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1. 事業概要 

 

■事業実施者の概要 

○名称： 「青森スノーランド活性化協議会」 

○設立：平成２９年１２月２２日設立 

○構成団体： 

（株）ブルーモリス、（株）八甲田ロープウェー、

（株）城ヶ倉観光、モヤヒルズ（（一財）青森市観

光レクリエーション振興財団）、青森県、青森市、

平内町、青森公立大学、（有）アルファ・トレーデ

ィング（アドバイザー） 

○会長：（株）ブルーモリス 取締役社長 工藤 廣 

○目的：  

青森で初めて雪に触れる外国人観光客や国内観光客に雪遊びやゲレンデスキー、そして独自の文

化をはぐくむ青森でしか体験できないコンテンツ等、幅広い冬の楽しみを体験させるとともに、地

域ブランド化を図ることで交流人口を増やし、観光振興による地域・経済活性化に寄与することを

目的とする。 

 

■地域における課題 

１．少子化に伴うスキー人口の減少、スキー工場の生産量の減少。 

地域資源であるスキー場、スキー工場が十分に活用されていない。 

２．地域内のスキー場のポジショニングが欠如 

 地域内に複数あるスキー場が縮小するスキー需要を取り合い、新たなスキー需要に対応できず、

相乗効果を発揮できていない。 

３．八甲田バックカントリースキーのマーケティングが不足 

 地域内のスキー場のうち、唯一海外にも知られる八甲田は、バックカントリースキーに関するニ

ーズを把握できていない。 

４．地域全体としての取組が不足 

 スキー場とホテルは点在、プレイヤーは交通事業者、ホテル、スキーガイド、行政等幅広く、それ

ぞれの取組が連携されていない。 

 

●平内町 
▲夜越山 青森市● 

▲モヤヒルズ 
▲八甲田山 
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 そこで、海外からスノーリゾートへの来訪増加に資するモデル事業として、日本でも数少ない樹

氷形成地や豪雪の資源を生かし、初心者には雪遊びやゲレンデスキーを、上級者にはバックカント

リースキーを体験してもらう環境整備を実施する。また、独特の文化をはぐくむ青森でしか体験で

きないコンテンツ等、幅広い冬の楽しみを体験してもらうことで、青森のリピーター獲得を目指す。 
 

 

（１）スノーアクティビティの開発・受入体制の整備 

  スキー未体験者が多い東アジアからの団体向けに、スノーチューブ等によるスノーアクティビテ

ィを整備し、新たな雪の楽しみを提案するほか、外国語表記など外国人観光客の視点での受入環境

等の改善を進める。 

（２）留学生等へのスキー・スノーアクティビティ講習 

 県内の主にアジア等からの大学生などのスノースポーツへの関心を高め、中華圏等からの外国人

に対応できるインストラクター・アシスタントの養成を図る。 

（３）海外からの旅行客によるモニターツアーの実施 

 海外旅行会社等を活用し、非スキー層からバックカントリースキーを行う上級者層まで、中国、

台湾、オーストラリアなど多くの国からモニターツアーを催行するとともに、アンケートによる内

容の検証を行う。 

（４）青森特有の地域文化等を活かした滞在コンテンツ環境整備事業 

 ねぶた体験、スキー制作工場見学など青森県特有の体験型コンテンツに関して、多言語のデジタ

ル表記など外国人受け入れ環境を整える。        等 
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2. 地域の概要 

 

八甲田について 

十和田八幡平国立公園の北部に位置し、大

岳(1,585m)を主峰とした八甲田火山群地域

を八甲田連峰と称している。 

 

 

【スキーに関する特徴】 

○ アクセス：JR新青森駅（新幹線駅）、青森空港から車で４５分程度（→都市部や交通ターミナル

から BCスキーが楽しめるロケーションとしてはかなり近い） 

○ 積雪：４ｍ前後（→２０１３年に気象庁の観測所としては最深の５６６ｃｍを記録（酸ヶ湯温

泉）） 

○ 索道：ロープウェー１（１０１人乗り）、リフト１ 

○ 正規のスキーコース：５（人気はロープウェーを使って滑走する 3.5～5ｋｍの２つの非圧雪

コースで、大半がパウダースノー用のスキーやスノーボードを持参する中上級者。下部のスキ

ーリフト沿いには 700m~1.1kmの圧雪コース有） 

○ スキーシーズン：１２月～５月 

○ その他：上部には樹氷が広がり、ロープウェーを使って樹氷鑑賞する一般観光客も多い。 

八甲田地区に所在する各宿泊施設等にはバックカントリー（BC）スキーツアーのガイドが常駐

しており、宿泊者を中心に（上記コース以外の）BCスキーが安全に楽しめる。  
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3. 事業スケジュール 

 本事業は、以下の実施フローに基づき実施した。 

 

 

 

 本事業のスケジュールは以下のとおり。 
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4. 事業実施体制 

 本事業は、以下の構成主体及び役割で実施した。 

 

■構成主体： 

（株）ブルーモリス、（株）八甲田ロープウェー、（株）城ヶ倉観光、青森県、青森市、平内町、

モヤヒルズ（（一財）青森市観光レクリエーション振興財団）、(有)アルファ・トレーディング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 各構成主体の役割： 

 各構成主体の役割は下表のとおり。 

構成主体 役割 

（株）八甲田ロープウェー ・ 八甲田ロープウェーを活用したアクティビティの調整 

（株）ブルーモリス ・ 協議会事務局 

・ スノーアクティビティの拠点運営 

・ 八甲田、モヤヒルズ、夜越山でのスノーアクティビティサ

ービスの提供 

・ スキー製造工場見学の調整 

（株）城ヶ倉観光 ・ 八甲田でのスノーアクティビティの実践 

青森県 ・ 関係者のコーディネート 

青森市 ・ 青森市活性化の企画立案、モヤヒルズ利用の調整 

平内町 ・ 平内町活性化の企画立案、夜越山利用の調整 

モヤヒルズ 

［（一財）青森市観光レクリエーシ

ョン振興財団］ 

・ スキー場の運営 

（大）青森公立大学 ・ 大学研究室との共同研究、新たなスノーアクティビティの

開発、留学生のコーディネート 

（有）アルファ・トレーディング ・ 事業推進の際のアドバイザー 

  

青森県：全体コーディネート、 

ｱﾙﾌｧ・ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ：アドバイザー 

モデル事業場提供（スキー場） 

八甲田ロープウェー、モヤヒルズ 

モニターツアー造成・販売 

城ヶ倉観光、ブルーモリス 

自治体（企画） 

青森市、平内町 

新たなスノーコンテンツの開発 
学校連携・学術的視点のアドバイス 

青森公立大学 
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5. 各取組について 

課題解決のための取組の視点は以下の通りである。 

 

課題１ 少子化に伴うスキー人口の減少、スキー工場の生産量の減少 

・ 雪遊びなど、雪に親しむコンテンツの充実

により、スキーをする一歩手前の新たな需

要を喚起 

・ スキー製造以外に、スキー工場見学や、製

作体験メニューなど施設能力をフルに活

用し、地域内外の新たな需要の取り込み 

・ 青森県では、東アジアからの来訪者が年々

増加しており、2018平昌冬季五輪、2022

北京冬季五輪と連続して冬季五輪が開催

される東アジアでは、スキー需要が急増しているため、新たな需要層としては、東アジアを主と

するインバウンドに着目 

 

課題２ 地域内のスキー場のポジショニングが欠如 

・ スキー場の特性に応じて、明確なポジショニングを確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【八甲田】 【モヤヒルズ】 【夜越山】 

・バックカントリースキーの聖

地 

・上級者向け 

・バラエティに富んだファミリ

ーゲレンデ、都市近郊に立地 

・初中級者向け、雪遊び 

・混雑なく自由度の高いゲレ

ンデ 

・近隣にスキー製作工場あり 

・初級者向け、雪遊び 

29,910 

78,420 

62,990 

16,560 

44,480 
66,360 

100,090 

187,880 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2014 2015 2016 2017

東アジア 県内延べ宿泊者数の推移

韓国 台湾 中国 香港

（資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」 従業員数 10名以上の施設の数値 
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課題３ 八甲田バックカントリースキーのマーケティングが不足 

