
報告第１号 令和３年度 事業報告について 

 

令和３年度 事業概要 

 

 令和３年度は、令和２年度と同様に新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、航空機、

ＪＲ、バスの減便、クルーズ船の寄港や各種イベントの中止等により、釧路地区上期の観

光客入込数（９４８，７５０人）は、大幅な減少が続く厳しい状況となりました。 

 ワクチン接種の進行などにより段階的な行動制限の緩和はありましたが、全国的なまん

延防止等重点措置や緊急事態宣言の発出による外出・往来自粛が長期間続き、観光関連産

業は極めて深刻な事態となりました。 

 

 このような状況の中、釧路市補助事業（新型コロナウイルス感染症対応地域創生臨時交

付金）のひがし北海道連携国内誘客事業では、釧路市、帯広市、網走市が連携し、ひがし

北海道への誘客促進のための情報発信と、宿泊支援事業を実施いたしました。 

釧路市においては、宿泊者に３，０００円相当のサービスを提供する宿泊施設を支援す

る「ステイクシロキャンペーン」を実施いたしました。 

 

 ９月に開催されたＡＴＷＳ２０２１バーチャル北海道／日本には、アドベンチャートラ

ベルの新たな市場として釧路エリアを売り込む大きなチャンスと捉え参加いたしました。   

欧米豪を中心とする５８ヵ国から旅行会社やメディア関係者が集う、オンライン商談

会・交流会において、釧路湿原国立公園・阿寒摩周国立公園のアクティビティと魅力を発

信いたしました。 

 また、北海道観光振興機構の「地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業」を活用し、

釧路市を拠点としたアドベンチャートラベル商品造成・販売事業を実施いたしました。 

釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立公園、厚岸霧多布昆布森国定公園の自然と地域産業等

を組み合せたストーリー性のあるアドベンチャートラベルコンテンツを造成、モニターツ

アーを行い、商品化に向けて取り組んでまいりました。 

 

環境省の「国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業費」を活用

し、ひがし北海道２大国立公園アドベンチャーキャラバン造成事業を実施いたしました。  

阿寒摩周国立公園から釧路湿原国立公園へのキャンプ、カヌー、サイクリング等のアク

ティビティを組み合わせた新しいアウトドア体験コンテンツとして、モニターツアーを実

施し、当協会オリジナルツアーの商品化に向けて取り組んでまいりました。 

 

観光庁の「既存観光拠点再生・高付加価値化事業」を活用し、釧路川リバーサイド観光

拠点化に向けた、リバーサイドの魅力を発信する実証実験イベントとして、「釧路川リバー

サイドＬＡＢＯ」を実施いたしました。 

密を避けたアウトドアイベント、リバーサイドカフェ、散策ガイドツアー、ＣＡＲ Ｓ

ＴＡＹ ＰＡＲＫＩＮＧ等コロナ禍における新しいスタイルのイベントとして開催いたし

ました。 以下、各事業に取り組んでまいりました。 
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１ 国内観光客誘致事業  

 （１）国内観光推進業務 

ア たんちょう釧路空港利用促進のための航空会社訪問 

・日  程  １０月１０日～１０月１４日 

・内    容  ＪＡＬ、ＡＮＡ、ＡＩＲＤＯ、ＨＡＣ、Ｐｅａｃｈへ就航の

御礼と継続・期間延長等を、フジドリームエアラインへはチ

ャーター便の就航を要望した。 

      ・参 加 者  専務理事 

 

イ ひがし北海道観光素材説明会 

      ・日  程  １０月２５日～１０月２８日 

      ・内  容  ひがし北海道自然美への道ＤＭＯが主催する素材説明会へ参 

加し、札幌・大阪・東京地区における周知を図った。 

      ・参 加 者  事務局長 

 

  ウ 大阪・東京旅行会社プロモーション 

     ・日  程  １２月５日～１２月８日 

     ・内  容  旅行需要の回復を見据え、釧路地域への観光客誘致を進める

ため誘致セールスプロモーションを行った。 

     ・参 加 者  観光推進室係員 

 

