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旭川市
上川町

東川町

当麻町

東神楽
町

比布町鷹栖町

旭川空港

旭川駅

大雪山国立公園

本圏域は，豊かな自然環境，四季折々の情景，冷涼な気候と大雪山の伏流水により育まれる安
全・安心な農作物，食品や家具など北国独自の産業，先人たちが培ってきた文化や歴史，全国的な
知名度を誇る旭山動物園など，この地域ならではの様々な魅力にあふれています。
こうした魅力を地域・産業間の連携や住民一体でさらに磨きをかけ，効果的に発信，提供し，本圏域
での滞在時間の長期化や観光消費の拡大により，地域の稼ぐ力を高めていくことが求められています。
こうした観光地域づくりを進めていくためには，従来の観光振興体制では不十分であった，データに基づ
くマーケティングと検証，自治体の枠を超えた連携，地域内経済循環の創出などに積極的に取り組んで
いく必要があり，大雪カムイミンタラＤＭＯはこうした時代の要請に応える新たな「観光地経営」の主体と
して，大雪山の恵みをともに享受する１市７町圏域の持続的な発展に向けて中核的な役割を果たして
いくことを目指しています。

愛別町

名 称 一般社団法人 大雪カムイミンタラＤＭＯ
設立
年月日

平成２９年１０月２６日

代表者 理事長 西川 将人（旭川市長） 所在地
旭川市５条通７丁目１４８６番地
旭川フードテラス２階

設立
目的

大雪山国立公園に隣接又は近隣に位置する１市７町が，新たな滞在観光エリアとして国内外の多くの
人々に認知され，大雪山がもたらす四季折々の自然や食，スポーツ環境を求めて幾度となく訪れたい地域と
して選ばれるよう，民間・行政が一体となって，ブランド形成に向けた事業に取り組み，観光関連産業の振
興と交流人口の拡大による地域経済の活性化を促進し，豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。

地域 旭川市，鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，愛別町，上川町，東川町の区域

主な
事業

（１）地域ブランド形成に向けた戦略の策定と検証
（２）区域内の滞在促進と受入環境の整備
（３）国内外への情報発信とプロモーションの実施
（４）観光拠点施設の管理運営
（５）旅行業法に基づく旅行業
（６）その他，当法人の目的達成のために必要な事業

（一社）大雪カムイミンタラＤＭＯ

地域詳細

大雪カムイミンタラＤＭＯについて

圏域図
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地域における交通拠点・スキー場などの位置関係図
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平成２８年度月別観光宿泊延べ数

大雪観光圏 ニセコ観光圏 北海道全体

１．外国人観光客の増加と国内観光客の維持に向けた対応の強化

２．冬季観光の充実

３．滞在期間の長期化による地域経済の活性化

冬季の底上げ

○本圏域は夏季と比較し冬季の観光宿泊者数が大幅に減少することが課題

○北海道全体でも同様の傾向であるが，ニセコ観光圏では外国人スキーヤーの増加により，宿泊延べ数の
ピークは１月となっている。

○本圏域には多様なスキー場とアフタースキーが楽しめる場があり，観光客のニーズに応じて一体となってア
ピールすることで滞在増加につながる可能性がある。

○本圏域はH24年度以降，宿泊延べ数が増加傾向にあるが，これを牽引しているのは外国人観光客で，
日本人観光客はほぼ横ばいで推移している。

○H27年度外国人宿泊延べ数のうち，東アジア圏（中国，韓国，台湾，香港）で76.4％を占める。

○継続的に海外観光客の増加を図るためには，アジア圏のみならず冬季の来訪や長期滞在が見込める欧州
や豪州などからの観光客誘致に向け，情報発信や受入体制の充実を図る必要がある。

○日本全体の人口減少が進む中，国内観光客の維持を図るためには，旭山動物園とともに，圏域のス
ポーツや登山等の特徴ある地域資源を生かし，リピーターの確保を図る必要がある。

○人口減少により域内の消費需要の減少が見込まれる中，観光消費は域外から資金を獲得する重要な手
段。

○通過型では経済波及効果は低く，滞在時間を伸ばすこと，また，お土産品のみならず，滞在時の飲食
の提供などについても，顧客目線で圏域あるいは道北の素材を活用していくことが重要である。

○そのためには，圏域の関係者が連携して，観光客の需要を把握し，滞在期間の長期化とともに，地場素
材の商品化と改善を継続していく体制と人材が必要である。
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当圏域は，多様なスキー場やアフタースキーが楽しめる都市機能を有しており，これらの地域特性や多彩な体験コンテン
ツ等を活用し，観光客のニーズに応じて一体となってアピールすることで，さらなる滞在増加につながる可能性がある。当
ＤＭＯが地域全体の舵取り役となり地域連携をスピーディに働きかけながら，スノーリゾート地域の形成を推進し，中小規
模のスキー場を活用した新しい形の「都市型スノーリゾート」を実現する為には，スキーや冬のアクティビティをだれもが
手軽に楽しめる環境づくりを行い，スノーリゾートに訪れるインバウンドの裾野拡大を図ることが重要であり，都市部から
近いからこそできる「スキーのちょっと体験」などを後押しする取組を効果的に実施する必要がある。
また，スキーインストラクターをはじめとした観光ガイド等の育成拠点化を図るため，基本オペレーション確立に向けた地
域事情等を把握する必要がある。
その為には，誘客するターゲットを絞り，受入環境の構築などを実施し，モデル事業で得られる課題や可能性について今後
の取組の方向性を探ると共に，効果検証結果を今後の事業展開に活用すること目的とする。

5

１．都市機能を活かした安心・安全なスノーリゾート

34万規模の人口を有する旭川市は，1,000店舗を超える飲食店が
ある「サンロク街」と，現在さらに増加傾向にある豊富な宿泊施設
を有し，多様なニーズに応じて食と宿泊を提供することが可能であ
る。多言語メニューの普及や利便性の高い決済方法への対応を進め
さらなる利用促進を図る。また，大学病院を含む医療機関も集積し
ており，外国人の受入体制の整備を進め，安心して滞在できる都市
をめざす。

２．まだ足りない，また来たいスノーリゾート

旭川圏域には，主たる滞在先となる旭川市中心部から，自動車で
40分圏内に5件のスキー場，80分圏内にはさらに２つのスキー場を
有する。また，スノーシュー体験はもちろん，地域限定のスキー以外
の冬季コンテンツも充実している。それぞれが共通コンセプトに基づ
く磨き上げを実施するとともに，ニーズを分担して受け止め，大規模
スノーリゾート地域と同様に様々なニーズに網羅的に対応する。ま
た，共通パスの導入や滞在先からの2次交通の充実により，拠点と各
スキー場をネットワーク化し，来訪者の長期滞在をめざす。



【取組１】日本人指導者向け海外スキー客対応セミナーの開催
増加する中華圏からの観光客等の「ちょっとスキーを体験したい」というニーズに

対応するため，日本人インストラクターを対象とした「外国人受入サービス向上セミ
ナー」開催し，受入体制の強化を図る。

【取組２】留学生等を対象としたスキーアシスタント育成
圏域の留学生を活用し，初心者スキーレッスンとスノーアクティビティ限定のアシ

スタントとして育成する。養成講習などを受講してもらい，スキーレッスンやスノー
アクティビティ時にアシスタント兼通訳として活動してもらう。

【取組３】手ぶらでスキー・スノーアクティビティの環境構築
アジアからの観光客を中心に「簡単なスキー体験」等を行い，今後スキー客となる

裾野の拡大を図るため，手ぶらスキーの仕組みを構築する。現状は各スキー場でその
都度必要な物をレンタルしなければならないが，圏域内で一度レンタルすれば，各ス
キー場や各種体験場所へ手ぶらで利用できる仕組みを構築する。

