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第 1 回スノーリゾート地域の活性化推進会議 

議事概要 

 

平成２９年１０月６日(金)１５:００～１７：００ 

共同通信会館 5 階会議室ＡＢ 

 

●…関係省庁 ○･･･観光庁 △…関係団体 ◇…有識者 ☆…その他 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

○ 観光庁では平成 27 年から国内外の旅行者がともに減少する冬季の観光振興などを

進めるためにスノーリゾート地域の活性化に向けた検討会を開催し、本年 4 月に最

終報告を取りまとめたところである。訪日外国人旅行者について、政府は 2020 年に

4000 万人と高い目標を掲げ、訪日外国人の関心が大きいスノースポーツの振興に

ついて、大いに期待をしているところである。私事であるが、私は北海道の出身で、ス

ノーリゾート地域の振興については大変強い思いがある。思い返すと、学校のスキー

授業は体育ではリフトも乗らずに大変な思いをしながら、子どもの頃行っていたが、そ

の後時代を経て、まさにスキーがリゾートになっていくということを見てきた。北国出身

者として、これほど価値のある地域資源は、世界にもまたとないものであるということを

強く確信をしているところである。訪日外国人に人気のパウダースノー、温泉、空港

からスキー場へのアクセスのよさ、世界でもこのような地域は多くない。特に冬季のオ

リンピック、2018 年に平昌、2022 年に北京と、東アジアでの開催が予定されており、

アジアでのスノースポーツ人口の拡大等を取り込む大きなチャンスが訪れている。本

推進会議は、検討会の最終報告に基づいて、今後のスノーリゾート地域全体の活性

化に向けた具体的な施策を展開していくために開催をする。皆様の活発な議論を心

からお願いする。 

○ 今回の議長については互選により定めることとなっており、事務局案として、昨年まで

開催していたスノーリゾート地域の活性化に向けた検討会の座長を務めていただい

た、早稲田大学の原田教授にお願いしたいと考えているが、意見はあるか。 

☆ 異議なし。 

○ 皆様の賛同をいただけたので、原田先生に議長に就任いただくこととする。 

◇ 議長を賜ることになった。国内外の旅行者がともに減少する冬季の観光振興のため

に、平成 27 年 1 月から本年 3 月にかけて、スノーリゾート地域の活性化に向けた検

討会を開催し、本年 4 月に最終報告として、スノーリゾート地域の現状と課題、今後

の取り組みの方向性をまとめた。2018 年 2 月平昌の冬季五輪、2022 年の北京の冬

季五輪などのビッグイベントがアジアで続く。それに伴うアジア圏でのスキー人口の増

加、日本のスノーリゾートへの来訪が期待され、オールジャパンの体制のもと、各種施

策を進める千載一遇の好機が到来したと確信している。中国では、冬季スポーツ発

展計画及び、全国氷雪スポーツ施設建設計画を策定し、氷雪スポーツ関連産業、

2020 年に 9 兆円、日本円で 9 兆円、2025 年に日本円で 15 兆円に高めるという施策

が、今まさに中国の中で進展している。このような中、本最終報告を踏まえ、スノーリゾ

ート地域の活性化に向けた、今後の具体的な取り組みを推進していくことを目的とし

て、本推進会議が設置されたことは誠に喜ばしいことではないかと思う。ぜひ関係省

庁や関係団体、有識者の皆様とともに具体的に何ができるのか、お互い知恵を絞り
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ながら、官民が連携してスノーリゾート地域の活性化に向けて取り組んでまいりたいと

思う。 

 

３ 議事 

（１）「スノーリゾート地域の活性化推進会議」の設置について 

    観光庁より、資料１－１及び１－２に基づき説明。  

 