バックカントリースキーを楽しむ外国人にアンケート調査を行うことにより、八甲田の強みと弱み

を明確にし、八甲田ブランドの確立につなげる。 

 

課題４ 地域全体としての取組の欠如 

スキー振興、スキーによる誘客に関わる、スキー場、ロープウェー、ホテル、スキー製造会社、大

学、行政など様々な主体が情報共有し、連携して取り組む。 

 

■ 現状・課題 

（１） 平昌、北京と冬季オリンピックがアジアで開催され、アジアにおけるスノースポーツの機運

がこれまで以上に高まっている。 

（２） 本県におけるスキーを目的としたインバウンドの訪問先として八甲田が中心となっている。

その八甲田は非圧雪斜面がほとんどで、欧米豪を中心とした中上級者には訴求するが、非スキー

層や初級者には厳しいためマーケットが非常に限定されており、スキー以外のアクティビティ

にも乏しい。 

（３） スキーに関する宿泊エリアも八甲田山麓エリアでの宿泊が多くを占めていることから、経

済効果が全県的な広がりを見せていない状態である。 

（４） 県内を訪れる外国人観光客が東アジアを中心に急増（中国・天津からの定期便の就航、韓国・

ソウルからの定期便の増便（３便→５便）、台湾・台北からの定期チャーター便の就航と青森空

港の国際線が拡充（訪日誘客支援空港に指定）されている）しているが、近年、中華圏からの冬

期間のニーズである雪遊びやスキー導入部分での対応整備が遅れている。 
 

■ 取組の概要 

  海外からスノーリゾートへの来訪増加に資するモデル事業として、日本でも数少ない樹氷形成地

や豪雪の資源を生かし、初心者には雪遊びやゲレンデスキーを、上級者にはバックカントリースキ

ーを体験してもらう環境整備を実施する。また、独特の文化をはぐくむ青森でしか体験できないコ

ンテンツ等、幅広い冬の楽しみを体験してもらうことで、青森のリピーター獲得を目指す。 

 ＢＣスキーの聖地“八甲田”を頂点に、小規模ではあるが、初心者から中級者まで楽しめるバラエ

ティに富んだスキーエリアが点在している。八甲田と近隣の初～中級向けのファミリースキー場を

はじめ近隣の資源をつなぎ、ネットワークを構築するなどして、様々な国籍のニーズに応じたサー

ビスを提供する。また、青森特有のコンテンツを活かし、これまで分散していた県内の人材や資源

を連携させ、フルに活用し地元の「稼ぐ力」を引き出す。 
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（１） モニターツアー造成に向けた旅行会社との調整 

 

（主な取り組み） 

中国天津・青森線（奥凱航空／2９年５月より定期便）を利用した旅行商品を販売している中国旅

行会社に対し調整を実施。本県を訪問した１２月中旬（スキー場オープン前）にも、スノーアクティ

ビティが可能なモヤヒルズ、夜越山等への視察の調整を行い、モニターツアーの調整と今後の商品

造成を依頼。  

 

【着眼点】 

・ これまでの同路線を使った旅行商品（団体旅行）では県内でのスノーアクティビティがない状

況。 

・ 近年、アジア市場において「本格的なスキー旅行」だけではなく、もう少し基礎的な「雪遊び」

の需要も高く、そのマーケット規模も大きいことを踏まえ提案。 

・ モヤヒルズや夜越山は小規模スキー場であるが、宿泊地や主な立ち寄り先となる青森市内より

近距離（３０分程度）で気軽に楽しめる点、旅行者は「スキー客」ではないため、必ずしもスキ

ー場の規模は問題でない点を重点的にプロモーション。 

 

【取組成果】 

上記路線を使った旅行の一部を調整し、２４７名をモニターとしてモヤヒルズへの立ち寄りが初

めて実現。旅行者からの評価も高いため、モニター期間終了後も送客が継続された。（計３８３人が

立ち寄り）「スキー」需要以外に、小規模スキー場であっても「雪遊び」需要をスキー場が取り込む

ことで、スキー場の利用者拡大につながることが立証された。  
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（２） スノーアクティビティの開発・受入体制の整備 

●モヤヒルズ等でのスノーチューブコースの整備等 

これまで特別な単発イベントでしか整備していなかったスノーチューブコースを海外モニターツ

アー向けに整備（１月下旬～）。レンタル申込書や注意事項等の多言語化、多言語通訳電話サービス

への加入も行う。 

  

 

●スキー板工場見学、ミニスキー製作体験メニューの開発 

・ 国内で数少ないスキーを量産するブルーモリスの工場見学を整備。 

・ ミニスキー製作体験は、非スキー者層が実際のスキー体験への興味を誘導する一つの手法。 

 

【取組成果】  

・ スノーチューブコースは、過去の経験を活かして整備したものであり、スキー製作体験はスキー

製造という本来の事業である技術を活かし提供したものである。こういった従来から持ってい

た技術を引き出し新たなコンテンツとして確立した。 
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●「SNOW MONSTER RUN」開催（非スキー層向けの新たな雪遊びイベント） 

・ スノーシューを履いて斜面を駆け下り、宝探し、雪中縄跳び、障害物レース、そり滑りなど様々

なアトラクションを体感する。（２月４日に八甲田パークにて実施） 

・ ３０人参加。うち３名マレーシアからの留学生。 

 

 

 

【取組成果】  

・ 学生の新たな視点で地元住民が楽しめた新たな雪を活用したコンテンツ作りを行うことができ

た（必ずしも八甲田地区での開催でなくても他のエリアでの展開が可能）。 

 

●ＢＣスキーツアー参加に係る案内書を外国人向けにブラッシュアップ 

・ ホテル城ヶ倉のツアーに関する案内書を外国人向けにブラッシュアップ（英語）。また、ブル

ーモリスと連携し、BC向けのギアを用意していないスキーヤーの利便性や山中での機動性を

高め、一層ＢＣを楽しんでもらうため、クライミングシール付属のスキーの貸出も実施。 
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【取組成果】  

・ バックカントリーについては、荷物をあまり持たない外国人のお客様を中心にクライミングシ

ール付属のスキーレンタルの需要も高いとの声が寄せられている。 

 

●スノーコンテンツ等のチラシ作製（簡体字・繁体字各 200部） 

・ モヤヒルズ、八甲田で体験できるコンテンツや公共交通機関によるアクセス情報（乗り場、時

刻表、料金等）を案内し、ＦＩＴ客が自分で行けるように具体的な動線を明記。 

・ 海外からのＦＩＴ宿泊客の多いＪＲ青森駅前のホテルに設置したほか、「国際樹氷サミット」

（２月 10日、青森市）で海外の旅行会社にも配布。 

 

 

 

【取組成果】  

・ チラシは、最近増えている中華圏のお客様向けの案内を容易にしスキー場への導線を引く即戦

力となった。 
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（３） 留学生等へのスキー講習 

 

●留学生等へのスキー講習会 

・ ２月７～９日の３日間、モヤヒルズにて青森市内の留学生を中心とした外国人向けスキー講習

会を実施。（マレーシア４、アメリカ３、中国２、タイ２、ベトナム１ 計１２名受講） 

 

  

 

インストラクターは、外国人スキー客へのレッスンを全国的に行っている実績のあるスキースクー

ルに依頼し、外国語（中国語・英語）を使い、外国人のための視点や用語の使い方となるよう内容を

意識した。 

 

時間 内容 

10:00～12:30 

14:00～15:30 

雪上での講習 

16:00～17:00 屋内でのインバウンドやスキー環境についての講習 

 

２月１７～１８日の２日間、後期講習を実施し、受講した３名全員がＳＡＪ４級を受験・合格（初

めてスキーを履いて５日目で４級合格、そしてパラレルを習得）            
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＜2月 7日～9日実施記録＞ 

 