【取組４】圏域独自のスキー認定証と思い出ビデオの撮影と提供
上達レベルに応じた圏域独自の「スキー認定証」を作成する。また，レッスン時や

各種体験時に動画を撮影・編集し，ホテルでの夕食時等に上映会や認定証授与などの
イベントを実施し，「旅の思い出サービス」を行なう。さらに，製作した動画は参加
者のLINEやWechatなどを通じて「データ提供サービス」を行なう。

【取組５】実施方法及び効果検証
以上の取組１～２のセミナー・講習会と，取組３～４をパッケージ化した「モニ

ターツアー」を数回実施し，モニターアンケート等により効果検証を行ない，今後の
事業戦略を行なう上での基礎データとする。
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事業全体イメージ図

スキー人口の裾野拡大を図るため，今後増加が見込まれるアジア圏からのス
キー観光客をターゲットに，当圏域に訪れる海外ファミリー層向けの初心者向
けスキーレッスンやスノーアクティビティ等を充実させるための環境の構築，
圏域内を手ぶらで楽しめる仕組みづくりを行い，『都市型スノーリゾート』の
新たな滞在コンテンツとして地域の魅力を向上させるとともに，連動性の高い
人材育成について検証する。

手ぶら・動画サービス付
スノーアクティビティーツアー

必要なものは
手軽にレンタル

③手ぶら環境の構築

圏域内スキー場

ホテル

滞在中は
手ぶらでＯＫ

④思い出動画撮影・
編集サービス

撮影スタッフが
ツアーに同行

編集作業

体験終了後

動画は参加者のLINEや
weChatへ送信

外国人スキー体験者

楽しかった思い出
動画を見て，また
訪れたい！

もっと
上達したい

動画提供

認定証
--- ---
--- ---
--- ---

認定証
--- ---
--- ---
--- ---

レベルに
合わせた
認定証を
授与

④地域限定
認定証の授与

再訪意欲
UP!

また
スキーを
したい！

タクシーやバス
で楽々移動

地域の留学生など

地域の受け入れ体制の強化

日本人
スキーインストラクター

①外国人受入サービス向上セミナーの開催 ②アシスタント講習の実施

外国人
対応能
力UP!

スキ－
技術の
認識向上

地域やスキーの楽しさを
世界へ情報発信！

様々な特色ある
冬季体験

セミナーや講習を受講した者がツアー対応

スキーレッスンやアクティビティ
モニターツアー

事業概要



【外国人受入サービス向上セミナー】
・参加者：40名
・２部構成（現状，先進事例紹介・外国人目線）

【留学生スキー講習】
・留学生参加者：10名
・圏域4スキー場利用
・手ぶら環境構築・利用
・第9回～10回は実践的講習，ツアー実施前の課題抽出

【モニターツアー①】
・ターゲット：台湾
・コンセプト：団体（留学生），課題抽出

【モニターツアー②】
・ターゲット：台湾
・コンセプト：ファミリー（ブロガー），女子旅（ブロガー）
【モニターツアー③】
・ターゲット：香港
・コンセプト：カップル（ライター，フォトグラファー）
【モニターツアー④】
・ターゲット：台湾
・コンセプト：個人，小グループ（メディア，留学生）
・Hokkaido Snow Travel EXPO連携
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事業スケジュール

12/上 モデル事業全体詳細構築・地域の事業関係者への説明，協力確認

12/27 外国人受入れサービス向上セミナー

1/13 留学生スキー講習①（キャンモア）
1/14 留学生スキー講習②（キャンモア）
1/15 留学生スキー講習③（比布）
1/16 留学生スキー講習④（比布）
1/22 留学生スキー講習⑤（サンタ）
1/24 留学生スキー講習⑥（比布）
1/25 留学生スキー講習⑦（サンタ）
1/26 留学生スキー講習⑧（キャンモア）
1/27 留学生スキー実践講習⑨（カムイ）
1/28 留学生スキー実践講習⑩（カムイ）

1/11 留学生スキー講習直前説明会

12/上 セミナー開催に向けた講師依頼など

12/18 セミナー参加者募集・告知チラシ制作
12/中 手ぶら環境の構築・思い出ビデオ

体制確立

2/ 9～12 モニターツアー②（台湾）

2/16～19 モニターツアー③（香港）

2/23～26 モニターツアー④（台湾）

1/27～28 モニターツアー①（模擬ツアー）

1/中～2/上 モニターツアー準備作業

2/15～28 事業全体まとめ・報告書作成・精算など

1/下～２/上 モニターツアー参加者募集

２/11 有識者・観光庁による事業視察
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事業関係者一覧

区分 関係者 内容

実施
主体 (一社)大雪カムイミンタラDMO ・モデル事業実施者

自治体

旭川市
東川町
上川町
東神楽町
鷹栖町
比布町
愛別町

・各地域内調整・協力

・留学生スキー講習利用スキー場管理・運営
（比布町）

観光
協会

(一社)旭川観光コンベンション協会
(一社)ひがしかわ観光協会
(一社)層雲峡観光協会
東神楽観光協会
鷹栖町観光協会
当麻町観光協会
比布町観光協会
愛別町観光協会

・各地域内調整・モニターツアー協力
・留学生スキー講習，モニターツアー各種調整
事業実施支援（ひがしかわ観光協会）

スキー
関連

事業者

旭川スキー連盟 ・スキーインストラクター派遣
・各スキー学校との調整

キャンモアスキー学校
サンタプレゼントパークスキースクール
比布スキー学校
カムイスキー学校

・留学生スキー講習のインストラクター手配
・留学生スキー講習・モニターツアー日程調整

東川振興公社(キャンモア)
ダンケジャパン（サンタプレゼントパーク）
アライ地所（カムイスキーリンクス）

・留学生スキー講習，モニターツアー利用スキー場
管理・運営
・リフト券優待，
・留学生・モニターツアー客スキー用具等レンタル
手配（東川振興公社）

留学生
北工学園 旭川福祉専門学校
東川町立 日本語学校

・留学生スキー講習，モニターツアー協力

旅行関
連事業

者

(有)アグリテック
・留学生スキー講習（レンタル手配等全体調整）
及びスキーアシスタント手配等事業者

まるうんトラベル ・モニターツアー催行者

事業推進体制

自治体 各観光協会

各種体験プログラム提供者

モニターツアー参加者

【実施運営主体】

【旅行事業者・各種体験プログラム提供者】

トータルサポート

【スキー関連】

依頼

指導員派遣

指導員
派遣

【留学生】

アシスタント募集

事業協力
依頼

スキー場提供

スキーレッスン

スキー
アシスタントスキーレッスン

招へい

【モニターツアー】

モニター
ツアー実施

スキーインストラクター

セミナー周知

連携

スキーレッスン手配

冬季体験プログラム手配

留学生スキー講習
等手配

アグリテック

手ぶら環境構築協力

連携 連携

各日本語学校

各スキー学校

旭川スキー連盟

スキー場運営会社

まるうんトラベル

留学生

（一社）大雪カムイミンタラＤＭＯ

ひがしかわ
観光協会



Ⅱ. 取組内容について

Ⅱ. 取組内容について
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10

実施背景

■増加するアジアのスキー客
増加する中華圏のスキー客をターゲットとしてスキー初心者に対応するため，地域で活躍するスキーインストラクターに「インバウンドの現

状」と「必要な受入れ体制」などを理解してもらい，どのようなサービスが有効かを意識した上でレッスンしていただくことで，この地域の海外
スキー客受入れサービスの質の向上を目指す

