
 

 

 

 

 

国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関する 

ワーキング・グループ 

実施状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 2 月 

国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関するワーキング・グループ 

資料３－２ 



＜目次＞ 

 

はじめに          P.01 

 

１．ワーキング・グループにおけるヒアリングについて   P.02 

第 1 回ワーキング・グループ      P.02 

「地域住民や自然との調和のとれた国際競争力のある 

スノーリゾート地域づくり」 

第 2 回ワーキング・グループ      P.06 

「通年経営・事業継続に向けた取組」 

第 3 回ワーキング・グループ      P.11 

「施設の安全管理、スノーリゾート地域の開発」 

 

２．ワーキング・グループの議論での取りまとめ    P.15 

（参考資料） 

スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会              P.18 

ワーキング・グループの設置について 

 

  



1 

はじめに    

 

 国内外のスノーリゾート地域やスノースポーツの現状及び課題について幅広く、調査・分

析し、今後の方向性を検討するため、有識者 15 人によるスノーリゾート地域の活性化に向け

た検討会が、平成 27 年 1 月に、観光庁において設置された。 

 同検討会は、これまで 4回にわたり議論・現地視察等を行い、平成 27 年 6 月 3 日に、スノ

ーリゾート地域の現状と課題、及び今後の検討の方向を内容とする中間報告をとりまとめた。 

この中間報告において示された課題について更に議論を深めるため、同検討会のもとに、2

つのワーキング・グループとして、「利用者にとって魅力あるスノーリゾートの在り方に関す

るワーキング・グループ」、「国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関するワーキ

ング・グループ」を設置し、検討を行った。 

このうち「国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関するワーキング・グループ」

では、平成 27 年 12 月から平成 28 年 3 月にかけて、1．地域住民や自然との調和がとれた国

際競争力のあるスノーリゾート地域づくりについて、2．通年経営や事業継続に向けた取組、

3．施設等の安全管理、スノーリゾート地域の開発、の 3つのテーマで検討を行った。 

なお、ワーキング・グループの実施にあたっては、別途、委員以外の有識者や関係省庁に

も出席いただき、ヒアリング等を実施した。 

 本報告書は、当ワーキング・グループの実施状況をとりまとめたものである。 
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１．ワーキング・グループにおけるヒアリングについて 

「国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関するワーキング・グループ」では、主に事業

者の視点で国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方について整理するため、委員以外の有識者

や関係省庁にも出席いただき、ヒアリング等を実施し、議論を深めた。 

第 1回ワーキング・グループでは、「地域住民や自然との調和がとれた国際競争力のあるスノーリ

ゾート地域づくりについて」、第 2回ワーキング・グループでは、「通年経営や事業継続に向けた取組

について」、第 3回ワーキング・グループでは、「施設等の安全管理、スノーリゾート地域の開発につ

いて」の 3つのテーマで検討を行った。 

各ワーキング・グループの詳細については、以下のとおり。 

第 1 回ワーキング・グループ 

 地域住民や自然との調和がとれた国際競争力のあるスノーリゾート地域づくりについて 

 日  時：平成 27 年 12 月 24 日（木）13 時～15 時 

 場  所：中央合同庁舎 3号館 8階観光庁国際会議室 

 出 席 者： 

【委員】本保主査、阿部委員（代理：中澤観光誘客課課長補佐）、奥委員、後藤委員（代理: 株式

会社プリンスホテル荒原事業企画部長兼事業推進室長）、田村委員（小山田産業建設部長

兼商工観光課長）、村上委員、屋井委員、山田委員、フィンドレー委員 

【ヒアリング対象者】 

 ニセコ町 商工観光課 課長 前原 功治 氏 

【関係省庁等】 

 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 企画官 渡部 良和、専門官 高下 栄次 

 スポーツ庁 参事官（民間スポーツ担当）付 参事官補佐 松山 大貴 

 国土交通省 国土政策局 地方振興課 課長補佐 長谷 英昭 

 ＪＮＴＯ（（独）国際観光振興機構） インバウンド戦略部長 蜷川 彰 

 議事概要： 

・  前原氏に対し、地域住民や自然との調和のとれた国際競争力のあるスノーリゾート地域づくり

についてヒアリングを行った。 

・  その後、地域住民や自然との調和のとれた国際競争力のあるスノーリゾート地域づくりについ

て意見交換を行った。 
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 議  論：まず、前原氏からヒアリングを行った。前原氏からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング①：ニセコ観光圏の現状について／ニセコ町商工観光課 

