
 

 

観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年９月２６日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを

〇で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法

人の名称 

公益社団法人 北海道観光振興機構 

マーケティング･マ

ネジメント対象と

する区域 

北海道 

所在地 北海道 札幌市 

設立時期 1946 年（昭和 21 年）4月「北海道観光連盟（任意団体）」結成 

1962 年（昭和 37 年）11月「社団法人 北海道観光連盟」改組 

2008 年（平成 20 年）4月「社団法人 北海道観光振興機構」発足 

2013 年（平成 25 年）4月「公益社団法人 北海道観光振興機構」へ移行 

職員数 45 人【常勤 44人（正職員 11人・出向等 33 人）、非常勤 1人】 

代表者（トップ人

材：法人の取組に

ついて対外的に最

終的に責任を負う

者） 

※必ず記入すること 

（氏名） 

小金澤 健司 

（出身組織名） 

(株)アイティ・コミュニケ

ーションズ 

令和４年６月から現職。コールセンター事業やマーケ

ティング関連事業を通じ北海道内の観光に知見がある

ほか、本道の観光に優位性のある食に関する造詣が深

い。また、道内の観光事業者とも幅広い関わりがあ

り、本道観光の中核組織のトップとして自ら先頭とな

って観光の振興や地域経済の活性化に取り組んでい

る。 

データ収集・分析

等の専門人材（Ｃ

ＭＯ：チーフ・マ

ーケティング・オ

フィサー 
※必ず記入すること 

（氏名） 

佐々木 忍（専従） 

（出身組織名） 

㈱博報堂 

大手広告会社に勤務し、企業や商品のブランドづくり

に長く携わり、北海道や東北の地域子会社設立及び経

営を担う。令和 2年 4 月から当機構に出向、マーケテ

ィング業務に従事。地域プロデュースやマーケティン

グコミュニケーション領域に関する高い知見と能力を

持つ。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チー

フ・フィナンシャ

ル・オフィサー） 
※必ず記入すること 

（氏名） 

近江谷 朋昭（専従） 

（出身組織名） 

（株）北海道銀行 

地方銀行に２２年間勤務し、主に法人先への融資業務

を中心に、資金繰り管理、指導をおこなうとともに、

支店長も経験。令和４年４月から当機構に出向。知識

と経験のもと、総務全般や財務管理の業務に携わり的

確な業務運営を行っている。 

各部門の責任者 

（国内プロモーシ

ョン） 

（氏名） 

佐々木 真（専従） 

（出身組織名） 

日本航空(株) 

大手航空会社に勤務し、空港、販売、販売計画業務等

や旭川支店長を歴任。大都市圏を中心とした誘客実績

や経験をもつ。令和 2年 4 月から当機構に出向、国内

誘客業務に従事し、プロモーション等に関する高い知

見と能力を持つ。 

各部門の責任者 （氏名） 

井上 かおり（専従） 

大手航空会社に勤務し国際業務、釧路支店長、富山支

店長を歴任。地域の魅力発信など地域活性化に大きく
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（国際プロモーシ

ョン） 

 

 

（出身組織名） 

（株）全日本空輸 

貢献する。令和 2年 4 月から当機構に出向、海外誘客

業務に従事し、国内外へのプロモーション等に関する

高い知見と能力を持つ。 

各部門の責任者 

（着地型旅行商品

の開発支援） 

（氏名） 

大西 恭弘（専従） 

（出身組織名） 

サッポロビール（株） 

大手飲料メーカーに勤務し、大手飲食店、ホテル・サ

ービス関連会社、鉄道、空港や、エンターテイメント

関連施設への営業部門責任者、執行役員を歴任。令和

4 年 4月から当機構に出向。観光地づくり、広域周遊

観光支援などの業務に従事。幅広い人脈と高い知見と

能力を持つ。 

連携する地方公共

団体の担当部署名

及び役割 

北海道 経済部観光局（観光政策全般） 

北海道 総合政策部交通政策局（交通ネットワーク） 

北海道 14 総合振興局・振興局 商工労働観光課（広域観光推進） 

道内 179 市町村 商工観光課等（着地型旅行商品開発） 

 

連携する事業者名

及び役割 

・ 北海道経済連合会、北海道経済同友会、北海道商工会連合会、北海道商工会議所

連合会など経済団体（道内観光振興対策の推進） 

・ 北海道バス協会、北海道地区レンタカー協会、北海道ハイヤー協会、北海道旅客

鉄道、日本航空、全日本空輸、ＡＩＲＤＯ、北海道エアポートなどの業界団体､

事業者（道内外の交通戦略） 

・ 日本旅行業協会北海道支部、日本旅館協会北海道支部、日本ホテル協会北海道支

部などの業界団体（誘客促進、サービス向上） 

・ ホクレン農業協同組合連合会、北海道漁業協同組合連合会、北海道食産業総合振

興機構、北海道貿易物産振興会などの産業団体（食と観光の連携） 

・ 観光圏整備計画認定地域（フラノ・美瑛観光圏、ニセコ観光圏、水のカムイ観光

圏）や広域観光周遊ルートの受入体制、着地型旅行商品の開発に取り組む地域連

携 DMO、地域 DMO、広域協議会、地域観光団体、各市町村観光協会など 

 

官民･産業間･地域

間との持続可能な

連携を図るための

合意形成の仕組み 

【該当する登録要件】①② 

① 正副会長会･理事会、通常総会の開催 

② 専門部会及び分科会の設置 

（概要） 

① 当機構の役員(会長 1 名､副会長 13名､専務理事 1名､常務理事 1名､理事 26名､監

事 2 名、計 44名)は、行政、経済団体､産業団体､観光関連企業､地域観光協会等

の幅広い分野の代表者が参画(別紙役員一覧参照）から選出されており、年に５

回開催する通常理事会において、事業計画内容の審議、事業進捗状況の点検、事

業実施結果の評価等を行ない、合意形成を図っている。また、年に 1回開催する

通常総会では、当機構の正会員（道内各地域の市町村･観光協会､観光関連団体･

企業など）に対し、事業内容を報告するとともに、幅広く意見を聴取し、事業執

行への反映に努めることとしている。 

② 理事及び外部委員で構成する２つの専門部会（観光政策検討、事業検討）と５つ

の分科会（アイヌ文化、道南地域、道央地域、道北地域、道東地域）を設置し、

年に数回の会議を開催し、中長期的な戦略及び北海道観光に関する要望、当機構

の事業に対する具体的な事業提案の審議や、地域分科会としての事業内容の策定

など、各産業界や道内各地域の構成メンバーの意見を反映させた上で事業内容を

策定している 
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地域住民に対する

観光地域づくりに

関する意識啓発・

参画促進の取組 

・ バリアフリー対応やおもてなし啓発活動などホスピタリティ向上に関わる研修を

実施。 

・ 観光案内所、小売店、交通機関、文化施設等の従事者向けの外国人観光客対応の

ための職種別研修等を実施。 

 

法人のこれまでの

活動実績 

 

 

（活動の概要） 

※ 具体的事業名は別紙令和３年度事業一覧を参照。 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

 国内誘客関連事業：オンライン形式の北海道ブロック記

者発表会、LINE を活用した情報発信等、非接触型のプ

ロモーションを展開。 

 旅行需要喚起事業：首都圏、関西圏のＪＲ駅構内のサイ

ネージ広告や YouTube、TVCM、新聞、ラジオ広告など 

 海外誘客関連事業：欧州市場（イギリス・フランス）に

向けて公式 SNS（FB、Instagram）を開設。観光プロモ

ーション動画を作成して YouTube/Instagram により情報

拡散を図り、北海道の認知拡大に繋げている。新規事業

に「英国でのレップ事業」としてロンドンに事業受託会

社によるレップオフィスを開設し現地旅行会社、主要メ

ディアへの営業活動や旅行商品の造成、WTM(旅行博)へ

の代理出展やセミナーの実施、またプレスリリース、ニ

ュースリリースの定期配信により北海道への興味・認知

拡大に繋げるよう取り組んだ。 

 マーケティング関連事業：デジタルマーケティングの基

幹となる公式サイト「GoodDay 北海道」日本語サイトの

集客強化をするとともに、ユーザビリティの向上とカス

タマーの価値観やニーズの変化を捉えるため日本語サイ

トをリニューアル、リリースと同時に「HOKKAIDO 

LOVE!」へとリブランドを行った。また、経年で行って

いる北海道観光満足度調査を国内客対象に実施した他、

旅行実態満足度や観光産業の経済波及効果を調査分析、

コロナ禍における生活者の旅行意識行動変容のインサイ

ト調査、海外インバウンドに備えるための富裕層におけ

る北海道のポテンシャル調査、またポストコロナに向け

た観光関連施設等の運営の在り方に関する調査分析事業

を実施した。 

 