【実施主体】青森スノーランド活性化協議会 

【実施内容】モヤヒルズにて青森市内の留学生等を中心とした外国人向けスキー講習会を実施。１

２名受講。市内各大学に声かけしたほか、国際交流団体や三沢米軍基地内を通じての募集も行った。 

＜受講生・講師について＞ 

○国籍：マレーシア４、アメリカ３、中国２、タイ２、ベトナム１ 

○所属：青森中央学院大学６、弘前大学３、一般２、青森県国際交流員１ 

○講師・スタッフ：中国１、マレーシア１、台湾１、日本人（外国語可）２ 

・インストラクターは、外国人スキー客へのレッスンを全国的に行っている実績のあるスキースク

ール（ワイケーティー）に依頼し、外国語（中国語・英語）を使い、外国人のための視点や用語の

使い方となるよう内容を意識した。中国語１クラス、英語１クラスのほか、上達具合で適宜個人

をフォローした。 

・ワイケーティーとは事前に 12/18（東京）、1/15（青森）にて打合せを実施した。 

・受講生は今回初めてスキーを履いた。 

・10:00～12:30, 14:00～１5:30雪上での講習、夕方 16:00～17:00屋内でのインバウンドやス

キー環境についての講義を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外講習 屋内講習 

中国語クラス 英語クラス 
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＜2月 7日～9日実施記録（続き）＞ 

 

【課題等】 

受講生数について予想を下回る応募となった。（応募を開始してみると、春節休みで帰国する、ア

ルバイトが入った等で参加しない学生が多くいたが、試験時期など大学側の意向等を考慮するとこ

の時期でしか実施できなかった） 

また、インフルエンザによる体調不良等により直前の欠席の申し出が多く生じた。 

加えて、地元スキースクール等と今後具体的な留学生等の活用方法等を協議する必要がある。 

 

 

 

＜2月 17日～18日（後期及びバッジテスト）実施記録＞ 

 

【実施内容】 

２/１７～１８の２日間、モヤヒルズにて後期講習を実施し、受講した３名（中国１、タイ２）全

員がＳＡＪ４級を受験・合格。（初めてスキーを履いて５日目で４級合格、そしてパラレルの習得）  

【成果】 

留学生自身がリピーター化しインフルエンサーとなっているほか、地元スキースクールからもイ

ンバウンド向けの対応などについて相談があるなど、外国人受け入れの取組が徐々に自走し始めた

ところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受験申込 

合格の記念撮影 
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【着眼点】 

 今後の増加が見込まれるアジアからの初心者スキー客に対応するインストラクター・アシスタ

ントの造成を目的として講習会を開催。 

 インバウンドのターゲットとしている東アジアは、英語以外では、特に、中国語ができる人材が

必要。 

 スキーインストラクターに語学を習得させることは現実的には困難。 

 県内には東アジアをはじめ多くの留学生が在学しており、日本語を含めて複数の語学が可能な

留学生を活用することが効果的。そのために当協議会会員である大学をはじめ各大学のネット

ワーク等を活かして留学生・外国人を募集。今後は地元スキースクールと大学が連携して受入体

制を整備できるような形を目指す。 

 青森県ならではの留学生活として、スキーに親しむことは、リピーター需要の獲得にもつなが

る。           

 

【取組成果】 

留学生自身がリピーター化しインフルエンサーとなっているほか、地元スキースクールからもイ

ンバウンド客の獲得や留学生活用を含めた受入対応の準備について相談があるなど、外国人客受入

の意識が徐々に高まっている。 
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（４） 青森特有の地域文化等を活かした滞在コンテンツ環境整備 

 

●ワ・ラッセ（ねぶた展示施設）への外国人観光客対応 

ＱＲコード利用による館内展示（５か所）の多言語案内（英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語）

→２月中旬（整備時）～２月末までに１１００件の利用あり。 

 課題として、八甲田地区に宿泊しているスキーヤーへの認知度向上を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワラッセで展示されているねぶた 

館内は既にフリー

Wi-Fiが整備されて

おり、館内に掲示し

た専用のＱＲコード

をスマートフォンで

読み取りインターネ

ットにアクセスする

ことで展示物の内

容・案内を多言語で

確認できる。 
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●ブルーモリスのスキー製造工場過程の説明に要するファイルの整備 

ブルーモリスが主体となり、これまで外国人向けに、プロジェクター等に映しながらスキー製造

過程を外国語にて説明できるファイルを中国語等で準備した。 

 

 

 

 

 

  

工場見学時の過程（簡体字での案内のデジタル資料の例） 
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【着眼点】 

 八甲田を訪れる外国人スキーヤーの多くは八甲田地区のホテルへ宿泊するため、経済効果が八

甲田地区に限定されていた。（滞在後はすぐに他県へ移動） 

 八甲田が悪天候によりロープウェイが運休した際の代替プログラムが必要。 

 青森県ならではの文化コンテンツ、体験コンテンツを活かすことで、地域内を周遊させ、イン

バウンドによる経済効果を面的に享受する必要あり。 

 

【取組成果】  

 ホテル関係者にヒアリングすると、今シーズンは様々な体験を求め、青森市中心部を拠点とした

八甲田へのスキー客の滞在も目立ってきているという（通いでのスキー）。「スキー＋観光」の人の

流れの中で“アフタースキー”の受入整備を比較的導入しやすいＩＣＴを使いながら進めることがで

きた。 
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（５） 海外からの旅行客によるモニターツアー 

 

●中国人旅行者による雪遊びモニター 

・ 天津・青森線を利用した団体旅行者（北京市、天津市が中心）を対象に、モヤヒルズでの雪遊び

体験をさせ、アンケートを実施（１月～２月中の４日間、参加者：２４７名）。 

 

【取組成果】 

「スキー」需要以外に、小規模スキー場であっても「雪遊び」需要をスキー場が取り込むことで、

スキー場の利用者拡大につながることが立証された。（お客様の反応にシビアな旅行社が送客継続を

決定）  

 

時間 体験内容 

３０分程度 スノーチューブ、そり遊び 

２０分程度 雪中りんご探しゲーム 

３０分程度 ミニ雪だるま製作 

 

  

※滞在時間は１．５～２時間程度 

体験の満足度 

8.4/10点満点 
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＜1月 22日～2月８日実施記録＞ 

【実施主体】青森スノーランド活性化協議会、モヤヒルズ 

 

【実施内容】 

天津・青森線を利用した団体旅行者（北京市、天津市が中心）を対象に、モヤヒルズでの雪遊び

体験（スノーチューブ、雪中リンゴ探しゲーム、ミニ雪だるま制作）をさせ、アンケートを実施。 

なお、ごく少数であるが、スキーやスノーボードを借りて滑っていた者も見受けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日付・人数】  

１月２２日 １９人、１月２５日 ４０人、  

２月１日 ８１人、２月８日 １０７人   

計 ２４７名 

 

【時間】 滞在は１．５～２時間程度 

３０分程度 スノーチューブ、そり遊び 

２０分程度 雪中りんご探しゲーム 

３０分程度 ミニ雪だるま製作 

 

【課題等】 

スキー場利用者が増えたとしても、消費拡大につながらなければならないので、スキー場利用者

が消費しやすい環境整備が必要。特に、近年増加している中国人の消費拡大のためには、外国語表

記やスマートフォンでの電子決済の導入により消費拡大が期待できる。 

  

スノーチューブ等 りんご探し 雪だるま製作 



22 

＜中国旅行社による旅行社会員向けの、モヤヒルズでの雪遊び・スキー体験の広報＞ 
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●台湾人旅行者によるスノーアクティビティモニター 

台南市の旅行者（現地大学関係者）を対象に、八甲田や夜越山などでの雪上体験（スキー、スノー

シュー等）やアフタースキー向けの日本や青森の伝統を感じさせる体験（スキー制作、ねぶた施設

等）をさせ、アンケートを実施（２月、参加者：１０名）。※2/2来県、2/6離県 

 

 

時間 体験内容 

２／３（土） 八甲田でのスノーシュー体験（1.5h）、酸ヶ湯

温泉、県立美術館、三内丸山遺跡 

２／４（日） スキー製作体験（1.5h）、地元ほたてづくし弁

当試食、スキー体験（2h）、そり・スノーハイ

ク体験、白鳥見学 

２／５（月） ねぶたの家ワラッセ、のっけ丼試食、アスパム

（観光物産館）、ストーブ列車 

 

【取組成果】 

初めて北国を訪問する観光客にとって、雪を使ったアクティビティに対する反応はよく、スキー

製作体験を含めた多様な雪文化、ねぶたなど青森ならではの体験が良い評価を得ることができた。

スキー＋αによって地域全体の冬の魅力をさらに高めることができると考える。また、地元大学の連

携を図りながら誘客の可能性を探ることができた。 

  