□ニセコは、ニセコアンヌプリ山を中心に、 

 倶知安町、ニセコ町、蘭越町、共和町の 4町からなる。 

□山岳リゾートであるが海に近く、日本海で水分を蓄えた 

 風が山を登り、気温も低く、サラサラとした雪が降る。 

 標高 1,308m 程度で味わえるため、世界のスキーヤー 

 から「奇跡の場所」と呼ばれている。 

□スキー場エリア外の非圧雪を滑る来場者のため、 

 「ニセコルール」を定め、スキー場エリアにロープを張り、エリア外に出る箇所にゲートを設けている。 

□外国人の入込客数、宿泊数ともに増加し、10 年間で 10 倍以上に拡大している。オーストラリアが一番 

多いが、多数の色々な国から来ていることが特徴である。最近では、北米や欧州も増えている。 

□ニセコ町の観光客入込数については、平成 23 年までは夏季（5-11 月）が冬季（12-4 月）を上回り、 

乖離をしていたが、それ以降、急速に冬季の入込数が増加し、両時期が同数で推移している。 

□ニセコ町内の東山地区にリッツカールトンが進出し、また、倶知安町の花園地区にパーク・ 

ハイアットが開業する等、国際的なホテルチェーンがニセコに進出する予定がある。一方で、開発に対 

する規制として、倶知安町とニセコ町はともに準都市計画を設定し、建築規制をしている。 

□ニセコ町は景観条例を設定し、自然環境と共存するニセコの良さを守っている。高さが 10m 以上の建物 

や面積が 1,000m2 を超える開発等に対し、事前景観調査や関係住民向けの説明会、あるいはそれをおこな

った後の町との協議等を行うべきことを定めている。 

□上記以外に、水道水田保護条例や地下水保全条例を定め、規制により、住民生活に大きな影響が出ない 

 ように、水管理や地下水を守っている。 

□夏季の消費を促すために、長期滞在や自転車による東アジアからの誘客に力を入れている。 

□ニセコには、例えば「釣りの聖地」と呼ばれる等、小さくても輝ける要素が多くあり、それらを 

 いかにまとめて売りとしてけるかについて検討を重ねている状況である。 

□「ワールドスキーアワード」（スキー界の世界的な表彰）でニセコエリアは 3年連続で受賞している。 

□ニセコエリアの課題は、１）交通アクセス、２）地域 DMO の構築、３）安全確保、である。 

 １）交通アクセス 

  主要都市・空港から 2～3時間圏内であるが、バスの運転手不足等により、バスを増やすことが難しいと

いった課題がある。また、公共交通機関の整備が課題である。夏季は車で来る方が多く、冬季は公共交通機

関へのニーズが大きいため、通年で公共交通機関を動かしにくい。 

 ２）地域 DMO の構築 

  ニセコの特徴として、大きなチェーン店や本州の資本のホテルが多く、３年程度で人事異動があるため、

広域観光を考える際に継続性が確保しづらい。 

 ３）安全確保 

  日本の雪の降り方は、北米とは明らかに違うため、それぞれの地域にあった対策を研究し、実践していか

なければ安全の確保はできない。なお、ニセコ町では、2001 年からコース外との境界にロープを張り、外

へ出るときはゲートからでることや、雪崩の危険があるときはゲートを封鎖するなどを定めたニセコルール

を作成しており、スキー場外での事故が減ってきているので、今後それを進化させて行きたいと考えている。

ニセコHANAZONOリゾート

ニセコグランヒラフ

ニセコビレッジスキーリゾート

ニセコアンヌプリ国際スキー場
ニセコモイワスキーリゾート

ニセコ連峰チセヌプリスキー場

ニセコワイススキー場

HANAZONO、グランヒラフ、ビレッジ、アンヌプリ国際の
4社で共通券を発行

［蘭越町］

［ニセコ町］

［倶知安町］

［日本海］

［積丹半島］
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その後、「スノーリゾート地域の開発・投資」、「国際競争力」の 2 点について議論があった。委

員及びヒアリング対象者からの発言の概要は以下のとおりである。 

 

1 点目の「スノーリゾート地域の開発・投資」については、 

○ ヨーロッパのリゾートの多くで宿泊税が徴収されており、その財源が地域経営に充てられて

いる。温泉地で入湯税を徴収している自治体もあるが、今後宿泊税の導入を検討することが

望ましい。 

○ 国内では、「総合保養地域整備法」（通称・リゾート法）が施行された後にスキー場に対する

投資が多くなされたが、それ以降は大規模なスキー場に対する投資がほとんどない状況であ

る。また、スキー場の投資判断の参考となる経営実態に関する指標がないのが現状である。

ニセコ地域等で外国資本による投資例があるが、大きなリスクを取ることが出来る為に投資

をすることが出来ていると考えられる。 

○ ニセコ地域では、土地や物件、スキー場に対する外国資本の投資が活発であるが、投資判断

においてスキー等の客数の見込数とともに、今後このリゾートがどのように育つかというビ

ジョンを評価している投資例が多い。投資を呼び込むためには、自治体、スキー場事業者、

観光協会等が一体となり、スノーリゾート地域の今後のビジョンを作らないといけない。 

○ 北海道は、ニセコ以外にも魅力のある地域が多いためアピールする場所を絞らないと、外国

人を呼び込むのが難しい。 

○ 長野県は、小規模の宿泊施設が非常に多く、施設もそろそろ代替わりの時期を迎えており、

非常に重要な課題になっている。 

○ 今後、いわゆる観光立国という考えの中で国としてどうしていくのか、例えば、地域と日本

の企業体のまちづくりというのもひとつのテーマになる。 

○ 現に投資されている方、あるいは投資の意向を持っている方々からヒアリングをするなど、

何が問題になっていてどこを解決すれば次のステップに動けるのかを探り出すことが必要。 

の発言があった。 

 

