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二 エコツーリズムについて
（一）本道におけるエコツーリズムの現状について
北海道と言えば自然環境と言われますが、実はエコ
ツーリズムの組織的、地域的な取組は大変遅れていた
と言えます。知床においても、道の存在感が乏しいこ
とが指摘されつつも、クマとの共生や、保全と活用の
バランスなどエコツーリズム推進方針が策定され、近
年になって弟子屈町が北海道ではじめて、エコツーリ
ズム推進地域の認定を受けたと承知しています。
これらのことが、国立公園満喫プロジェクトが阿寒
摩周国立公園に決まった要因になっていると思います
が、道としては，北海道におけるエコツーリズムの推
進状況をどのように捉え、課題をどのように把握し、
今後、どのように推進していく考えか伺います。

（二）阿寒摩周国立公園の満喫プロジェクトについて
環境省が主体となって進めていると承知をしていま
すけども、現在の状況はどのようになっていて、道と
してはどんな役割、連携をもっているのか伺います。
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（自然公園担当課長）
本道におけるエコツーリズムについてでありますが
エコツーリズムは、自然環境や伝統的な生活文化とい
ったいわゆる自然観光資源を損なうことがないよう、
知識を有するガイド等の案内などにより、利用者が知
識や理解を深め、体感していただくもので、観光振興
や環境の保全に関する意識の啓発にも結びつきますこ
とから、道内各地域において地元事業者・自治体など
が中心となり、様々な取組が展開されております。
一方で、こうしたエコツーリズムに関連する活動の
一部には、安全性や自然環境への影響などが懸念され
るものもございまして、特に、自然公園など自然環境
の保全が重視される場所で実施されるものに関しまし
ては、自然環境への影響など実態把握や監視も必要と
考えております。
エコツーリズムは、本道の豊かな自然環境を損なう
ことなく、その魅力を体感できますことから、道とい
たしましては、その趣旨を踏まえ、適切に実施されて
いる活動をホームページにより情報発信いたしますと
ともに、エコツーリズム推進のための国の交付金制度
についても事業者などに対し助言するなど普及に努め
てまいります。

（自然公園担当課長）
阿寒摩周国立公園満喫プロジェクトについてであり
ますが、阿寒摩周国立公園では、世界水準のナショナ
ルパークとしてブランド化を図るため、平成２８年に
実行計画となる「ステップアッププログラム」を策定
し、ツーリズムに関しましては、自然環境や伝統文化
を保護・維持し、本来のまま体験していただくため、
原生的な自然を開放することや、高品質・高付加価値
のインバウンド市場をつくることを基本的な考え方と
し、案内標識の多言語化やトイレのユニバーサル化な
ど、利便性の向上に努めるとともに、入山規制区域で
のガイド付き限定トレッキングツアーやマリモ観察ツ
アーなど、自然環境の保全を前提とした利用プログラ
ムの開発など、地域と一体となって取組を推進してき
たところでございます。
道では、関係機関や地元自治体、関係団体などによ
り設置したプロジェクト推進のための地域協議会の場
などを通じ、幅広く意見交換を行い、地域とともにツ
ーリズムの推進について検討にあたってきたところで
あります。
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（三）阿寒摩周以外の国立公園、国定公園の取組につ
いて
決算委員会でも若干の議論があったと承知をしてい
ますけども、私が危惧するところは、確かに切実なお
声ではあると思うんですけど、ハード面の要望が地域
から多く、そこがとても不安に思っております。そも
そも、自然環境にあふれているが故に欧米の基準に達
するようなエコツーリズムの基準であるとか、ガイド
の養成などが遅れていることは否めないのではないか
と思っています。
このコロナ禍で、ある意味、準備期間が用意された
という意識で、今までは大量に団体のお客さんが来る
のに対応して、木道を準備しなければいけないとか、
ゴミをどうするとかということだったと思いますが、
むしろ、お客さんをいい意味で選んでいけるような、
阿寒摩周以外の国立、国定公園地域においてもエコツ
ーリズムの推進について、より強く取り組むべきと考
えますが、見解を伺います。