受入環境の

整備 

 観光人材育成・ユニバーサルツーリズム推進事業：旅行

客のニーズの多様化に対応するため、誰もが安全・安心
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に道内旅行を楽しめる環境を整備。バリアフリー、ホス

ピタリティー向上、食のユニバーサル関連の事業を実

施。 

 広域観光周遊促進事業：訪日外国人旅行者及び日本人国

内旅行者の「新たな旅のスタイル」に対応するため、地

域が一体となって行う、調査、戦略策定、滞在コンテン

ツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報

発信といった取り組みを推進。以下の４事業を実施。①

道内を 10のエリアに区分けして実施する地域開発事業

②二次交通データの高度化とデータの有効活用事業③

「新たな旅のスタイル」の普及促進事業④一括民間委託

された道内 7 空港を活用した広域観光周遊モデルルート

造成事業 

 AT 関連：ATWS 北海道/日本バーチャルの開催に向けた機

運醸成のため全国を対象とした ATWS キックオフオンラ

インシンポジウムの開催やマーケットプレイス出展者支

援事業を行ったほか、スルーガイド座学研修やアクティ

ビティガイドが保有しなければならない WAFA（ウェルダ

ネスファーストエイドアドバンスコース）の取得支援や

コミュニケーション能力向上研修を行った。また、サイ

クルルートの整備、更にこれまで知見の不足していた冬

季 AT商品のために市場調査事業、コンテンツ検証事業を

実施、結果を各ツアーオペレーターに情報共有し、冬季

AT 商品造成支援に取組んだ。 

 

観光資源の

磨き上げ 
 「地域の魅力を活かした観光地づくり」推進事業：全道

各地域の自治体や DMO、観光関連事業社など 106 団体の

観光地づくりに対して支援。重点推進項目のワーケーシ

ョン関連では 25 団体の取組がなされ、「キャンプワーケ

ーション」や「空き家を活用したワーケーション」な

ど、「自然を生かした」「密にならない」など北海道の強

みを生かした新たな商品造成・開発などの取組も行われ

た。観光地づくり全体の底上げが図れるよう成果報告会

（地域単独・広域・ワーケーション）を開催し各部門の

優良事例を共有する場を設けた。 

 

（定量的な評価） 

※ 観光入込客数（実人数） 

2021（Ｒ３）年度 
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全体   3,495 万人（前年度比＋4.7%、前々年度比▲33.8％） 

道内客 3,234 万人（前年度比 111 万人増、＋3.6%、前々年度比 1,207 万人減、

▲27.2％） 

道外客  261 万人（前年度比 46万人増、+21.4%、前々年度比 331 万人減、▲

55.9％） 

外国人  0 万人（前年度比＋－0万人、前々年度比 244 万人減、▲100.0%） 

※ 観光入込客数（宿泊客延べ人数） 

2021（Ｒ３）年度 

合計  1,873 万人泊（前年度比 330 万泊増、＋21.4%、前々年度比▲1,747 万人泊

減、▲48.3%） 

外国人   7.4 万人泊（前年度比 1.2 万人泊増、＋19.9％、前々年度比▲746．2

万人泊減▲98．5％減、） 

 

実施体制 

※地域の関係者と

の連携体制及び地

域における合意形

成の仕組みが分か

る図表等を必ず記

入すること（別添

可）。 

（実施体制の概要） 

・ 当機構は、プロパー職員を中心に、民間事業者（交通、旅行、銀行、出版等）と

行政（北海道庁）からの出向職員で構成し、官民一体で北海道観光を先導する中

核的推進組織。 

（実施体制図） 

 
 

（現行実施体制） （ ）内は職員の出身組織 

○ 会長（(株)アイティ・コミュニケーションズ） 

○ 専務理事（日本航空） 

○ 常務理事兼事務局長（JR北海道） 

○ 総務企画本部「総務部、政策マーケティング部」 

（道庁､北海道銀行､北洋銀行､博報堂､千歳観光連盟、プロパー） 

○ 地域支援本部「地域観光部、AT 推進部」 

（釧路市、ＪＴＢ､クラブツーリズム、名鉄観光サービス、ＪＡＬ､ＡＩＲＤＯ、

ＪＲ北海道、楽天､北海道コカ･コーラボトリング､サッポロビール､ＡＮＡⅩ、Ｊ

ＴＢＧＭＴ、北海道宝島旅行社、プロパー） 

出向元

北海道 釧路市

北海道旅客鉄道㈱ 日本航空㈱

全日本空輸㈱ ㈱AIRDO

㈱JTB 近畿日本ツーリスト㈱

㈱日本旅行北海道 クラブツーリズム㈱

㈱阪急交通社 ㈱エイチ・アイ・エス

名鉄観光サービス㈱ ㈱博報堂

㈱北洋銀行 ㈱北海道銀行

楽天㈱ （一社）千歳観光連盟

北海道コカ・コーラボトリング㈱

サッポロホールディングス㈱

㈱北海道宝島旅行社 ㈱JTBGMTｌ

役員44名

正・副会長会理事会

会議

専務理事１名
常務理事１名

会長
（登録ＤＭＯ代表者）

副会長13名 理事26名 監事2名

各部会

賛助会員276会員

正会員311会員

登録ＤＭＯ（観光地域づくり法人）北海道 国連携

事業検討部会

観光政策検討部会

アイヌ文化分科会

道南分科会

道央分科会

道東分科会

道北分科会

・市町村・観光協会
・広域観光団体
・その他観光関連団体等

経済団体、一次産業団体、
運輸団体、旅行会社、
旅行団体、物産団体、
航空会社、ＪＲ、
フェリー、宿泊団体、
スポーツ団体、空港ビル

ホテル・旅館、観光関連企業
（観光施設等）、バス会社、
レンタカー会社、飲食店、商
社、食品製造販売、土産物卸
売、小売、スイーツ、ドラッ
クストアー、コンビニ、電力
会社、金融機関、新聞社、出
版社、テレビ・ラジオ局、広
告代理店、シンクタンク

総 務 部

地 域 観 光 部

AT推進部部

総
務
企
画
本
部

地
域
支
援
本
部

国 内 誘 客 部

海 外 誘 客 部

誘
客
推
進
本
部

政策マーケティング部

専務理事

常務理事・事務局長

会長
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○ 誘客推進本部「国内誘客部、海外誘客部」 

（ＪＡＬ､ＡＮＡ､ＪＲ北海道、日本旅行、ＨＩＳ、阪急交通社、北海道銀行、プ

ロパー） 

○ 専門部会  （ ）内は構成メンバーの出身組織 

観光政策検討部会、事業検討部会 

（観光関連団体、経済団体、他産業団体、地域観光協会、学識経験者、交通事業

者、旅行会社） 

○ 分科会   （ ）内は構成メンバーの出身組織 

アイヌ文化分科会 

各地域分科会「道南､道央､道北､道東の 4ブロック」 

（アイヌ関係団体､行政､地域観光協会､観光関係団体､宿泊事業者） 

 

 