体験の満足度 

9.4/10点満

点 
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＜個人旅行アクティビティモニター①（2018年 2月 10日）実施記録＞ 

【実施主体】青森スノーランド活性化協議会 

【実施内容】青森公立大学の協力により、来県中のアメリカ及び台湾大学関係者それぞれ１名（計

２名、非スキー者）について、温泉めぐりが可能な浅虫地区、平内地区でのスキー場見学等を行い意

見交換を行った。 

１０：００ 青森市内発（自家用車移動） 

１０：４０～１２：００ 浅虫地区温泉地見学 

１２：００～１２：３０ 夜越山スキー場見学 

１３：００～１４：００ 白鳥見学 

 

（浅虫温泉見学での意見） 

 （浅虫地区で実施している温泉巡りについて説明を聞いた後）東京のように混んでおらず空気

も澄んでおり日本らしくてよい。温泉ホテル施設が立ち並ぶエリアというのは新鮮だが、初め

ての外国人のお客様にとって、そもそもどのように温泉に入ったらよいのかわからない（裸、

水着、タオルの使い方など）。温泉宿にインバウンドをいれるのであれば、そういった基礎的

なレクチャーから必要である。 

 町の中での湯めぐりもどのようなスタイルで行っていいのかわからないので、日本文化がわか

るガイドやものすごく日本の経験のある旅行者についていかないとわからない。 

 青森市内から浅虫地区まで車で来る分にはそこまで距離は気にならない（１５キロ、２０分程

度）。 

 

（夜越山見学での意見） 

 浅虫温泉から１０分程度で到着したので、特に距離的には遠く感じない。FIT客には難しい

が、車だと問題ない。しかし帰りのタクシーをどうするかが問題（時間を決めて迎えに来ても

らえればよいだろう）。スキーを本格的にする人でないのであればスキー場の規模はそれほど

気にならないが、外国語表記が足りない。 

 

  

白鳥見学 
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＜個人旅行アクティビティモニター①（2018年 2月 10日）実施記録（続き）＞ 

 

（白鳥見学での意見） 

 アメリカにも一部の地区で白鳥はいる。台湾にはいないので見たことがないひともいるだろ

う。観光コンテンツとして周遊時にこういった動物を間近で入れるのはよいと思う。餌やりが

できればもっとよいだろう。（現地にいたボランティアガイドの話では、鳥インフルの関係で

自粛はしているものの餌やり自体を禁止しているわけではないとのこと。餌をやるとかなり寄

ってくるようだ） 

 

（八甲田での意見） 

 翌日、青森公立大学の案内で八甲田にも訪問し、次の内容の意見をいただいた。 

 外国人にはまだ知られていないが、樹氷は圧巻の景色であり、開発されていない雰囲気がよ

く、バリエーションにとんだ斜面が魅力だが、レストランや全体的に外国語対応が進んでいな

い部分が気になる。また、紅葉シーズンは大変混雑するが、一般的にグリーンシーズンのアク

ティビティがほとんどないため、山を活かした何らかの取組を期待するとのことだった。 

 

【成果】 

今回は青森市内に宿泊しての温泉地の見学とそれと組み合わせたコンテンツの見学となったが、

いまだ開発されていない日本らしい雰囲気と空気がよいという部分では訴求力があるが、知名度が

足りないと考える。 

 

【課題等】 

コンテンツとしては魅力的であるが、ホテル宿泊者ではない立ち寄りで訪れる外国人を受け入れ

るにあたっての案内等についてはまだ案内が不足していると考える。 
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＜個人旅行アクティビティモニター②（2018年 2月 18日～24日）実施記録＞ 

【実施主体】青森スノーランド活性化協議会、ブルーモリス 

【実施内容】ブルーモリスの協力により、来県中の生まれて初めて雪をみたアメリカ人１人に対

して各種スノーアクティビティのモニター体験を実施し意見交換を行った。 

2月 18日：スノーハイクツアー体験（夜越山） 

2月 19日：スノーボード体験（モヤヒルズ） 

2月 20日：スノーボード体験（まかど） 

2月 21日：スノーハイクツアー体験（八甲田） 

2月 22日：スノーハイクツアー体験（八甲田） 

※2月 23日：モニターはオフ日 

2月 24日：スノーチューブ、雪遊び体験（夜越山） 

 

 

 

 

 

 

 

（夜越山スノーハイク体験での意見） 

 初めてたくさんの雪を見たが、とにかく白くて綺麗で空から降る雪を見て、白い虫が降って

くるようだった。木々に着雪している風景に感動、本当に素晴らしい、山の中を歩いている

と本当に静かで心が洗われる。 

 はじめてのスノーハイク体験だが、寒がることなく 2.5時間スノーハイキング。スノーハイ

クは初めての人でも簡単に散策できていい道具で歩いていると全く寒くない。初めてスキー

のような道具を装着したが、これはこれで楽しい（ガイドの感想：本格的なスキー板は慣れ

が必要だが、スノーハイクのほうが導入はしやすく、気軽で簡単に扱えるので初心者にはよ

いだろう） 

 小動物(うさぎ、狐、テン)の足跡に感動した。 

  

スノーハイク（八甲田） スノーチューブ 
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＜個人旅行アクティビティモニター②（2018年 2月 18日～24日）実施記録（続き）＞ 

 

（八甲田スノーハイク体験での意見） 

 山岳グループとのツアーのためかなりハイペースで歩いたが、周りの風景に感動し、疲れは

そんな気にならない。 

 巨木など自然の造形に感動した。 

 八甲田ロープウェーの山頂駅の凍り付いた景色に感動した。 

 気温ｰ 11℃の寒さは初体験で、それが新鮮であり気持ちがよい。 

 樹氷＝Snow Monster が確かに Monsterであることに感動。Big Monster（かなり大きな

樹氷）にさらに感動、神様からの贈り物である。 

（スノーボード体験での意見） 

 初めてのスノーボードに悪戦苦闘したが、重力を使って滑り降りるスピード感に感動した。 

 このレベルでは、スキー場の大きさは特に関係ない。 

（スノーチューブ、雪遊びでの意見） 

･  スノーチューブは興奮し叫んで滑り降りた。海でのバナナボートよりも、スピード感があり 

楽しい。 

･  夜越山山頂から海が間近に見えるが、白い景色の中の海が最高によい。 

 

【成果】 

生まれて初めて雪をみた方の反応を見たが、スキー場の大小よりも自然の中で雪がある環境を過

ごすことを楽しんでいるようであり、集中的にコンテンツを体験してもらうことで、着地型旅行を

仕組んでいく上でコンテンツとしてのニーズの調査を行うことができた。 

スノーハイクについては、スキーの裏にシールが貼ってある構造のため、急激にすべることはな

く、スキー前の導入としては扱いやすい。また、自由に動き回ることができ、かつ「スキーをやった

気になれる」ことがとても良い点である。スノーシューと代替性をもたせながらトレッキングを楽

しめるツールとして大変有効であり、雪の楽しみのバリエーションを広げることができた。あとは

ロケーションのバリエーションを増やしていきながら、自然愛好家の人のニーズをとらえていけれ

ばよいと考える。 

【課題等】 

インバウンド向けの着地型旅行の仕組み整備がまだ足りないため、受付や提供、足の確保などに

ついての詰めが必要（事業者の旅行業取得なども今後検討）。 
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＜２月２日～６日実施記録＞ 

【実施主体】青森スノーランド活性化協議会 

【実施内容】台南市の旅行者（現地大学関係者）を対象に、八甲田や夜越山などでの雪上体験（ス

キー、スノーシュー等）やアフタースキー向けの日本や青森の伝統を感じさせる体験（スキー制

作、ねぶた施設等）をさせ、アンケートを実施（２月、参加者：１０名） 

・ 来県した大学関係者は、青森中央学院大学が交流がある南台科技大学関係者（家族等含む）。 

２／２ 来県 

２／３ 八甲田でのスノーシュー体験（1.5h) 

