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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「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」では、平成 27 年 12 月から平成 28 年 3 月にかけて、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、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 

「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」では、主に利

用者の視点で魅力あるスノーリゾート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、「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」、第

2回ワーキング・グループでは、「受入環境整備について」、第 3回ワーキング・グループでは、「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」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 

 テ ― マ：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 

 日  時：平成 27 年 12 月 21 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】原田主査、阿部委員（代理：中澤観光誘客課課長補佐）、黒川委員、河野委員、中島委員、

村上委員（代理：村上農林観光課長）、柳委員 

【ヒアリング対象者】 

 （株）リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター主席研究員 加藤 史子 氏 

 （一社）日本スノースポーツ＆リゾート協議会設立準備委員会委員／ 

マウント・シックス事務局長 赤穴 映 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、専門職 及川 明宣 

 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 

 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： 

・   加藤氏及び赤穴氏に対し、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ヒアリング 

 を行った。 

・   その後、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意見交換を行った。 
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 議  論： 

 

まず、加藤氏からヒアリングを行った。加藤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：「雪マジ！19」による需要の創出 

□この 20 年で半分に縮小したスノーアクティビティに危機感 

□若者（19 歳）の参加を増やす＝参加人口拡大（市場活性化）の発想 

□若者（19 歳）のスノースポーツ参加の 3 つの壁 

 1)高校卒業後、一緒に行く人が変わる 

 2)家族負担から自分負担へ、費用負担者が変化する 

 3)ポストバブル世代からみて、スノーアクティビティのイメージが古い 

□スノーアクティビティの魅力は変わらず、レジャーの種類が増えたため、体験する機会減少が原因 

□業界が一致団結して継続して顧客に働きかけることが重要 

□スノーアクティビティの価格相場ない若者（潜在層）の体験を促す手段として「リフト券無料」 

□2011-2012 年シーズンから 4シーズン実施。自主調査により、市場活性化の着実な成果を確認済み 

□国内市場活性化のための処方箋は、ライフサイクルに沿って脱落させない仕掛けをすること 

□国内旅行者と外国人旅行者（インバウンド）を両輪で取り組むことが重要 

□日本への近さ（距離）、国民の豊かさ（GDP）でスノーインバウンド需要の期待を分析 

□オーストラリア市場は顕在化市場。意向率が高く、体験率が低い国・地域の潜在需要を掘り起こす 

 

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

ヒアリング②：マウント・シックスの広域連携の取組 

□マウント・シックス（Mt.6）は、Best of the Classic Mountain Resorts 

の名称で 1996 年に設立された、野沢温泉、蔵王温泉、草津、白馬八方尾根、 

妙高赤倉温泉の広域連携の組織である。 

□100 年前からスキーと温泉を中心に発展した老舗の山岳リゾートからなる。 

□ヨーロッパ・アルプスの国境を越えた山岳リゾートの広域連携の組織である 

 BOTA（Best of the Alps）を参考にしながら活動に取り組んできた。 

□広域連携においてコンセプトが必要。スキー場だけではなく、山岳リゾートとしてコンセプト化。 

□広域連携で 1 年中各エリアを滑ることができるスキーパスを販売した。 

□ダイレクトマーケティングを行うための顧客データの統一化は実現できなかった。 

□索道事業者をはじめとする関係者が多く、広域連携内部の調整に多大な負荷がかかった。 

□特に、大手企業が投資して運営するスキー場との連携は難しかった。 

□各スキー場や企業単位ではなく、日本全体で海外へ PR するため、雑誌「Snow Resort Japan」を作成 

□スノースポーツのブランディングでは、スタープレーヤーや大きなイベントが必要。 

□従来にない国とオールジャパンの業界団体の連携が必要と考え、 

 「（一社）日本スノースポーツ＆リゾーツ」（仮称）の設立を準備している。 

□オールジャパンの継続性のあるポータルサイトによる情報発信等が必要である。 
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その後、「国内のスノーリゾート地域のブランディング」、「海外への情報発信・PR展開」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下記のとおりである。 

 