２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 

 
【区域設定の考え方】 

・ 区域が単独の行政単位(都道府県)内であり、積雪寒冷な気候、本州と異なる歴史・風土・自然

など、区域全域に共通する基本的な土壌・環境にある。 

・ 既に「北海道」(HOKKAIDO)ブランドとして、国内外において一定の評価(良好なイメージ)を獲

得できており、その優位性を最大限活かしつつ、北海道全地域が一体となり観光振興に取り組

むことで、更なるブランドの強化に繋げることができると考えることから、一体的に観光振興

を図っていく上で、安定的・継続的かつ効果的な取組が可能になると考える。 

・ 当機構は、｢北海道観光のくにづくり条例｣に基づき策定された「北海道観光のくにづくり行動

計画」において、北海道観光の中核的推進組織として位置付けられており、国や道、市町村を

はじめ関係機関・団体や地域と一体となって、民間組織としての感覚や発想を活かしつつ、機

動性と専門性を発揮し、北海道全域の観光振興に向けた取組を積極的に展開している。 

 

【観光客の実態等】 

観光入込客数（実人数）                          （単位：万人） 
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年度 2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021（R3 ）

道内客 4,725 4,601 4,441 3,123 3,234
道外客 606 607 592 215 261
外国人 279 312 244 0 0
合計 5,610 5,520 5,277 3,338 3,495

 
・ 2021（Ｒ３）年度の観光入込客数は、「新しい旅のスタイル」や道の「どう みん割」、市町村独

自の宿泊助成キャンペーン等による効果もあり、旅行需要の回復傾向 が見られたが、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大の影響により、全体で３，４９５万 人（前年比＋４．７％、前々年度

比▲３３．８％）となり、前年度と比べ回復基調にある ものの、感染拡大前の 2019（Ｒ元）年

度の概ね７割程度にとどまった。 

・ 道内客は３，２３４万人（前年度比１１１万人増、＋３．６％、前々年度比１，２０ ７万人

減、▲２７．２％）、道外客は２６１万人（前年度比４６万人増、＋２１．４％、前 々年度比

３３１万人減、▲５５．９％）。外国人については、観光客に対 する入国拒否等の措置を講じ

ていることから、０万人（前年度比±０万人、前々年度比２４４ 万人減、▲１００％）。 

（圏域別の状況） 

観光入込客数（延べ人数） 2021（Ｒ３）年度                （単位：万人） 

前年度比 対前年増減数 前々年度比 前々年度比増減数 構成比

（％） （万人） （％） （万人） (％)

道央 4,533 106.1 261 ▲ 42.6 ▲ 3,361 53.1

道南 876 110.4 83 ▲ 33.7 ▲ 445 10.3

道北 1,242 101.9 24 ▲ 45.0 ▲ 1,017 14.6

ｵﾎｰﾂｸ 603 104.4 26 ▲ 31.1 ▲ 272 7.1

十勝 711 100.6 4 ▲ 30.7 ▲ 315 8.3

釧路･根室 565 105.2 28 ▲ 44.2 ▲ 447 6.6

合計 8,531 105.2 425 ▲ 40.7 ▲ 5,857 100.0

圏域 観光入込客数

 
宿泊客延べ数                              （単位：万人泊） 

前年度比 対前年増減数 前々年度比 前々年度比増減数 構成比

（％） （万人） （％） （万人） (％)

道央 1,019 128.3 225 ▲ 52.8 ▲ 1,138 54.4

道南 241 113.1 28 ▲ 45.2 ▲ 199 12.9

道北 227 109.6 20 ▲ 47.6 ▲ 207 12.1

ｵﾎｰﾂｸ 132 125.0 26 ▲ 25.1 ▲ 44 7.0

十勝 140 114.9 18 ▲ 33.5 ▲ 70 7.5

釧路･根室 114 112.5 13 ▲ 43.9 ▲ 89 6.1

合計 1,873 121.4 330 ▲ 48.3 ▲ 1,747 100.0

圏域 宿泊客延数

 
・ 市町村における観光入込客数を合計した総数(延べ人数)は、８，５３１万人で、前年度 に比べ

て５．２％の増加、前々年度に比べて４０．７％の減少となった。 

・ 宿泊客延べ数の合計は、１，８７３万人泊で、前年度に比べて２１．４％の増 加、前々年度に

比べて４８．３％の減少となった。 

・ 圏域別の観光入込客数(延べ人数)及び宿泊客延べ数を見ると、新型コロナウイルス感 染症拡大

の影響により、全道域では前年度と比べて増加しているものの、コロナ前の概ね ５割台程度に
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とどまっている。 複数の市町村においては、独自の宿泊助成事業の実施や、前年度に引き続

き、密を回 避できる屋外施設としてキャンプ場等の需要の高まりによる観光客の増加が見られ

た。 

（月別の状況） 

（観光入込客延べ人数）                          （単位：万人） 

令和３年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
道内客 463 585 490 903 944 621 716 479 413 427 361 401 6,802
道外客 96 111 103 232 262 160 184 133 139 108 95 106 1,729
合計 559 697 593 1,135 1,205 780 901 612 552 535 456 507 8,531

 
（外国人宿泊者延べ人数）                         （単位：万人） 

令和３年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計
外国人観光客 0.25 0.22 0.21 0.93 0.68 0.38 0.41 0.21 1.16 1.27 1.04 0.67 7.42  
 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

広域連携ＤＭＯとして、道内の広いエリアに展開する観光資源の魅力を整理し情報発信すると

ともに、地域連携ＤＭＯ、地域ＤＭＯ、各市町村観光協会が行う地域の観光資源を活用した取

組に対し支援を行い、観光資源の魅力向上、取組効果の最大化を図る。 

※以下は､道央･道南･道北･道東各地域の主な観光資源例。 

○ 観光施設 

北海道庁旧本庁舎、札幌市時計台、さっぽろテレビ塔、五稜郭公園、金森赤レンガ倉庫、小樽

運河、ウポポイ（民族共生象徴空間）、旭山動物園、ファーム富田、のぼりべつクマ牧場、博物

館網走監獄など  

○ 商業施設 

札幌ステラプレイス、さっぽろ地下街、サッポロファクトリー、二条市場、狸小路商店街、函

館朝市、旭川平和通買物公園、釧路和商市場、釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯなど  

○ 自然 

・ 世界自然遺産：「知床」 

・ ラムサール条約登録湿地：「釧路湿原」「ウトナイ湖」「霧多布湿原」など 13 湿地 

・ 国立公園：「阿寒摩周」「大雪山」「支笏洞爺」「知床」「利尻礼文サロベツ」「釧路湿原」の 6

箇所 

・ 国定公園：「網走」「大沼」「ニセコ積丹小樽海岸」「日高山脈襟裳」「暑寒別天売焼尻」「厚

岸霧多布昆布森」の６箇所 

○ 文化 

アイヌ文化、擦文文化 

令和 3年 7月「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産への登録決定 

○ スポーツ 

夏はサイクリング、乗馬、カヌー、ラフティング、スカイスポーツ、ゴルフなど、北海道なら

ではの様々なアウトドアスポーツが体験可能。冬は世界的に評価の高いニセコをはじめ、ルス

ツ、キロロ、富良野、トマムなど、パウダースノーを楽しめるスキー場が豊富。 

○ イベント 

全国的に有名な「さっぽろ雪まつり」「よさこいソーラン祭り」をはじめ、全道各地域におい

て、歴史、文化、花、食、温泉などをテーマとした各地域の特色あるイベントが例年開催され

ているが、コロナ禍により多くのイベントが中止または縮小を余儀なくされている。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

宿泊施設の営業形態（都市ホテル、温泉地旅館）や規模（客室数）、地域毎にターゲット層が異

なる。広域連携ＤＭＯとして、宿泊施設の季節・地域・規模・形態別の稼働率などの実態調

査・分析を深め､業界団体や事業者と連携し諸課題解決に向けて取り組む。 
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2019年度
（令和元年度） 施設数 客室数