（２）スノーリゾート地域の活性化に関する事例紹介  

◇ 日本のスキー人口はピーク時の 1800 万人から 740 万人に減少し、これが戻るという

ことは、現実的にはかなり難しい。そこの認識を合わせつつ、これからどうやっていく

かということが、議論のスタートとして大事だと思う。 

◇ アジア諸国において、スキー人口の増加は顕在化してきている。わが国への海外か

らのスキー訪問者の増加が期待される中で、北海道でも既にアジアのスキー観光客

の増加が始まっている。報道等を見るとニセコ地域は、オーストラリア人スキー観光

客が大部分ともとれるが、アジアのスキー観光客へと シフトしてきている。スキーを

既に経験している顧客と、そうではないアジアからのスキー未経験者・初級者をどう

受け止めていくか、我が国のスキー場を振興していく上で、大きなフェーズにきてい

るのではないか。事例として倶知安町の外国人宿泊の延べ人数を元に推察したい。

ニセコを訪れるオーストラリア人の延べ宿泊人数は、平成 25 年度シーズンはおおよ

そ 14 万 3000 人、26 年 12 万人、27 年は 15 万人、昨シーズンは 9 万 7000 人と落

ちたが、その前の３ヶ年の平均を大まかにみると 14 万人程度の延べ宿泊人数を一

つの目安と仮定したい。過去に行なった聞き取り調査を踏まえると一人当たり大体 5

泊～6 泊すると推察され、単純に割り返すと 2〜3 万人規模の人数がニセコ地域を

訪れていると大まかに推察する。一方、アジアからの観光客の延べ宿泊者は、香港、

マレーシア、シンガポール、タイ、中国等を含め、おおよそ平成 25 年度シーズンは 9

万 7,000 人、26 年は 12 万人、27 年は 17 万人、28 年も 17 万人となり、延べの宿

泊者数は、平成 25 年と 26 年度シーズンを境にオーストラリア人のそれと逆転してい

る。アジアからの観光客の一人当たりの宿泊者数を 2～3泊と仮定し、去年の数字を

仮にその 3 泊で割り返すと大まかに 6 万人ぐらいが来ている状況になる。実際の来

場者数ではないが、アジアからスノーリゾートへの来訪者が急速に伸びてきているこ

とがおわかりいただけると思う。 

◇ これまでは外国人スキー観光客を一括りにしていたが、オーストラリアや欧米の、そも

そもスキーを既に経験している中上級者が、スキーのデスティネーションの一つとし

て日本へ来る場合と、今後爆発的に増える中国等のアジア圏の未経験者・初級者

の方の来訪。これらは全然違うマーケットという認識を持って、様々な取り組みをスタ

ートしなければいけない。外国人スキー観光客の対応では、中上級者に軸足を置く

のか、初級者を徹底してやるのか、両方でいくのか、この辺を考える必要がある。 

◇ スキースクールのレッスン等のサービスの対応も違ってくる。中上級者の外国人のス

キーの観光客は、朝から晩まで滑りたいというニーズがあり、レッスン時間は必然的

に長めとなる。ニセコでも、ナイターを滑る中上級者もいるので、そうした層へのレッス

ンも時には必要だろう。スキーの技術レベルが向上すれば、色々なところを滑りたく

なる。そうした層は、比較的長期滞在の傾向で、一例では 5 泊から 7 泊ぐらい滞在

している。一方、アジアのスキー未経験者・初級者は気温が高いところから来るので、

初めてのスキーで、かつ長時間寒いところでのレッスンは厳しい。短時間で、楽しくス

キーを体験して、今流行りのソーシャルメディアにその姿をアップする。雪の楽しさを
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伝えるためにはスキースクールもスキーレッスンだけではなく、時には雪遊びから入る