2 点目の「国際競争力」については、 

○ 世界のスキー場を評価するポータルサイト「Skiresort.info」において、国内のスキー場の

評価は一部のみがされ、また評価が低い状況であった。今後、世界に誇れる日本のスノーリ

ゾート地域が評価されるように、サイト評価者を現地に招待する等、取組を行うことが必要

である。 

○ JNTO では、10 年ほど前から、オーストラリアのマーケットを筆頭に、長野県や新潟県のスノ

ーアライアンスの形で、スノーリゾートのプロモーションを進めてきた。また、東北エリア

の海外におけるプロモーションも行ってきた。 近では、イギリスや東南アジアまでプロモ

ーションを広げている。 

○ 海外のスノーリゾートの評価サイトに世界へ誇れる日本のスノーリゾート地域を入れ込んで

いき、日本のプレゼンスを高めていかないといけない。また、日本のスノーリゾートの評価

が低い点について、受入環境整備の問題に取り組んでいかなければならない。 
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の発言があった。 

 

（事務局からの補足） 

○ 外国人の誘客にあたっても、欧米等の上級者が日本のパウダースノーを魅力に感じて来る人

を対象とする場合や、アジアの初心者を中心としてリピーターの誘客を対象とする場合もあ

るなど、地域によって様々な戦略があると思う。また、規模が小さいなどスキー場によって

は、必ずしも外国人の誘客に重点を置かないスキー場もありうると思う。 
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第 2 回ワーキング・グループ 

 通年経営や事業継続に向けた取組について 

 日  時：平成 28 年 2 月 18 日（木）10 時～12 時 

 場  所：中央合同庁舎 3号館 8階観光庁国際会議室 

 出 席 者： 

【委員】本保主査、阿部委員（代理：中澤観光誘客課課長補佐）、奥委員、後藤委員（代理：株式

会社プリンスホテル荒原事業企画部長兼事業推進室長）、田村委員（代理：小山田産業建

設部長兼商工観光課長）、村上委員、屋井委員、フィンドレー委員 

【ヒアリング対象者】 

 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 専門官 高下 栄次 

 農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 課長補佐 志田 麻由子 

 林野庁 森林利用課山村振興・緑化推進室 課長補佐 佐藤 智一 

【関係省庁等】 

 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 専門官 高下 栄次 

 国土交通省 国土政策局 地方振興課 課長補佐 長谷 英昭 

 ＪＮＴＯ（（独）国際観光振興機構） インバウンド戦略部 部長 蜷川 彰 

 議事概要： 

・  スポーツ庁参事官（地域振興担当）に対し、地域スポーツコミッションへの活動支援について

ヒアリングを行った。次に、農林水産省農村振興局脳汚損政策課山村振興・緑化推進室に対し、

グリーン・ツーリズムの状況についてヒアリングを行った。 

・  その後、通年経営・事業継続に向けた取組について意見交換を行った。 

 

  



7 

 議  論： 

まず、スポーツ庁参事官（地域振興担当）からヒアリングを行った。スポーツ庁参事官（地域振

興担当）からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング②：地域スポーツコミッションへの活動支援／スポーツ庁参事官（地域振興）付 

□地域スポーツコミッションとは、地方自治体、スポーツ団体、企業、スポーツ産業や観光産業が 

 一体となり、「する」「みる」「支える（育てる）」スポーツや、スポーツを観光資源としたツーリズム

等によって地域活性化に取り組む組織のことである。 

□スポーツ庁では、平成 27 年度から、地域スポーツコミッションへの活動支援事業を行っている。 

 300 万円～1,000 万円程度の規模の事業を対象とし、平成 27 年度は 8件の事業を採択した。 

□以下のような地域スポーツコミッションの活動例がある。 

 【「さいたまスポーツコミッション（埼玉県さいたま市）」の活動例】 

  「ツール・ド・フランス」を誘致し、2014 年のツール・ド・フランスさいたまクリテリウム大会

で経済効果約 29 億円、観客数約 10.3 万人の成果を挙げている。 

 【「十日町市スポーツコミッション（新潟県十日町市）」の活動例】 

  2002 年 FIFA W 杯日韓大会でクロアチア代表チームのキャンプ地を誘致し、それを契機に 

スポーツによる地域活性化に取り組んでいる。 

□平成 27 年 10 月現在で、全国に地域スポーツコミッションは 38 か所以上設置されている。 

立ち上げ準備のものを含めると、60～70 か所あると思われる。 
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続いて、農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課及び林野庁森林利用課山村振興・緑化

推進室からヒアリングを行った。農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課及び林野庁森林

利用課山村振興・緑化推進室からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング③：グリーン・ツーリズムの状況について／農林水産省 