取組概要

・スキーやインバウンド等に精通した有識者へ依頼
観光事業者ではないスキーインストラクターは，インバウンドの状況やスキー指導の実状に詳しくないと考えられることから，先進事例な

どを含めて,それらを紹介できる講師の選定をすることで，参加者が今後の対応をイメージしやすくするよう工夫した。

・セミナー受講者の募集チラシの作成，指導者講習会やスキー学校での配布，WEB告知
引き続き本事業に参加していただけそうな人に効率的にアプローチするため，即戦力としてこの地域で実働しているインストラクターや，

外国人スキー客への対応を考えている方が集まるところへ的を絞って告知するとともに，WEBを併用し広く周知を行った。

・セミナーは2部構成にし，うち１部は外国人による講話を実施。セミナー後は講師と参加者に
よる交流会を開催
受入側としての日本人目線だけでなく，サービスを受ける側である外国人目線でのセミナーを実施することで，受講者に様々な視点から北

海道のスキー観光を考察する機会を創出するとともに，講師との交流により当事者意識の醸成を図った。

・セミナー参加人数：４０名 （KPI指標① 参加人数50名）
（内訳：SAJ指導員:１９名，SAJ準指導員:５名，SAJ認定指導員:３名，その他:１３名）
募集期間が短く，地域で実働しているスキーインストラクターが多忙な時期でにあったため目標には至らなかった。セミナーを開催するのであればシーズン前が望ましい。

・参加者アンケート：海外スキー客対応への意識向上度 4.00(KPI指標② 3.70）
セミナー受講前から「海外スキー客に関心がある」が参加者の６０％であり，また，地域で活躍するインストラクターの多くはすでに外国人客に対して関心をもってレッスンを行なっていることがわかった。
しかしながら，「ぜひ指導したい」は１９％にとどまっており，外国人観光客へのスキーレッスンに何らかの煩わしさを感じているといえる。
受入にあたっては「スキー学校での受入体制の強化」，「通訳環境の整備」や「指導者向けの外国語講習」を望む回答が多く，いずれかの改善により「ぜひ指導したい」と考える人が増えると考えられ
る。

Ⅱ- 1 日本人指導者向け海外スキー客対応セミナーの開催 【取組１】 10

取組成果



Ⅱ- 1 アンケート結果（抜粋） 【取組１】 11

日本人指導者向け海外スキー客対応セミナー

Ｑ．外国人スキー客を指導したことはありますか？ Ｑ．受講して海外スキー客に対する意識の変化はありましたか？

Ｑ．外国人スキー客を受け入れるにはどのような環境が必要か？ Ｑ．海外スキー客について

47%

10%

3%

40%

2回以上 1回 指導してみたい 指導したことない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

外国人スキー客対応マニュアル

英語や中国語の指導者向け講習

外国人用の指導料金の設定

スキー学校での外国人受入体制の強化

通訳環境の整備

10%

37%

50%

13%

47%

53%

60%
27%

6% 7%

0%

関心がある まあまあ関心がある

どちらかというと関心がある あまり関心がない

関心がない

セミナー受講後

54%

13%

23%

10%

0%

関心がある まあまあ関心がある

どちらかというと関心がある あまり関心がない

関心がない

セミナー受講前

19%

44%

33%

4%

ぜひ指導したい 機会があれば 指導しても良い できれば指導したくない 指導はしたくない



「インストラクターの高齢化」や「インストラクター不足」
今後の即戦力として期待される地域で実働しているインストラクターを第一ターゲットとして日程調整を行ったが，インストラクターの高齢化や減少により，極めて多忙
であることが判明。また，多くのインストラクターが既に外国人への指導経験があることが判明した。事業スケジュールとの兼ね合いもあり，開催日程を２回から１回に変
更せざるをえない状況となった。また，本取組以降の事業実施にあたりインストラクターの都合を優先せざるを得ず，スケジューリングが難航した。

本圏域には４０年以上前から各スキー場にSAJスキー認定学校が設置さ
れ，それらの基本理念はスキーの普及・振興であり，担い手は半ボランティア
として活動している。

Ⅱ- 1 事業実施中に発生した課題・考えられる課題への対応方針 【取組１】

課題の背景・分析 考えられる課題への対応方針

インストラクターの確保は急務であることから以下の取組を併行して対応して
いく必要がある。

「低賃金（半ボランティア）＝なり手不足」

「スキー学校で実働しているインストラクターの著しい減少」

「高齢化による変化への硬直化と人手不足による
サービスレベル向上機会の喪失」

稼ぐインストラクターの活用
スキー場経営の一部としての柔軟なスクール展開による従業員としてのインス
トラクターの雇用や，プロとして報酬を支払い委託することにより，待遇改善を
はかりインストラクターの確保を進めていく。

第３者によるユーザーとインストラクターのマッチング
現在はマッチングがスキー学校でしか行われておらず，結果として学校に所属
していないインストラクターは資格と能力を有していても活躍の機会がない。

本事業における当法人の様な第３者が学校に所属していない地域の眠れるイ
ンストラクターとのマッチングを行うことで必要なインストラクターを確保できる。

座学だけでなく実践的アプローチを通じて変化を促していく。
既に外国人への指導経験あるインストラクターの多くが，モニターツアーの参加
前は留学生アシスタントの活用に否定的だったが，ツアー実施後は必要性・有
用性を認識し，考えをあらためている。組織外から多様なアプローチを展開する
ことで変化を促すことができる。

12



Ⅱ- 2 留学生等を対象としたスキーアシスタント育成 【取組２】 13

実施背景

■“安全”と”楽しい”を伝えること
・スキーインバウンド裾野拡大という目的において，まずは“スキーは楽しい”と感じてもらうことが重要。
スキー観光客は“スキーをしている自分”や“山頂の景色”をSNSで発信したいので，“すぐに山の上から滑りたい”というニーズがある。
これらのニーズに対応するには，レッスン初期段階でリフトに乗り，安全に降りてくることが重要であり，「達成感」と「満足感」が，
“スキーは楽しい”につながると考える。これを実現するには，山頂から安全に滑る技術レベルを身に付ける必要があり，短時間で効率的に上達する
には，インストラクターの言葉が正確に伝わる事が重要。これを補う一つの手段として，“アシスタント通訳”の設置を考えた。
また，地域の留学生を活用することで，お客さん目線で指導を受けた実体験をベースにダイレクトに楽しさを伝える事も目的の一つとした。

・留学生の募集の為，学校を選定した上での調整実施

圏域には今回連携した学校以外にも留学生を有する複数の大学や，技能実習生として在住する外国人が
いるが，個人単位での募集よりも所属組織と連携した取組とする方が事業として継続しやすいと考え，学
校単位で説明することとし，有識者意見を参考にし，最も効率化をはかるため生徒の大半を留学生とする
２校を選定し，事業実施に向けた調整を行った。

・アシスタントを目指すメリットを感じる仕組みの構築

留学生の応募を促すため，スキー場と交渉し期間中の用具の無料貸出しやリフト券の提供を受けて自主
練習が出来るようにした。

・多様な条件を考慮し留学生を選定

予定数１０名に対し２１名の応募があり，育成するための最低条件や，国籍や性別，日本語習熟度，ス
キー経験などを考慮した上で選定した。

取組概要

【留学生へのスキー講習説明会を実施】
事業の趣旨を詳細に説明し，理解した上で講習に参加し
てもらうことで，アシスタントとしての最終目標をしっ
かり把握しもらった。