道央 1,197 61,213
道南 340 12,899
道北 565 17,551
道東 761 24,088
総計 2,863 115,751

旅館・ホテル営業

 
【利便性：区域までの交通、域内交通】 

来道する観光客の北海道への主な入口は、新千歳空港を中心とする空港と北海道新幹線の利用

によるものが大部分を占める。2022 年 8 月末現在、北海道内における国際線は引き続き多くの

路線が運休状態にあるが、7 月に新千歳～ソウル（韓国）間、8月に新千歳～台北（台湾）間が

復活した。今後、他の国際線路線の復活により外国人観光客数の回復が見込まれることから、

核となる空港を中心に受入体制の強化や入口の分散化を図るとともに、観光客が北海道全域に

円滑に移動できる二次交通の整備・充実が必要である。これらの問題に短期及び中長期の両面

において的確に対応していくため、広域連携ＤＭＯとして、国や道、交通基盤関連事業者等と

連携しながら、全道における受入体制の充実と効果的な交通ネットワークの構築に向けての戦

略策定が求められる。 

〈主な交通手段〉 

○ 航空（国際線）＊2022 年 8 月末現在はソウル・台北便を除き運休中、コロナ以前の定期便を以

下に記載 

・ 新千歳空港 定期便 21路線運航 

（北京、天津、上海、南京、大連、青島、成都、福州、香港、ソウル、釜山、台北、高

雄、ホノルル、バンコク[ドンムアン、スワンナプーム]、マニラ、シンガポール、ユジノ

サハリンスク、ヘルシンキ、シドニー） 

・ 旭川空港 定期便 1路線運航（台北） 

・ 函館空港 定期便 1路線運航（台北） 

○ 航空（国内線） 

道内 12 空港（新千歳、函館、釧路、稚内、旭川、帯広、中標津、女満別、紋別、利尻、奥尻、

丘珠）より全国・道内各地に定期便が運航 

○ ＪＲ（北海道新幹線） 

令和 12（2030）年度、新函館北斗～札幌まで延伸予定 

○ フェリー（道外航路） 

苫小牧⇔八戸、函館⇔大間･青森、苫小牧⇔仙台･大洗･名古屋･秋田･新潟･敦賀・小樽⇔新潟・

舞鶴、室蘭⇔八戸 

○ フェリー（道内離島航路） 

稚内⇔利尻･礼文、羽幌⇔天売･焼尻、江差⇔奥尻  

 

【外国人観光客への対応】 

※ 国際線復活後に、外国人観光客が道内を安心して快適に旅行することができる受入体制を引き

続き整備する必要がある。 

・ 「観光人材育成事業」 

観光関連従事者や通訳案内士、外国語ガイド等に対し、技術向上のための実践的な研修や、プ

ロモーションと受入を総括的にプロデュースできる人材を育成。 

・ 「ユニバーサルツーリズム推進事業」 

誰もが安全・安心に楽しめる旅行を「ユニバーサルツーリズム」と位置づけ、様々なニーズを

持つ旅行主体が道内旅行を楽しむことができる受入体制整備を推進。 
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※ 外国人観光客の拡大による効果を地域経済の活性化につなげていくため、外国人観光客が夏

季、冬季に集中するといった季節的な偏在の平準化や、道央圏に集中するといった地域的な偏

在の解消に取り組む。 

「広域観光周遊促進事業」 

アフターコロナに向けた滞在コンテンツ開発事業や、訪日外国人旅行者周遊促進におけるレン

タカー活用のための受入れ環境整備、広域観光周遊ルートエリアなどにおいて外国人観光客が

観光地を周遊するための二次交通の利便性向上や魅力ある観光地づくりを進める。また、民間

委託された７空港を核として 10 エリアの地域開発事業（インバウンド推進地域開発事業）への

支援を行う。 

 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

旅行消費額 観光消費の実態や経済への波及効

をため 

北海道来訪者満足度調査事業で観

光経済波及効果分析を実施。 

観光入込客数及び延べ宿泊者数 観光客の実態を把握するため 北海道経済部観光局から「観光入

込客数調査」を入手 

リピーター率及び満足度 同上 北海道来訪者満足度調査事業で来

道経験及び満足度調査分析を実

施。 

道内観光エリア毎の月別宿泊実

績（国内客､訪日客宿泊人員） 

観光エリア毎の宿泊状況･傾向を

把握するため 

日本旅館協会より宿泊実績データ

を提供 

月別来道者数実績 

（輸送機関別､着地別､発地別） 

来道交通手段や発着地別の入込動

向を把握するため 

北海道運輸局より来道者調査デー

タを提供 

空港別月別来道外国人実績 

（国･地域別の道内直接入国者

数） 

空港別､国･地域別の外国人来道動

向を把握するため 

北海道運輸局より直接入国外国人

実績データを提供 

ＷＥＢサイトのアクセス状況 北海道に対する顧客の関心度や施

策の効果等を把握するため。 

WEB 運営委託先より毎月の分析デ

ータを提供 

住民満足度 北海道経済における観光の重要性

について地域住民の理解・関与度

合い等を把握するため。 

不特定多数の地域住民を対象とし

た住民満足度のデータ収集につい

て、特にコロナ後は、調査に関わ

る事業費用を捻出・予算化するこ

とが困難な状況であったため、実

施できていない。既存の人材育成

など受け入れ体制勢整備などの各

種事業やセミナー、研修、イベン

ト開催時などで観光事業者を含む

一般の方々を対象に取組内容に関

わるアンケート調査の実施や観光

経済波及効果（推計）分析により

北海道観光における地域経済への

貢献度や観光の重要性が地域住民

に理解が深まるよう広報にて情報

発信するなどの取組を行ってい

る。次年度は不特定多数を対象と

したデータ収集のための事業を検

討中。 
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４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※ 地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

2021(R3）年度総観光消費額は 5,481 億円と前年度の 4,354 億円からは 1,127 億円増加したもの

の、コロナ以前の 2019（R 元）年度 1 兆 5159 億円からは 9,678 億円の大幅減少（▲63.8％）と

なり、以前として厳しい状況が続いている。しかしながら、観光地の魅力が喪失されたわけで

はないことから、従来から持つ強みを最大現に生かし、新たな旅のスタイル等を取り入れなが

ら、感染抑制と観光需要回復施策の両輪で進めることが求められる。本道の観光消費額の約 7

割は国内観光が支えていることから、当面は国内の旅行需要を増やすことに重点を置き、収束

後のインバウンドの回復、発展につなげてゆく。 

 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

・ 豊富な観光資源 

・ パウダースノー、食の宝庫、自然景観希

少な動植物（生態系）アイヌ文化、温泉

等 

・ 観光地としての認知度、ブランド力 

・ 四季折々の異なる観光魅力 

・ 北海道ならではの様々な体験メニュー 

・ 道内 74 市町村が世界 21ヵ国都市･地域と

114 組の姉妹･友好都市等を締結 

・ 広大な面積、密を回避できる優位な環境 

弱み（Weaknesses） 

・ 季節的偏在と地域的偏在による観光客数

の変動 

・ 閑散期対策 

・ ２次交通の整備 

・ 空港施設の容量不足 

・ 富裕層を受け入れるブランドホテルの欠

如 

・ インバウンド受入体制の構築 

・ 観光案内所、観光ガイド等の人材不足 

・ 潜在的観光資源の掘り起こし 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

・ 2030 年冬季オリンピック･パラリンピック

札幌開催への期待。 

・ アドベンチャートラベルワールドサミッ

トのアジア初のリアル開催（2023 年 9

月） 

・ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文

化遺産の登録（2021 年 7月）による来訪

者の増加 

・ 北海道ボールパークＦビレッジ及びエス

コンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ開業

（2023 年 3 月） 

・ 北海道庁赤レンガ庁舎改修完了（2025 年

2 月 

脅威（Threat） 

・ 国際政治･経済リスク等の存在、テロ、自

然災害、感染症、為替変動等 

・ 他観光地との競争の激化 

・ 少子高齢化による国内需要の減少 

・ コロナ感染拡大の長期化 

・ ウクライナ情勢 

・ 円安による燃料費・原材料の高騰 

・ コロナ禍の観光業界離れによる深刻な人

材不足、需要・供給のアンバランス化 

・ 観光事業者の廃業や事業撤退の増加 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、そ

の内容を記入（様式自由）。 

 