1 点目の「国内のスノーリゾート地域のブランディング」については、 

○ スノーリゾートのブランディングにおいて、実体験として何を約束していくかという努力、

責任、継続性が重要である。 

○ ファミリー層は経済力もあり、“無料で体験させる”とは異なるアプローチが必要。ターゲッ

ト層としては明確だが、誘客に結び付ける具体的な取組を検討する必要がある。 

○ 日本のスノースポーツのブランディングの中で、恵まれた雪、パウダースノーが大きなポイ

ントとなる。今までは豪雪地帯などで邪魔者であった雪が、世界の中で大きな魅力となって

おり、これを利用したブランディングが重要である。 

○ スキー場や宿の評価をどうするかという問題が常にある。格付けに反対も多いと思うが、特

徴を出せれば、子供向けスキー場等、海外の人にとっても使い勝手が良いと思う。 

○ スキーやスノーボードは若い年齢から始める層が多いが、若者だけではなく、ある程度の年

齢になってからもスキーやスノーボードを始めやすい気運作りも必要。 

○ 19 歳の若者に限らず、何歳からでもデビューしやすい雰囲気や機運作りが必要だと思う。 

○ 産業振興の観点からみると、雪をブランディングの中心に据え、競技としてのスキーやスノ

ーボードに加え、商品をどのように作り、活用して産業を発展させていくのかが重要。 

○ スキーやスノーボードは、スポーツだけではなく、自然環境を楽しむ、食文化を楽しむ、歴

史、文化、温泉、商業施設を含めて、色々な楽しみができるエリアの観点から整備を図る必

要がある。 

○ 若者の間では、国内外で、魅力的なものがインスタグラムや SNS を通じて口コミで広がって

いる。従来からスキー、スノーボードを続けていた世代と比べ、今始めている世代の観点が、

“楽しい”、“気持ちよい”に加えて、“健康に良い”と変わっているので、それを踏まえたブ

ランディングが重要。 

の発言があった。 

 

2 点目の「海外への情報発信・PR展開」については、 

○ オールジャパンで他国との競争に打ち勝つために、色々な情報提供をしていくという取組み

が必要。 

○ 長野県では、官民一体となってスノーリゾート信州プロモーションをつくり、その中でファ

ミリー層の参加をひとつの大きなテーマとして掲げて取り組んでいる。 

○ 情報発信は、個人が体験し、それをツイッターやフェイスブック、インスタグラムに出すこ

とが重要であるが、スキー場等では Wi-fi などのインフラ整備が遅れているのが現状。 

○ 海外への情報発信において、2016 年 Fis ワールドカップ苗場大会のように、国内外にテレビ

等のメディアを通じてスノーリゾート地域が情報発信される機会を利用することも重要で

ある。 
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○ 海外への情報発信において、国内には大きなスキー場から地方の小さなスキー場まで色々と

あるため、国内を代表するようなスキー場をまず取り上げるとともに、地域のそれぞれ特色

あるスキー場も取り上げる、二段構えの情報発信が必要。 

○ スポーツ庁では、スポーツ目的のインバウンドの増加への対応として、サイクリングやウォ

ーキング等のサイトについて 4か国語程度の多言語対応することを議論している。 

の発言があった。 

  



6 

 

第 2 回ワーキング・グループ 

 テーマ：受入環境整備について 

 日 時：平成 28年 2月 17 日（水）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】原田主査、阿部委員（代理：中澤観光誘客課課長補佐）、安藤委員、河野委員、田村委員

（代理：小山田産業建設部長兼商工観光課長）、中島委員、村上委員、柳委員 

【ヒアリング対象者】 

 首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ツーリズムコース 

都市環境科学研究科 観光科学域 教授 清水 哲夫 氏 

 （一社）日本スポーツ用品工業協会 副会長 

日本スキー産業振興協会 会長 

株式会社小賀坂スキー製作所 代表取締役社長 小賀坂 道邦 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、専門職 及川 明宣 

 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 

 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： 

・   清水氏及び小賀坂氏に対し、受入環境整備についてヒアリングを行った。 

・   その後、受入環境整備について意見交換を行った。 
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 議  論： 

 