Ⅱ- 2 留学生等を対象としたスキーアシスタント育成 【取組２】 14

取組概要つづき

・留学生スキー講習の実施（全10回・うち実践的講習2回）

アシスタント活動を想定して，スキー学校が設置してある圏域内の4スキー場で講習を実施。
最後の２回では，技術の習得だけでなくアシスタント活動を想定した実践的な講習を行い，本
番に向けた課題の抽出をおこなった。

・留学生によるSNS情報発信を促進

育成後の留学生はただのアシスタントではなく，コミュニケーションを通じてゲストを楽し
ませる存在であるべきと考え，SNSを使って自ら情報発信を行うことで，楽しさを伝えるトレ
ーニングを実施。あわせて本事業と圏域のスキー場の魅力などを情報拡散することで，留学生
の母国の友人や親族などへの情報拡散効果を狙った。

・怪我や事故のリスク管理と事故発生後の対応

事故の可能性を想定し，保険加入や本事業における保障範囲について事前に説明を行った。
残念ながら１名の怪我人がでてしまったが，保障に関するトラブルは起こらなかった。

【留学生のFB情報発信】

スキーの楽しさを世界に向けて発信。

【留学生全員がバッチテスト合格】

SAJバッチテスト３～５級に全員

が合格。さらなる向上を目指す
きっかけとなった。

・アシスタント１０名全員がSAJバッジテスト合格
（内訳：３級:男性4名・女性2名，４級：男性１名・女性2名，５級：女性１名）

男性の方が上位の級に合格した割合が高いが，全員がバッジテストに合格しており，育成前の条件によって致命的な差がつくことはない。

・留学生による情報発信回数計65回

・参加者アンケート
「もっと自分で練習する時間がほしい」「同じ場所で同じインストラクターが教えてくれる方が良い」「まだ北海道にいられるならスキーを続けたいです」など
・地域に残り仕事を希望している留学生も多く，継続的な取り組みを行うことが可能。練習時間の増加，場所及びインストラクターの固定化を求める声が多かった。

取組成果



Ⅱ- 2 アンケート結果（抜粋） 【取組２】 15

留学生等を対象としたスキーアシスタント育成

Ｑ．スキー講習に参加するための日程調整は大
変でしたか

Ｑ．講習受講による学校活動（授業，試験な
ど）への影響はありましたか

Ｑ．スキー講習を受講してスキーへの印象は変
わりましたか。

Ｑ．将来的にこの地域に残り，スキーインバウンド
に関わる仕事をしてみたいと思いますか。

14%

86%

大変だった

やや大変だった

特に大変でなかった

100%

ア 影響があった

イ 影響はなかった

100%

0%0%

ますます好きになった

変わらない

嫌いになった

29%

71%

0%

ぜひ思う 思う そこまでは思わない

29%

14%43%

14%

思う（指導員・準指導員）

思う（１級）

思う（今よりレベルの高い級）

思わない

級
合格
人数

備考

1級 ０人

2級 ０人

3級 ６人 男４人，女2人

4級 ３人 男１人，女２人

5級 1人 女1人

ＳＡＪバッチテスト取得状況

Ｑ．SAJバッジテストについて，今よりレベルの高い
級を目指してみたいと思いますか。



Ⅱ- 2 事業実施中に発生した課題・考えられる課題への対応方針 【取組２】 16

生徒の引継ぎが必要
共通基準による連絡シートの作成や，SNSなどによる指導状況の動

画共有により生徒の引継ぎを行う。

実際に滑走しないと，生徒のレベルがわからない。

スキー学校間及びインストラクター間での連携不足
取組１の課題を受けて，各スキー学校の負担を軽減することと，アシスタントとして活躍する際に，様々なスキー場の魅力について知ってもらうことを目的に毎回会場
とインストラクターを変更したが，講習前半で各留学生のレベル確認に時間を要し，講習時間を有効に活用できない場合があった。

課題の背景・分析 考えられる課題への対応方針

各スキー学校では受講者に対し，限られた期間中に同一か極めて少人数
の選任されたインストラクターによる指導が前提となっている。

複数の学校，インストラクターでアシスタントを育成する仕組み作りを行っていく。

・留学生のスケジュールへの配慮

時間確保には地域関係者のきめ細かい対応が必要
学業を休んでの練習は出来ないため，それぞれの空き時間に地域関係者が送迎

を行うなど積極的な応援と連絡体制の構築が不可欠。

課題の背景・分析 考えられる課題への対応方針

学業との両立と資格外活動の制限は，育成を行う時間の制限ともなり，
個別に管理対応することは困難。費用面からも全員まとめてのレッスン対応と
ならざるを得ず正規の練習時間は限られる。また，圏内のスキー場の２次
交通は不便で，車を持たない留学生は単独でスキー場へはたどり着けない。

実施主体，地域関係者，学校が一体となって取組む必要がある。

ビザの都合で活動に制限があり，スケジュール調整が必要。本取組では有識者のアドバイスを受けて，学校をしぼって対応をおこなったのでスムーズに事業を実施でき
た。また，講習以外の時間についても地域関係者の協力を得られたため自主練習などの対応について可能な限り対応を行った。

個別の練習時間の確保が困難。

アシスタント活動が，違法就労となる場合がある。 学校関係者を巻き込んだスケジューリング
留学生の就労についてノウハウがない場合は学校の協力が必要。



Ⅱ- 3 手ぶらでスキー・スノーアクティビティの環境構築 【取組３】

■より手軽にスキーやアクティビティを楽しむ
・中華圏の観光客に限らず，一般的な旅行においても「非日常」を楽しみたいというニーズがある。特に冬季においては，防寒着や帽子，手袋など
夏季と比較して旅行者が身に付けるものが多くなり，さらに，スキーやスノーボード，スノーシューなどのギアを利用するアクティビティが多く，
それぞれフィッティングが必要となり手間がかかる。出来る限りこれらの“煩わしさ”を排除し，旅行者にとって手軽に楽しめる環境を構築し，旅行
者の利便性向上を目指す。

17

実施背景

取組概要

・圏域の受入体制の調査
本取組は圏域のスキー場を巡るモニターツアーでの検証を前提としており，既存サービスの組合せ

で対応可能なのか，在庫の有無及び予約，言語，決済環境について調査を実施した。

・圏域の事業者との調整
上記調査において特別な手配が必要であることが判明し，スキー場のレンタル部門に加え，着地型

観光事業者と連携した新規サービスを構築した。

・モニターツアーにおいてサービスの検証
ブラッシュアップのためのアンケートを実施。サービスの継続可能性の是非を検討するため，価格

とサービスのバランス，需要について聞き取り検討を行った。

・4回のモニターツアーによるサービスの検証を実施。アンケート回答人数 28名

・モニターツアー参加者アンケート：平均満足度 4.3点（5点満点）
参加者から「スキー道具やウェアは重たくて持ち運びが大変なので，このサービスはすごく良い。」などの肯定的な意見をいただいたほか，「旅行前にウェアの写真を送