のも自然な導入の流れの一つではないだろうか。 

◇ 中上級者は、新たなスキーデスティネーション探しが既に始まっていることも念頭に

入れる必要がある。ニセコに来ている外国人スキー観光客の一例では旭岳や、青森

の八甲田等へ、新たなスキーデスティネーション探しが始まり出していると聞いている。

中上級者は、スキーの面白さを知れば知るほど、色々なところに行く可能性がある。

ただし、安全面から、例えばここは立ち入りが禁止であれば、その規制をしっかり整

備することも大事だと思う。アジアの中では今後、中国のスキー場もこれから開発さ

れ、発展していくだろう。北京での冬季オリンピックをはじめ、スキーが注目される機

会が増える。そうしたことを考えると、日本のスノーリゾートでスキーの楽しさを今のう

ちに伝えることができればリピーターが増えるのではないだろうか。総括するとスキー

の中上級者は、新たなデスティネーションとして日本各地のスノーリゾートを今後探し

ていく可能性が高い。一方、スキーの未経験者・初級者の方々はリピートしていただ

き、将来の顧客になっていただくことが大切ではないかと思う。 

◇ 外国人のスキーレッスンへの対応としては、外国人の採用型（外国人スキーインスト

ラクターを採用）、委託型（外国人のスクールレッスンを受け持つ会社に業務委託す

るケース）、ハイブリッド型（通訳とスキー指導者を現場で活用する複合型）、日本人

の採用型、育成型と分類を試みた。日本人のインストラクターの外国語対応能力向

上は、中長期的に取り組むことではないかと思う。日本人インストラクターの中で外

国語に対応できる方が少なく、人材が常に不足している。全日本スキー連盟、日本

プロスキー教師協会を含めて多くのスキー指導者がいるが、人材の掘り起こしをする

と意外と語学ができる方がいるかもしれない。日本人らしさを活用したスキーレッスン

も大事なことだと思う。ただし、日本人のスキー指導者の外国語能力の育成が直ぐ

にできるかというと、スキーは季節性のあるスポーツゆえ、雇用形態等のこともあり、

難しさも感じており、ハードルが高いことも認識している。また、スキー指導のできる外

国人等の育成ということで、北海道では留学生等が認定指導員取得を目指し、現

在育成している事例もある。 

◇ スキー未経験者であるアジアからのスキー観光客にもスキーレッスンのニーズがあり、

国際的なスノーリゾート実現に向けては、その対応が急務である。アジアから来る方

はレッスンもレンタルも含めてワンセットでの需要が高いだろう。スキー用具は持って

いないのでレンタルは、必然的に対応が不可欠である。一方、外国人のレッスンの

対応が出来る人材不足は全国共通した課題であり、「採用」、「何らかの対応策」、

「育成」の三つの切り口で中長期的な戦略が必要である。北海道大学には 1500 人

ほどの留学生がおり、中国からの留学生は 800 名を超える。スキーは北海道に来て

初めて行ったという学生も多く、こうした動向からもスキーレッスンは非常にこれから

可能性があるところだと思う。 

◇ 一例として、GALA 湯沢は、2017 年の年間の入り込み客数が約 34 万人と聞いてい

る。そのうち、主にアジアを中心とする海外スキー観光客は約 6 万人であり、今後は

もっと伸びると予測している。この写真を見ておわかりのように、新幹線が直結してい

るスキー場なので、今年の春現地に行って外国人スキー観光客の動向を見ていると、

午前中に来てスキーの体験をして、お昼を食べて、夕方にはまた東京に戻って観光

というように日帰りのアジアからのお客様が多い印象である。それでは、どのようにし

てこうした新幹線で訪れる外国人スキー観光客に対応しているのかということで、調

べた事例を紹介する。 

◇ 中国語のレッスンの例を紹介する。生徒全員が通訳の声がクリアに聞こえる仕組み
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のヘルメットを装着し、インストラクターと通訳からレッスンを受ける。短いスキーを使う