 （２）第１８回釧路大漁どんぱく 

      ・日  程  ９月１０日～９月１２日（新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止）  

      ・内  容  すえひろはしご酒大会（前夜祭）・花火大会・ステージ催事・

どんぱく屋台・いい味イキイキくしろ・農業農村フェア他 

  

 （３）いい味イキイキくしろ 

     釧路大漁どんぱく構成イベントとして、釧路の味覚を情報発信 

       ・日  程  ９月１１日（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

      ・内  容  味覚まつり（釧路そば祭り･釧路ラーメン･くしろ寿司祭り･ 

くしろ炉端･地酒･くしろ菓子祭り） 

  

２ 海外観光客誘致及び交流事業 

 （１）ＡＴＷＳ２０２１バーチャル北海道／日本 

      ・実施期間  ９月２０日～９月２４日 

      ・内  容  欧米豪を中心に５８ヵ国から旅行会社やメディア関係者が集

うオンライン商談会・交流会等へ参加し、釧路湿原国立公園・

阿寒摩周国立公園の魅力、アクティビティの紹介等を旅行会

社８社、メディア関係者１５社へ紹介した。 
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      ・参 加 者  事務局長・ＤＭＯ推進室室長 

 

 （２）「新たな旅のスタイル」の普及促進事業商談会 

 ・日  程  １０月１５日 

・内  容  コロナ後のインバウンド需要の回復を見据え、感染リスクを

避けた滞在コンテンツ及び旅行商品造成に向けた商談会へ参

加し、旅行会社４社と商談を行った。 

・参 加 者  事務局長 

 

 （３）台湾デジタルプロモーション事業 

・日  程  １２月２３日～１月２１日 

・内  容  台湾国内の訪日関心層に向け、モバイルアドネットワーク「Ｖ

ｐｏｎ」を活用して、台湾向けＷＥＢサイトラーチーゴー内

の釧路、阿寒の観光情報「冬のひがし北海道観光情報ランデ

ィングページ」及び釧路・阿寒観光公式ＷＥＢサイトへのア

クセス誘導のための広告バナーを展開した。 

台湾国内バナー掲出数 ９，４９０，６４３回 

バナークリック数      ３３，５０８回 

 

 （４）ひがし北海道オンラインセミナー 

・日  程  ３月１０日 

・内  容  コロナ後を見据え、台湾の旅行会社４社を対象としたオンラ

イン商談会へ、釧路エリアチームとして阿寒観光協会まちづ

くり推進機構・宿泊事業者とともに参加し会談を行った。 

・参 加 者  事務局長・観光推進室係員 

 

３ ＭＩＣＥ関係事業 

 （１）北海道ＭＩＣＥ誘致推進協議会実務者会議 

      ・日  程  ５月１９日（オンライン） 

             ８月１１日（オンライン） 

             １０月２８日（札幌市） 

             ３月２３日（オンライン） 

      ・参 加 者  観光推進室主任 

 

 （２）北海道観光振興機構主催「ＭＩＣＥ誘致支援事業」 

・日  程  １０月４日～１０月８日（オンライン商談会） 

・内  容  ＭＩＣＥ意見交換会、オンライン講演会に参加したほか、オ

ンライン商談会ではフィリピン、マレーシアなどの旅行会社

１４社と商談し、インセンティブツアーに向けたコンテンツ

を紹介した。また、北海道及び北海道観光振興機構による当
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地の新コンテンツ視察及び意見交換会を行った。 

・参 加 者  観光推進室主任・係員 

 

 （３）北海道ＭＩＣＥ誘致推進協議会主催「北海道ＭＩＣＥ商談会ｉｎ東京」 

・日  程  １１月１５日 

・内  容  ２年ぶりのリアル開催となり、旅行会社、ＰＣＯ及びＭＩＣ

Ｅ主催社約５０社が参加。９社と商談し、コンテンツ紹介、

情報交換を行った。 

・参 加 者  観光推進室主任・係員 

 

（４）ＭＩＣＥフォローアップ 

・日  程  １１月１６日 

・内  容  日本油化学会（２０２２年開催を予定した国際会議、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により２０２７年に再設定）及

び阪急交通社法人団体営業本部（修学旅行誘致）を訪問。 

・参 加 者  観光推進室主任・係員 

 