        酸ヶ湯温泉、県立美術館、三内丸山遺跡 

２／４ スキー制作体験（ブルーモリス）（1.5h)、 

    地元ほたてづくし弁当試食、スキー体験 

    （夜越山）（2h)、そり・スノーハイク体験、 

    白鳥見学 

２／５ ねぶたの家ワラッセ、のっけ丼試食、 

    アスパム（観光物産館）、ストーブ列車 

２／６ 離県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題等】 

知名度不足が指摘されているため、これからの情報発信と、平内町に関しては、FITのお客様が

訪問し楽しめる状況になっていないのでその点の改善を進めることが必要。 

  

スノーシュー体験 スキー制作体験後、工場裏での雪上試乗 

スキー体験 
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●八甲田バックカントリースキーツアーモニター 

・ ホテル城ヶ倉によるバックカントリーツアー参加者（外国人個人客）を対象にアンケートを実

施。１月～２月、参加者：２２名、参加者の国籍：中国６、香港６、オーストラリア５、イギリ

ス２、ドイツ２、シンガポール１ 

・ 滑走エリアは、一般スキーヤー入山禁止のルート（非圧雪斜面） 

・ 団体行動のため一般の日本人も参加している。 

 

 

時間 体験内容 

９時～１２時 ホテル→八甲田ロープウェー乗

車→BCエリアへ案内 

１２時～１３時 下山後、休憩（ホテル等） 

１３時～１５時 ホテル等→八甲田ロープウェー

乗車→BCエリアへ案内 

【取組成果】 

BCスキーのガイドについては、語学力の高さよりも、安全面の対応や、パウダースノー

のロケーションを熟知していることに対するニーズが高いことが分かった(安全面に関わる

案内や、最小限の会話ができる語学力があれば外国人スキーヤーは概ね満足している)。 

 また、BCのニーズがアジアにも広がっているほか、八甲田には特に積極的なプロモーシ

ョンをしていない世界各国からも、山の特徴を知ったうえで初めて訪問するスキーヤーが

多く訪問してきており、ポジショニングの重要性を改めて思い知ったところ。  

体験の満足度 

9.0/10点満点 
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（６） SNS等を活用した情報発信 

 

●ＳＮＳを活用した情報発信 

・ 県のＳＮＳを活用し、中国、台湾、香港、韓国、豪州向けにスノーコンテンツに関する情報発信

を実施。 

 

 

●動画・映像の撮影 

・ アクションカメラ等で撮影したスノーコンテンツ画像・動画を、情報発信やプロモーションのた

めに使用。 
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＜SNSでの発信（１２～２月）実施記録＞ 

 

【実施主体】青森県 

【実施内容】 

県の各国向けの公式 SNSを使いながら、八甲田を中心としたスノーリゾートの紹介を画像や動画

を使いながらタイムリーに行った。 

 

・ 中国向け： 

ウェイボー（青森县观光局  URL：https://weibo.com/u/1929936967） 

  ウィチャット（青森县旅游观光   Wechat ID： aomori_jp） 

・ 韓国向け：Facebook（아오모리 URL: https://www.facebook.com/aomoriphoto/) 

・ 台湾、香港向け：Facebbok（青森縣觀光信息 

   URL：https://www.facebook.com/ftz.aomori） 

・ オーストラリア向け：Facebook（Hakkoda, Japan’s Deep Powder Paradise 

   URL：https://www.facebook.com/hakkodajapan） 

 

【課題等】 

プロカメラマンによる撮影については、一部悪天候により日程変更を余儀なくされてしまった。

一方で、個人で持参できるアクションカメラとスマートフォンアプリで簡単に動画撮影制作ができ

ることを実感した。 
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＜写真・動画撮影（１２～２月）実施記録＞ 

 

【実施主体】ブルーモリス、平内町 

【実施内容】 

・ 12/23,12/29,12/30,1/8,1/27 ブルーモリス所有のアクションカメラ(Gopro)を使用し、八

甲田でのバックカントリースキーの動画撮影を行った。その後スマートフォンのアプリを活用

して動画編集を行い、SNSでの情報発信を行った。 

 

 

 

 

 

 

・ 2/24 夜越山スキー場を中心にプロカメラマンでの写真・動画撮影を行い、今後のプロモーシ

ョンに活用していく。（この冬は荒天が多く、カメラマン、モデル等のスケジュールの都合で

2/24に撮影を行った） 

 

【成果】 

シーズン序盤でのタイムリーな情報発信を行うことができた。初めてスマートフォンのアプリを

使用したが、画質を落とすことなくよく撮れたところを組み合わせることで SNSレベルでの情報発

信に使用できる動画を作成することができた。また、県の SNSを活用することで、タイムリーに同

じ動画を各国に展開することができた。 
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【着眼点】 

・ 外国人観光客は、インターネットやソーシャルメディアを活用し、旅マエの情報を収集すること

が多い。 

・ 外国人観光客の関心を引くためには、ビジュアルに訴える画像、映像が必要。  

・ 現状では、八甲田をはじめとする本県のスノーアクティビティの魅力を伝える画像・動画は少な

い。          

 

【取組成果】 

このところスマートフォン向けの高性能な無料アプリなどで手軽に動画や画像編集できることも

あり、ある程度の質を確保しながら、スキーシーズン序盤から、ＳＮＳを活用しタイムリーにスノ

ーコンディション等を海外向けに発信ができるようになった。（アクティビティ動画・画像は、詳し

い多言語字幕は不要で、中身勝負） 
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6. モニターアンケート結果 

 

（１）中国旅行モニターツアーに関するアンケート結果 

 

 

【年齢】 

・ 30代が約 3割（29.6%）と最も多く、40代（23.5%）、50代（20.6%）の順。 

 

 

 

 

 

 

20代以下

17.0%

30代

29.6%40代

23.5%

50代

20.6%

60代以上

9.3%

【調査概要】 

■ 方法：紙によるアンケート調査 

■ 期間：2018年 1月～2月の 4日間（天津・青森線利用の団体旅行参加者 247名を調査） 

■ 内容：モヤヒルズスキー場（青森市）でのスノーチューブやそりの体験、雪中リンゴ探しゲ

ーム、ミニ雪だるま作り体験。 

■ 人数：合計 247人 

（1月 22日：19人、1月 25日：40人、2月 1日：81人、2月 8日：107人） 
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【国内外のスキー場の訪問回数】 

・ 「今回が初めて」が約 5割（48.7%）で最も多く、「2回目」（36.2%）と続く。約半数が訪

問回数があり、残りの半数がこれまでの訪問がなかった方であった。 

 

 

【改善点や意見】 

・ 以下の改善点や意見が挙がった。 

 

 

 

  

今回が

初めて

48.7%
2回目

36.2%

3回目

9.7%

4回目以上

5.4%

・スノーチューブコースが面白い。 

・雪がきれい。 

・雪遊びの道具や乗り物が少ない。 

・外国語表記が少ない。 
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【今回体験したコンテンツ等の感想（3段階評価）】 

・ 「ミニ雪だるま作りの感想」は約 8割（78.2%）が「楽しい」と回答し、「雪中リンゴ探しゲー

ムの感想」は 76.1%が「楽しい」と回答した。 

・ 「そり・スノーチューブコースの距離」は 6割強が「長い」と回答し、「短い」と回答した方は

ほとんどいなかった。 

・ 「屋外の雪遊びエリアの広さ」は 6割弱が「広い」と回答し、「狭い」と回答した方はほとんど

いなかった。 

 

 

【スキー場での体験の満足度】 

・ スキー場での体験の満足度は、10点満点で、平均 8.4点であった。 

  

8.4点／10点
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（２）台湾旅行モニターツアーに関するアンケート結果 

 

 

 

【訪日回数】 

 10人中 4人が「今回が初めて」、6人が「4回目以上」であった。 

 

【青森旅行回数】 

 10人中 8人が「今回が初めて」、2人が青森への旅行経験があった。 

  

今回が

初めて

8人

3回目

1人

4回目以上

1人

【調査概要】 

 ■方法：紙によるアンケート調査  

■期間：2018年 2月 2日～6日（南台科技大学（台南市）教員等 10名を調査） 

 ■内容：八甲田や夜越山などでの雪上体験やアフタースキー向けの日本や青森の伝統 

を感じさせる体験 

 ■人数：１０人（１０代以下：４人、４０代：１人、５０代：４人、７０代：１人） 
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【国内外のスキー場の訪問回数】 

 10人中 9人が「今回が初めて」、1人が「2回目」であった。 

 