＜農林水産省農村振興局＞ 

□農林水産省では、農村の振興のため、都市と農村の交流に 20 年程前から取り組んでいる。 

 取組の一つとして、農産漁村に滞在し、農家等との交流や様々な体験を行う「グリーン・ツーリズム」がある

が、観光農園で 380 億円程度等、6次産業全体で 1兆 8千億円くらいあるので、市場規模はそれほど大きくな

い。 

□平成 15 年に旅館業法の規制緩和をし、農家が観光客等を宿泊させる農家民宿を進めている。全国で 3,000 件

程度あるが、売上としては 100 万円に満たないところが大半という調査結果が出ている。 

□農林漁家民宿の受入先を増やすため、今まで農家だけに認められていた規制緩和について、農家以外にも認め

る方向で検討が進んでいる。 

□観光庁と連携し、外国人旅行者に農家民宿を PR するための 

 「Japan.Farm Stay」マークを設けて PR 活動を進めている。 

□農山漁村の取組を支援し、活性化を推進するため、「農山漁村振興交付金」（予算規模 80 億円）が 

ある。「農山漁村活性化整備対策」のハード事業が 55 億円程度と大半を占め、残りが「都市農村共生・対流及

び地域活性化対策」、「山村活性化対策」のソフト事業であり、すべて地域の活動に対する支援事業である。 

□以下のようなグリーン・ツーリズムの取組例がある。 

 【長野県飯山市（一般社団法人 信州いいやま観光局）】 

  冬期のスキー客の減少に危機感を抱き、夏期のグリーン期の需要拡大に向けた対策を実施。 

・グリーン・ツーリズムの拠点として「なべくら高原 森の家」を整備するとともに、グリーンシーズン・ウ

インターシーズンごとに体験プログラムとして、「信州トレイル」というトレッキングコースを整備するほ

か、カヌー体験や稲刈り体験などの農業・自然体験プログラムやもちつき、紙すき体験などの郷土文化体験

プログラムを販売。 

・いいやまファンをつくるために、地元との協力関係を作ることも重視。市民インストラクター制度を整え、

地元の方も積極的にガイド等で関わっていただく仕組みづくりを行ってきた。 

・これまで築いてきた地元との関係を積極的に生かし、年間１００を超える顧客度満足度の高い着地型旅行を

企画、実施。（第２種旅行業を取得） 

・農業体験プログラムや田舎暮らしセミナー等により、グリーン・ツーリズムを入口とした移住・定住につい

ても推進。 

＜農林水産省林野庁＞ 

□林野庁では、森林の観光分野への活用に取り組んでいる。産業・文化的な遺産（高知県馬路村等）、 

 森林浴（長野県上松町等）、体験活動（北海道白老町等）等の活用例がある。 

□地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用、森林環境教育・研

修活動などの取組を「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」、森林の有する多面的機能を持続的に発揮して

いくため、森林環境教育や林業体験学習の場の整備等を「次世代林業基盤づくり交付金」で支援している。 

□国有林では、レクリエーションの森等、フィールドの提供を行っており、レクリエーションの森の種類のひと

つである「野外スポーツ地域」として、スノーリゾートも含まれる。 
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 その後、「スポーツコミッション」、「グリーンシーズンの取組・課題」の 2点について議論があ