（３）ターゲット 
これまでの国・地域別という考え方のほかに、価値観や行動を示す先進的な消費者グループ、旅

行者が旅に求める趣味・嗜好をグルーピングした「トライブマーケティング」の発想を取り入れ

る。また、市町村・DMO や道内の観光関連事業者がリスクを取りづらく、実施しづらい、新たな顧

客市場の開拓等に重点を置く。いわゆる With コロナのフェーズにおいては国内・海外の大規模市

場の観光客回復について積極的に取り組む。 
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○ 重点ターゲット層その１：道内市場 

・ 道央圏在住のミドルシニア層 

・ 団塊世代のマイクロツーリズム 

○ 選定の理由 

・ 道央圏、特に札幌都市圏の人口は約 238 万人で全道の約 46%。50 歳代の世帯主の年収構

成は 600 万円以上が 40%、旅行費用は日帰り客 8,687 円、宿泊客 30,372 円。 

・ レジャー頻度は減少していく世代ではあるが時間とお金にゆとりがあり、家族や仲間が誘

ってくれるなら近場で 1 泊程度の旅行ニーズあり。この世代の女性は「全く新しい場所へ

行く旅行」に、男性は「思い出の場所への旅行」に興味を持っているというデータが示さ

れている。 

○ 取組方針 

・ 道民の道内観光活性化 観光入込客数の 8 割を占める道民に対して、様々なメディアの活

用、イベントの出展、誘客キャンペーンを通じて、地域の観光情報発信を強化し、道民が

まだ見ぬ四季折々の景観や、その土地ならではの食など、北海道の魅力に触れる気運 を醸

成し、観光需要の底上げを図る。 

・ 道民の観光需要の回復 道央圏から道内各地域への移動を促進する取組を通じ、観光需要の

回復を図るため、オンライン・オフラインでのプロモーションを展開し、特にデジタルマ

ーケティング手法を効果的に活用する。 

○ 重点ターゲット層その２：道外市場 

・ 大規模市場-3 大都市（東京、名古屋、大阪）及びエアライン就航地 

・ 教育旅行（3 大都市及び東北エリア） 

・ SIT 市場（Special Interest Tour-特定目的旅行） 

・ 国内ミレニアル世代 

○ 選定の理由 

・ コロナ収束後に旅行に行きたいとした人は 66％と意欲的で、旅行先別では国内旅行の意向

が約 7 割あるのに対し、海外旅行は約 4 割が控える傾向があり、国内旅行へ振替需要が

見込まれる。リピーター率は 72%。世帯主の年収構成は 600 万円以上が 32%、旅行費用は 

76,649 円、宿泊予約時のインターネット利用率は 56%。 

・ 全国の高等学校の県別旅行先での北海道のシェアは 6％で全国 7 位（1 位の沖縄県は 

15%）となっており、伸びしろが見込まれる。また、約 6 割の学校が 10-12 月の閑散期に

教育旅行を実施。 

・ キャンプやカヌーなどのアウトドア体験、スポーツ観戦や美術・音楽鑑賞ツアーなど SIT 

と呼ばれる旅行タイプは、通常観光より高い消費、旅行者の地域的・季節的分散につなが

る旅行者が多いと言われている。また、道外客の旅行形態では「一人旅」が最も多くな

り、旅の目的も「個人の価値観を反映するテーマ性の高い旅」など多様化している。 

・ 独自の価値観を持ち、デジタルメディアで得た「共感」を消費行動や旅行の動機とするこ

の世代に、自らが体感した北海道をスマホで共有・拡散を促す取り組みが重要で、今後の

消費を担うミレニアル世代をターゲットとして捉える必要がある。なお、国内のミレニア

ル世代は、日本の総人口のうち約 2,816 万人、構成比は約 22%。 

○ 取組方針 

・ 季節偏在の解消：国内外に数多ある観光地の中から、北海道が真っ先に選ばれるよう、メ

ディアやイベント、デジタルマーケティングなどを活用し、特に、4～5 月、11～12 月の

観光素材の紹介に力を入れてその魅力を発信する。また、閑散期にも来道している教育旅

行の誘致を強化し、将来の顧客となる若年層を取り込むことで、季節偏在の解消を図る。 

・ 地域偏在の解消：各地域や観光事業者・交通事業者・旅行会社・メディア等と一体となっ

て、観光客を道内全域へ波及させるためのプロモーションをオンライン・オフラインで展

開し、道内地方空港を活用とした各地への誘客促進に取り組み、道央圏に集中する観光客

の分散化を図る。 
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・ 入り込み数の確保：平成 20 年をピークに日本の総人口が減少に転じている中、道外客 

600 万人を維持するため、3 大都市（東京、大阪、名古屋）及びエアライン就航地を中心

とした北海道未訪問者へのアプローチと同時にリピーターの獲得を図る。 

・ 消費単価を高める取組：高消費単価・高リピーター率の傾向がある SIT（Special 

Interest Tour-特定目的旅行）の需要をとらえ、趣味層やアウトドアといったテーマ及び

年代、性別などデジタルマーケティングの結果を活用し、道外客 1 人あたりの観光消費額

を高めるプロモーションを展開する。 

○ 重点ターゲット層その３：海外市場 

・ 訪日客回復に向けた東アジア（中国、韓国、台湾、香港）の大規模市場 

・ 国籍をまたいだミレ二アル世代 

・ 欧米豪市場の AT 層 

○ 選定の理由 

・ コロナ以前の令和元年度の来道者 244 万人の内、4 市場の合計は 169 万人と全体の 69%

を占め、道内総観光消費額 4,323 億円の内 2,865 億円と全体の 66%を占める大規模市

場。また 4 市場平均のリピーター率は 36％で、全体平均の 32%を上回っている。 

・ デジタルネイティブで、既存概念に縛られない新しい価値観で今後の消費を変える存在と

して注目されるこの世代は、世界人口の 32%を占めており、最も重視していることは「世

界を旅すること」が 57％と高い割合を示している。 

・ AT の市場規模は欧米を中心に約 50 兆円とされ、富裕層の割合が大きく、一人当たりの平

均支出額は訪日外国人の約２倍となっている。また、旅行者は自身の内面からの変化や視

野の拡大を求めて地域に留まろうとするために長期滞在も多い。 

○ 取組方針 

・ With/Post コロナ期のプロモーション 

With/Post コロナ期の中長期期的な施策として、「安心・安全・清潔」のイメージのある日

本の特性を打ち出し、目的地は「都市から自然へ」、移動手段は「公共交通機関からプライ

ベート重視」、世代は「シニアからミレニアルへ」をキーワードに、関心をつなぎとめるた

めの情報発信を行い、当面は入り込み数の回復を重点課題とする。 

・ デジタルマーケティングにシフトしたプロモーション 

デジタルマーケティングでは時間（時差）や場所にとらわれないコミュニケーションが可

能となり、且つ膨大なビッグデータが得られる。データを的確に分析し、ニーズを捉えた

情報提供を行い、効果測定と改善に取り組み PDCA を確立、オウンドメディアやソーシャル

情報に 5G といったテクノロジーも組み合わせて新しいプロモーションスタイルを確立に

向け取り組む。 

・ ミレニアル世代への対応 

英語圏や中国語圏、また経済成長著しい ASEAN 諸国などに居住する、国をまたいだミレニ

アル世代の攻略のため、SNS で影響力のあるインフルエンサーの起用や、画像や動画の活

用、コト消費での共感を得ることを重視し、デジタルマーケティングを軸に据えたプロモ

ーションを展開する。 

・  SIT（Special Interest Tour-特定目的旅行）への対応 

AT、サイクリング、マラソン、スキー、ガストロノミー、ウェルネスといったコンテンツ

は富裕層との親和性が高いとされる滞在型観光で、特に、豊かな自然とアイヌ文化や縄文

文化、海・山・川を生かした多様なアクティビティを有する北海道は AT の最適地であ

り、この北海道のブランド価値を浸透させるための情報発信に取り組む。 

・ FIT（Foreign Independent Tour-外国人個人旅行）とリピーター対策 

インバウンドは FIT のリピーター化が進み、観光ニーズは定番観光地周遊型から、食や文

化体験等へと多様化しつつある中、リピーターの確保、閑散期の需要創出、地域偏在を解

消する地域への誘客推進など、FIT に向けた施策の強化が必要となっている。趣味・嗜好

に沿った旅行を求める FIT に対して、ニーズを捉えた情報発信に取り組む。 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 
① コンセプト 