付して選べるサービス等も喜ばれると思う。」など，改善点についても意見をいただいた。効率的な積載方法を創出するなど，事業者もビジネス化に向けて動き出した。

【手ぶら環境】
2回目以降はサイズ合わせなどが不
要。

【車両積載棚の増設】

スキー道具の効率的な積載環境を構

築。

取組成果



Ⅱ- 3 事業実施中に発生した課題・考えられる課題への対応方針 【取組３】

各スキー場の連携不足

レンタル品は各スキー場内での利用が原則であり，現状ではツアー初日にレンタルしてから数日間他の場所で利用することができない。また，
観光客を意識した事業展開がされておらず，事前予約が出来ないことや，決済方法も限定されているなど，サービスが不十分であった。本事業の
実施においては，当法人が調整役となり着地型旅行事業者と連携することでサービスを構築したが継続するためにはスキー場間の連携が不可欠。

各スキー場は複数の行政エリアに点在しており連携が乏しく，地域住民や
近隣からの日帰り客をターゲットとしながら個別に事業を展開している。

課題の背景・分析 考えられる課題への対応方針

地域連携DMOによるエリア全体でのマネジメントをすすめていく必要がある。

特定圏内の限られた“パイ”の奪い合いとなり連携
する関係が築かれていない。

「人」「金」ともに限られたリソースしかなく，
マーケティングやサービス向上がすすまない。

周遊によるエリア全体での外貨獲得を促す
新たなマーケットへ進出するため，レンタル品の相互の貸出し環境

の構築と全山パスの組み合わせ，スキー場以外のアクティビティとの
連携など，圏域内でのユーザーを周遊させることで，相互に利益を獲
得できる仕組みを構築していく。

専門人材によるマーケティングと地域全体でのブランド化を目指す。
DMOの専門人材による質の高いマーケティングを実施。

DMOが旗振り役となり事業者間を調整，相互の情報共有を促し，優良
事例の横展開によるサービス向上や，機器等の一括導入によるコスト
ダウンをはかる。
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Ⅱ- 4 圏域独自のスキー認定証と思い出ビデオの撮影と提供 【取組４】 19

実施背景

■リピーター獲得のサービス提供
さらなるスキー人口の創出のために「またスキーがしたい」と思えるサービスの提供が必要。

近年の観光客はＳＮＳでの「投稿（写真または動画）」と「旅行」が連動しており，自ら動画撮影して投稿することもあるが，自分の滑っている
姿や楽しい様子も共有したいと考えている。また，アクティビティの成果として，例えば登山をすれば「登頂証明書」などがもらえるなど，何か
手元に残る物や思い出に残る物がほしいというニーズもある。

取組概要

・認定基準・認定証の作成
極めて短期間でのスキーレッスンにおける認定ということで，ＳＡＪバッチテスト５級以下のレベルを想定し，独自の認定基準を設定。

・アクティビティ動画のプロに依頼
近年個人でもパソコンやスマートフォンなでで動画編集が可能となっており，質の高いサービスを提供するためにはプロへの委託が必

要と考えた。

・ツアー中のイベントの一つとして，認定証の授与と動画上映を実施
スマートフォン経由の配信だけでなく，自身が映る動画を大画面で見ることで特別感を演出。認定証の授与とともに記念撮影を行った。

旅の思い出を再確認することで「またこの地域でスキーをしたい」という気持ちを高める効果を狙った。

・モニターツアーにおけるサービスの検証（アンケート実施）
ブラッシュアップのためのアンケートを実施。サービスとして付加価値を持たせながら，購入しやすい価格に抑えられるか検証を行った。

・3回のモニターツアーでアンケートを実施。 アンケート回答人数14名
・平均満足度4.75(５点満点）
・参加者アンケート（支払ってもよいと思う価格（グループの場合一人あたりの負担額として）：平均6,200円（最低額2,000円，最高額35,000円））
「家族旅行の場合，通常撮影者は一緒に写ることができないのでこのようなサービスは喜ばれると思う。」「一人旅の時は不要。グループ旅行の団体客向けに販売すべき商品と思う。」
「上映会は面白い。こういうサービスはうれしい。ただ，個人旅行では買う人は少ないと思う。買うとしたらグループ旅行の人だと思う。」「すごく感動した！本当にありがとうございました。」
「ドローンで撮影した映像を取り入れればより斬新になる。上映会は面白いので良いサービス。」など多様な意見がだされ，事業継続には価格面も含めマーケティングの継続が必要。

取組成果



マーケティング不足
撮影時間や編集にかける手間などからサービスの品質と価格はトレードオフの関係にある。本圏域には質の高い動画を提供できる技術をもつ

事業者はいるが，マーケットの相場に対する適正な品質と価格を掲示できず，サービス継続のためには今後も引き続きマーケティングが必要と
なった。

動画撮影・編集のサービスは展開しているが，地域住民や圏内の事業者
（結婚式や各種プロモーションビデオの制作など）向けのサービスにとどまって
いる。

Ⅱ- 4 事業実施中に発生した課題・考えられる課題への対応方針 【取組４】

課題の背景・分析 考えられる課題への対応方針

観光客の需要を多様な産業・業界と共有し，地域資源を最大限に活
用したサービスの提供を行っていく。

地域の事業者がもつ技術やサービスが観光客に提供
されていない。

地域資源の掘り起こしと観光による経済効果を多様な産業
へ波及させる取組が必要

本取組のように，単独の技術やサービス自体はどこにでもあふれ
ていても，その組合せ方により，独自の魅力を創出できるサービス
があり，それらを徹底的なマーケティングのもと，パッケージング
し，プロモーションすることで観光客の満足度を高めながら観光消
費を促すことができる。DMOとして多様な産業を観光に結びつけて
いく必要がある。

20



Ⅱ- 5 モニターツアー開催（実施方法・効果検証） 【取組５】 21

実施背景

■取組１～４の効果検証
本事業を構築する上で，実際の効果を検証する為に，海外からスキー初心者を招へいし，ニーズの検証や留学生のアシスタントとしての必要性，

さらには「都市型スノーリゾート」としてスキー以外の冬季アクティビティの訴求力などを検証することを目的に実施する。
対象国：台湾・香港
旭川空港への直行便がある『台湾』をメインターゲットとしながらも，新千歳空港を利用して多く訪れる『香港』なども対象として実施した。

・モニターの選定
日本全国，また世界中の様々な地域と比較した上での評価が重要であると考え，

経験豊富なインフルエンサーを選定した。

・行程の作成
スキーインバウンドの裾野拡大を目的としていることから，スキーに主軸をおき

ながら，「食」や「大型イベント」，また，地域の特色ある体験メニューを織り交
ぜた「都市型スノーリゾート」ならではの行程を作成した。

・モニターツアーの実施
「団体ツアー」「ファミリー」「女子旅」「カップル」など様々な旅行形態に合

わせて計４回モニターツアーを実施した。

・地域の魅力発信
ツアー中の出来事についてインフルエンサーにSNS等で発信してもらった。

・アンケートの実施
行程全体にゆとりをもたせ，各アクティビティ毎にアンケートをとったほか，よ

り多くのサンプルデータや意見を収集するため，育成事業未参加の留学生をモニ
ターとして参加させた。

2/9～12 モニターツアー２回目（５名：台湾ブロガー他）

2/16～19 モニターツアー３回目（２名：香港ライター・フォトグラファー）

2/23～25 モニターツアー４回目（７名：台湾メディア・留学生）

Choyce
・ブロガー
・群馬県観光特使
・熊本県観光特使

50,000件以上の旅や教育の記事を掲載し2012
年には「台灣新百大旅行家個人6名」の１人に選
ばれ，最近ではTV出演や出版に至るまで，その活
動範囲を広げている。

