
【取組の方向性の例①】スノーリゾート地域における日本版ＤＭＯの形成促進

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○地域の関係者と連携しつつ、データ分析に基づき戦略を策定して、

観光地域づくりの舵取り役となる組織が不十分。

○中小規模の個々のスノーリゾート地域は、観光資源やPR機会が限ら

れ、その磨き上げ等のノウハウも不十分。

○スノーリゾート地域の地域づくりの中心となる組織・機能を確立

・地方公共団体、スキー事業者、宿泊サービス事業者などで構成

される日本版ＤＭＯの形成を促進する。

・地域のスポーツコミッションとも連携して取り組む。

○地域の関係者が連携し、発信力を高めて国内外へ訴求

・「地域の稼ぐ力」を充実するため、DMOが中心となってマーケ

ティングに基づいて戦略を策定し、観光資源を磨き上げ、受入環

境の整備、国内外への情報発信等を行う。

○日本版DMOの形成・確立に向けての支援

・日本版ＤＭＯの形成・確立に向けて、情報、人材、財政金融とい

う３つの視点から支援を行うことが望まれる。

○国内外からの来訪者と地域住民の交流

・スノーリゾート地域の盛り上がりを支える地域住民の理解・協力

を得ながら、国内外からの来訪者と地域住民が心地よく交流し共

存できる観光地域づくりを促進する。 1

ツェルマット（スイス）

ツェルマット観光局（DMO）と地域共同体（ブルガーゲマインデ・ツェルマッ

ト）が連携し、地域の観光振興の舵取りを担う

ツェルマット観光局

ブルガーゲマインデ・ツェルマット

地域住民
地域資源
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マーケティング

メンバー
地域資源改善のた
めの投資メンバー

運営収入

○地域の観光振興の中核プレイヤーとして、ツェルマット観光局と
地域共同体（ブルガーゲマインデ・ツェルマット）の二本柱が連携。

○ツェルマット観光局（DMO）はスタッフ数約３５人。
マーケティング、中期計画の策定、インフォメーション・センター/
コールセンターの運営等を実施。

〇ブルガーゲマインデ・ツェルマットは人口の約４分の１に当たる1,500
人がメンバー。自主財源にて運営。
森林、牧草地などの地域の共有財産の管理に加え、地域の人気ホテルや
レストランの所有・運営により、観光資源の質を向上。

参考資料



【取組の方向性の例②】年間を通じた事業継続

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○グリーンシーズン（スノーシーズン以外の季節）の誘客のための

滞在コンテンツが不足している。

○年間を通じた雇用がないため、人材の安定的な確保が難しい。

○スノーシーズンにおいても、スキーやスノースボード以外のアク

ティビティを行うための場所までの二次交通が十分でない。

○グリーンシーズンの滞在コンテンツの磨き上げ、情報発信等

・グリーンツーリズムや森林レクリエーションをはじめとして、グ

リーンシーズンの滞在コンテンツの発掘、磨き上げ、情報発信を

行う。

・グリーンシーズンにおける索道（リフト等）について、既存の利

活用の事例も踏まえながら、国と地域の関係者間で連絡調整を図

り、安全を確保しながら活用していく。

○シーズンを通して人材を安定的に確保

・グリーンシーズンの滞在コンテンツなどにおける、年間を通じ

た雇用を生み出すことで人材の安定的な確保を図る。

○交通の種類、便数、時間帯等を含めて二次交通の確保・調整を検討

・利用者の需要の季節的、時間的な偏在に対して、バスなど二次

交通をどう確保・調整するのか地域の関係者で検討を進める。
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シャモニー・モンブラン（フランス）

グリーンシーズンの魅力 スキーシーズンの魅力

○山や湖等の自然環境や展望台、
登山・ハイキング、自転車、
ラフティング、パラグライダー等の
アウトドア、登山鉄道やロープウェイ、
マルシェ（朝市）や食文化等の多様な魅力。