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

ヒアリング③：スノーリゾート地域における受入環境整備と交通サービスの課題 

□交通需要が季節的、時間的に分散化していると、運輸事業者もサービスレベルを確保しづらい。 

□適材適所の交通手段や適切な車両サイズが重要。車両サイズが小さいとコストは安いが、手段やサイズ

によらず、運転手は最低 1名必要。また、地域の公共交通では、運転手の担い手が不足。 

□日本は世界と比べて圧倒的に雪資源に恵まれている。東京から 150km～200km 県内にスキー場が多い。 

□日本は新幹線が最も恵まれている。豪雪地帯で安定して高速鉄道が走っている環境を活かすべき。 

□世界からみて、雪資源や交通サービスがかなり恵まれているという意識が重要である。 

□観光目的の近距離の 8-9 割が車で移動している。スノーエリア近くの高速道路網は重要。 

□スノーリゾート地域が戦う相手 

 ・個人が自由時間に実施する他の活動 

 ・限られた観光・レクリエーション機会と可処分所得 

 ・国内外の多様な観光資源・アクティビティ 

□スノーリゾート地域の地勢条件や雪資源の質、開発状況等により取るべき戦略が異なる 

 ・ニセコは、函館や札幌から遠く、長期滞在をさせる開発が重要。 

 ・白馬や小谷等は、長野市から近く、アクティビティは長野を利用する戦略が取れる。 

 ・湯沢や白樺湖等は、長期滞在が難しく、ビギナー向けや短期滞在で稼ぐ戦略。 

□長期滞在をさせるためには、スノーゾーン以外のアトラクション、アクティビティが重要。 

 

次に、小賀坂氏からヒアリングを行った。小賀坂氏からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング④：スノースポーツ用品とレンタルサービスの状況について 

□「日本スポーツ用品工業協会」におけるスノースポーツ用品・ウエアに関する取組 

 ・「日本スポーツ用品工業協会」はスポーツ約 10 業種のメーカーの集まり。 

 ・スキー関係は、別組織である「日本スキー産業振興協会」が扱う。 

 ・スノーボード関係は、別組織である「日本スノーボード産業振興会（SBJ）」が扱う。 

 ・「SBB 認定整備技術セミナー」、安全啓蒙ポスターの製作・掲示、ヘルメット着用運動等を行う。 

 ・スキー産業の振興を目的とし、「SKI FORUM」を 5月末～6月に開催。2日間で 2,500 人程度動員。 

 ・上記に加え、「JAPAN SNOW EXPO」を開催。 

□レンタルサービス及び販売と課題 

 ・レンタルサービス全体の数値データはない。 

 ・上越地区では、過去 5年間のレンタル売上が毎年 10%程度増加し、レンタル利用者が 5割程度。 

□スノーリゾート地域における手ぶら観光の可能性 

 ・ヨーロッパでは、ドイツ・イーストリア・スイスでレンタル市場が 50%、フランスで 70%以上を占める。 

□美や健康など付加価値を意識したスノースポーツ振興の今後の可能性 

 ・スキーと健康に関する多角的な研究が今まさに進められている。 

 ・スキーの健康での効用を得るためには、楽しく滑ることが前提。 
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その後、「交通アクセス」、「スノースポーツ用品のレンタル」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「交通アクセス」については、 

○ 日本では、東京から 150km～200km の距離体で多くのスキー場がある。ロンドン、パリ、ニュ

ーヨーク、モスクワ等の世界の大都市と比較しても、人口需要がある地域と近接しているス

キー場が数多くあり、世界的にみても恵まれている。 

○ スノーリゾート地域の受入環境整備において、二次交通を含めたアクセスの問題が大きい。 

○ 利用者の視点では、スノーリゾート地域において公共交通などの交通サービスが充実してい

ないとスキーやスノーボード以外のアクティビティの実施が難しい。 

○ 事業者の視点では、季節的、時間的に利用者の需要が分散化しているため、利用者が満足で

きるような交通サービスを確保するのが難しい。バスサービスは住民の利用だけでは採算性

がなかなか合わず、観光客の需要でどう埋めるかが重要。 

○ 適材適所の交通手段、適切な車両サイズがあるが、車両サイズを小さくするとコストが安い

が、最低限一人、運転手は必要。 

○ スノーリゾート地域において、雪国観光圏等、カーシェアリングの取組を行っている例があ

るが、返却場所の問題や整備費用の問題があり、レンタカーのサービス等を上回る解決手段

にならない状況。 

○ 長野県では、平成 28年度から二次交通を強化するため、周遊バス等の運行の助成について予

算案として計上している。また、観光部局と交通政策の部局、及び市町村を含めて二次交通

の体系の在り方に関するワーキング・グループを設置し、検討しているところである。 

○ 子供がスキー等を実施する年齢になった際、親の再デビューだけではなく、経験していない

親のデビューにもモチベーションになるのではないか。また、交通の問題は大きく、検討が

重要。 

の発言があった。 

 