（５）第３１回国際ＭＩＣＥエキスポ（ＩＭＥ２０２２）オンライン 

      ・日  程  ２月１６日～２月１７日 

・内  容  北海道ＭＩＣＥ誘致推進協議会の構成員として参加。帯広市

との同一ブースにおいて、国内外５社と商談を行った。 

・参 加 者  観光推進室主任・係員 

 

（６）ＭＩＣＥ受入・開催支援 

      ・来釧する方々へ歓迎の意を表すため、釧路商工会議所と共催し、歓迎ポス 

       ターを作成、主要観光施設、商店街等へ配布・掲示した。 

・釧路市で開催される大会・会議・イベントの情報をウェブサイトに掲載。 

      ・２０２１、２０２２年度開催予定の大会、会議に対する補助金申請手配。 

 

 （７）ＭＩＣＥパンフレットのリニューアル及び作製 

     「ＭＩＣＥ ｉｎ釧路」（日本語）及び「ＭＩＣＥ ｉｎ Ｋｕｓｈｉｒｏ」（英語）

をリニューアル発行した。 

 

４ 観光宣伝事業 

 （１）北海道の物産と観光展 

      道外百貨店「北海道の物産と観光展」においてパンフレット提供を行い、観光

と物産ＰＲに努めた。  

      ・北海道･釧路市主催会場   ２１市 ２５会場 

      ・釧路市自主参加会場    ５２市１０６会場 
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（２）観光客誘致宣伝活動 

     ホームページ（日本語・英語・中国語繁体字・中国語簡体字）による観光情報

を発信し、問合せ、観光資料の提供等に対応した。 

 

 （３）釧路修学旅行ガイド作成 

     教育旅行誘致のための着地体験情報を提供するガイドブックを作成した。 

・部  数  ９００部 

 

５ 受入体制推進事業 

（１）釧路市観光案内所の運営 

      ＪＲ釧路駅構内において、観光情報案内サービスを行った。 

      ・期  間  通年（年末年始休業） 

      ・件  数  １１，８０３件 

 

（２）接遇応対セミナー 

     接遇応対の基本に立ち返り、「お客様に選ばれるための心に響く接客」をテーマ

に日本航空客室乗務員を講師に迎えセミナーを実施した。 

      ・日  程  １０月５日 

        ・主  催  釧路商工会議所・釧路観光コンベンション協会 

・会  場  道東経済センタービル 

・参 加 者  ２２名 

 

６ ＤＭＯ推進体制強化事業 

（１）釧路川リバーサイド観光拠点化事業 
ひがし北海道における釧路市中心部の観光拠点化と受入環境整備 

ア 観光コンシェルジュ 
・場  所  釧路市フィッシャーマンズワーフＭＯＯ 
       アウトドアショップ「ＥＨＡＢ」内 
・内  容  各種観光情報の提供 
  （ア）観光案内 

（イ）オリジナル体験商品販売 
（ウ）体験コンテンツ紹介・手配 

 
イ レンタサイクル 

・日  程  ４月２９日～１１月１４日 
・内  容  市街地周遊サイクリングＭＡＰ付き自転車の貸出 

（電動自転車３台、マウンテンバイク２台、ミニベロ２台） 
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（２）観光協会オリジナル土産品の販売実績 

       ・令和３年度 販売実績（総計） 

        売 上 高  ２１,２４０円（前年比 △８４,２００円） 

        利  益   ５,２７０円（前年比   △３,８７５円） 

      ・商品取扱状況 

       「やちぼサブレ」取扱店舗２店 

 
（３）観光庁：世界に誇る観光地を形成するためのＤＭＯ体制整備事業 

     英語通訳ガイド人材育成事業 

      ・内  容  外国人旅行者に、釧路の魅力を十分に満喫していただく取組

として、英語対応によるガイド人材育成事業を実施した。 

ア 第１回勉強会 

・日  程  ９月４日 

・内  容  勉強会全体説明と釧路湿原国立公園についての講座 

・参 加 者  ７名 

 

イ 第２回勉強会 

・日  程  ９月２５日 

・内  容  釧路湿原細岡展望台周辺ガイド実践トレーニング 

・参 加 者  ７名 

 