寶兒（bobo）
・ブロガー

世界各国の食や体験メニューを積極的に発信
する旅行ブロガー。
blog「寶兒遊楽園」は累計６３万ビュー

Michael lo
・フォトグラファー
/IT技術者
・Michael Studio Pro 
Asia カメラマン

Echo Chu
・記者
・香港「Metro Daily」所属
各地の「旅行」「食」の紹介記
事を掲載するなど活動

台湾における旅行ガイドブックベストセラー作家の１
人。ラジオホストとして2015年には第50回ゴールデ
ンベル賞を受賞。雑誌の出版のほか，テレビ，ラジ
オ，雑誌など数多く出演している。

Danny Wen
・旅行作家
・VISIT北海道観光大使
・テレビ・ラジオホスト
・2015台北パス観光大使

取組概要



Ⅱ- 5 モニターツアー開催（実施方法・効果検証） 【取組５】 22

模擬ツアーによる課題抽出
・実際に海外から招へいするモニターツアーの前に，地域の留学生を
モニターツアー客と見立てた模擬ツアーを実施し，アシスタントの動
きやインストラクターの連携などについて確認し，課題抽出を行っ
た。

仮想団体ツアー
・台湾においては，訪日旅行における団体旅行客が全体の約4割となっ
ており，FIT化が進む中でもまだまだ需要がある。当地域においてもツ
アーバスなども多く見られることから，団体ツアーを想定した検証を
行なう。スキー以外の行程では，アシスタント候補の留学生にもツ
アー客の一部になってもらうことで，仮想団体ツアーとした。

モニターツアー（１回目）模擬ツアー

内容

1日目 スキーレッスン ～ 昼食（ココペリ） ～ スノーアクティビティ体験
（ゾーブ，タイヤチューブなどの雪遊び体験）

2日目 スキーレッスン ～ 昼食（ゲレ食） ～ スノーシュー体験 ～ キッコーニホン見学
～ 旭川冬まつりプレミアム体験 ～ 地域のオシャレカフェメニュー

ツアーの様子

【マイクロバスによる移動】
団体を想定したマイクロバスでの移
動によるツアー検証。

【模擬ツアーでの課題抽出】
仮想モニター客の留学生は，日本語
レベルの低い者を選定したことで，
通訳アシスタントとしての模擬訓練
もおこなった。

【冬季ゾーブボールなど】
旭川冬まつりでも体験できるゾーブ
ボールやバブルボール体験を一足早
く体験し，感想などをもらった。

【旭川冬まつり事前プレミアム体験】
通常ならば体験できないものをツアー
の中に入れ込むことで，プレミアム感
を演出。



Ⅱ- 5 モニターツアー開催（実施方法・効果検証） 【取組５】 23

ターゲットは「ファミリー」「女子旅」
・本事業では，地域における年間宿泊延数約122,929泊と海外からの
入込客数が最も多く，「台北ｰ旭川」間のＬＣＣ就航により今後ますま
す増加が見込まれる“台湾”をメインターゲットとした。その中でも，
都市型スノーリゾートとして，「ファミリー層」の取り込みと，口コ
ミ力の高い「女性客」に対するモニターツアーを実施した。

各地でのモニター経験のある有名ブロガーによる検証
・日本各地の情報を発信している有名ブロガーを招へい。他の地域の
状況を理解していることから，他地域との比較などについても意見を
もらった。また，情報発信を積極的に行ってもらうことで，事業や地
域のＰＲもあわせて行なった。

旭川空港・新千歳空港利用による検証
・旭川空港利用と新千歳空港利用について，ＪＲの乗換えなども含め
た移動方法の検証等も行なった。

モニターツアー（２回目）台湾

内容

1日目 入国 ～ 旭川へ移動

2日目 スキーレッスン ～ 昼食（cafeMAP） ～ ツリーイング体験
～ アウトドアティータイム ～ 旭川冬まつり（夜）見学

3日目
そば打ち体験 ～ 昼食（手打ちそば） ～ スキーレッスン

～カフェ・ショッピング～ 上映会・認定証授与式

4日目 旭川冬まつり（体験） ～ 昼食（旭川ラーメン） ～ ショッッピング ～ 出国

ツアーの様子

【女子旅】
女性2名での“女子旅”らしく，お互い
に写真を取り合う様子が見られた。

【地域の特色を活かした体験】
そば打ちは冬季だけではなく，オー
ルシーズン対応可能であるが，全国
的にそば収穫量第３位の地域として
紹介した。

【冬のイベントと体験など】
ギネス級の大雪像が有名な「旭川冬ま
つり」では，冬ならではの雪だるま作
り体験や，ゾーブボールなどを楽しん
だ。

【ツリーイング体験】
冬の森を活用した，ツリーイング体
験。子供も楽しめる「ファミリー向
け」体験として紹介。



Ⅱ- 5 モニターツアー開催（実施方法・効果検証） 【取組５】 24

ターゲットは「男女カップル」
・近年香港では，海外ウェディングやウェディングフォトを日本で行
う需要が高まっていることから，結婚前の「カップル」をターゲット
とした。

都市型スノーリゾート可能性
・都市型ならではの「日本居酒屋」や，地域の特色を活かした「エゾ
シカ料理」，冬の畑を利用した「スノードライビング体験」「越冬野
菜収穫体験」，イベントでは「氷瀑まつり」，温泉街など，多種多様
なメニューを盛り込み，“インスタ映え”する「食」「イベント」「体
験」メニューとした。

モニターツアー（３回目）香港

内容

1日目 入国 ～ 旭川へ移動

2日目 スキーレッスン ～ 昼食（旭川ラーメン）
～ スキーシュー（鍾乳洞）～ 居酒屋（夜）

3日目
雪上ドライビング体験 ～ 越冬野菜収穫体験 ～ 昼食（エゾシカ料理）

～ アイスクライミング体験 ～氷瀑まつり（夜）見学

4日目 冬季乗馬体験 ～ 旭山動物園見学 ～ 動画上映会・認定証授与 ～ 出国

ツアーの様子

【アイスクライミング体験】
氷瀑まつり内で体験できるイベント「ア
イスクライミング体験」

【地域のエゾシカ肉料理】
北海道でも特に寒さが厳しい上川地方で
育まれた良質な「エゾ鹿肉」は，臭みが
なく食べやすいと好評だった。

【越冬野菜収穫体験】
豪雪を活用し，晩秋に収穫した野菜を雪
の下に貯蔵することで，深浅で甘味の増
した野菜を味わうことができる。収穫し
た野菜は，翌日のランチで堪能。

【都市型ならではの豊富な飲食店】
一般的なスノーリゾートでは体験できな
い，都市機能を利用して，約1,000店の
飲食店があることをＰＲ。
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Hokkaido Snow Travel EXPOとの連携
・同時期に開催される「Hokkaido Snow Travel EXPO」には，約15
か国から約50人のエージェントやメディアが参加するが，これと連携
することで，台湾の著名な関係者を本事業にアサインし，本地域のモ
ニターをしてもらうことができた。

より多くのサンプルデータや意見徴収
・費用対効果や取得サンプル数を増やす目的から，ツアー未参加の留
学生（台湾）をツアーに参加させた。

モニターツアー（４回目）台湾

内容

1日目 入国 ～ 旭川へ移動

2日目
大雪源水スノーシュー体験 ～ 昼食（ワインカフェ）

～ スキーレッスン ～ 雪遊び体験

3日目
スキーレッスン ～ 昼食（屋外焼肉） ～ スノーシューアート体験

～ 動画上映会・認定証授与

4日目 スキーレッスン ～ 昼食 ～ 旭山動物園 ～ 富良野へ 【ひがしかぐら花七輪炭焼きフェス】
大人が参加できる冬のイベントとし
て，今年初開催。外での焼肉は最高