○大規模な本格的なスキー
場エリアに加え、迫力満
点の大氷河が広がる。

スキーシーズンに加え、グリーンシーズンの

多様な滞在コンテンツにより、通年経営を実現

〇年間観光客は、約４００万人。
（スノーシーズン約２００万人、グリーンシーズン約２００万人）



取組の事例

【取組の方向性の例③】再生事例

現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

〇スノーリゾートそのものが当該地方公共団体の経営基盤に直接結

びついている地域もあり、地域の基幹産業となっている。

○スノーリゾートの衰退に伴い、雇用の場も失われつつある。地方

創生、雇用の場としての存続の観点からもスノーリゾート地域の

活性化が大きな課題。

○再生に向けての様々な取組の実施

・スキー場の再生の場合は、全国でのスキー場の再生事例も参考

にしつつ、例えば、中小規模のスキー場の場合は、ターゲット

層の絞り込み、リフト料金の工夫、来場者ニーズへのきめ細か

な対応や大規模スキー場との差別化など、再生に向けて様々な

工夫に取り組むことが期待される。

・スノースポーツ大会についても興業として捉え、収益性をあげ、

スノー観光ビジネスへの経営の展開を図り、財源確保のための

自助努力を図る。

・その際、一部の地方公共団体において既に導入されている宿泊

税等についても参考となる。
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岩手高原スノーパーク（岩手県雫石町）

⃝ 「岩手高原スキー場」の名称で運営していたが、
1998年に岩手山で発生した火山性地震等に伴い、
入山規制(同年７月)が敷かれたため、スキー場
が休業(同年９月)。

⃝ 2002年に運営事業者の親会社が倒産した影響で、
運営事業者が民事再生法の適用を申請。その後、
新たな運営事業者が運営を引き受け、「岩手高
原スノーパーク」に改称。 2004年7月の同スキー場エリアの入山規制
解除後、 7年ぶりに2004年-2005年シーズンから営業を再開。

⃝ ファミリー層をターゲットとして、小学生以下のリフトゴンドラ料金を無
料化し、初心者コースを新設したり、ペアリフトを初心者対応にするなど
した。

⃝ スノーボーダー向けのキッカー（小さなジャンプ台）、バンク（こぶ）等
の造成や、ゲレンデの拡張により、来場者のニーズに対応したコース造り
に努めている。

[引用：岩手高原スノーパークＨＰ]

営業再開後の入込数は休業前からは減少したものの、毎シーズン5万
人から7万人を安定的に維持。

スノークルーズオーンズ（北海道小樽市）
⃝ 2011年ｰ2012年シーズンを最後に閉場を意思決定していたスキー場を

2012年ｰ2013年シーズンから、スキー場再生事業を行う民間企業が新た
に運営を開始した。

⃝ 競合する大規模なスキー場と差別化するため、リフトのシーズン券の価格
を３分の１に下げ(販売数は５倍以上に増加)、夜11時までのナイター営業
や、ＬＥＤを用いたイルミネーションなどを行った。
また、曜日毎にレディースＤＡＹなどのリフト料金の割引率を設定したほ
か、夏には斜面をゆり園として活用するなどの集客策も実施。