「世界が憧れる観光立国北海道」の実現を目指す。 

② コンセプトの考え方 

○ 目指すべき姿 

北海道は、世界自然遺産の知床をはじめとする豊かな自然環境、四季折々の彩り鮮やかな景

観、心を癒す温泉や新鮮な食、地域の風土や歴史が育んだ生活・文化などが大きな魅力となっ

て、国内外から多くの観光客が訪れている。これまで北海道観光を支えてきたかけがえのない

自然環境の保全に努めながら、安全・安心に配慮した受入環境を整え、北海道の魅力ある観光

資源を活用した滞在型観光地づくりを進めていく。 

○ 取り組みの方向性など 

地域と一体となってオール北海道で取り組むべき具体的な事項を戦略として取りまとめ、道内

観光関係者間で共有しながら「世界が憧れる観光立国北海道」の実現を目指す。 

 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

道の｢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、観光に関わるすべての関係

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である「北海道観光のくにづくり行動計画」との整

合性を図り、戦略の策定を行なう。 

機構で実施する事業については、事業終了後に作成する報告書の中で、

成果・効果、課題・問題点の整理に基づく事業の評価検証を行い、その

内容を観光関係者に広く周知､意見照会している。また、その事業評価

結果を踏まえ、各専門部会の意見を反映させて次年度の事業検討を行な

っている。 

〇正副会長会・理事会（年５回開催） 

観光関連団体をはじめ、経済団体、他産業団体、地域の観光協会や行政

など、幅広い団体の代表者が選出されている理事会等にて、事業報告を

行ない、情報共有を行なっている。 

〇専門部会、分科会（年２回以上の開催） 

理事及び外部委員で構成する２つの専門部会と５つの分科会の中で、戦

略策定に関するヒアリングや意見交換を実施している。 

・専門部会 観光政策検討部会、事業検討部会 

・分科会 アイヌ文化分科会、道南、道央、道東、道北各地域分科会 

〇その他 

全道各エリア別に、市町村や地域観光協会の事務担当者を対象とした事

業説明会を開催し、当機構が実施する地域支援事業やプロモーション事

業について説明するとともに、地域ヒアリングを実施している。 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

○ 観光人材育成事業：ポストコロナを見据えた北海道観光の受入体制

整備を推進するため、セミナーや研修を実施し、観光人材の確保や

育成を図る 

○ アドベンチャートラベル推進事業（人材育成）：ＡＴＷＳの開催を

契機として、アドベンチャートラベルを道を代表するツーリズムと
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するため、人材育成を実施する。（野外救急救命（WFA）研修、アク

ティビティ能力向上研修、スルーガイド知識・技能研修） 

○ ユニバーサル推進事業：様々な観光シーンにおいて誰もが安心・安

全に道内旅行を楽しむことができる受入体制の整備を推進する 

○ おもてなし推進事業：観光ボランティアの増加と観光事業者等のホ

スピタリティ向上を図る・北海道観光ボランティア連絡協議会への

支援・ホスピタリティ研修会の開催 

○ 地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業：地域の観光協会等が

実施する新たな商品づくり等の取組を支援し、地域経済の活性化を

図る・補助金（補助率：１／２）地域単独：上限 200 万円 広域連

携：上限 400 万円 ＤＭＯ枠：上限 1,000 万円・ワーケーション、

ＤＸ、ゼロカーボンの推進を重点的に支援・アドバイザー派遣、ル

ート検証、ＤＭＯ戦略支援 

○ 広域観光周遊促進事業：外国人観光客をターゲットに、観光地を周

遊するための２次交通の利便性を向上し、魅力ある観光地づくりを

進めることで地域偏在の解消を図る。・広域連携・周遊促進 モデ

ルルートの企画（２次交通を活用した周遊観光の検討）、モデルル

ートの造成（企画したルートの検証、旅行商品の造成・販売）、旅

行商品販売の支援・二次交通利便性向上 バス位置の検索や決済シ

ステムの実証実験 

 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

○ 広域連携ＤＭＯとしてのデジタルマーケティング事業：新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を踏まえた観光誘客促進を図るため、マー

ケティングデータの収集・分析を実施・ＨＰの利用状況分析・デジ

タルマーケティング（アンケート）調査（国内）優良顧客調査、消

費動向分析（海外）スノーレジャー市場のニーズ調査・分析（共

通）競合地域のＤＭＯの取組と道内との取組に比較分析  

○ 誘客促進・需要喚起による北海道観光再興事業（国内）：北海道ブ

ロック記者発表会開催、アプり開発（観光マップ、クーポン情

報）・道内直行便運航地域でのプロモーション・Web・SNS プロモー

ション 大規模イベント出展・交通機関を活用した旅行商品造成支

援・交通連携プロモーション・ＡＴ情報発信、商談会 

○ 北海道 GoTo トラベル事業：道内外の旅行客を対象としたＧｏＴｏ

トラベル事業による旅行商品の割引にあたり需要喚起を実施。  

ＴＶＣＭ、Web 広告、交通広告 

○ 北海道教育旅行活性化事業：北海道への教育旅行誘致を図るため、

情報発信及び関係者に対するプロモーション等を実施。     

学校関係者へのセールス活動・教育旅行関係者を対象としたモデル

コースへの招へい・学校旅行の事前学習のためのアドバイザーの派

遣 

○ 北海道観光誘致推進事業（地域プロモーション事業）：地域の観光

関係者で構成する４部会事業への支援（道南、道央、道北、道東部

会）・モニターツアー、宣伝広告、商品造成、メディア招へい、プ

ロモーション等 

○ 誘客促進・需要喚起による北海道観光再興事業（海外）：デジタル

メディアを活用したプロモーション・新規就航や運航再開時におけ

るプロモーション・コンテンツ整備、旅行博出展 

○ アドベンチャートラベル推進事業：海外誘客プロモーション 

○ ・映像制作、本州エージェントとの連携、ポータルサイト整備（集

中対策） 
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○ 北海道観光誘致推進事業（海外）：多彩な媒体宣伝（新聞広告、WEB