【大雪源水スノーシューツアー】
平成の名水百選にも選ばれた「大雪旭岳源水」。名水が湧き出るスポットまでスノーシューで。

【スノーアート体験】
スノーシューを履いて，雪上にスノー
アートを描く体験。ある程度の人数が必
要なので，小グループに向いている。

・モニターツアー実施回数４回（計１４名），
・アンケート回答者１４名。モニターツアー満足度6.60（KPI指標③ モニターツアー参加者満足度5.00）

ツアーの様子

取組成果
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モニターツアー全体

Ｑ．スキーレッスンの長さ（１日２
時間×１日間）について，どう思い
ますか

42%

21%

29%

8%

短い（もっと滑りたい）

やや短い

ちょうど良い

やや長い

長い（疲れた）

Ｑ．スキー場まで乗車できるシャトル
バスがあれば利用したいと思います
か。その理由も教えてください

96%

4%

したい したくない

Ｑ．留学生アシスタントの対応はい
かがでしたか

81%

19%

大変良い 良い

普通 あまり良くない

良くない

本事業のメインとなるスキーレッスンに係る部分についてアンケートを実施し
た。

・スキーレッスン受講者の約６３％がレッスンの時間が短いと感じており，短期
間の行程ならば集中的にスキーレッスン中心のツアーを望む声が多かった。ス
キーは台湾では憧れのスポーツということもあり，もっと滑りたいというニーズ
が高いことがわかった。そのニーズの高さからもわかるとおり，他のスキー場で
の滑走意欲も高く，全体の9割が多種多様なスキー場を楽しみたいという結果に
なった。

・今後もスキーを楽しみたいかという問いについては，年10回以上たのしみたい
という回答が３３％となったが，全体的に回答にばらつきがあった。台湾のツ
アー客が10回以上という回答が多く見られた。

・現状，圏域の各スキー場までのシャトルバスは一部のスキー場のみで本数も少
ないことから，シャトルバスの利用について質問したところ，96%が利用したい
という回答になった。外国人にとって，迷わずスキー場に到着できるため，安
全・安心・安価で移動できる点などの意見が多数あった。

・留学生のアシスタント対応については，非常に高評価の結果となった。アシス
タント自身の経験を踏まえた補足説明がツアー客にとって非常に好印象だった。

・ツアー実施前は圏域内のスキー場に対する認知度は低かったが，ツアー実施後
は92%が今回以外のスキー場も行きたいと回答しており，認知度向上とリ
ピーターの確保に繋がると考えられる。

スキー体験アンケートまとめ

ツアー 区分 内容
平均評価

（5点満点）

モニターツアー
満足度（全体）

体験 スキーレッスン ４．８９

スキーレッスンに対する需要や様々なスキー場を楽しみたいニーズが高いことから，シャトルバスや
アシスタントなどのサービスの推進を行なうことで，さらなる需要拡大につながる可能性がある。

74%

26%

3カ所以上

2カ所

1カ所

0カ所

Ｑ．今回以外のスキー場に
行ってみたいと思いますか

42%

50%

8%

全部行ってみたい

何か所かは行ってみたい

行かなくても良い

行かない

Ｑ．今後もスキーをしてみ
たいと思いますか

21%

29%
17%

33%
0%

年１～２回

年３～４回

年５回以上

年１０回以上

もうしなくて良い

Ｑ．日本人インストラクタ
ーについていくらまでなら依
頼したいと思いますか

12% 4%

67%

17%

10,000円以上

8,000円以上10,000円未満

5,000円以上8,000円未満

5,000円未満

Ｑ．当圏域のスキー場を
いくつ知っていますか

Ｑ．当圏域の10カ所あるスキー場について

2時間/日 事前アンケート 事後アンケート
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モニターツアー全体

ツアー 区分 内容
平均評価
(5点満点)

モニター
ツアー
1回目

（台湾）

体験 スノーアクティビティ 4.82

体験 スノーシュー 4.70

見学 醤油工場見学 4.23

体験 冬まつり事前体験 4.54

モニター
ツアー
２回目

（台湾）

体験 ツリーイング 4.80

イベント 旭川冬まつり 4.20

体験 そば打ち体験 3.20

モニター
ツアー
３回目

（香港）

体験 当麻鍾乳洞スキーシュー 3.50

食 居酒屋 5.00

体験 雪上ドライビング 3.50

体験 越冬野菜掘り 3.50

イベント 氷瀑まつり 4.50

体験 アイスクライミング 4.50

体験 乗馬 5.00

見学 旭山動物園 4.00

モニター
ツアー
４回目

（台湾）

体験 大雪源水スノーシュー 4.86

イベント 炭焼きフェス 3.79

体験 スノーシューアート 3.43

モニターツアー別体験評価一覧

スキー以外のアフタースキーについてもアンケートを実施した。

・1回目のツアーでは，スノーアクティビティとして「ゾーブ」や「チュービング」などを実施した
が，参加者の年齢層が低いこともあり，激しい雪遊びが人気となった。その一方で「醤油工場見学」
は冬季限定ではなく，前半の説明ビデオが理解できないなどの意見もあり評価が低い結果となった。

・2回目のツアーでは，全員がツリーイングを初めて体験したことや，ガイドの丁寧な説明，冬の森
の中というシチュエーションなどが高評価のポイントとなった。そば打ち体験は，それ自体は楽しめ
るとの意見が多数であったが，オールシーズン体験可能であることや，打ちたてのそばを昼食にした
際に「ざるそば」のみの提供となったため，そば以外のおかずの用意がないことや，ボリューム不
足，温かい食事を好む台湾人には評価が低い結果となった。

・3回目のツアーでは，「居酒屋」と「乗馬」が高評価となった。香港は「食」を重視しており，日
本の「食」に非常に関心が高い。地元食材を使用しているかなどもポイントとなっている。また，料
理の盛り付けも重要でSNSで情報発信する際のポイントとなっている。「乗馬」は，夏季でも体験可
能であるが，「冬の乗馬」という普段できない体験と，ガイドが英語で丁寧に説明したことでポイン
トが高かった。

・4回目のツアーでは，「スノーシュー」が高評価となった。体験しながら冬景色もゆっくり見られ
ることや，この地ならではの「大雪山の自然が創り上げた銘水を飲むことができる」という点が評価
ポイントとなった。イベントではあるが食の部分で評価が見込まれた「炭焼きフェス」は，“雪の中
での焼肉”という点では評価を得たが，『寒い，疲れる，においが残る』などの意見がみられた。

アフタースキーアンケートまとめ

・各回ともに評価が高いのは，冬季アクティビティとなっており，雪や冬の景色を利
用した体験が人気ということが伺える。

ターゲットの国民性を理解した上で，この地域ならではの景色なども合
わせて楽しめる冬季体験と「地域の食」を絡めたメニュー作りを行なうと
共に，地域の魅力を伝える体験ガイドの人材育成が重要。
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事業効果の評価指標として，３つの指標を設定した。

ＫＰＩの設定

・指標① 海外スキー客対応セミナー参加人数 50名
・指標② 海外スキー客対応への意識向上度 3.70（5段階評価）
・指標③ モニターツアー参加者満足度 5.00（7段階評価）