ため、これだとスキーがあまり重ならない。1 回のレッスンで大体 15 人から２０人位ま

で、インストラクターと通訳で対応可能と聞いている。イヤホンで通訳の声を聞くので

はなくヘルメットを振動させる原理により聞こえる仕組みの装置で、外からの声もクリ

アに聞こえ、緊急事態で何かあっても外部の音はほぼ聞こえている。このようなスキ

ーを始めるレベルでは、リフトは使わず、大体始めて 2 時間ぐらいの間に少し傾斜を

滑ってもらう。その後は、リフトが大丈夫であればご覧いただいたようにコースを滑る。

上手に指導すれば午後には緩斜面を滑れるようになるので普通のスキー指導と変

わらないと思う。従来のスキーレッスンと違うところの一つは、一列に生徒が並んだ指

導形態ではなく、途中で写真を撮ったり楽しく撮影したりというところ。また、レッスン

の中で全日本スキー連盟の 5 級の検定を組み合わせ、合格者には終了時に合格

証とバッジを与える。SNSなどの口コミもあり、新幹線に乗って日帰りでこういう体験が

できるということで外国人のスキー体験者が非常に増えており、来年はタイ語も同じ

システムで対応する予定。この事例は、外国人スキー観光客に対応できるスキーイ

ンストラクターの数が少ない中、どうやって対応して行くのかというところの解決策の

一つだと思う。また、複数名に同じ音声を提供しており、やり取りに関して支障がある

のかと思ったが、スキーの初心者ということもあり、レッスン生は聞く側となる時間が多

く、このシステムで大きな支障がないことがわかった。イヤホンと異なり、耳を覆わない

ため、外部の音声は通常のヘルメット同様に聞こえる。機会があればぜひご覧いた

だきたい。 

◇ ルスツリゾートでは、ウェスティンブランドによる効果もあり外国のお客さんが増える中

で、非常に現実的な対応方法として外国人の雇用で外国人スキー観光客に対応し

ている。インストラクターは全体で約 90 名ピーク時期におり、そのうち日本人のインス

トラクターは約 30 名、外国人は約 60 名と聞いており、外国人の指導者の方が日本

人の指導者より多い状況である。 

◇  ニセコユナイテッドという組織で、新たなスキースクール等の認定システムが始まって

いる。全日本スキー連盟、日本プロスキー教師協会とは異なる認定制度で、ホーム

ページによると営利目的でスノースポーツスクールやガイド事業者がニセコユナイテ

ッドの全リフトを使用するためにはニセコユナイテッドへの加盟認定が必要であると

表記されている。リフト会社が所有するスキー学校等は除かれるが、新規参入のとこ

ろは、日本、外国問わずこのシステムに加盟する必要がある。スキースクール以外に

もガイドとかカメラマンとか、色々なスキー関連のサービスビジネスがあることから、こう

いうルールが作られたものと推察する。また、ホームページにはニセコのスキー場で

お客様が得られる経験の質を保証することで、常にお客様の安全、楽しさを維持し

向上するためと表記されており、この目的は我々と一致しているのではないかと思う。

加盟するためには日本または国際的なスキー指導者の資格を有するなどの条件も

ある。どれ位のスクール事業者が昨シーズン参入しているかというと、リフト会社所有

のスクールなどを除いてホームページ上には 31 社掲載されている。総数ではニセコ

エリアの四つのスキー場に、おおよそ 40 社前後が加盟していると推測している。 

◇ 既存のインバウンドスキーヤーは既にリピートしている層がある。今後、爆発的に伸

びる可能性のあるアジアのスキー未経験者・初級者に適切に対応することで、我が

国のスノーリゾートにおける新たな顧客の創出が期待できる。全国のスキー場に

様々なチャンスがあるだろう。スキーの旅行の楽しみ方は色々あると思う。日本のスキ

ー界が長い時間をかけ、築いてきた指導法や検定制度など良い点は沢山ある。そ

のノウハウ等を応用すれば魅力がアップすることができるのではないか。最後に、イ
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ンバウンド対応が必要な中で、日本らしさを失わないインバウンド推進を提唱したい。

観光の磁力、マグネティズムと表現されるが、日本らしい文化や風景は、外国人スキ

ーヤーを魅力するための強力な源泉である。海外のスキー観光客の方から、せっか

くニセコに来ているのに外国のようだ。見渡すとあまり漢字の表記も見られず、多くが

英語表記である。救急等、危険時や緊急時の対応に備えたものには、もちろん多言

語表示すべきだが、TPO に応じて日本らしさを残したスノーリゾートの将来に期待し

たい。スノーリゾートで活躍する人材を育て、新たな顧客を創り、日本らしく迎える。こ

のような 3 段階で考えてはどうかと思う。 

◇ GALA湯沢はバブルのときに華々しくデビューしたが、その後一度落ち込んだものの、

現在は回復している。似たことが関西の六甲山人工スキー場でも起きている。雪遊

びというインバウンド需要が高まっているためだが、今は、本格的なスキーへの誘導

といった具合に、このブームをもう 1段高いところに持っていかないと、一時的現象で

終わるだろう。スキーガイドやテクノロジーの導入によって、新しいスキー需要の創造

と取り込みに向けて動いていくことが大事だと思う。 

△ 技術、指導法のレベルには自信があるが、外国人対応となると語学の話がある。東

京都スキー連盟だけで、準指導員、指導員の数が約 6,000 人、関東地区は、全体

で約 1 万 3,000 人の指導員の数になる。その中には首都圏の大企業に勤めている

方も多いので、語学に精通した方がいるのではないかということで、今、東京都スキ

ー連盟が率先し、語学に精通した指導員を何らかのかたちで、国際認定指導員、

おもてなし指導員のように認定する制度を作ってはどうかと今検討に入っている。認

定指導員は準指導員の下の、1 級、2 級というクラスでも認定を受ければ指導がで

きるが、その認定指導員は比較的技術的には取りやすい資格なので、そこにかなり

の可能性があり、今までは準指までは無理だと受けなかった方の中で、語学が堪能

な方がたくさんいると思うので、そういう人にチャンスを与えて、そういうインストラクタ

ーを増やしていきたいと今検討に入ったところである。 

△ 外国人スキー客の受入対応で、中上級者、あるいは未経験、初心者という二つの

パターンはそのとおりであり、スキー場の成り立ちによって大きな差となっている。未

経験者、初心者については、人工降雪機のスキー場も対応ができるが、中上級者

は、今オーストラリア以外のヨーロッパ各国から上級者がたくさんきているが、日本の

宝であるパウダースノーを楽しみに来る皆さんの対応が各スキー場で大きな問題と

なっている。安全の確保、遭難に対する対応、雪崩等の死亡事故等の防止策をし

っかりと確立をしていかないと大きな問題になってしまう。野沢温泉ではスキー場の

安全条例を作った。これはまだ全国で一つしかできていないが、利用者に理解をい

ただき、条例があることを知らせていく必要があると思う。ヨーロッパ、北米含めて人

工降雪機のスキー場が多くなっており、天然雪が少なくなっているという現れでもあ

る。日本のパウダースノーの素晴らしさを売るのが日本のスノースポーツが生きる道

であると思うので、その安全対策と、未経験者をどうやって増やすかという両方の面

でしっかりと考えていく必要がある。 

△ プロスキー教師協会では外国人の取組を各スクールで行い、現在は主に外国人採

用型か日本人採用型育成型に取り組んでいる。外国人採用型で非常に困難に感

じていることがビザである。外国のスキー教師の資格を持っていても最低 36 カ月の

実務経験が必要である。36 カ月の実務経験はスキーシーズンが 4 カ月と考えると 9

年。年配の方がスキー教師で来ることは少なく、若くて日本で働きたいという人は、

実務経験が足りず、ビザを得られずに採用できず困っている。諸外国において、資

格取得時に十分な研修を積んでおり、実務経験が 36 カ月の条件を何とか減らすよ
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うなことも検討いただければと思う。 