エコツーリズムからアドベンチャートラベルへの
展開について
（一）アドベンチャートラベルについて
今まで環境生活部などが地道に取り組んできたエコ
ツーリズムをさらに、アドベンチャートラベルが知事
公約でもあるということを契機に、展開していくべき
ではないかという視点で伺いたいと思います。知事公
約でもあったアドベンチャートラベルサミットが来年
９月に予定されています。欧米を中心として、７２兆
円市場とされておりまして、例年であると８００人規
模の影響力のあるアドベンチャートラベル観光事業者
・関係者が集まる予定になっています。アドベンチャ
ートラベル関係者の特徴は、サスティナブルツーリズ
ム、持続可能な観光への意識が高いことです。ペット
ボトルの飲料は飲まないし、日本の過剰包装は賛同し
ない意識の高い人たちで、自然環境にもどうやって負
荷を与えないで、持続可能な観光をするかというとこ
ろをすごく意識します。その人たちに北海道の観光事
業者の観光プログラムだけでなく、日本の観光と違っ
て地域を歩きますから、地域の姿がどう見られるかは、
これからの北海道の自立した経営というところでいい
ますと、皆さんが提唱する地域循環共生圏に大きく影
響する課題だと私としては思っている訳であります。
私の認識としては，経済部を中心として進められて
いる現在のアドベンチャートラベルの推進において、
このサスティナブルツーリズム、持続可能な観光の基
準をしっかり地域として作っていく対応は鈍いものと
危惧しています。アドベンチャートラベル推進におい
て、経済部とどのように連携をもっているのか、また、
環境生活部としてどのような役割を果たすべきと考え
るか伺います。
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（自然環境担当局長）
国立公園等でのエコツーリズムの推進についてでご
ざいますが、道内では、現在、阿寒摩周国立公園のほ
か、支笏洞爺国立公園におきましても、満喫プロジェ
クトに準じた取組を展開しており、関係機関などが連
携して自然体験プログラムの開発や、地域で実施され
ている自然体験活動の情報収集・発信に取り組んでい
るところでございます。
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止する
ため、国際間の往来が困難となっており、また、国内
での旅行も断続的に制限がかかる中ではありますが、
今後を見据え、他の自然公園におきましても、自然環
境を損なうことなく、国内外からの多くの利用者に自
然の魅力を堪能していただくためエコツーリズムを推
進していく必要があると考えており、満喫プロジェク
トをモデルとして公園の新たな魅力の掘り起こしや磨
き上げ、受入れ環境整備や情報発信の強化に取り組み
ますとともに、新たな自然体験プログラムの開発やガ
イドの育成など、地域や関係機関が主体となった活動
を推進してまいります。