2 点目の「スノースポーツ用品のレンタル」については、 

○ スキーやスノーボードのレンタルに関し、売上推移等の統計的なデータは少ないが、上越地区

の一部では、過去 5年間のレンタルの売上が年間 10%程度伸びている例がある。今後、スキー

やスノーボードのレンタルに関するマーケティングデータを収集することが望まれる。 

○ 最近の傾向としては、ゴーグル、帽子、手袋等、直接肌に触れるものは自分で購入し、ブーツ

も自前のものを利用し、スキーやスノーボードの板をレンタルする利用者が多い。 

○ 近年、例えば野沢温泉でスキー場経営の中にレンタル部門を設け、毎年新しい商品をレンタル

できるサービスを提供している等、比較的新しい商品をレンタルで提供するサービスが現れて

いる。そうしたことの情報発信が重要である。 

の発言があった。 
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第 3回ワーキング・グループ 

 テーマ：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 

 日 時：平成 28年 3月 30 日（水）15 時～17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】原田主査、阿部委員（代理：中澤観光誘客課課長補佐）、安藤委員、河野委員、中島委員 

【ヒアリング対象者】 

 スポーツ庁 健康スポーツ課 障害者スポーツ振興室 

 日本体育大学 体育学部 生涯スポーツ学研究室 教授 

ＮＰＯ法人日本障害者スキー連盟 専務理事 野村 一路 氏 

 兵庫大学 健康科学部 看護学科 教授 長尾 光城 氏 

【関係省庁等】 

 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 専門職 及川 明宣 

 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： 

・  スポーツ庁及び野村氏に対し、障がい者スポーツとしてのスノースポーツの取組・課題につい

てヒアリングを行った。次に、長尾氏に対し、高齢者スポーツとしてのスノースポーツの取組・

課題についてヒアリングを行った。 

・  その後、障がい者、高齢者スポーツとしての取組・課題について意見交換を行った。 
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 議  論： 

 

まず、スポーツ庁からヒアリングを行った。スポーツ庁からの説明の概要は以下のとおりである。 

ヒアリング⑤：障がい者スポーツの振興について 

□障がい者のスポーツ実施率を高めることが課題。現在、週 1 回以上が 18.2%と、成人の半分以下。 

□障がい者のスポーツ・レクリエーション実施の障壁 

 ・健常者と比べ、「交通手段がない」、「金銭的な余裕がない」が特徴的。 

 ・障壁が特にないのにやっていない方が 3割程度 

□障がい者のスポーツの場づくりが課題。 

□障がい者スポーツ指導者の活動する際の問題点 

 ・「活動の場（機会）に関する情報が少ない」、「一緒に活動する仲間がいない」、「活動する場がない」 

  等が特徴的 

□スペシャルオリンピックス（知的障がい者）、デフリンピック（聴覚障がい者）等の認知が低い 

□地域における障がい者スポーツを振興する体制の整備が課題 

□障がい者スポーツ団体のガバナンスの整備が重要。 

□障がい者のスポーツの場づくりとして、特別支援学校を地域の障がい者スポーツの拠点として活用する

取組を推進。 

 

次に、野村氏からヒアリングを行った。野村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：日本障害者スキー連盟の取組について 

□「日本身体障害者スキー協会」、「日本チェアスキー協会」、「日本障害者クロスカントリースキー協会」、 

 「日本知的障害者スキー協会」を発展的に解消し、団体を一本化すべく調整をしている。 

□障がい者スキーの人口の数は把握できていない。全団体で合計 400 人程度の会員と思われる。 

□障がい者スキーの指導者養成は課題。障害の種別、程度に応じて、指導方法も道具も異なり、難しい。 

□障がい者スキーの用具は高価で、種類やサイズが異なるため、連盟での貸し出し対応も難しい。 

□障がい者スキーの課題 

・障がい者スキーの実施場所へのアクセシビリティの確保が課題。 

・障がい者スキーに対する理解が進んでいない（用具を置く場所の配慮や優先レーン等）。 

・見た目で障がい者とわかりにくいスキーヤーへの配慮が難しい。 

 

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

ヒアリング⑦：高齢者スポーツとしてのスノースポーツの取組・課題 

□スキーは生涯スポーツとなりえる。鍛えれば、100 歳でもできるスポーツである。 

□スキー板の改良で、高齢になってからでも習得ができる。60 代のシニアがスキースクールに多い。 

□団塊の世代はお金を持っているので、スキーに呼び込むことはできる。 

□高齢者のスキー障害を防ぐには、柔軟のトレーニングとスキー板のメンテナンスが重要。 

□高齢者でもスキーは上達する。 
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その後、「障がい者スポーツとしてのスノースポーツの取組・課題」、「高齢者スポーツとしての