広告、パンフレット制作等）・マスコミ等招聘（北海道情報発信効

果が高いメディアへの支援等）・国際旅行博出展等 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

（Ｒ１）年度 （Ｒ２）年度 （Ｒ３）年度 （Ｒ４）年度 （Ｒ５）年度 （Ｒ６）年度

●旅行消費額

総額（億円） (4,000) (10,000) （-） （-） （-） （-）

（　）は外国人

(4,323) （-） （-） （　） （　） （　）

道内14,000 道内14,000 道内15,000 道内15,000 道内15,000 道内15,000

●旅行消費額 道外76,000 道外76,000 道外79,000 道外79,000 道外79,000 道外79,000

一人当り（円） (200,000) (200,000) （-） （-） （-） （-）

（　）は外国人 道内13,432 道内9,439 道内10,133 道内 道内 道内

道外70,773 道外67,773 道外81,574 道外 道外 道外

(138,778) （-） （-） （　） （　） （　）

●延べ宿泊者数 3,850 4,700 R2年度以上 3,500 3,500 3,500

（万人） (850) (1,700) （-） （-） （-） （-）

3,620 1,544 1,873

(754) (6.1) (7.4) （ ） （ ） （ ）

●来訪者満足度 道内47 道内47 道内40 道内40 道内40 道内40

道外57 道外57 道外50 道外50 道外50 道外50

（％） 外国人64 外国人64 （-） （-） （-） （-）

道内27.5 道内30.7 道内35.7

道外42.3 道外36.1 道外46.9

外国人49.5 外国人- 外国人- （ ） （ ） （ ）

●リピーター率 50 50 50 50 50 50

（％） (34) (34) （-） （-） （-） （-）

35.9 49.3 40.4

(31.4) （-） （-） （ ） （ ） （ ）

15,159 4,354 5,481

R3年度以上18,500 21,544 R2年度以上 R3年度以上 R3年度以上

実
績

指標項目

目
標

実
績

目
標

実
績

目
標

実
績

目
標

実
績

目
標

 
※ 括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 



（別添）様式１ 

16 
 

 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

2021（Ｒ3）年度は、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言（5/7～7/11、8/2～9/30、1/27～

3/21）が累計 179 日となり、秋口にやや落ち着きを見せるも、年明けにはオミクロン株による感染

が急拡大するなど、措置期間の前後を含め、年度の半分以上の制約を余儀なくされた。宿泊客延べ

数は 1873 万人泊で、前年度よりも 330 万人泊増加（前年比 121.4％）したが、2019（R 元）年度の

3620 万人泊を大幅に下回った。（前々年度比 51.7％）。新千歳空港をはじめ道内各空港の国内線や JR

路線等は減便を余儀なくされ、国際線も運休状態が続いた。 

2022（R4）年度に入り、制限解除による国内需要の持ち直しや国際線ではソウル線（7 月、台北線

（8 月）が運行するなど復活への期待はあるものの、外国人観光客の飛躍的増加は現在のところは大

きな期待はできない状況にある。これらの要素を踏まえて、2022(R4)年度以降の目標については社

会情勢に応じて軌道修正してゆくことが適切と捉えるが、第 5 期「北海道観光のくにづくり行動計

画」の 2025 年（令和７年）度目標（国内客）に平仄を合わせて設定し、外国人客については、国の

水際対策等の状況をふまえて、然るべきタイミングで目標値を改めて設定する。 

【設定にあたっての考え方】 

 旅行消費額 

観光消費総額について前年度実績以上を目途とした。 

観光消費単価については、国内客については第 5期北海道のくにづくり行動計画の令和 7年度

目標値（道内、道外）×入込数を基準に設定した。外国人については当面目標設定が困難なこ

とから目標設定できる状況になり次第設定する。 

 延べ宿泊者数 

前年度実績以上を目途とするが、国内客については第 5期北海道のくにづくり行動計画の令和 7

年度目標値を基準に設定した。外国人については当面目標設定が困難なことから、目標設定で

きる状況になり次第設定する。 

 来訪者満足度 

上記行動計画の令和 7 年度目標値をもとに設定。 

 リピーター率 

道外 5回目以上、外国人 2 回目以上をリピーターとし、第４期北海道観光のくにづくり計画に

て設定された目標（北海道観光振興機構第３期事業計画にて設定した目標）の道外 50％外国人

34％を継続目標とした。また第５期北海道のくにづくり計画の定量目標として令和 7年度のリ

ピーター数を 570 万人と設定している。 

 

 

（２）その他の目標 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

（Ｒ１）
年度

（Ｒ２）
年度

（Ｒ３）
年度

（Ｒ４）
年度

（Ｒ５）
年度

（Ｒ６）
年度

道内 4,880 4,880 4,880

道外 700 700 700

（万人） 外国人 (320) (500) （-） （-） (-) (-)

計 5,690 6,000 R2年度以上 5,580 5,580 5,580

道内 4,441 3,123 3,234

道外 592 215 261

外国人 (244) 0 0

計 5,277 3,338 3,495

5,790,000 5,420,000 8,000,000

(590,000) (520,000) (1,500,000) （-） （-） （-）

5,101,442 4,465,824 7,018,374

WEBサイト (492,940) (624,741) (1,067,636) （-） （-） （-）

アクセス - - - 3,350,000 3,550,000 3,800,000

状況 - - - 700,000 750,000 800,000

1,553,352 1,999,742 3,199,553

(197,003) (352,734) (665,025) （-） （-） （-）

指標項目

5,370 5500

R4年度から、指標をUUに変更

実績

R2年度以上

PV(数）

UU(人)

●観光客
入込数

目標

目標

実績

目標

実績

 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※各指標項目の単位を記入すること。 
 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

必須 KPI と同じ 

【設定にあたっての考え方】 

 観光客入込客数 

上記行動計画の令和７年度目標値を基に設定 

 WEB サイトアクセス状況 

2022(R4)年度より目標指標を UU＝ユーザー数に変更。前年度実績（UU）の 5％程度増加を目標

値とした。 

 住民満足度 

不特定多数の地域住民を対象とした住民満足度のデータ収集について、特にコロナ後は、調査に関わ

る事業費用を捻出・予算化することが困難な状況であったため実施できていない。既存の人材育成な

ど受け入れ体制勢整備などの各種事業やセミナー、研修、イベント開催時などで観光事業者を含む一

般の方々を対象に取組内容に関わるアンケート調査の実施や観光経済波及効果（推計）分析により北

海道観光における地域経済への貢献度や観光の重要性が地域住民に理解が深まるよう広報にて情報発

信するなどの取組を行っている。次年度は不特定多数を対象としたデータ収集のための事業を検討

中。 
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７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

(1) 収入 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

 

(2) 支出 

年（年度）
2019（Ｒ１）年度 1,843,186,000 （円） 【会員会費収入】 99,178,000

【民間負担金収入】 4,000,000
【道補助金収入】 1,543,145,000
【国家補助収入】　 163,647,000
【市町村負担金】　　 16,350,000
【寄付金】　　　　　 1,000,000
【収益事業収入】 15,866,000

2020（Ｒ２）年度 2,363,989,000 （円） 【会員会費収入】　 47,753,000
【民間負担金収入】 4,000,000
【道補助金収入】 2,141,696,000
【国家補助収入】　 135,198,000
【市町村負担金】　　 17,533,000
【臨時特別支援金】 2,282,000
【収益事業収入】　　 15,527,000

2021（Ｒ３）年度 8,032,744,000 （円） 【会員会費収入】　 64,580,000
【民間負担金収入】 2,500,000
【道補助金収入】 7,795,342,000
【国家補助収入】　 116,362,000
【市町村負担金】　　 21,402,000
【収益事業収入】　　 32,558,000

2022（Ｒ4）年度 3,740,152,000 （円） 【会員会費収入】　 64,751,000
【民間負担金収入】 2,500,000
【道補助金収入】 3,473,677,000
【国家補助収入】　 143,844,000
【市町村負担金】　　 30,987,000
【収益事業収入】　　 24,393,000

2023（R５）年度 3,740,152,000 （円） （令和4年度と同額で仮定）
（未定）
2024（R6）年度 3,740,152,000 （円） （令和4年度と同額で仮定）
（未定）

総収入（円） 内訳
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年（年度）
2019（Ｒ１）年度 1,882,558,000 （円） 【事業支出計】                         1,752,777,000

・マーケティング調査
・受入環境の整備
・宣伝ツールの作成やＷＥＢツールでの情報発信
・国内プロモーション
・国際プロモーション　
【管理費支出計】                      129,781,000

2020（Ｒ２）年度 2,370,761,000 （円） 【事業支出計】                        2,282,523,000
・マーケティング調査
・受入環境の整備
・宣伝ツールの作成やＷＥＢツールでの情報発信
・国内プロモーション
・国際プロモーション　
【管理費支出計】                       88,238,000