・日本人指導者向け海外スキー客対応セミナー参加者へのアンケート調査

・モニターツアー参加者へのアンケート調査

事業効果の測定方法

結果ＫＰＩ

№ 指標区分 目標KPI 結果KPI 備考

１ 指標①
海外スキー客対応
セミナー参加人数

50名 40名
指標設定時は，セミナー回数を2回で50名（25名／回）と想定しており，回数減と告知

期間考えると必要十分な参加者数を確保できた。

２ 指標②
海外スキー客対応へ
の意識向上度

3.70 4.00 セミナーに参加したインストラクターは，海外スキー観光客への意識も高い結果となった。

３ 指標③
モニターツアー参加
者満足度

5.00 6.60
参加者のほとんどが６以上となっており，ツアー全体を通して満足度が高い結果となっ

た。その一方で「もっとスキーの時間がほしい」「冬に特化した体験メニューがいい」等
の意見もあった。

・これまで海外スキー客の受け入れに関わる意識調査や，スキーを組み込んだモニターツアーは地域で実施したことがなかったため，ＫＰＩ及
び目標値の設定に苦慮し，結果として少数となった。
・海外スキー客対応セミナーの参加人数に関しては，Webや地域のスキー学校，北海道スキー連盟などを通して幅広く周知に努めたものの，開催
日時が年末の平日夜間となったことや周知期間が十分に確保出来なかったことなどから，当初の見込みを下回った。
・海外スキー客対応への意識向上度については，当初，外国人観光客に対するスキー指導に対してどちらかというと敬遠気味というイメージを
持っていたが，インストラクターの多くはすでに外国人に対して指導経験があり，意識も高いことが分かった。今回のセミナーにより他地域での
先進的な取組などを学び，ぜひ指導したいと考えるインストラクターが増加した。
・モニターツアー参加者の満足度は総じて高かったが，スキーとその地域ならではのアクティビティや地域住民との交流を組み合わせることで満
足度が高まった。

結果ＫＰＩ所感
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【留学生の活用によるスキーアシスタント】

・雪が降らない地域の観光客にとって，“雪” “スキー” は憧れにも近い感情を有し
ており，多くの留学生がアシスタントとなることを希望したことからも需要は確実
にある。

・一方，観光客によって，徹底的に『スキーを楽しみたい』というニーズと，アク
ティビティのひとつとして『ちょっとだけやってみたい』というニーズに分かれ，
個別ニーズに対応した受け入れ体制を構築していく必要がある。

・留学生を単なる通訳としてではなく，アシスタントとして育成することにより，
スキー指導の中で，これまで言葉の壁により伝わらなかった細かいニュアンスのや
りとりが可能となり上達が早まったほか，リフト乗車中の交流なども生まれ，観光
客，インストラクター双方にとって非常に満足度の高い結果となった。

・留学生のスキー上達のスピードは想像以上に早く，講習２回目からはリフトに乗
車できるようになり，スキー初心者に対するアシスタントとしての技術を身につけ
るには，概ね１０時間から１２時間程度の講習で十分であり，かつ１ヶ月程度で育
成可能であり，受入体制の向上に向けた迅速な対応が可能。

・また，留学生が日本に滞在する期間は短期間ではあるものの，アシスタントとし
て養成することで，スキー人口の裾野拡大はもとより，卒業後も圏域の魅力を発信
する貴重な担い手となり，将来的な観光客来訪のきっかけとなることが期待でき
る。

【手ぶら環境の構築】

・圏域内での手ぶら環境の構築は今後重要なコンテンツになっていくものと考えら
れ，圏域への入口から出口までを見据えた仕組みの構築が必要である。

・まずは，地域の玄関口である駅や空港，さらに域内の情報センターやスキー場と
の連携により，観光客が立ち寄る場所で返却できる仕組みの構築を行なった上で，
「リフト」「交通手段」「食事」「アクティビティ」等を組み合わせたパッケージ
商品を開発し，観光客の多様なニーズに対応していく必要がある。

成果を踏まえて全国展開すべきと考える部分

・留学生の活用によるスキーアシスタント

・手ぶら環境の構築

展開が想定されるエリア

【留学生の活用によるスキーアシスタント】

・当地域と同様に，中規模以上の都市（多くの留学生等が確保で
きる環境が必要）が隣接するスキー場

・今後インバウンドのスキーヤーの需要が見込める地域

【手ぶら環境の構築】

・地域連携が重要であることから，広域での取組を推進してい
る地域内に複数のスキー場を有している地域
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・北海道のほぼ中央に位置し，大雪山の恵みを共に享受するこの上川
中部圏域には大小様々なスキー場があり，多様なコンテンツを提供で
きる環境にあるものの，行政区域やスキー場の管理主体が異なること
から，圏域一体で観光客の受入体制構築や魅力向上を図る取り組みは
これまで行われてこなかった。

・大雪カムイミンタラＤＭＯは，こうした課題などに対応しながら観
光地域づくりを進めていくため昨年設立したものであるが，その最初
の取組として，「スキーインバウンド裾野拡大事業」に取り組んだこ
とで，地域連携の具体的な形が生まれ，スキー関係者からも「これま
で課題認識を強く持ちながらも対応出来なかった部分」として高い評
価を受けたほか，日本語学校を持つ東川町からも「留学生を活用した
新たな地域活性化策」として今後も継続して実施し，新たなモデルを
作りたいとの意見を得ているところである。

・さらに，今回の取組が様々な地元メディアで取り上げられること
で，ＤＭＯとしての今後の取組の方向性について圏域内で検討する
きっかけとなったほか，観光庁をはじめ，様々な有識者の方ともつな
がりを持つことができ，今後，圏域一体で「都市型スノーリゾート」
の構築を進めていくにあたり，大きな推進力とネットワークを得るこ
とが出来た。

・今回の取組により，手ぶら観光の推進や，大雪エリアとしての共通
化による圏域内の長期滞在の可能性や消費額拡大の可能性が見えてき
たことから，今後はさらに一層，今回の取り組みを発展，進化させる
とともに，他地域とも密接に連携しながら，観光客の多様なニーズに
対応できる当圏域ならではのスノーリゾート地域の形成を目指してい
きたい。

今後の展開

スキー場間のシャトルバスの試験運行

圏域レベルでの手ぶら環境の検討

「スキーアシスタント」の仕組みをブラッシュアップ

次年度以降に実施する取組

複数スキー場での共通リフト券化に向けた自動ゲートシステムの導入

KPI H29年度 H30年度 対応する基本戦略

宿泊客延数
（外国人）（千泊）

460 475
食×健康・保養×歴史・文化×四季の自然を組み
合わせ何回来ても楽しめる地域づくり

宿泊客延数
（冬季間12～３月）

（千泊）
480 500 利用者のニーズに合ったスノーリゾート地域の構築

滞在プログラム利用者数
（人）

60 100
食×健康・保養×歴史・文化×四季の自然を組み
合わせ何回来ても楽しめる地域づくり

滞在プログラム利用者満
足度（7.0段階）

6.00 6.10
食×健康・保養×歴史・文化×四季の自然を組み
合わせ何回来ても楽しめる地域づくり

今回の事業で得たノウハウを活用し，留学生によるスキーアシスタントを
利用したOTA向けのオプション販売に向けた体制構築を行なう。

圏域のスキー場で利用できる共通リフト券化に向けて，軸となるスキー場
である「カムイスキーリンクス」に自動ゲートシステムを導入することで，
利用者の利便性向上を行なう。

空港や駅などでスキーウェア等をレンタルできる仕組みを検討。地域内の
提携スキー場であれば自由に返却できる仕組みづくりに向け，関係各者と協
議をすすめる。

ネックとなっているスキー場へのアクセスを解消するために，スキー場間
や空港，都市中心部などを結ぶシャトルバスの試験運行を行なう。