◇ 在留資格要件の緩和は、前回の会議で生まれた成果の一つであるが、さらなる基

準の緩和が必要という指摘かと思う。 

△ 上級者を教えるには 2 級だと厳しいと思うが、アジア系の方々を想定し、アジアのス

キー人口の伸びと同時に我々の受入指導員を養成する活動をしていきたいと思う。 

 

（３）アクションプログラム 2017 骨子（案）について 

    観光庁より、資料３－１及び３－２に基づき説明。 

 

△ 索道、ロープウェーの輸送人員は、約 25 年前の平成 5 年度の 8 億 4000 万人がピ

ークで、それまでずっと伸びてきていた。その後は減少を続け、平成 22 年度にはピ

ーク時の 38％の 3 億 3000 万人ぐらいまで減少した。その後、平成 22 年度以降、

下げ止まる、あるいは若干の増加傾向を示していたが、平成 27 年度は小雪の影響

等もあり、大幅な減少となってピーク時の 33％、2億 9000万人ぐらいになった。昨年

の平成 28 年度の冬で若干回復はしたが、まだ少雪の状況があり、ピーク時の約

35％、3 億 500 万人ぐらいにとどまっている。このような状況の中で、輸送人員の増

加のための有効な施策が求められており、この会議においてよい方向の結果がまと

まり、索道事業の活性化につながればと考えている。 

△ 以前、原田議長と共にスイスのツェルマットに行ったが、19 歳対象の雪マジ等でリフ

トをフリーにすることをじゃらんがやっており、現地で指摘されたのは、もっと若いとき

にやるべきだということ。私の子どもも小学生のときにやっていたため、回数は減った

が今もスキーをやっているので、早く始めることに越したことはないと思う。 

△ 日頃から海外における日本の魅力の発信事業をやっているが、スキー場に関する

情報では、ニセコや白馬の例があるものの、様々なスノーリゾートを楽しむためのコン

テンツという点においては、情報不足は否めない。例えば、スキーに限って言えば全

山利用の共通リフト券の発売は、リピーター対策でも非常に重要だと思うので、一度

来ていただいた方にそのリフトを使って再度来訪していただくような仕組みやサービ

スなどを考えられないものか？日本各地にある観光案内所は比較的充実しているが、

スノーリゾートの情報を提供できる観光案内所が多くないので拡充していく必要があ

ると思う。資料 3 の中に“国籍や年齢層に応じたニーズ及び新たなマーケットの把握”

とあるが、ニセコを例にとると、当初はオーストラリアのスキーヤーが、スキーを楽しむ

ことをメインに来訪したが、彼らのスマホから得られるビッグデータ等を解析すると、ス

キーを楽しんでいる時間以外にも、ゲレンデ周辺や麓の飲食店や、居酒屋でコミュ

ニケーションをしている時間もかなり長いという調査結果もあり、スキーのみならず、

地域の方たちを巻き込んだ形で、アフタースキーをどう楽しんでいけるかという魅力も

多く、発信していけるとより良いのではと思う。 

◇ 私が数年前にまとめた中で、もちろん全てではないが、多くの北海道民にとって、ス

キーというのはかつて日常的なスポーツで、日帰りで行って帰るスタイルがほとんど

であった。日本のスキーヤーの方々も色々なところへスキー旅行に行くが、大体 2 泊

3 日とか 1 泊 2 日のスタイルが多いのではないだろうか。資料 3－1 のアクションプラ

ンの誘客に関する課題の骨子に、一つご検討いただければと思うのは、海外のスキ

ー観光客の動向を意識した滞在型のコンテンツの分野である。滞在型というところが

重要であり、ぜひ滞在型を目指したコンテンツを検討していただき、地域へより多く

の経済効果の波及を期待したい。 

 子どもの頃から、19 歳よりさらに早ければ早いほどいいという発想は、間違いないと
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思う。スキー場が近くにある学校の子どもすらやっていないという現状もあり、それな