った。委員及びヒアリング対象者からの発言の概要は以下のとおりである。 
 

1 点目の「スポーツコミッション」については、 

○ スポーツ庁では、スポーツを観光資源としたツーリズムによって地域活性化に取組む組織、

スポーツによる地域活性化に取組む組織を「地域スポーツコミッション」と呼び、地方自治

体を対象とし、この組織が行う色々な活動に対して支援を行っている。スポーツの雰囲気の

醸成よりもスポーツによる地域の活性化を目指しており、単発のイベント開催よりも通年で

効果のある事業を優先して評価している。 

○ 地域スポーツコミッションの支援とすると基本的には、3～4回目のイベントで申し込むのは

優先順位が高くない。今年から新しく新設するものや、内容に変更があるもの等にしていか

ないと採択の順位は下がる。スポーツ庁の予算以外にも他の予算があるので情報収集して活

用いただきたい。 

○ スポーツコミッションの目指すところは、スポーツによる地域の活性化である。地域の資源

を有効に生かして顧客を呼ぶ等、経済効果を実情として重視している。 

○ 本事業の申請者は自治体であるが、事務方を観光協会が担っている場合がある。体育協会と

観光協会を比べれば、ツーリズムに関しては観光協会のほうが一日の長がある。スポーツ庁

として強制しているわけではなく、経営マインドのある団体が実務を仕切ることは歓迎して

いる。 

○ 出雲市の「出雲スポーツ振興 21」は、スポーツをキーワードとし、体育協会であり、指定管

理者であり、スポーツコミッションである。人口 17 万人の出雲市において、正職員 20 人を

抱える組織で運営されている好例である。 

の発言があった。 
 

2 点目の「グリーンシーズンの取組・課題」は、 

○ 森林を活用したアクティビティ等の事業を企画しても、活用したい森林が国有林や道・県有

林である場合、安全管理や自然環境保護に関する様々な法律の規制があり、手続きが進まず、

事業化が難しいケースが多い。しかし、利用者の自己責任の意識が低く、規制緩和が難しい

状況でもある。今後、規制のあり方について検討が望まれる。 

○ グリーンシーズンには春、夏、秋とあるが、事業者の視点からみると、紅葉のコンテンツを

活用した事業を行いながら、索道施設等の冬季のインフラ設備のメンテナンスを行うことが

出来る秋季が重要であるという意見がある。 

○ 長野県の場合、スキー場のある地域でグリーンシーズンに森林を活用し、ヘルスツーリズム

を推進しているが、なかなか実績として効果が出ていない。 

○ 蔵王町でも海外の方々を招請して農業体験などをしているが、受け入れる農家の人がお世話

をするだけで精一杯であり、言語面等で問題があるのが現状。 

○ 今後、今来ている外国人旅行者が団体旅行から個人旅行化していく。また、外国人旅行者が

リピーター化していけばいくほど、単に買い物だけでなく、体験型にシフトしていくと思う

ので、それぞれの国の特徴について分析をし、ＰＲをしていきたい。 

の発言があった。 
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（事務局からの補足） 

○ 日本版 DMO の話が出たが、観光地域づくりの舵取り役になる意味で、日本版 DMO の形成の促

進は重要な課題だと思っている。観光地域により、農業、漁業、歴史、文化資産等、色々と

特徴があり、中心となるものが異なるが、スノーリゾートにおいても舵取り役となる組織が

必要だと思う。 
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第 3 回ワーキング・グループ 

 施設等の安全管理、スノーリゾート地域の開発について 

 日  時：平成 28 年 3 月 14 日（月）10 時～12 時 

 場  所：中央合同庁舎 3号館 8階観光庁国際会議室 

 出 席 者： 

【委員】本保主査、阿部委員（代理：中澤観光誘客課課長補佐）、奥委員、後藤委員（代理：株式

会社プリンスホテル荒原事業企画部長兼事業推進室長）、フィンドレー委員 

【ヒアリング対象者】 

 国土交通省 鉄道局 技術企画課 技術基準管理官 浅見 修基 氏 

 YTL HOTELS ニセコビレッジ株式会社 取締役 副総支配人 田中 栄一 氏 

 日本スキー場開発株式会社 常務取締役 宇津井 高時 氏 

【関係省庁等】 

 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 専門官 高下 栄次 

 国土交通省 国土政策局 地方振興課 課長補佐 長谷 英昭 

 ＪＮＴＯ（（独）国際観光振興機構） インバウンド戦略部 部長 蜷川 彰、 

                            次長 広瀬 正彦 

 議事概要： 

・  国土交通省 鉄道局 技術企画課に対し、索道施設の安全管理についてヒアリングを行った。

次に、田中氏及び宇津井氏に対し、スキー場運営をすることになった経緯や開発・投資を決め

るきっかけになった日本のスノーリゾートの魅力、及びスキー場の現状や課題について、ヒア

リングを行った。 

・  その後、施設の安全管理、スノーリゾート地域の開発等について意見交換を行った。 
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 議  論： 

 

まず、鉄道局技術企画課からヒアリングを行った。鉄道局技術企画課からの説明の概要は以下の

とおりである。 

ヒアリング④：索道施設の安全管理について／鉄道局技術企画課 

□索道には「普通索道」（ゴンドラ、ロープウェイ等）、「特殊索道」（いす式、滑走式）があり、 

 全国で 2,351 基が稼働し、合計で営業キロ約 1,800km、輸送人員 344 万人、運輸収入 727 億円。 

□設置数を全国 9運輸局別にみると、北陸信越運輸局が最も多く、全体の約 3分の 1を所管している。

□設置数の推移は、平成 4～6年が 3,000 基を超えて設置のピークで、それ以降、徐々に減少。 

□索道施設の課題としては、約 8割の索道が建設から 20 年以上経過していること。 

□事業者において、輸送人員、輸送収入の低下傾向の中、索道の適切な維持管理が求められている。

□技術者の世代交代、技術継承が課題。国において、索道施設の維持管理に関する技術継承 

 をふまえたマニュアルを作成している。今年度、搬器等に関するマニュアルをまとめる予定。 

□事業者の安全管理体制に関し、安全管理規程の中で、各管理者・責任者の責任を定めている。また、

鉄道事業法に基づき、運転の安全確保や索道係員の知識及び技能の保有、索道施設の検査等に係る

技術基準が規定されている。 

□日本の索道設置基数は世界第 3位（1位：フランス約 3,500 基、2位：オーストリア約 2,800 基）。

 欧州では「滑走式」が圧倒的に多いが、日本は「いす式」が圧倒的に多い。 

 

 続いて、田中氏からヒアリングを行った。田中氏からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング⑤：ニセコビレッジの取組／YTL HOTELS ニセコビレッジ株式会社 

□マレーシア企業の YTL コーポレーションの 100%子会社の YTL HOTELS に子会社として、日本法人の

 ニセコビレッジ株式会社があり、ニセコビレッジを運営している。 

□ニセコビレッジは、まず、1982 年に西武グループの国土計画（株）が主体となり開発した。 

2007 年にシティグループに売却され、その後、2010 年に YTL HOTELS が買収した。 

□2008 年 12 月に YTL コーポレーションのオーナーがニセコ現地を訪れ、非常に魅力を感じた。 

 同年のリーマンショック後、シティグループが売却を検討した際、当時はスキー場ビジネスが低迷

していたが、ビジネス方法を変えることで成長が見込めると判断し、2010 年 3 月に買収した。 

□ニセコの特徴として、まず、アジア圏から近く、さらに誘客が可能である。次に、毎年安定して 

豊富な雪が期待できる。さらに、スキー以外に食（山、海、畑が揃う）等の魅力がある。 

□国内旅行会社の旅行商品作りだけではなく、海外の旅行会社との契約を増やしている。また、イン

ターネットでの直接予約が 3割以上ある。 

□受入体制として、スタッフの言語対応、スノースクール、インストラクター、レンタル、スノーア

クティビティ等のスタッフの教育を変更し、観光客が安心して楽しめる環境づくりをしている。 

□YTL が運営した 5シーズンで、スキー場ビジネスが 1.6 倍に成長している。 

□2008 年に、シティグループが約 20 億円を投資し、ヒルトンホテルの改装をしている。 

□2010 年には、YTL が約 12 億円を投資し、ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジを改装した。 

 2014 年には、日本建築様式の宿泊施設、ショッピング＆ダイニングエリアをそれぞれ新設。 
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□2020 年開業を目指し、リッツカールトン 50 室のホテルを増築している。 