2021（Ｒ３）年度 8,021,146,000 （円） 【事業支出計】                        7,918,192,000
・マーケティング調査
・受入環境の整備
・宣伝ツールの作成やＷＥＢツールでの情報発信
・国内プロモーション
・国際プロモーション　
【管理費支出計】                       102,954,000

2022（R4）年度 3,736,888,000 （円） 【事業支出計】                        3,627,650,000
・マーケティング調査
・受入環境の整備
・宣伝ツールの作成やＷＥＢツールでの情報発信
・国内プロモーション
・国際プロモーション　
【管理費支出計】                   109,238,000

2023（Ｒ5）年度 3,736,888,000 （円） （令和4年度と同額で仮定）
（未定）
2024（Ｒ6）年度 3,736,888,000 （円） （令和4年度と同額で仮定）
（未定）

総支出 内訳

 
 

(3) 自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
コロナの長期化により、会員の減少、会費減免対応等により会費収入が大きく減少し、財源確保が

大きな課題となっている。会員の新規獲得、事業の見直し、一般経費の更なる削減と自主事業によ

る新たな財源確保に取り組む。 
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８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

北海道は、広域連携 DMO である公益社団法人北海道観光振興機構と連携し、引き続き、道内全体の

観光振興に取り組んでまいります。 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ

と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

重複しない。北海道観光振興機構は、広域連携 DMO として、道内市町村・DMO や道内の観光関連事業

者に対して、これらの主体では実施することが難しい事業、これらの主体が実施するよりも効果お

よび効率が高まる事業を実施することをその役割とする。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 渋谷 和憲 

担当部署名（役職） 地域支援本部（本部長） 

郵便番号 060-0003 

所在地 札幌市中央区北 3西 7目 1 番 1緑苑ビル 1 階 

電話番号（直通） 011-231-2900 

ＦＡＸ番号 011-232-5064 

Ｅ－ｍａｉｌ k_shibuya@visithkd.or.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 北海道 

担当者氏名 宮崎 克規 

担当部署名（役職） 経済部観光局観光振興課（主幹） 

郵便番号 060-8588 

所在地 札幌市中央区北３西６丁目 

電話番号（直通） 011-231-4111(内線 26591) 

ＦＡＸ番号 011-232-4120 

Ｅ－ｍａｉｌ miyazaki.katsunori@pref.hokkaido.lg.jp 

 



法人名：公益社団法人北海道観光振興機構

【区域】 北海道
【設立日】 平成25年4月
【登録日】 平成29年11月28日
【代表者】 小金澤 健司
【マーケティング責任者（CMO）】佐々木 忍
【財務責任者（CFO）】近江谷 朋昭
【職員数】 常勤職員44人
（プロパー職員11人出向者33人）
【連携する主な事業者】

「世界が憧れる観光立国北海道」の実現

合意形成の仕組み

登録区分名：広域連携ＤＭＯ

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】

マーケティング調査：満足度、経済波及効果海
外富裕層調査委分析
国内誘客促進強化･旅行需要喚起事：ブロック記
者発表会、LINEによるプロモーション、
TVCM,WEB、新聞広告など
海外誘客デジタルプロモーション事業：欧州市
場に向けた公式ＳＮＳ（FB,Instagram)観光プロ
モーション動画配信（YouTube),イギリスレップ
事業

【観光資源の磨き上げ】
地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業

【受入環境の整備】

観光人材育成事業、ユニバーサルツーリズム推進
事業

広域観光周遊促進事業：二次交通データの高度化
新たな旅のスタイル
AT受入体制整備事業：ガイド育成、ブランド力向上
サイクルツーリズム

戦略

【該当する登録要件】 （該当番号）

① 正副会長会議・理事会・通常総会の開催（別紙：役
員一覧）

② 理事及び外部委員で構成する２つの専門部会（観光
政策検討、事業検討）と５つの分科会（アイヌ文化、
道南、道央、道東、道北）

【主なターゲット】

① 道内市場：道央圏在住のミドルシニア層団塊世代
のマイクロツーリズム

② 道外市場：大規模市場-3 大都市（東京、名古屋、
大阪）及びエアライン就航地、教育旅行（3 大都市
及び東北エリア）、SIT 市場（Special Interest 
Tour-特定目的旅行）国内ミレニアル世代

③ 海外市場：訪日客回復に向けた東アジア（中国、
韓国、台湾、香港）の大規模市場、国籍をまたい
だミレ二アル世代、欧米豪市場の AT 層

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

新たな旅のスタイル等を取り入れながら、感染
抑制と観光需要回復施策の両輪で進めてゆく。
本道の観光消費額の約7割は国内観光が支えて
いることから、当面は国内の旅行需要を増やす
ことに重点を置き、収束後のインバウンドの回
復、発展につなげてゆく。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

理事会（年５回開催）、専門部会・分科会（年
２回以上の開催）など、観光関連団体をはじめ、
経済団体、他産業団体、地域の観光協会や行政
など幅広い団体に情報共有、戦略策定に関する
ヒアリングや意見交換を実施。

人材育成、サービス向上・商品開発・基盤整備
などの受入体制整備事業や国内、海外プロモー
ションに関わる各事業を実施。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

マーケティング・マネジメントする区域

自然公園
・世界自然遺産（知床）
・ラムサール湿地（釧路湿原等13）
・国立公園（阿寒摩周、大雪等6）
・国定公園（網走、大沼等6）

文化・スポーツ
・文化（アイヌ、擦文）
・スポーツ（スキー、乗馬等）
・イベント（雪まつり、よさこい）
・温泉

食
・農水産物
・スウィーツ
・ワイン
・食文化（ジンギスカン等）

自然・生態
・野生動植物
・花（ラベンダー等）
・パウダースノー
・流氷（ガリンコ号等）

【主な観光資源】

記入日： 令和 4 年 9月 26 日

道内ＤＭＯ、経済団体、一次産業団体、旅行団体、
旅行会社、物産団体、宿泊団体、ホテル、旅館、観
光施設等、運輸団体、航空、ＪＲ、バス、レンタカー、
フェリー、飲食店、食品製造、商社、ドラックストア、
コンビニ、スイーツ、金融、テレビ・ラジオ、新聞、出
版社、広告代理店、シンクタンク、スポーツ団体等

【主な収入】会費、民間‣市町村負担金収入約6千4百万、国-道補助金等
収入約79億、収益事業約3千2百万、R3年度計約80億円【総支出】80億円
（管理費約１億、事業費約79憶）※2022年3月決算【自律的・継続的な活
動に向けた運営資金確保の取組・方針】新型コロナウィルス感染拡大の
影響により、会員の減少、会費減免対応等により会費収入が大きく減少
し財源確保が大きな課題となっている。会員の新規獲得、事業の見直し、
一般経費の更なる削減と自主事業による新たな財源確保に取り組む。

項目
2019
（R1）

2020
（R2 ）

2021
（R3 ）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
(R6)

旅行
消費額

(百万円)

目標
18,500

( 4,000 )
21,544

( 10,000 )
R2以上

（-）
R３以上

（-）
R３以上

（-）
R３以上

（-）

実績
15,159

( 4,323 )
4,354
（-）

5,481
（-）

延べ宿泊
者数

(万人)

目標
3,850
（850）

4,700
( 1,700 )

R2以上
（-）

3500
（-）

3500
（-）

3500
（-）

実績
3620

( 754 )
1,544
( 6.1 )

1,873
（7.4）

来訪者
満足度

(％)

目標

道内47
道外57
（60）

道内47
道外57
（60）

道内40
道外50

（-）

道内40
道外50

（-）

道内40
道外50

（-）

道内40
道外50

（-）

実績

道内72.4
道外87.6
( 95.2 )

道内30.7
道外36.1

(-）

道内35.7
道外46.9

（-）

リピーター
率

(％)

目標
50

( 30 )
50

( 30 )
50
（-）

50
（-）

50
（-）

50
（-）

実績
35.9

( 31.4 )
49.3
（-）

40.4
（-）

ＫＰＩ（実績･目標） ※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値