のに都市部から人を呼びたいといっても、まず雪国も子がやるべきという議論もあっ

た。東京は意外とやっているところはやっていて、自分の子の学校も 2 月に 2 泊 3

日でスキーに行って、子どもが楽しかった、もっとやりたいという反応なので、当たり

前にやっている所はやっている。授業時数の確保、親のコスト、貧困の問題、安全

面、アレルギーの面等で、一度だめ出しがあり、それからやらなくなったところもある。

それらの課題をうまく乗り越えていけば、また戻ってくる。東京などができるのは、夏

休みを５日間減らしていれば、その分授業時数を確保して冬は大丈夫だということ

がある。年間トータルで時間を作るという発想や学力を保証するという発想のもと、し

っかりと教育委員会が指導すればできるのではないか。あと、コストの面は、これは

ある意味事業者へのお願いでもあるが、子どもを泊める場合は非常に安く泊まれる

ようにしてもらうこと、将来の出世払いといった発想で、長期的な視点でやっていた

だけると好循環していくと思う。東京の自治体ができるのは、例えば長野などに自治

体の施設を持っていて、そこを拠点にしてスキーを行うことから、非常にコストが抑え

られる。今、行革の中で自治体の施設を廃止している所のほうが多いので、そうする

と民泊か、どこか大規模ホテルへの宿泊となると、なかなか保護者の納得が得られ

ないということもあるように聞いている。農山漁村体験も我々は頑張っているが、それ

と同じような発想でスノーリゾートとの子どもの交流というのをトータルで考えていけ

ればよいと思っている。 

 このアクションプログラムに掲げられている課題の解決には、スポーツツーリズムの推
進で解決できる部分が多いのではないかと考えており、本庁としても全面的に取り

組んでいきたい。特にスポーツ庁としては、今年からスポーツツーリズムのムーブメン

トを起こす事業に取り組んでおり、初年度の今年はアウトドアスポーツについて焦点

を当てて検討するとともに、実際に検討会のメンバーになっている企業の方に取り

組んでもらっている。アウトドアスポーツの王様、大きな柱の一つがスノースポーツ、

ウィンタースポーツだと考えているので応援したい。先ほど、滞在型が重要であると

いう意見があったが、私どももそう考えており、滞在時間が長くなればなるほど比例

して現地に落ちるお金も増えていくと思うので、ムーブメント事業の中で取り組んで

いきたい。ムーブメント事業でもう一つ重要なことは、スノーリゾート地域だけではなく

て、スノースポーツを一連の流れの中で、着ていくものや用具を選ぶところからどう

考えていくか、帰ってきたら次にまたどこに行くかというそういう流れが重要だと考え

ており、ムーブメント事業の中では旅行業界の方だけではなく、アパレル業界の方

にも入っていただいている。スノーリゾート地域が今以上に影響を増すためには、フ

ァッショナブルであるということが大事だと思うので、その辺でも取り組んでいきたいと

思う。また、スキー場内外での安全確保については何にも増して大事だと考えてい

るので、アクションプログラムの中でぜひ十分に取り組んでいただきたい。 

 国立公園が全国に 34 あるが、その中で公園事業の利用を促すための事業の一つ

として、索道事業がある。スノーリゾートと国立公園が重複する地域は、概数で大体

90 ぐらい、索道事業は概数で 160 カ所ぐらいあるかと思う。環境省において、政府

の明日の日本を支える観光ビジョンの中に日本の国立公園を世界水準のナショナ

ルパークとしてブランド化して、海外から多くのお客様に訪れてもらい、今大体 500

万人というようなところを 2020 年までに 1,000 万人に増やすという目標を掲げてい

る。そうした中、今年度はまさに長期滞在をしてもらえるよう、地域の自然資源を生

かしたアクティビティの充実をはじめ国立公園の魅力向上を目指して、実際に外国

人目線で指摘してもらえる方と一緒に地域の協議会のメンバー等とファムトリップを



8 

 