 

【今回体験したコンテンツ等の感想（5段階評価）】 

 「八甲田でのスノーシュー体験」、「スキー体験（夜越山）」、「そり体験（夜越山）」、「のっけ丼

（海鮮丼づくり）」はいずれも全員が「大変良い」と回答した。他の項目も評価が高く、「酸ヶ

湯温泉」のみ、1名が「良くない」と回答した。 
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【今回体験したものの中で特に台湾の方にお勧めしたいもの（複数回答）】 

 「八甲田でのスノーシュー体験」が 7人と最も多く、「スキー体験」、「酸ヶ湯温泉」が続く。 

 

【改善点や意見】 

 以下の改善点や意見が挙がった。 

 

【今回の旅行の満足度】 

 10点満点で平均 9.4点の満足度であった。 

  

・スノーランドという考え方はよく、雪上体験は台湾人にとって魅力的。 

・東京などと違い交通が不便。台湾人には青森で何で遊べるのかわからないので広告が必要。 



40 

（３）八甲田 BCスキーツアーに関するアンケート結果 

 

 

 

【スキー技術レベル等】 

 「中級」が 5人、「上級」が 10人、「エキスパート」が 7人であった。経験年数は、平均 18

年であった。 

 

 

 

【旅行同行者・滞在予定期間】 

 旅行同行者と滞在予定期間は以下のとおりであった。 

 

 

中級

5人エキスパート

7人
上級

10人

【調査概要】 

 ■方法：紙によるアンケート調査  

■期間：2018年 1月～2月の 11日間 

 ■内容：ホテル城ヶ倉のレギュラーツアー（団体行動）で調査 

 ■人数：外国人２２名（中国：６、香港：６、オーストラリア：５、イギリス：２、ドイ

ツ：２、シンガポール：１） 

 ■年齢：30代：６名、40代：９名、50代：５名、不明（回答なし）：２名 

経験年数：平均 18年 

・旅行同行者（本人含む）：平均 2.6人（友人や家族が多い） 

・滞在予定期間：平均 5.9泊 
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【今回の旅行での八甲田以外の立ち寄り先（複数回答）】 

 「八甲田だけ」が 10名で、「ニセコ」が 6人、「東京」が 4人、「安比」が 3人であった。 

 

 

【八甲田へのスキー旅行回数】 

 「今回が初めて」が 17人で、八甲田へのスキー旅行の経験があるのは 5人であった。 

 

 

  

10

6

4

3

0 5 10 15

八甲田だけ

ニセコ

東京

安比

[人]

今回が

初めて

17人

3回目1人

4回目以上3人

2回目1人
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【ガイド付き BCスキーの経験】 

 「今回が初めて」が 7人で、15人は 2回以上経験があった。 

 

 

【八甲田に来るきっかけとなった情報源】 

 「友人・家族」が 10人、「スキー場情報サイト」が 9人であった。 

 

 

  

今回が

初めて

7人

2回目

3人

3回目以上

12人

10

9

3

0 5 10 15

友人・家族

スキー場情報サイト

旅行会社

[人]
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【八甲田に期待していたこと（複数回答）】 

 「手つかずのパウダースノーでの滑走」、「通常のコース外での BCスキーの体験」が高く、続い

て、「温泉に入ること」、「混雑していないスノーライフ」等の順で多い。 

 

【BCスキーツアー参加の感想】 

 滑走コースは 22人中 18人（81.8%）が「満足」と回答し、雪質は 22人全員が「とても良か

った」又は「良かった」と回答した。日本人客のツアー同校は、22人中 18人（81.8%）が「日

本人客と一緒で楽しかった」と回答した。一方、ツアー客数は、22人中 14人（63.6%）が「適

正」と回答したものの、8人（36.4%）は「多すぎると感じた」と回答した。 

 

【参加した BCスキーの日本人ガイドとの意思疎通について】 

 22人中 19人（86.4%）が「片言の英語だが特にツアー実施に問題なかった」と回答し、3人

（13.6%）が「流暢な英語で意思疎通できた」と回答した。 

 

満足 普通 不満

18 4 0

とても良かった 良かった 普通以下

16 6 0

多すぎると感じた 適正
もう少し多くいて

も問題ない

8 14 0

日本人客と一緒で

楽しかった
特に問題なかった 疎外感を感じた

18 4 0

[人]

①滑走コース

②雪質

③ツアー客数

④日本人客のツアー同行
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 【外国人に対する八甲田の日本人ガイドの能力として、重要な部分について】 

※ （５項目を重要な順番を付す。１が最も重要。以下、平均値） 

 「パウダースノーのロケーションへの案内」、「安全面での配慮」がそれぞれ平均順位で 1.5位、

1.6位となり、他の項目と比較して重要と回答があった。 

 

 

【改善点や要望（主なもの）】 

 具体的な改善点や要望として以下が挙がった。 

 

 

  

63.6 

45.5 

27.3 

13.6 

9.1 

27.3 

27.3 

0.0 

9.1 

4.5 

4.5 

4.5 

18.2 

13.6 

27.3 

4.5 

4.5 

22.7 

22.7 

13.6 

0.0 

0.0 

27.3 

18.2 

22.7 

0.0 

18.2 

4.5 

22.7 

22.7 

パウダースノーのロケーションへの案内

安全面での配慮

外国語会話能力

お客様へのお声掛けや

おもてなしのサービス

スキー・スノーボードの技術

1位 2位 3位 4位 5位 不明

平均

順位

1.5位

1.6位

3.2位

3.3位

3.5位

[%]

回答者=22人

・ガイドは流暢には話せなくても理解させるように努力していた。 

・もしもガイドが英語を話せないのだったら、英語ができるホテルスタッフから事前の行動予定等

の説明が聞ければよい。 

・一般観光客もおりロープウェー乗車に長時間を要した。 

・ホテルとスキー場との間のシャトルバスの回数を増やして欲しい。 

・オーストラリアからの団体スキー客を受け入れないでこのままでいて欲しい。 
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【今回の BCスキーツアーの満足度】 

 10点満点で平均 9.0点の満足度であった。 

 

 

※なお、上記のほか、オーストラリア人スキー専門家（３名）にも同様の調査行い、概ね同様の結果

となったが、言語面について「基本情報や安全面のアナウンス等顧客を安心させるための言語ス

キルの向上」や「効果的な短いフレーズを覚えること」の助言があった。 

 

 

  

9.0点／10点
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7. 本事業に関する各種データの整理 

各事業者協力による調査結果をベースに、協議会で聞き取りを行うなどして次の通りまとめた。 

○ スキースクール受講者 

 

 

  

①モヤヒルズスキースクール
No 国名 人数 アクティビティー 備考

1 ニュージーランド 1 スキー
2 台湾 1 スキー
3 アメリカ 1 スキー

3

②青森スキーアカデミー
No 国名 人数 アクティビティー 備考

1 タイ 4 スキー 留学生
2 中国 2 スキー 留学生

6

③八甲田パーク　スキースクール
外国人なし

④平内町スキークラブ
No 国名 人数 アクティビティー 備考

1 台湾 10 スキー モニター
10

【合計】
No 国名 人数 アクティビティー 備考

1 ニュージーランド 1 スキー
2 台湾 11 スキー
3 アメリカ 1 スキー
4 タイ 4 スキー 留学生
5 中国 2 スキー 留学生

19
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○ そり等 

 

 

  

1月
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 中国 94 雪遊び・そり等 天津線
計 94

2月
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 中国 289 雪遊び・そり等 天津線
2 その他 4 そり等 留学生
計 293

2月
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 台湾 10 そり（２／４） モニター
2 アメリカ 1 スノーチューブ モニター
計 11

【合計】そり等のみ
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 中国 383 雪遊び・そり等
2 台湾 10 そり
3 アメリカ 1 スノーチューブ
4 その他 4 そり
計 398

モヤヒルズ

夜越山
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○ スノーシュー等 

 

 

 

 

八甲田ロープウェー
12月

No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 台湾等 8 スノーシュー 青森中央学院大等

8

1月
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 オーストラリア 2 スノーシュー

2

2月
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 中国 10 スノーシュー
2 フランス 1 スノーシュー
3 アメリカ 8 スノーシュー
4 イギリス 1 スノーシュー
5 韓国 3 スノーシュー
6 オーストラリア 2 スノーシュー
7 シンガポール 3 スノーシュー