スノースポーツの取組・課題」、「今シーズンの概要」の 3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「障がい者スポーツとしてのスノースポーツの取組・課題」については、 

○ スポーツ庁では、スポーツを通じて社会発展を図っていく中で、スポーツを通じた共生社会

の実現も役割となっている。週 1回以上のスポーツ実施率でみた場合、障がい者は一般成人

の半分以下となっており、障がい者のスポーツ実施率を高めていくことが課題である。 

○ ２０２０年に東京で開催されることもあり、パラリンピックは知られているが、諸外国と比

べて知的障がい者のスペシャルオリンピックスや、聴覚障がい者のデフリンピックについて

は、認知度が低い。 

○ スポーツ庁と内閣府が協力して実施した２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会

の世論調査によると、オリンピックも含めた東京大会であなたは何を一番に期待しますかと

いう質問に対し「障がい者への理解向上」が一番であった。 

○ 日本障害者スキー連盟の登録会員が 95 名で、他の障がい者スキー、スノーボードの会員を含

めると 400 名程度の会員がいる状況であるが、障がい者スキーの競技人口を把握することは

困難である。 

○ 現在、障がい者の料金割引が設定されているスキー場とそうではないスキー場がある状況。

また、障がい者がスキーをする場合、介助者を同伴することがあるが、介助者には料金割引

が適用されない。今後、障がい者スポーツの介助者に対する支援の在り方を検討することが

望ましい。 

○ JNTO では海外で日本のプロモーションをしているが、海外からの障がい者の呼び込みについ

ては、紹介できるスキー場、宿泊施設等に関して根拠となるデータがない状況である。 

○ 長野県でもスキー場によって障がい者割引のあるスキー場やないスキー場があり、これにつ

いてもお願いをしながら解決をしていかないといけない。 

の発言があった。 

 

2 点目の「高齢者スポーツとしてのスノースポーツの取組・課題」については、 

○ 平日のスキー場利用者の中で高齢者が占める割合は大きい。スポーツやスキーに限らず、高

齢者は比較的時間とお金があり、現状では重要なターゲットとなる。 

○ 高齢になってからスキーを始める可能性があるのは、既に日頃ウォーキング等の運動をして

いる方が有望である。一度スキーを試しにやった際、楽しいと思えるかどうかが重要である。 

○ 高齢者はスキーの経験率が高く、スキーをやったことがない人よりも、過去にスキー文化が

盛んだった頃に実施していた人を復活させる取組が効果的と思われる。 

○ 「健康」という観点で見たときに、高齢者の方はバイタリティがありスノーリゾートの課題

解決に寄与すると思われる。 

の発言があった。 
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（事務局からの補足） 

○ 高齢者については何に留意し、楽しむのかについて、個人が留意する部分と受入環境として

各々のスキー場でどのような配慮をして最低限体制を整えておくべき部分など色々な課題が

あると考える。 

○ 本日の話を聞いて、特に高齢者でスノースポーツをやりたいと思う方が大勢いるようなので、

地域の観光振興の観点からさらに検討してきたい。 

 

3 点目の「今シーズンの概要」については、 

○ 今シーズンは、シーズンのはじめから雪不足。2月末でスキー場を閉鎖するところも数多く

ある。異常気象といってよいか分からないが、来年また同じ状況になったら大変なことにな

る。索道協会の数字によると、12月、1月の入込数が例年の 4割程度のスキー場もある。 

○ 軽井沢でのスキーバス事故等による若者のスノースポーツ離れが大きな打撃となっている。

若者が行きたくても、保護者がとめるケースも出ている。 

○ 兵庫県の峰山高原で、国内で 18 年振りにスキー場が新設オープンする明るいニュースもある。 

の発言があった。 
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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．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 

現状 課題 

① 日本の恵まれた雪、パウダースノーは世界の中

で大きな魅力となっている。 

 

 

日本の恵まれた雪、パウダースノーを中心に据

えたブランディングを行っていくことが必要

である。 

 

② 今のスノースポーツを実施する若者の世代で

は、“楽しい”、“気持ち良い”に加えて、“健康

に良い”へと観点が変化している。 

 

スノースポーツが“健康によい”という視点で

のブランディングも検討することが必要であ

る。 

 