行い、外国人を呼びこむためにどういうアクティビティがよいのか、あるいはどういう

表示が足りないのか等も検討しながら、来年度はぜひ具体的なモデルコースの設

計をしていきたい。 

 今年度から来年度、再来年度にかけて、そういう外国人対応の人材育成っていうも
の、特に来年度については国ごとに呼び込めるような情報発信というのもしたいと思

っており、日本の自然資源をどういうストーリーを込めて外国人に発信していくかと

いうような取組を進めているところである。そうした中、夏のアクティビティの中で、グリ

ーンシーズンにおける森林レクリエーションや、索道の利活用というような Win-Win

の関係、あるいは冬にスキーに来てもらう中で、併せて冬の自然公園の滞在を促す

ようなアクティビティの充実など、地域の協議会の中で、地元と一緒になって取組を

進めている。今は 8つの国立公園を中心に、熱意のある国立公園とともに昨年度か

ら取組を進めているが、今年度からはそれ以外の公園への水平展開も徐々に始め

ようと準備をしているところである。 

 一つは、グリーンシーズンにおける森林レクリエーションとしての活用という課題、もう
一つは、スキー場のいわゆる撤退時の原状回復の問題等が林野庁に関係する課

題としてあると思う。昔からグリーンシーズンの利用として登山があるが、最近ではも

う少し幅広い活用、利用の形が出てきている。例えば、森林の中でジップラインやマ

ウンテンバイクのようなアクティビティ、もう少し森林の効用を狙った森林セラピー、観

光や産業遺産との連携などの事例がある。そういったさまざまなコンテンツは、各地

域の特色に応じて、どのように選択して、プログラムとしてまとめるかが非常に重要だ

と思うが、そういった活用事例の紹介も含めて協力できればと思う。林野庁は国有

林を管轄しているので、各地でバックカントリースキーの要望がきている。基本的に

は国有林を活用してもらえればということだが、安全対策の問題等があり、各地、

個々で調整させていただきながら進めている。例えば、北海道の島牧村では一昨

年ぐらいからバックカントリースキーの取組を始め、オーストラリア人中心のツアーを

毎年受け入れている事例もある。それから、スキー場の廃業に伴う問題だが、原状

回復の話は、個々にさまざまな形で課題がある。事例も含めて検討の材料を提供で

きればと思う。 

 農林水産省では、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地
域の人々との交流を楽しむ滞在である「農泊」を推進しており、2020 年までに 500

地域、ビジネスとして農泊に取り組む地域を創出することとして、閣議決定をしてい

る観光立国推進基本計画に位置づけて進めている。特にスキー場のある地域では、

グリーン期の活性化が課題であり、夏の間にゲレンデを使った体験プログラム等を

作れないか等に取り組んでいる地域もある。そうした取り組みを行っている地域の例

として、長野県の飯山市にある斑尾高原でできるマウンテンボードを、海外向けの

プロモーションビデオで取り上げており、東南アジア向けのテレビ放送で紹介してい

るところ。特に飯山市等のエリアでは、冬季はオーストラリアの方が大勢パウダースノ

ーを求めて来ていると聞いている。農泊の取り組みにおいては、こうしたコンテンツ

の磨き上げの支援をしながら、500 地域を創出することに取り組んでいるので、こう

いったところで色々協力できればと考えている。 

 索道の事業を所管している。私どもは今回の活性化を図るために索道も非常に重
要な要素の一つだと思っているので、貢献できる部分で対応させてもらいたい。そも

そも老朽化しているという話が書いているが、年数を経過している施設が増えている

ことは事実であるものの、事業者において適切に維持管理をしながら、あるいは安

全に、健全にした状態できちんと使っていただいていると認識している。輸送におい
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ては何よりも安全が重要なので、事故を起こすことは絶対にあってはいけない。そう

いった前提で、国土交通省でも定期的に保安監査を行いながらそういった利用者

の安全確保にしっかり取組んでいる。こういう枠組みの中でも安全に使っていただ

けるように取り組んでまいりたい。 

 外国人スキーインストラクターの在留資格であるが、入国の際の基準として、「技能」
の在留資格では 3年以上の実務経験が必要であり、3シーズンではなく、あくまでも

実際に働いている期間を積み重ねて 36 カ月以上となっている。この基準の代替手

段として、昨年 7 月に省令を改正し、ISIA カードを所持している方については、実

務経験年数が足りなくても入国・在留を認めることとした。更なる基準の見直しを検

討するに当たっては、他のスポーツインストラクターの方との兼ね合いもあるため、ス

キーだけ緩和するのは難しいが、現行のレベルを維持しつつ、例えば、他にも代替

的な資格があるということであれば検討させていただきたい。他方で、先ほど遠藤准

教授から説明があったハイブリッド型の指導だが、通訳が主たる活動ということであ

れば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が該当するが、この在留資格につ

いては現行制度上大学を卒業していれば基本的に上陸基準に適合することになる

ことを申し添えておく。 

 

（４）モデル事業の公募について 

    観光庁より、資料４に基づき説明。 

 