28

ブルーモリス
12月

No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 中国 10 スノーハイク（１２／１４） 旅行社

10

2月
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 台湾 4 スノーハイク（２／４） モニター
2 アメリカ 4 スノーハイク（２月下旬）延べ回数 モニター

8

【合計】スノーシュー・スノーハイク
No 国名 人数 アクティビティー 備考
1 中国 20
8 台湾 12
3 アメリカ 12
6 オーストラリア 4
5 韓国 3
7 シンガポール 3
4 イギリス 1
2 フランス 1

56
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○ 八甲田バックカントリースキーツアー参加者 集計 

 

  

国／月 1月 2月 1月 2月 1月 2月 1月 2月
オーストラリア 74 32 10 23 3 15 2 10 169

中国 3 8 6 4 26 7 16 70
台湾 30 11 41
アメリカ 13 11 2 3 29
韓国 5 10 2 3 20
香港 18 18
イタリア 5 5 10
ドイツ 8 8
イギリス 7 7
フランス 7 7
スイス 7 7

フィンランド 1 5 6
シンガポール 4 2 6
カナダ 4 4

NZ 3 3
カナダ 2 2
スペイン 2 2

スウェーデン 1 1 2
ロシア 1 1
不明 2 2
計 99 57 74 63 22 44 11 44 414

城ヶ倉ガイドクラブ酸ヶ湯 八甲田パーク
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8. 事業中に発生した課題及び今後の検討 

●八甲田地区の天候や混雑面 

・ 台湾モニターツアーでの樹氷見学やバックカントリーのモニターツアーの一部が八甲田ロープ

ウェー運休により実施できなかった。このほか SNOW MONSTER RUNも 2/18分が天候不良

により中止となった。 

・ 樹氷見学の一般観光客も多く、アンケートでもロープウェーの乗車待ちの長さが指摘されてい

る。 

 

【検討内容】 

現在、八甲田ロープウェー運休等のバックアップのアクティビティとして、ロープウェー山麓駅

周辺でのスノーシューやかまくら体験のほか、青森市内での伝統文化体験等などの仕組みを進めて

いきたいと考える。また、ロープウェーの臨時便運行により混雑緩和の努力をしているところ。 

 

●スキー関係の人材不足（バックカントリースキーガイド等） 

・ ＢＣスキーでは安全面に配慮し、楽しく滑走してもらうためにガイド付きツアーを推奨してい

るが、繁忙期を中心にガイドの人材が足りていない（きちんとした八甲田の知識を得るために

は数シーズンかかる）。また外国人スキーヤーからはプライベートツアーの要望も多いが、ガ

イド数が足りていない（アンケートでは団体行動の人数が多いとの回答も）。 

 

【検討内容】 

ガイド団体の連携を密にし、お客様を融通しあうほか、ガイドの確保については、当協議会会員

のホテルの場合において、一線を退いたＯＢの活用のほか、社内のスタッフからも登用するととも

に、滑走エリアの知識や冬山の安全面に留意しながら育成しているところ。このほかツアーに入ら

ない個人の事故を防ぐために、バックカントリー滑走に関するルール作りについても今後検討して

いくべき内容。 

 

●雪遊び設備に係る労力やコスト、運営面の経験不足 

・ スノーチューブはモニターの評価が高かったが、コース整備に人件費がかかった。 

・ テストイベントも大変好評であったが、企画側があまり雪に慣れていないことで、不得手な部

分があった。 

・ スノーエリアだけにとどまらない経済効果を目指す必要がある。 
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【検討内容】 

施設面ではメンテナンスしやすく且つ喜んでもらえるコースづくりを検討し、また他の事例を参

考にできるように余裕をもった計画をしていく。加えて、評価の高かったねぶた施設や各種体験な

どへの周遊を促進させることで、このエリアの満足度向上を図れる仕組みを検討しているところ。 
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9. 取組成果（ＫＰＩ） 

 

指標 
ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰｽｷｰﾂｱｰ

の外国人体験者数 

スキースクール 

の外国人受講者数 

スノートレッキン

グの外国人体験者

数 

文化体験 ( ｽ ｷ ｰ製

作)の外国人満足

度 

外国人へのそり等

の貸出数 

目標 40人（延べ） 10人（延べ） 50人（延べ） 3.50 (5 段階評

価) 

250台（延べ） 

実績 414人 19人 56人 4.90 398台 

 

現状分析 

これまでスノーアクティビティに関する統計データがなかったことから成果目標の設定に苦労し

たところ。 

この中でバックカントリースキーツアーは、八甲田地区の４団体に協力を得て１～２月のものを

集計し４１４人となったが、オーストラリアが１６９人と最も多く、中国７０人、台湾４１人、アメ

リカ２９人、韓国２０人、香港１８人と続き、少数ではあるがヨーロッパ各国からも参加している。

オーストラリアは予想していたが、近年アジアの上級者も多く訪問していることの流れが BC ツア

ー参加にも反映されていると考える。 

スキースクールの外国人受講者は、モヤヒルズ所在の２団体で９人、夜越山で１０人（台湾モニタ

ーのみ）となった。 

スノートレッキングの外国人体験者数は、５６人となった（八甲田３８人、夜越山 18人）。 

文化体験の外国人満足度は台湾のモニターによるスキー製作体験で評価したものであるが、満足度

は、１０人中９人が最高の「5」と評価しており、予想以上に高かった。 

外国人へのそり等の貸出数は、モヤヒルズの３８７台、夜越山の１１台となったところ。 
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10. 成果を踏まえて全国展開すべき部分 

 

１．少子化に伴うスキー人口の減少等 

 モデル事業を通じて、「スキー」需要以外に、「雪遊び」需要をスキー場が取り込むことで、スキー

場の利用者拡大につながることが立証された。ただ、スキー場利用者が増えたとしても、消費拡大

につながらなければならないので、スキー場利用者が消費しやすい環境整備が必要。特に、近年増

加している中国人の消費拡大のためには、外国語表記やスマートフォンでの電子決済の導入により

消費拡大が期待できる。 

 

２．地域内のスキー場のポジショニングが欠如 

 モデル事業を通じて、ポジショニングを確立すれば、広告宣伝がなくても世界中からスキーヤー

が来訪することが立証された。八甲田 BC スキーに関しては、これまで県をはじめ県内自治体とし

ては、オーストラリアなどごく限られた国以外では広告宣伝を行ったことがないが、BCスキー参加

者へのアンケートにより、イギリス、ドイツ、シンガポールなど世界各国からスキーヤーが来てい

ることが確認された。これは、八甲田が、BC の聖地として世界中から評価されている証左であり、

国内の他のスキー場でも、ポジショニングの確立により、WEB等での拡散の後押しもあり誘客が可

能。一方、スノーチューブを整備したモヤヒルズでも、都市近郊の雪遊びの場として、継続して中国

の団体ツアーが訪れており、国内の他のスキー場への横展開も可能と思われる。 

 

３．バックカントリースキーのマーケティングが不足 

 モデル事業の結果、BCスキーの場合は、ガイドの語学力よりも、安全面の対応や、パウダースノ

ーへのロケーションを熟知していることに対するニーズが高いことが分かった。安全面に関わる案

内や、最小限の会話ができる語学力があれば外国人スキーヤーは概ね満足しているので、言葉の壁

は意外と低く、国内の他のスキー場もインバウンドを受け入れる際の参考とすることができる。 

 

４．地域全体としての取組が不足 

 モデル事業の実施を通じて、業種が異なる様々な構成員が、スキー場を元気にしたい、冬の青森

を元気にしたいという一点でまとまり、それぞれの取組につなげていけることが立証された。国内

のスキー場は、どこも国内スキー人口の減少という共通の課題を抱えているが、企業、大学を含む

多様な主体が集まることで、ネットワーク、ノウハウ、知見等を共有・展開することができ、このス

キームはスキーだけでなく、観光振興、地域活性化に幅広く対応できる。 
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11. 今後に向けて 