□2015 年 9 月に、ニセコビレッジの開発区域内の山に、ゴンドラリフトを 2基設置することが 

決まり、準備を進めている。2016 年 4 月中旬に許可が下り次第、営業を開始する予定。 

アジア客向けに、スキーを脱がずに乗りやすいよう、日本初のコンビゴンドラと、パルスゴンドラ

を設置する。 

□ニセコ町と協力して、YTL のマレーシアの本社にホテルスクールを持っているので、そこの生徒が

冬にニセコに研修に来て、いずれは、ニセコに戻ってきてくれる環境や、ニセコ高校の生徒が修学

旅行等でマレーシアのホテルを利用したり、マレーシアで研修をして研修終了後にニセコビレッジ

で働いていただける環境を少しずつ整えている。 

 
 さらに、宇津井氏からヒアリングを行った。宇津井氏からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング⑥：日本スキー場開発の取組／日本スキー場開発株式会社 

□日本駐車場開発の戦略子会社として設立。8つのスキー場を運営している。 

 長野県 6箇所（うち、「HAKUBA VALLEY」の白馬エリア 4箇所）、群馬県と岐阜県でそれぞれ 1箇所。

□「自然」、「顧客」、「地域社会」の HAPPY TRIANGLE の形成を理念としている。また、テーマとして、

「ハンズオン」と「地方創生」を掲げている。地域にスタッフが住み、我々と地域の知見を融合し、

地元の人材を積極的に活用しながら、地元主体で共に成長するスタイルを目指している。 

□収益構造は、「リフト」「料飲」、「レンタル」が 3つの柱。 

□白馬エリアにある 11 のスキー場全体を総称して「HAKUBA VALLEY」としている。 

 全て足すと、索道が 111 本、最大滑走距離 8,000m、コース数 146 で、日本最大規模を誇る。 

□白馬エリアでは、年率 30%増程度で、年々インバウンドが増加している。雪質、パウダースノーが

魅力であるとともに、東京からの近さも要因となっている。 

□「HAKUBA VALLEY」の問題としては、スキー場 11 箇所（※注 1）で資本が異なり、行政地域も異なる

が、 観光客からすれば全体は一つであり、地域が一体となった取組の意識を高める必要がある。

 ※注 1：2016 年 3 月 14 日時点の数字。2017 年 2 月 2日現在、スキー場 10 箇所。 

□二次交通については、シャトルバスにおいて便数が少ない・昼間に便がない、ルート複雑・時刻表

がわかりづらい等の課題、タクシーにおいてタクシーの台数が少なすぎる、タクシーの料金が高い

等の課題がある。 

□リスト券の共通券化を進めてきているが、ゲートシステムの共通化が課題である。 

 ※注 2：2016 年 3 月 14 日時点の状況で、2017 年 2 月 2日現在、課題は解決済み。 

□「白馬八方尾根活性化マスタープラン」により、ゲレンデとリフト、リフトの終着、あるいは始点

にあるレストラン、宿泊施設、商業施設の開発・整備を個々に行うのではなく、全体最適を図りな

がら進めていくことを目指している。地元の行政もオブザーバー参加し、利害調整等を進めている。

その後、「索道施設の安全管理」、「スノーリゾート地域の開発」の 2点について議論があった。 

委員及びヒアリング対象者からの発言の概要は以下のとおりである。 

 

1 点目の「索道施設の安全管理」については、 

○ 国土交通省では、索道施設の事業者に対して保安監査や運輸安全マネジメント評価等による

行政指導を行っている。また、運転の事故情報等の取りまとめをしており、四半期に 1 回程
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度、全国の運輸局を通して事業者へ安全情報を提供している。老朽化した索道施設の使用判

断等については、事業者の判断としている。 

○ カナダのウィスラーでは、スキーのリフトを使って夏季にマウンテンバイクをやっているが、

日本のスキー場では、リフトの高さ等、安全基準に適した索道施設のみ使用許可が出ている

状況である。安全管理に関する考え方が日本と海外では異なるため、海外での取組をそのま

ま取り入れられないケースもある。 

○ 索道事業は大きな投資を伴う。平成初期に開発されたスキー場は老朽化が進んでいる索道施

設が多く、今後大きな投資が必要となるが、事業者の資金が不足している状況である。 

の発言があった。 

 