△ やっとモデル事業までこぎつけた。米村部長からしっかり実施をすることをお聞きし、

本当にありがたく思っている。通年型の長期滞在、そして和のリゾートを目指すこと

がこの会議のテーマと感じているので、このモデル事業についても、スノーだけでは

なく、通年型でスノーリゾートをどういうふうに通年型にしていくのかと。先ほど、ノウハ

ウというような話が冒頭にあったが、そういうことも踏まえた中でのモデル事業というよ

うな形になれば、もう少し幅広く応募があるのではないかと思う。 

△ 東京都スキー連盟もジュニアの振興に関して資金を一部援助するという活動を去年

から始めている。ジュニアのスキー合宿とかスキー研修会という事業を各所属クラブ

が主催して行うときに 1 件につきいくらという形で援助するというシステムができてお

り、毎年、ジュニアの事業が増えつつある。先ほど、ジュニアを連れてくときにアレル

ギーの問題だとか安全管理の問題とか食事の問題とか色々あるが、毎年事業をや

っているスキークラブはノウハウをたくさん持っており、そういういいノウハウをほかの

加盟団体にも知らしめるために、その連絡会議というのをこれからやっていこうと。そ

うすると、色々なノウハウを身につけることによって東京都スキー連盟の場合、400 ぐ

らいの所属クラブがあるが、その各クラブがもっと積極的にジュニアの研修会だとか

ジュニアの合宿というようなものをできるのではないかと思っている。 

△ 1 件当たり、500 万円ということか。例えば、各クラブが年間通じて定期的に、一月に

1回とか 2回とか、そういうスキー合宿をするというようなものも申請できるものなのか。

それとも、団体として東京都スキー連盟が申請する形になるのか。どういう内容なら

ば申請できるのかを説明いただきたい。 

○ 先ほどの事業への助成という形での支出は困難と考えるが、ジュニアにおけるスキー

振興に向けた取組の中で、例えば、研修プログラムの開発や情報発信等に係る経

費については対象となり得るものと考える。 

○ 一つ一つの団体に応募してもらうのは難しい。東京都スキー連盟等、どこかが取りま

とめ、それを全体として応募してもらう必要があると考える。また、例えば一部を支援
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するモニターツアーのようなやり方もあると考える。 

△ 採択が 2件なので、取組例を見ると 4つ挙げられているが、この 4つでも十分、色々

な事業が想定されるので、余計な心配かもしれないが、相当数、違った趣旨、内容

のものが多数出てくるので、もう少し絞り込んだほうがよいのではないかと思う。 

○ 今回のモデル事業で全て施策として取り組むのは難しいことは承知している。今回

のモデル事業から外れるテーマ等については、来年度、また引き続き検討すること

を予定している。 

△ 組織例の協議会とあるが、協議会の設立時点は申請時でよいのか。いつまでに出

来ていないとだめなのか。 

○ 既存の協議会で問題ない。またこの申請のために協議会を作って欲しいということ

ではない。 

 

（５）その他 

△ 中国北京で開催された「WORLD WINTER SPORTS(BEIJING)EXPO2017」に参加し

た。これは第 2 回の開催で、2022 年の北京冬季五輪が 2015 年に決まり、冬季スポ

ーツ発展計画が 2016 年に発表され、冬季スポーツのレジャー人口 3億人、スケート

リンク 650 か所、スキー場 800 か所等の計画が構想として出てきた。今回の展示会

は展示者が 400に上る大規模なものであり、中国でのスキー場施設等の開発を狙っ

て海外、特にヨーロッパの国が出展している。有力展示としては、スイスは出展スペ

ース 300 平米を確保、フィンランドも関係事業者が参加していた。また、平昌も大会

が直前のため、韓国のブースも広くスペースを取っていた。日本については、今回、

札幌市等の自治体が個別に出展していて日本として一体感がなかったこともあり、

JSTA の意見を含め、日本のイメージとして来年何かできないかということが来年への

課題かと思う。 

◇ 非常に大きなマーケットがあるが、日本が出遅れており、オールジャパンでの参入が

必要だという意見だと思う。 

△ WORLD WINTER SPORTS(BEIJING)EXPO2017 は第 1 回目が去年あり、私はオー

プニングのパネルディスカッションから参加した。去年からスイス、フィィンランド等が

力を入れており、今季はもっと力を入れてきていると思う。これは今までずっとオース

トリアのインスブルック、それからフランスのグルノーブルで隔年ごとに開催をして、今

も話があったスキー場の経営にかかわる索道、スノーマシン等の見本市も一緒に開

催をされているヨーロッパのものがある。それが既に中国にきているということで、リフ

トの会社、索道会社についても、大手の海外の会社は、日本には支社はないが、既

に中国に支社ができており、大きなマーケットが中国にあるということである。また、長

野県が河北省と友好提携をしており、阿部知事が北京オリンピック・パラリンピックの

支援を打ち出している。北京近郊や河北省の子どもたちを 10 人程度、モデルケー

スとして今季から 5 年間、日本に招き、体験をしてもらうことを計画している。また、北

京、冬季オリンピックでの競技役員の教育も実施をすることが決まっている。 

○ 次回、第 2 回の推進会議については、11 月末を予定している。具体的な日程は別

途連絡する 

 

４ 閉会 