閉場前の2011年－2012年シーズンと比べて、 2013年－2014年
シーズンには売上170％増、入場者数223％増を達成。



【取組の方向性の例④】滞在コンテンツの充実

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

〇訪日外国人にとって、スキー以外の体験も人気や関心が高い。

（スノーモンキーなど）

○アジアを中心とする訪日外国人を中心として、雪遊びなど雪とふれ

あうこと自体にも、大きな関心がある。

○訪日外国人旅行者のスノーリゾートへの滞在期間長期化を促す取組

・地域の伝統工芸体験や伝統芸能など各地の特色ある地域文化を

活かした滞在型プログラムや、温泉、宿泊施設・食のおもてな

しなどによる滞在コンテンツの充実を図る。

・広域観光周遊ルートを活用した、他地域への周遊促進、他地域

からの呼び込みも重要である。

○アジアを中心とする訪日外国人旅行者等の幅広い雪の楽しみ方

・スノースポーツだけではなく、雪遊びなど雪とふれあうことを

含め、幅広い雪の楽しみ方を魅力として発信する。

・雪山散策や冬の自然観察などの体験プログラムの充実も考えら

れる。
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水上高原リゾートの
犬ぞり体験（群馬県）

みやぎ蔵王の樹氷めぐり・雪上車（宮城県）

○暖房付き雪上車で世界的にも稀な自然現象の芸術品「樹氷」を専用ガイド
のトークとともに鑑賞するツアーを提供。

スノーモンキーや樹氷めぐり等

幅広い雪の楽しみ方を魅力として発信

○インストラクターとともに乗車
する体験ドライバープランと講
習後に一人で犬ぞりを操縦する
本格的なプランがある。

地獄谷野猿公苑の
スノーモンキー（長野県）

○地獄谷野猿温泉のスノーモンキー
見学。冬場のスノーモンキーは外
国人にも人気がある。



【取組の方向性の例⑤】受入環境の整備
取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○訪日外国人旅行者の不満としては、施設等のスタッフとのコミュ

ニケーションがとれないことや、多言語案内、無料公衆無線LAN

環境、二次交通が不十分なこと等に対する不満が大きい。

○外国人スキー客の対応のための外国人インストラクターが不足。

○スノーリゾート地域全体における受入環境整備

・スノーリゾート地域全体における無料公衆無線LAN環境の整備、
多言語対応の強化、クレジットカード利用環境の整備促進、二
次交通の整備、手ぶら観光の推進とも連携した公共交通機関を
利用した円滑に周遊できる仕組みづくり等の受入環境整備を行
う。

・アフタースキー（ナイトライフ）の楽しみの充実を図る。

○宿泊施設における受入環境整備

・宿泊施設における多言語表記、無料公衆無線LAN環境やトイレ
の洋式化等を促進する。

○外国人スキーインストラクター等の充実に向けた取組

・今後、アジアからの日本のスノーリゾート地域への来訪者の増
加を見据え、更なる外国人スキーインストラクターまたは、外
国語の話せるインストラクターや富裕層のニーズに対応できる
スキー観光（ツアー）ガイドの充実に向けた取組が必要である。
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白馬（長野県）

○「HAKUBA VALLEY」
・大町市、白馬村、小谷村の10のスキー場全体で取組を行っている。

○パンフレット、メニュー、表示サイン等の多言語対応。

外国語パンフレット 外国語メニュー 表示サインの多言語化

リフト券共通化、シャトルバルの整備等の

訪日外国人の受入環境整備に地域一体で取り組む

○アフタースキーとして、ショップや飲食店が充実している。（３００店以上）

○また、朝６時から深夜１２時まで５～１０分間隔で無料巡回バスが運行さ
れ、ゲレンデや宿泊施設、飲食店等を自由に移動できる。

〇それらにより、訪問者は、スノースポーツに加えて、アフタースキーも楽
しむことができる。

250店以上のショップ、100店以上の飲食店が揃う 無料巡回バス（朝6時～深夜12時まで）

ベイル（アメリカ コロラド州）



【取組の方向性の例➅】スノーリゾートの積極的な情報発信

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○一部で国内横断的な取組はあるものの、多くは各々のスノーリ

ゾート地域が個別にポータルサイトを設けるなど、独自に国

内外への情報発信を行っている。

○政府や地方公共団体、スノーリゾート関係者等が連携して国内外
で戦略的かつ強力な情報発信を展開

・ビジット・ジャパン地方連携事業や日本政府観光局（JNTO)に

よるビジット・ジャパン事業を活用し、海外の旅行博への出

展等のプロモーション等を行う。

・スノーリゾートに関心が高いと思われる欧米豪、東アジア・東

南アジア、富裕層に訴求するように取組む。

○スノースポーツの振興に関する民間の全国横断的な組織の協力

・民間の全国横断的な組織の協力を得てスノースポーツ振興とス

ノーリゾートに関する情報発信を進める。

○Webサイトの充実等による国内外への強力な情報発信

・我が国のスノーリゾートに関するオールジャパンでのポータル

サイトを充実する。

・海外市場へ日本のレンタルスキーの良さなどを情報提供する。

・各スノーリゾートの積雪状況について、適宜、的確な情報を提

供する。
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国内横断的な情報発信「Snow Resort Japan」（日本）