2 点目の「スノーリゾート地域の開発」については、 

○ マレーシア資本の YTL HOTELS 社はニセコ地域のスキー場（ニセコビレッジ）に投資を行った

が、スキー場事業が国内で低迷する中で、事業の方法を変えることで成長が見込めると判断

したことが理由であった。また、アジア圏から近く、マレーシア等のアジアからの誘客が期

待できることも理由であった。この 5シーズンの運営で、スキー場関連事業が順調に成長し

ている状況である。 

○ ニセコ地域では、海外からの予約が早い時期に入り、宿泊施設が埋まるため、国内向けに提

供する宿泊施設の費用が高騰し、日本人客が減少する傾向にある。 

○ 白馬地域では、「HAKUBA VALLEY」として 11 箇所のスキー場が連携した取組を行っており、共

通リフト券を発行しているが、その読み取り機がスキー場によって異なり、そのシステムの

共通化が課題である。※注 3：2016 年 3 月 14 日時点の状況。現在では、ゲート共通化の課題は解決済み。

また、スキー場数は 2017 年 2 月 2日現在で、10 箇所。 

○ 近年増加傾向にある、富裕層のお客様のニーズに合った宿泊施設の新設・誘致（例えば大型・

高級ホテルの誘致など）を進めていくことが必要である。 

○ 白馬八方尾根活性化マスタープラン推進委員会は、平成 27 年 12 月にスキー場、宿泊施設を

含めた八方地区の再開発のマスタープランを発表している。 

○ スノーリゾート地域でショッピングエリアやダイニングエリアをどう構築するのかが課題で

ある。軽井沢には大型のショッピングエリアが出来たが、もともと軽井沢が夏季のリゾート

として発展した地域であるため、投資判断がしやすかった。 

○ 二次交通については、運転手が足りないことやバスが購入できないなど、どこの地域も課題

となっている。 

○ 長野県では、災害が起こったときに、どのようにお客様を誘導しようかということを 

色々なスキー場と相談しながら検討をしているが、なかなか難しい問題である。 

の発言があった。 

 

（事務局からの補足） 

○ 訪日外国人旅行者が日本を旅行している際の自然災害（火山、台風、暴風災害等）、突発的な

災害事象の際、どのように安全な場所に誘導するかという地域防災計画的な話と、スキー場

内の安全の確保という二つの面がある。 
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２．ワーキング・グループの議論での取りまとめ 

ワーキング・グループでの各々のテーマについて、委員及びヒアリング対象者から示され

た現状及び課題の概要を取りまとめると、以下のとおりである。 

１．地域住民や自然との調和がとれた国際競争力のあるスノーリゾート地域づくりについて 

現状 課題 

① 国内では、「総合保養地整備法」（通称・リゾー

ト法）の施行後にスキー場へ多く投資が行われ

たが、それ以降は大きな投資がない状況であ

る。スキー場の投資判断の参考となる指標がな

いのが現状である。 

現在スノーリゾート地域へ投資をしている、あるい

は投資の意向を持っている事業者等へヒアリングを

行うなど、情報収集することが必要である。 

 

② 例えば、ニセコ地域では、スキー場に対する外

国資本の投資が活発であるが、それは、ニセコ

地域の今後の成長に向けたビジョンが評価さ

れているからである。 

 

スノーリゾート地域への投資を呼び込むためには、自

治体、スキー場事業者、観光協会等が一体となり、今

後のビジョンを作る必要がある。 

 

 

③ ヨーロッパのリゾートの多くで宿泊税が徴収

されており、その財源が地域経営に充てられて

いる。国内では、温泉地で入湯税を徴収してい

る自治体もある。 

日本においても、地域経営の財源として宿泊税等の導

入を検討することが課題である。 

 

 

④ 世界のスキー場を評価するポータルサイトに

おいて、日本国内のスキー場のうち、一部のス

キー場のみが評価対象となっている。また、対

象となったスキー場の評価も低い状況である。

 

 

今後、世界に誇れる日本のスノーリゾート地域がしっ

かりとした評価を受け、日本のプレゼンスを高めるた

めに、海外のメディア関係者を現地に招請する取組等

を行うことが必要である。また、評価が低い項目につ

いて、受入環境整備の問題に取り組む必要がある。 

⑤ 外国人スキー客から「パウダースノー」のニー

ズがあるが、コース外は滑走禁止・立入禁止に

しているスキー場もある。また、パウダースノ

ーであればあるほど、雪崩等の災害が発生しや

すい。 

オフピステ（非圧雪）におけるスノースポーツの問題

の位置付けとそれに対応して、安全対策の筋道を整理

する必要がある。 
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２．通年経営や事業継続に向けた取組 

現状 課題 

① スポーツ庁では、スポーツを観光資源としたツ

ーリズムによって地域活性化に取り組む組織

を「スポーツコミッション」と呼び、地方自治

体を対象に、この組織が行う様々な活動に対し

て支援を行っている。また、農林水産省では、

農山漁村の取組を支援し、活性化を推進するた

め、「農山漁村振興交付金」事業を行っている。

 

 

スポーツ庁の地域スポーツコミッションへの活動支 

援や農林水産省が行う農山漁村振興交付金 等、スノ

ーリゾート地域が支援を受けることができる予算が 

色々とあるため、自治体は情報収集をしてスノーリゾ

ート地域の支援のための制度を活用することが望ま 

れる。 

 

② スポーツコミッションの取組みとして、さいた

ま市等の事例やグリーン・ツーリズムの事例と

して、いいやま観光局等のような先進的な取組

みがある。 

 

 

先進事例などの取組みについては、情報発信すること

も検討すべきである。 

 

③ 森林では、スノーリゾートを含めたレクリエー

ション利用にフィールドの提供が行われてい

る。なお、森林を活用したアクティビティ等の

事業を企画する場合、その森林の利用に必要な

手続きがわからなかったり、調整がつきにくい

ケースがある。 

森林を活用したアクティビティ等の事業を実施する

ために必要な手続きについて関係者で更に相互理解

を図ることが求められる。 

 

 

 

 

④ 長野県では、宿泊施設もそろそろ代替わりの時

期を迎えている。 

 

長野県等のスノーリゾート地域では、一時期に集中し

て作られた宿泊施設への対応が課題となっている。 

 

 

⑤ 今後、外国人旅行者が団体客から個人旅行化し

ていく。また、外国人旅行者がリピーター化し

ていけばいくほど、単に買い物だけでなく、体

験型にシフトしていくことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

外国人旅行者の団体客から個人旅行化、買い物から体

験型へのシフト等について、市場ごとの特徴を分析

し、ＰＲを行っていくことが必要である。 
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３．施設等の安全管理、スノーリゾート地域の開発 

