進のために必要だという声を上げていくことも必要だろうなと思います。なかなか国も決め

られないところであり、特に今、このあたりが非常に大事な制度部分で、あるいはインバウンド

復活に向けての大事な要素になるかなというところでございます。安全・安心というところにつ

いては、各事業者が今一生懸命やっている中で、旅行業、運輸業、飲食業というところだけがター

ゲットとなり、危ないという話になっていることについて、世論の皆様に理解してもらうかが観

光業の厳しさを理解してもらうかというところについて、一緒に伝えながら、何とか行動計画の

数値が達成できるまで皆で頑張っていければと思います。私からは以上でございます。 

 

（石井吉春会長） 

ありがとうございました。皆様から、現状報告なりご意見をいただき、私の方でほとんどコメ

ントせずに承りましたが、必要な示唆は多々あったということで、これからの観光政策の推進と

いうことで、ここでのご意見を踏まえ、進めていただくことをお願いしたいと思います。 

私の方も、委員として意見を少しだけ申し上げたいと思います。部局的にいうと交通部局は別

の部署になりますけれども、やはり観光振興と交通の充実ということ、こういう時期ですからな

おさら非常に強くリンクしているということです。これまでのご意見の中でもご指摘ありました

けれど、航空路線もある意味では、本当に今の状態が維持できるかどうかというようなところも

ありますし、路線バスに関しては、都市間バスを内部補助の財源にして、全体のネットワークを

維持していたというような状況が全く崩れて、ある種、生活路線も含めた路線の維持ということ

が、かなり困難になってきているという状況も伺っております。そこが観光にとっても、基本的

なベースの一次交通と二次交通ということになっていると思うので、どこをどう守るかというこ

とに関して、部局ともっと連携して政策を推進していただきたいと思っております。特に二次交

通に関わる政策についてはかなり難しい面もあると思いますが、ぜひご配慮いただきたいと思い

ます。 

そのような中であえて言うと、国内の航空２社の動向を見ていますと、LCC、要は価格要素が需

要回復に大きな論点になっているということで、LCC の活用により軸を置いてきているというよ

うな動きがあると思っています。従来も LCC の路線確保ということで、ご尽力いただいておりま

したけれども、その部分の可能性ということについて、より研究して、このような危機下でも、積
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極的に取り組んでいただきたい分野であると思います。 

それとこれも何人かご発言がございましたけれども、トータルとしてワクチン接種が進んでき

たという状況から言ったら、日常の生活経済を取り戻すべき時期にようやく入ってきたという位

置づけもあるだろうと思いますので、これも感染防止一辺倒ということでは、本当に道内経済も

最も長く、影響を受けている地域になりますから、非常に大きな問題になりかねないということ

で、上手に日常の生活、経済を取り戻すステップを考えながら進めていただきたいということも

合わせてお願いしたいと思います。 

それとこれもご指摘がありましたけれど、今の北海道を特に海外にどう伝えるかということ、

これも突然インバウンドが戻ってくるということになりませんから、今のうちから啓発的な取組

を相当頑張ってやらないと北海道に戻ってきてくれないと考えられると思いますので、そのあた

りは本当に集中的に取り組む施策の一つになろうかと思いますので、是非対応をお願いしたいと

思います。 

一応全員ご発言いただきましたが、何か言い残したことがございましたら、ご発言いただけれ

ばと思いますがいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。それでは、これで議事を事務

局の方にお返ししたいと思います。 

 

（柳川課長補佐） 

はい。石井会長、委員皆さま方、長時間にわたりまして、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す議事は終了いたしました。閉会に当たりまして、観光振興監の山

﨑からご挨拶を申し上げます。 

 

（山﨑観光振興監） 

皆様ありがとうございました。閉会の挨拶に先立ちまして、皆様から今日、貴重なご意見いた

だきまして、我々としてもこのコロナ禍で、北海道の観光関連産業は全国で最も厳しい状況に追

い込まれているという認識を我々も持っています。その中で昨年は「GoTo トラベル」に先駆けて

「どうみん割」ですとか、修学旅行事業などをやらせていただき、今年も厳しい中で、札幌が動か

せないのでマイクロツーリズムで動かそうということで「新しい旅のスタイル」などいろいろ取

り組んでまいりました。ただ、厳しい感染状況が続いておりまして、なかなか様々な事業を開始

できていないところです。現状を申しますと、「どうみん割」として宿泊割引だけで 140 億円確

保しております。地域割引、地域クーポンで 50 億円、トータル 190 億円、今年度内に使えるとい

うところまでもってきております。ただこれは、国の方でステージ２にならないと使ってはいけ

ないという制約が課せられているものですから、ここも我々少しでも緩和させたいなと思い、日

々頑張っております。 

あと、ご意見にもありましたとおり「GoTo トラベル」が始まりますと、デスティネーションと

して奪い合いになると思っています。これは昨年もそうでしたので、とにかくある意味、日本全

体の観光客の奪い合いになりますので、ここに北海道が負けないためのキャンペーン費用として、

これも数億しっかり確保してキャンペーン費用も準備しております。ですので皆様辛い状況が続

きますが、我々も最大限できることはやりたいと思いますので、引き続きご協力のほどよろしく

お願いします。 

また、計画部会として今回の「北海道観光のくにづくり行動計画」をまとめていただきまして、

石井会長はじめ皆様ありがとうございました。計画の中で、外国人の目標値については空白にな

っています。まだ現状定められないので、今後、改めて議論が必要になってくると思いますので、

委員の皆様におかれましては引き続きご支援ご協力をお願いできればと思います。本日は本当に

お忙しい中、また大変な中、ありがとうございました。これを閉会の挨拶とさせていただきます。 



 

 20 / 20 

 

 

（柳川課長補佐） 

以上をもちまして、令和 3 年度第 2 回北海道観光審議会を閉会いたします。本日はありがとう

ございました。 