三

（自然公園担当課長）
アドベンチャートラベルの推進についてであります
が、本道は、広大で豊かな自然、アイヌ文化や縄文文
化といった地域資源、多様なアウトドアアクティビテ
ィーを楽しめる環境、さらには食や温泉などの魅力あ
るコンテンツに恵まれており、道では、アドベンチャ
ートラベルを推進するため、経済部を中心にワールド
サミットの誘致や様々な媒体によるＰＲやセミナー、
ガイド育成など受入れ体制の整備に取り組んでおり、
当部としても自然公園や文化活動に関する情報など、
構成要素となり得る資源や取組等について情報を共有
しているところであります。
当部といたしましては、自然公園を始めとした本道
の優れた自然環境を持続的に活用できますよう、また、
我が国の先住民族であるアイヌの方々の文化などを国
内外の多くの方々に体感していただけますよう、経済
部と連携して取り組んでまいる考えであります。
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（二）エコツーリズムとアドベンチャートラベルの差
異の認識について
旧来の観光事業面に寄り添う連携の取り方ではいけ
なくて、このアドベンチャトラベルは一貫して、事業
として北海道運輸局がリーダーシップをとって進めて
きておりまして、道の存在価値が非常に弱いと感じて
います。私としては、広域自治体である道としての役
割は、エリアごとの、例えば国立公園、国定公園を一
つのモデルとしてしっかり高い環境基準を観光プログ
ラムや観光事業者・宿泊事業者に対して打ち出してい
くことだと思う訳です。
一つの事例としては、阿寒で既に取り組もうとして
いることがあるのですが、ＧＳＴＣ、Global Sustain
able Tourism Council、世界の持続可能な観光の基準
の認証機関がありまして、ここの認証機関の特徴は、
宿泊事業者や、あるいは、地域が自分たちで選定して、
手を上げられる。手を上げるのもこういう目標を掲げ
ており、私達は今ここの段階ですと表明することが認
証の条件になっており、このアドベンチャートラベル
とGSTCはセットとなっている。そこの部分を経済部だ
けに任せていると非常に弱いと私は危惧している訳で
す。
そこで改めてここで、エコツーリズムとアドベンチ
ャートラベルの差異について認識してもらうために伺
う訳ですけれども、前段にエコツーリズムについて、
これまでどうなっていましたかと聞いてきました。世
界でこうなっているから、あそこでやっているからや
っていけではなく、北海道で既にやってきた、積み上
げてきたことに価値があるから、聞いてきているので
すけれども、従来のエコツーリズムと農政部主体で進
んだグリーンツーリズムなどが包括して、さらに付加
価値の高くなったツーリズムが私はアドベンチャート
ラベルであると考えているのですが、まだまだ、北海
道においてはアドベンチャートラベルと聞いても、日
帰りの数千円の例えばラフティングだったり、要は北
海道の自然資源を消費するプログラムになっている。
このアドベンチャートラベルの平均的な旅パターン
は、平均７～８日滞在して、移動もトレッキングであ
ったり、乗馬であったり、カヌー、サイクリングなど
も取り入れて、知床で起きているような観光スタイル、
車の渋滞などは、解消されたり、あるいは、トレイル
にするので、一局集中を防げる利点もある訳です。
国立公園・国定公園とも保全と活用が求められる中
で、環境側にも意識改革が必要であり、このエコツー
リズムからアドベンチャートラベルへの意識改革が私
は必要だと考えますが、このエコツーリズムとアドベ
ンチャートラベルの差異をどのように認識し、その認
識を踏まえて、どう対応すべきと考えるか見解を伺い
たいと思います。
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（自然環境担当局長）
エコツーリズムとアドベンチャートラベルについて
でございますが、エコツーリズムは、自然環境や伝統
的な生活文化といった自然観光資源を保全しながら体
感する活動であり、社会貢献やサスティナビリティを
重視することが特徴である、一方、アドベンチャート
ラベルは、
「アクティビティ」、
「自然」、
「異文化体験」
の３つの要素の内、２つ以上で構成される旅行形態と
されておりまして、レジャーとしての観光の側面を持
っているものと認識しております。
今後は、エコツーリズムの考え方の下、道内各地の
自然や歴史、文化などの多様な地域資源の保全に努め
つつ、アドベンチャートラベルも視野に入れ、地域と
連携しながら、利用者のニーズに応じたアクティビテ
ィの開発を推進するとともに、阿寒摩周国立公園で進
めている「満喫プロジェクト」の成果を他の自然公園
にも展開するなど受入れ環境の整備に努め、本道の地
域資源の魅力の磨き上げと発信の強化を図ってまいり
ます。

－ 3 －

質

問

要

旨

答

（指摘）
文化面のことも含めてアドベンチャートラベルの認
識についてご答弁いただいたことは評価したいと思い
ます。さらに指摘したいことは、環境について高い基
準を誰が打ち出していくのかというと環境生活部しか
ないと思う訳で、例えば、縄文の世界遺産やアイヌ文
化のことを、皆さん、発信していこうとおっしゃって
いましたが、そこが持っている世界観とそういうアク
ティビティとか施設を見たお客さんたちが、地域に行
ったら普通にプラがあります、化石燃料の車が走り放
題ですという世界観で本物のおもてなし、「観光立国
北海道」と言えるのかどうか、という岐路にあると思
っています。
今回は指摘とさせていただきましたけれども、私と
しては、このＧＳＴＣの基準をしっかり道としても、
地域を限定してモデル的にでもチャレンジしていただ
きたい。特に、国立公園・国定公園については、目標
設定を公園入込数でなく、そういう基準を掲げた地域
がいくつあるのかということを道の基準にするとか、
指標設定のあり方を根本から見直していただきたいと
思います。
さらに加えれば、カーボンゼロという視点でいけば、
これもずっと議論させていただきましたけれども、長
野県がリゾート地に再生可能エネルギーを集中するこ
とにより、「ＲＥ１００」という、これは世界認証で
すけれども、持続可能な観光リゾート地であると世界
に向けて宣言している訳です。北海道、何をやってい
るんですかという形になりますけれど、いいことをや
るのであれば、２番目でも３番目でもいいので､マネ
をしてくださいということです。環境基本計画に地域
循環共生圏という考え方を入れた訳ですから、ワンポ
イントでもいいから、環境生活部の事業で実施しない
で、農政部や経済部に物言い出来ないですよね。そこ
を是非しっかりやっていただくことを指摘申し上げ
て、私の質問を終わります。
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