現状 課題 

① 現在、全国で索道施設が2,351基稼働しており、

設置数は平成4年～平成6年が 3,000基/年 を

超えてピークで、その後、徐々に減少している。

約 8割の索道が建設から 20 年以上経過してい

る。 

 

 

 

国内の索道施設の多くで老朽化が進んでおり、事業者

の資金が不足している状況の中で、今後大きな投資が

必要となる。 

 

 

 

② 長野県では、災害が発生した際の来場者の誘導

等についてスキー場と相談しながら検討して

いるが、難しい問題となっている。 

 

 

 

訪日外国人が旅行している際の自然災害や事故の際

の誘導等は重要であり、どのように安全な場所へ誘導

するか検討が必要である。 

 

③ 白馬地域では、「HAKUBA VALLEY」として 11 カ

所のスキー場が連携した取組を行っており、共

通リフト券を発行しているが、その読み取り機

がスキー場によって異なっている。また、裕福

な外国人が多く来るが、満足してもらえる大規

模な宿泊施設が少ないのが現状である。 

 

 

 

白馬地域の広域連携組織である「HAKUBA VALLEY」で

は、11 カ所のスキー場（※注 1）の共通リフト券を導

入しているが、その読み取り機の共通化が必要となっ

ている（※注 2）。また、外国人富裕層向けの大規模な

宿泊施設の不足が課題であり、大型の宿泊施設の誘致

が課題である。 

※注 1：2016 年 3 月 14 日時点の数字。2017 年 2 月 2日現在、ス

キー場 10 箇所。 

※注 2：2016 年 3 月 14 日時点の状況で、2017 年 2 月 2日現在、

課題は解決済み。 

④ 軽井沢には大型のショッピングエリア「軽井

沢・プリンスショッピングプラザ」が出来たが、

もともと軽井沢が夏季のリゾートとして発展

した地域であり、通年で事業が行えるため、事

業者としては投資判断がしやすかった。 

 

 

 

スノーリゾート地域でショッピングエリアやダイニ

ングエリアをどう構築するかの検討が必要である。 
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スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会 
ワーキング・グループの設置について 

 
平成 27 年 12 月 

観光庁 

 

 

１．設置趣旨 
 
平成 27 年 1 月に設置した「スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会」において本年 6 月に中間

報告を取りまとめたところである。この中間報告において示された課題について議論を深めるため、同

検討会のもとに、2つのワーキング・グループとして、「利用者にとって魅力あるスノーリゾートの在り

方に関するワーキング・グループ」及び「国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関するワー

キング・グループ」を設置し、更なる検討を行う。 

 

２．主な検討事項 

 

Ａ.「利用者にとって魅力あるスノーリゾートの在り方に関するワーキング・グループ」 

①スノーリゾートのブランディング及び価値向上について 

②受入環境整備について 

③障がい者、高齢者スポーツとしてのスノースポーツの取組・課題について 

④その他 

 

Ｂ.「国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関するワーキング・グループ」 

①地域住民や自然との調和がとれた国際競争力のあるスノーリゾート地域づくりについ
て 

②通年経営・事業継続に向けた取組について 

③施設の安全管理について 

④その他 
 

３．委員構成 
 

スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会の委員のうちから別紙１及び２のとおり構成する。 

ただし、主査が必要と認める時は必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。 

 
４．会議及び議事録等 

 
ワーキング・グループにおいては、原則として会議、議事録及び資料を非公開とする。 

ただし、ワーキング・グループの了解を得た場合については、議事概要及び資料を公開する。 

 
５．会議の庶務 

 
ワーキング・グループの庶務は、観光庁観光地域振興部観光地域振興課において処理する。 
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Ａ．利用者にとって魅力あるスノーリゾートの在り方に関する 

ワーキング・グループ 

 委員名簿 

 

阿部守一   長野県知事 

安藤和代   千葉商科大学サービス創造学部准教授 

黒川正博  （公社）日本職業スキー教師協会専務理事 

河野博明  （公財）長野県スキー連盟副会長 

 野沢温泉観光協会副会長 

田村正彦   岩手県八幡平市長 

中島史恵   女優 

主査 原田宗彦   早稲田大学スポーツ科学学術院教授  

（一社）日本スポーツツーリズム推進機構会長 

村上英人   宮城県蔵王町長 

柳 一成  （一社）雪国観光圏理事 

 

（50 音順・敬称略） 

 

  

別紙１ 
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Ｂ．国際競争力のあるスノーリゾート事業の在り方に関する 

ワーキング・グループ 

委員名簿 

 

阿部守一   長野県知事 

奥 直子  （株）日本政策投資銀行企業金融第６部課長 

後藤高志  （株）西武ホールディングス社長 

（公社）日本観光振興協会副会長 

田村正彦   岩手県八幡平市長 

主査 本保芳明   首都大学東京都市環境学研究科観光科学域特任教授 

村上英人   宮城県蔵王町長 

屋井鉄雄   東京工業大学大学院総合理工学研究科教授 

山田桂一郎  ＪＴＩＣ.ＳＷＩＳＳ（ジェイティック スイス）代表 

ロス・フィンドレー (株)ＮＡＣ(ニセコアドベンチャーセンター)代表 

 

（50 音順・敬称略） 

 

別紙２ 