ウ 第３回勉強会 

・日  程  １０月１６日 

・内  容  釧路湿原史跡・北斗遺跡ガイド実践トレーニング 

・参 加 者  ５名 

 

エ 第４回勉強会 

・日  程  １１月１３日 

・内  容  街中ガイド・釧路市立博物館ガイドについての講座 

・参 加 者  ７名 

 

オ 第５回勉強会 

・日  程  １２月４日 

・内  容  釧路川リバーサイド街中ガイド実践トレーニング 

・参 加 者  ６名 

 

カ 第６回勉強会 

・日  程  １月２２日 

・内  容  釧路市立博物館ガイド実践トレーニング 

・参 加 者  ６名 
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キ 第７回勉強会 

・日  程  ２月１９日 

・内  容  学習振り返り、英語でのコース発表、ガイドアドバイス 

・参 加 者  ５名 

 

（４）環境省：国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業費 
『“ひがし北海道”２大国立公園アドベンチャーキャラバン造成事業』 
・日  程  ９月１４日～９月１６日 
・内  容  ２つの国立公園（阿寒摩周・釧路湿原）をカヌーやサイクリ

ング、キャンプ泊をしながら移動するモニターツアーを実施

し、ソロキャンプ向けの商品造成に向けて検証した。 

・参 加 者  ４名 

 
（５）観光庁：既存観光拠点再生・高付加価値化事業 

『釧路川リバーサイドＬＡＢＯ』 
      ・日  程  １０月１日～１０月１０日 

・内  容  釧路川リバーサイドの活性化に向けた、密を避けたアウトド

アイベントとして、フットパス等の既存イベントに、リバー

サイドカフェや宝探しイベント等の新規コンテンツを融合

し、コロナ禍における新しいスタイルのイベント実証実験を

行った。 

・参 加 者  １，２００名 

        （ア）ＣＡＲ ＳＴＡＹ ＰＡＲＫＩＮＧ 

        （イ）リバーサイドライナー 

        （ウ）アウトドアイベント／リバーサイドカフェ 

        （エ）Ｅ－ＢＩＫＥ ＦＵＮ ＴＲＩＰ！釧路 

        （オ）くしろ元町ウォーク 

        （カ）釧路川リバーサイド散策ガイド 

        （キ）釧路ゆめこい渡し 

        （ク）釧路ピクニッククルーズ 

        （ケ）釧路川リバーサイドバスツアー 

 

（６）北海道観光振興機構：地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業 
    釧路市を拠点としたアドベンチャートラベル商品造成・販売事業 

・日  程  １０月１８日～１０月２１日 
・内  容  釧路市を拠点とした釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立公園、

厚岸霧多布昆布森国定公園の自然と、地域産業等を組み合せ

たストーリー性のあるアドベンチャートラベルコンテンツを

造成し、モニターツアーを実施した。 
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・モニターツアー/アドベンチャーコンテンツ 
       （ア）アトサヌプリトレッキング（硫黄山トレッキング） 
       （イ）霧多布湿原サンセットカヌー＆ウニ丼づくり 
       （ウ）別寒辺牛湿原カヌー＆牡蠣場で牡蠣剥き体験 
       （エ）釧路湿原キラコタン岬トレッキング 

 

７ 釧路市補助事業（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 

（１）ひがし北海道連携国内誘客事業 

・日  程  ４月１７日～１０月３１日 

・内  容  釧路市、帯広市、網走市が連携し、ひがし北海道への誘客促

進のための情報発信と、宿泊支援事業を実施した。釧路市に

おいては、北海道居住者が宿泊した際に３，０００円相当の

サービスを提供する宿泊施設を支援する「ステイクシロキャ

ンペーン（前期）」を実施した。 
 

（２）ホテル等宿泊促進支援事業 

・日  程  １０月１５日～２月２８日 

・内  容  情報発信とともに前述の「ステイクシロキャンペーン（後期：

対象を全国に拡大）」を実施。多くの宿泊施設が支援金を消

化していたことから、希望宿泊施設への追加支援を行った。

宿泊の他、土産品・飲食店などへ大きな波及効果が見られた。 

 