③ 日本では、スキーやスノーボードは若い頃から

始める人が多い。また、高校生の頃になると、

親と一緒に行くことが少なくなる。 

 

何歳からでもスノースポーツをはじめやすく、

世代を超えて一緒に楽しめる機運作りが課題

である。 

 

④ 情報発信については、個々のスキー場や企業単

位で行われることが多いが、長野県では官民一

体となったプロモーションの試みがみられる。 

 

海外との競争に勝つためには、情報発信につい

て、オールジャパンでの取組が必要である。 

 

⑤ 2016 年 Fis ワールドカップ苗場大会は、国内

外にテレビ等のメディアを通じて情報発信を

行う良い機会であった。 

 

スノースポーツの国際大会を通じ、国内外への

情報発信を行うことが必要である。 

 

 

⑥ 国内には、大きなスキー場から小さなスキー場

まで色々とある。 

 

 

 

まず、日本を代表するスキー場を海外へ情報発

信し、引き続いて特色あるスキー場も取り上げ

るという、二段構えの情報発信が必要である。 

 

⑦ 地域によっては、自然環境、食文化、歴史文化、

温泉、商業施設等のスノースポーツとは、異な

った魅力がある。 

 

 

スノースポーツだけではなく、自然環境、食文

化、歴史文化、温泉、商業施設等を含めて、色々

な魅力を組み合わせたスノーリゾートの整備

が必要である。 
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２．受入環境整備について  

現状 課題 

① 日本では、東京から 150km～200km の距離で多

くのスキー場があるが、世界の大都市と比較し

ても、人口需要がある地域と近接しているスキ

ー場が多い。 

 

 

 

 

日本では、都市部からスキー場が立地する地域

へのアクセスが良い点をいかに活用するかが

課題である。 

 

 

 

② スノーリゾート地域の受入環境整備において、

二次交通を含めたアクセスの問題が大きい。季

節的、時間的に利用者の需要が偏在しており、

事業者は、利用者が満足する交通サービスを確

保することが難しい。 

 

 

 

二次交通の問題については、利用者の需要の季

節的、時間的な偏在に対して二次交通をどう確

保・調整するのか、交通の種類、便数、時間帯

等を含めて検討していく必要がある。 

 

③ スノーリゾート地域の公共交通サービスが充

実していないと、スキー場以外でのアクティビ

ティを楽しむことが難しい。 

 

 

 

 

 

特に、長期滞在を促進するためには、スキーや

スノーボード以外のアクティビティが重要と

なるため、他のアクティビティの場所までの二

次交通を確保することを検討する必要がある。 

 

④ スキーやスノーボードのレンタルに関して、ゴ

ーグル、帽子、手袋等、肌に触れるものは自分

で購入し、スキーやスノーボードをレンタルす

る利用者が多い。また、最近、新しいスキーや

スノーボード等をレンタルで提供するサービ

スが表れている。 

スキーやスノーボードのレンタルに関するマ

ーケティングデータの収集が必要である。ま

た、新しいスキーやスノーボード等をレンタル

できるスキー場があることについて、情報発信

をしていくことが課題である。 
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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 

現状 課題 

① （スポーツ一般について）週 1回以上のスポー

ツ実施率でみた場合、障がい者のスポーツ実施

率は、障害がない人と比べて半分以下と低い。 

 

障がい者のスポーツ実施率を高めていくこと

が課題である。 

 

 

 

 

 

 

② 障がい者スキーの競技人口は、主要な障がい者

関連のスキー、スノーボード団体でも把握でき

ていない。 

 

障がい者のスキーやスノーボードへの参加実

態を把握することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

③ 現在、障がい者の料金割引が設定されているス

キー場と、そうではないスキー場がある状況。

また、障がい者への料金割引が設定されている

スキー場においても、障がい者の介助者に対し

ては料金割引が適用されていない。 

 

障がい者やその介助者に対する支援のあり方

について検討することが必要である。 

 

  

 

 

 

 

④ 平日のスキー場利用者の中で、高齢者が占める

割合が大きい。高齢者は時間や資金に余裕があ

るため、重要なターゲットである。また、高齢

者は、過去にスキーを経験した割合が高い。 

高齢者は、資金も時間もある人が多く、また、

過去にスノースポーツを経験した人も多いと

思われるため、経験者が再度スノースポーツに

取り組みやすい環境整備について検討するこ

とが必要である。 
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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 