○「Snow Resort Japan」
・（一社）日本スノースポーツ＆リゾーツ協議会が作成、運営。
・海外向けに国内のスノーリゾートを英語で紹介。
・JNTOや日本の地方自治体が海外で出展する際等に配布。

Webサイト 冊子
スキー博「SKI Dazzle」での配布
（2015年12月米国ロスアンゼルス）

海外のポータルサイト「Snow Forecast」（英国）

○「Snow Forecast」
・スノーフォアキャスト社（英国企業）が運営。
・世界約3,100箇所のスノーリゾートの情報を掲載。

（日本は543箇所登録。）
・スノーリゾートについて35項目の評価基準

に基づき星評価（1～5つ星）を行っている。
・英語、日本語を含め、13言語に対応。



【取組の方向性の例⑦】生涯を通じたスノースポーツ人口の拡大

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○スキースノーボード人口は、1990年代の1,800万人をピークに、

2015年には740万人と半分以下に減少している。

○今後、更なる少子高齢化・人口減少の進展を踏まえると、総合

的にスノースポーツの参加人口の裾野を拡大する取組が重要。

○国内のスノースポーツ参加人口拡大には子供、若者、高齢者が重要

・子供、若者、高齢者（シニア）をターゲットとして、

スノースポーツの参加人口拡大に向けて取組む。

○子供（小学生等）対象に教育におけるスノースポーツの普及

・日本の教育におけるスノースポーツの普及を促す。

・教育旅行におけるスノースポーツ振興について、都市部での呼

びかけも含め、取組を拡大する。

○高齢者向けの取組

・高齢者は平日の来訪も可能であり、今後の人口増加を見据え、

「健康増進」や「地域活性化」の観点からターゲットとし、環

境整備や情報提供の充実について検討を行う。

○「中断層」や「新規層」向けの取組

・スノースポーツ拡大のためには、かつてスノースポーツに取組

んでいたが現在は中断している層や新たにスノースポーツに

取り組む新規層もターゲットとして有望である。
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○若者（19歳）の参加を増やす＝参加人口拡大の発想

○若者（19歳）のスノースポーツ参加の3つの壁を解消
・高校卒業後、一緒に行く人が変わる
・家庭負担から自分負担へ、費用負担者が変化する
・スノーアクティビティのイメージが古い

○無料で体験させ、リフト券等の価格感を身に付けさせる

雪マジ！１９

○ 19歳のリフト券を無料にして
若者の集客を図る民間のキャンペーン。

○ 2013年度には、172のスキー場が参加し、
会員数 15万人、雪山訪問人数延べ50万人を達成。

○ 2011年度に参加した19歳のうち、翌年20歳になって ゲレンデを再訪問
した割合は92％。そのうち50％以上が5回以上訪問。

若者のスノースポーツ参加を促すことで、国内のスノースポー
ツ人口の拡大に寄与する取組

出典：第１回 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
加藤史子氏 講演資料



○スノーリゾートで国内外からの旅行者にスノースポーツを楽しんでもらうため、ス

キー場内のコースの安全管理は重要な課題。

○訪日外国人を中心に、バックカントリー（コース外滑走）の需要が高まっているが、

コース内滑走の場合よりもさらに厳格な安全への配慮が必要。

○索道など施設の老朽化が進んでいるため対応が必要である。

○外国人をはじめ、旅行者の事故・災害時の対応が必要。

○スノーリゾート地域に安心して来てもらうためには、スキー場はもとより、行き帰

りの安全性が重要。

【取組の方向性の例⑧】安全・安心の確保

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○スキー場内における安全管理
・子供や高齢者、障がい者の来訪促進を図るため、一般スキーヤーとの導線をできるだけ