８ 水のカムイ観光圏事業 

 （１）滞在コンテンツ造成事業 

     ＡＴＷＳ２０２１バーチャル北海道／日本へ参加し、海外ＡＴバイヤー等とオ

ンライン商談会を行った。また、オンライン商談会のＰＲ素材として、水のカム

イ観光圏エリアの紹介、アクティビティコンテンツ等の動画を作成した。 

 

（２）移動の利便性の向上（アクセス整備） 

    阿寒バス「釧路知床号」「知床釧路号」の定期観光バスの運行区間のうち、阿寒

湖温泉及び道の駅摩周温泉の乗降部分を当圏域における観光圏ネットワークバス

とみなし支援を行った。また、パンフレットや水のカムイ観光圏ＷＥＢサイトに

おいて情報を発信した。 

     ・釧路知床号   ２月１日～３月５日運行 

   ・知床釧路号   ２月２日～３月６日運行 

 

（３）プロモーション事業 

ア 海外向けＳＮＳによる情報発信 

・ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）英語投稿 
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   イ ＪＮＴＯへのＷＥＢサイト記事掲載 

      ・コロナ後を見据えた海外への情報発信 

 

   ウ ＪＮＴＯ ＳＮＳ ＬＩＶＥ配信 

      ・水のカムイ観光圏における冬季観光の魅力を、ＪＮＴＯのＦａｃｅｂｏｏ

ｋにより国内外へライブ配信した。 

 

 （４）観光圏ホームページ維持管理事業 

      ・ポータルサイト維持管理 

      ・ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉの提供 

 

（５）全国観光圏マーケティング調査 

     ・夏期：８月～９月／冬期：１月実施 

 

（６）住民が一体となった観光地域づくりの推進事業 

    北海道経済産業局と釧路市の共同主催により「ひがし北海道アドベンチャーツ

ーリズムセミナー」を開催し、「ＡＴＷＳ２０２１バーチャル北海道／日本」にお

ける当圏域で行った商談内容及び２０２３年リアル開催への取り組みに向けた発

表を行った。 

・日  程  ２月２日（オンライン開催） 

・内  容  ひがし北海道アドベンチャーツーリズムセミナー 

 

（７）全国観光圏推進協議会協力事業 

・人材育成研修 

      ・全国観光圏推進協議会参加 

      ・ＶＪＴＭ出展 

      ・ＵＤＪ全国観光圏共通情報発信 

 

９ 観光行事等の後援・協賛 

     ・釧路川治水１００年記念事業／４月１日～３月３１日 

・第３７回くしろ霧フェスティバル／７月２３日～７月２５日 

・第８回こども鶴の絵コンテスト／１０月１日～１１月３０日 

・くしろオータムナイトドローンショー／１０月３０日 

・第１０回タンチョウフォトコンテスト／１２月２０日 

・プロムナードフェスティバル 大人が贈るくしろエール花火大会２０２２ 

／３月１２日 

・第１６回全日本少年アイスホッケー大会(中学生・男子の部) 

／３月２５日～３月２９日（中止） 
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１０ 組織活動 

 （１）通常総会 

      ・７月 ２日 釧路プリンスホテル ２階 鶴の間  

 

（２）理事会 

   ・５月１７日 釧路市観光国際交流センター ２階 視聴覚室 

      ・３月２９日 釧路市観光国際交流センター ２階 視聴覚室 

 

（３）指定管理受託施設の利用状況 

      ・釧路市観光国際交流センター     ３４３件 

      ・釧路市湿原展望台       ３７，６３０人 

（個人 ３５，５５９人・団体 ２，０７１人） 

      ・幸町緑地                ２０件 

 

（４）自主財源の確保 

      ・観光名刺販売      １６種 

      ・観光望遠鏡の設置     ６台（湿原展望台） 

      ・自動販売機の設置     ８台（交流センター５台･湿原展望台３台） 

      ・釧路市湿原展望台レストラン及び売店営業 

      ・旅行商品の販売 

      ・土産品の販売 

  

（５）機関紙及びメールマガジンの発行 

      ・釧観協だより 第５４号（１月４日発行） 

      ・メールマガジン４回 

 