交錯しないゆるやかなコースや雪遊びの場を設定するなど、安全管理に更に留意する。
○バックカントリースキーの安全確保
・安全確保については、自己責任を基本としつつも、スキー客に対して冬山登山と同様の

知識・技能・装備が必要であることについて広報啓発するとともに、天候や立ち入り
禁止区域についての情報提供や注意喚起等を行うなど、安全の確保に努めることが必
要である。

○索道施設の老朽化対応
・スノースポーツを楽しんでもらう大前提として、索道等の施設の安全性の確保や安全管

理の技術伝承があり、各スノーリゾートでは索道等施設の安全管理投資等を行う必要が
ある。

○事故・災害時の体制確保
・利用者の事故や病気等が発生した場合や、地震や豪雪等の自然災害が発生した場合に備

え、利用者・事業者・関係機関の連絡体制や情報提供方法を確立し、安全・安心の確保
に努めることが必要である。

○スキーバスの安全対策
・軽井沢スキーバス事故を踏まえて取りまとめられた対策に基づき、事業認可の更新制や

監査体制の強化等の新たな制度を着実に実施し、貸切バスの安全対策に万全を期すこと
が必要である。
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〇増加する外国人患者への対応として、病院関係者向けの語
学研修の開 催や、窓口看板、院内MAP、薬局での処方用
法の作成等の多言語対応を実施。

外国人旅行者の不慮のケガ・病気への対応
（高山赤十字病院）

ニセコ（北海道） 白馬（長野県）

○自己責任を明記
○コース外への立ち入りを管理
○雪崩観測所を設置し情報提供

等

○自己責任を明記
○立ち入り禁止エリアを明示

等

ニセコルール 白馬ルール

ルールを設け、情報提供や注意喚起等により安全確保
（英語でも発信）

バックカントリースキーへの注意喚起等



【取組の方向性の例⑨】スノーリゾート間の連携

取組の事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

望まれる今後の対応

○国内のスノーリゾート地域の多くが中小規模である。ゲレンデの

規模やコースの多様さでは大規模スキー場に劣ることから、個々

の対応では限界がある。

○大規模・中小規模いずれのスノーリゾート地域でも連携により、

大きな効果が期待できる。

○中小規模のスノーリゾート地域での取組

＜スキー場に加え、スキー以外の要素の充実＞

・中小規模のスキー場があるスノーリゾート地域の多くは、自然、

食、地域の祭り、宿泊施設、スノーモンキー、樹氷等の魅力的

な観光資源を有しており、地域に適した魅力の充実が必要であ

る。

・特に「ここならでは」「ここでしかできない」体験プログラム

の充実が必要である。

＜近隣スノーリゾート間の連携＞

・地元住民のレジャーや学生などの練習場として適したスキー場

同士で連携すること等、事業者や地方公共団体の区分を超えた

共通の魅力やコンセプトを基盤とした連携強化、存続策を模索

する。

○大規模、中小規模に限らず、複数のスノーリゾート地域の連携によ

り、利用者の利便性・快適性の向上や訴求力を高めること等が期待

される。 9

マウントシックス（複数県での連携）

〇野沢温泉、蔵王温泉、草津、白馬八方尾根、妙高高原が連携した取組。

○マウントシックスの主な取組は以下のとおり。

・広域での共同プロモーション

・マウントシックスサミット（年1回）

・共通リフト券の開発販売

・関係者のセミナーや勉強会

・スキー学校の相互交流 等

白馬バレー（隣接市町村での連携）
○長野県白馬村、小谷村、大町市にある１０スキー場が連携し、
「Hakuba Valley」で一体的に以下の取組を進めている。

・リフト券及び読み取り機（ゲートシステム）の共通化
・スキー場間を周遊するシャトルバスの整備 など

【ＢＯＴＡ】Best of the Alps（広域の連携）

○スイス、オーストリア、フランス、ドイツ、イタリアの欧州5か国12の高級
通年リゾートによる広域連合体。

○連携を図りつつ、各地域が独自色を発揮するなど、戦略的マーケティングを
行う。