（６）関係団体との連携強化 

・「ＥＨＡＢ」開店式 

        ４月１５日  会長 

・釧路市防火管理者連絡協議会 

  ４月２０日  ＤＭＯ推進室係員〔総会〕 

  ７月２９日  ＤＭＯ推進室係員〔役員会〕 

 １０月２２日  ＤＭＯ推進室係員〔研修会〕 

  ３月２５日  書面会議〔役員会〕 

・くしろ広域観光誘致推進協議会 

        ４月２６日  事務局長〔幹事会〕 

        ６月 ７日  書面開催〔総会〕 
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・釧路長期滞在ビジネス研究会 

 ４月３０日  専務理事・事務局長〔総会〕 

１１月３０日  専務理事 

 ３月２４日  専務理事 

      ・釧路地方総合開発促進期成会 定期総会 

        ５月１８日  書面開催 

      ・釧路港利用整備促進協議会 総会 

        ５月１８日  書面開催 

      ・釧路市地域雇用創造協議会 総会 

        ５月２１日  書面開催 

      ・釧路市平和都市推進委員会 

        ５月２８日  書面開催〔正副委員長会議〕 

        ６月２５日  書面開催〔定期総会〕 

        ８月１５日  専務理事〔平和祈念式〕 

        ３月２８日  書面開催〔正副委員長会議〕 

・釧路地方法人会 定時総会 

  ６月 ３日  専務理事 

・第７４回くしろ港まつり会 総会 

  ６月 ８日  書面開催 

・北方領土復帰期成同盟釧路地方支部 

  ６月 ８日  書面開催 

  ６月１６日  書面開催 

・釧路観光連盟 定期総会 

  ６月 ９日  書面開催 

・釧路市民憲章推進協議会 定期総会 

  ６月１０日  書面開催 

・第１７回釧路港舟漕ぎ大会 総会 

  ６月１０日  書面開催 

・第３７回くしろ霧フェスティバル 

  ６月１５日  専務理事〔事務局開き〕 

  ７月２３日  会長〔開会式〕 

・釧路日韓友好親善協会 通常総会 

  ６月１５日  書面開催 

・釧路市中心市街地活性化協議会 

  ６月１８日  書面開催 

・第６７回くしろ市民北海盆踊り会 役員会･総会 

  ６月２８日  書面開催 

・釧路みなとオアシス協議会 総会 

  ７月 ２日  書面開催 
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・釧路定住自立圏共生ビジョン懇談会 

  ８月 ３日  書面開催 

 １０月１８日  書面開催 

・釧路イベント協議会 

 １０月 ５日  事務局長〔総会〕  

       ３月１８日  事務局長〔臨時総会〕 

・釧路市姉妹都市協議会 総会 

 １０月１１日  書面開催 

・釧路新聞社創刊七十五周年記念式典 

 １０月２２日  会長 

・ＨＡＣ友の会くしろ 定時総会 

 １１月 ７日  専務理事 

・くしろ冬まつり会  

 １１月２４日  専務理事〔役員会･総会〕 

・釧路市観光ポスター制作業務委託公募型プロポーザル審査委員会 

 １２月１６日  専務理事 

  ２月２５日  専務理事 

・第８回こども鶴の絵コンテスト審査委員会 

 １２月１７日  専務理事 

・ＪＴ喫煙所固定灰皿贈呈式 

 １２月２２日  専務理事 

・釧路市新年交礼会 

  １月 ５日  会長･専務理事･事務局長 

・釧路空港の運営に関する協議会 

  ２月１８日  事務局長〔幹事会〕 

  ３月２４日  事務局長 

・釧路･阿寒イオル協議会 

  ２月２１日  書面開催 

・釧路チューリップフェア実行委員会 総会 

  ２月２４日  書面開催 

・釧路湿原自然再生協議会 

  ３月１６日  専務理事 

  ３月２２日  専務理事〔地域づくり小委員会〕 

・釧路クルーズ振興部会 

  ３月１６日  書面開催 

     ・くしろサイクルツーリズム推進協議会 

       ３月１８日  事務局長〔運営部会〕 
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