スノーリゾート活性化という切り口での行政区域や業種をまたいだ協議会設立により、これまで

ありそうでなかった連携が生まれ、スキー＋αのコンテンツにより、様々な主体が連携して青森の冬

の魅力を全体として高めることができるきっかけとなった。 

※協議会設立により、会員自らができる取組を積極的に行うことで合意 

来季に向けての取組は今シーズン途中のためまだ十分練られていない部分もあるが、協議会の会

員が連携してそれぞれの立場で、“より実利に結びつけられる”ための事業の取組みを実施すること

で進めている。 

 

○自治体： 

スキー＋αの地域の冬の魅力のＰＲ，Ｂ to B，Ｂ to C へのセールス、コンテンツ開発。 

→ Ｈ３０年度は、主に広域的な視点での態勢整備やセールス面、関係者との連携強化面を加速

させるための取組を実施してくことで確認している。 

 

（例）留学生向けのスキー講習会（スキルアップとともに実際のお客様を念頭に講習）、温泉地を拠

点とした平内町と青森市の連携での青森の良さを生かしたアクティビティの周遊促進、今回の実

証されたスキー場ごとのポジショニングを踏まえた海外旅行会社へのセールスやセールスシート

の作成、受入態勢整備に関する大学との連携推進  等 

  

○民間事業者（ホテル、アクティビティ提供業者等）： 

モデル事業で開発したコンテンツの磨き上げ、ビジネスベース（商売）での展開、コンシェルジュ

機能（申込受付・問い合わせ対応）。 

→ 今回実施して評価検証をしたスノーアクティビティを本格的に提供して実利に結び付けるた

めに、お客様の利便性を高めワンストップでの申込受付・調整やサービスの提供が可能な拠点

の整備について協議を進めているところ。 

 

○大学： 

大学間の連携の推進、留学生を含む人材育成、及び人材の供給 

 

○スキー場： 

受入環境整備、利用のルール整備 
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ＫＰＩ 今後の目標 

バックカントリースキーツ

アー 

安全そして楽さを参加者からの高い評価と共にＰＲすることで、宿

泊の空きがありツアー参加者の比較的少ない平日を中心に促進する

ことで、５００人程度まで増やす 

スキースクールの外国人受

講 

市内宿泊者へのＰＲや留学生活用など受入環境促進することで、５

０人程度まで増やす 

スノートレッキングの外国

人体験者数 

エリアごとの実施場所や申込面・装備面での利便性を高めることで、

１００人程度へ増やす 

文化体験の外国人満足度 今回 10人中 9人が「5」の高い満足度を維持、温泉地拠点での周遊

促進などにより、体験する人数を増やす 

外国人へのそり等の貸出数 旅行社へのセールスと申込面等の利便性を高めることで５００台へ

増やす 

 

今回の協議会の取組が、地元メディアを中心に報道されたことで、スキー関係者の反響も大き

く、また各種業種とのネットワークを持ち様々なエリアでの地域活性化役を担っている地元銀行の

協議会への入会についても具体的に協議を進めており、これまで以上に幅広い視点やネットワーク

で事業を進められる状況にある。また今回の取組を他自治体やスノーリゾートへ伝えながら波及さ

せていく方針である。 
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12. （参考）モニターアンケート調査票 

＜「中国人旅行者による雪遊びツアー」アンケート調査票＞ 

 



57 

＜「台湾人旅行者によるスノーアクティビティモニター」アンケート調査票＞ 
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＜「八甲田バックカントリースキーツアーモニター」アンケート調査票＞ 

 

 

 

 

 

 

  

バックカントリースキーツアー参加のアンケート 

青森スノーランド活性化協議会 

 

 この度は八甲田にお越しいただき大変ありがとうございます。外国人のお客様の受け入れを改善するためのアンケー

トに御協力ください。（７分程度で回答できる内容です） 

なお、ご回答によって八甲田滞在中にあなたにとって不利益になることはありませんので安心して率直なご意見をお

聞かせください。 

 

 以下、選択肢に〇 もしくは記入をお願いします。 

                              ＜ツアー参加日＞     ／   ／     

                                        Year  ／Month／ Day 

１ 回答者の情報 

〇性別： ①男性  ②女性 

○スキー／スノーボードの別： ①スキー ②スノーボード 

〇スキー等の経験年数：       年 

〇スキー等の技術レベル：  ①初級 ②中級 ③上級 ④エキスパート 

〇年齢： ①10代以下 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代 ⑦70代以上 

〇職業： ①会社員 ②公務員 ③自営業 ④主婦・主夫 ⑤学生 ⑥無職 

  差支えなければ年収をお知らせください（年金、利子・配当等の収入も含む）：          

〇国籍・居住都市： 【国籍】         ，【都市】          

〇旅行の形態： ①往復交通や宿泊等を個別に手配した 

（旅行会社名等                            ） 

         ②往復交通と宿泊等がセットになった個人旅行向けパッケージ商品を利用した 

（旅行会社名等                            ） 

 ③旅行会社等が企画した団体ツアーに参加した 

（旅行会社名等                            ） 

〇同行者： 自分も入れて全員で    人 

①自分ひとり ②友人  ③家族    ④その他（               ） 

 ○八甲田までへの交通手段： 

（１）入国：①羽田・成田空港、②仙台空港、③青森空港、④新千歳空港、⑤その他（      ） 

（２）青森まで：①航空機、②新幹線、③レンタカー、④高速バス、⑤その他（        ） 

青森駅（空港）から八甲田まで：①バス、②タクシー、③ホテルバス、④レンタカー 

⑤その他（                      ） 

 〇今回の八甲田滞在予定： ①日帰り ②１泊２日 ③２泊３日 ④３泊４日 ⑤４泊５日 

⑥５泊６日 ⑦７月８日 ⑧８泊９日 ⑨９泊 11日以上（  泊  日） 

 ○今回の旅行で八甲田以外の立ち寄り先（複数選択可）： 

     ①なし ②ニセコ ③白馬 ④安比 ⑤蔵王 ⑥東京 ⑦その他（          ） 
 ○八甲田スキー旅行の回数： 

     ①今回が初めて ②２回目 ③３回目 ④４回目以上       回目 
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〇ガイド付きのバックカントリースキーツアー経験： 

①今回が初めて ②２回目 ③３回目以上（        回目） 

 

２ 八甲田に来るきっかけとなった情報源は何ですか（複数回答可） 

    ①スキー場情報サイト： サイト名              

②ソーシャルネットワークサービス（facebook, Weibo等）：サイト名              

    ③友人・家族、  ④スキーショップ  ⑤旅行会社（旅行社名            ） 

    ⑥その他（                             ） 

 

３ 何を期待して八甲田に来ましたか（複数回答可） 

①通常のコース外でのバックカントリースキーの体験 

②手つかずのパウダースノーでの滑走 

③樹氷を見ること   ④山岳地帯での宿泊   ⑤自国の観光客があまり来ていないこと 

⑥混雑していないスノーライフ   ⑦温泉に入ること 

⑧日本食を食べることを体験すること   ⑨日本文化体験をすること 

⑩中心商店街でのバー・居酒屋などのアフタースキー／ナイトライフ 

    ⑪その他                             

 

４ 今回参加したバックカントリースキーツアーの感想について 

 〇滑走コース： ①満足  ②普通  ③不満（理由                 ） 

 ○雪質：    ①とても良かった ②よかった ③普通 ④良くなかった ⑤悪かった 

 〇参加費（１日４０００円とお考えください）：  ①安い  ②適正  ③高い  

 〇ツアー客数： ①多すぎると感じる  ②適正  ③もう少し多くいても問題ない 

 〇日本人客がツアーに参加していましたか？ 

  ①はい  ②いいえ 

  →「はい」の場合、日本人と一緒でどう思いましたか 

    ①日本人客と一緒で楽しかった   ②特に問題なかった 

③疎外感を感じた（理由                              ） 

④その他 （                                   ） 

 

５ 参加する前にバックカントリーツアーの安全面や注意点などを理解することができましたか？ 

    ①理解できていた（理由                         ） 

    ②よくわからなかった 

     →改善すべき部分を教えてください 

   

６ 今回のバックカントリースキーのガイドについて 

（１）今回のガイドの意思疎通のレベルはどうでしたか？ 

    ①流暢な英語で意思疎通できた 

    ②片言の英語だが、特にツアー実施に問題なかった 

    ③片言の英語もしくは英語も話さず、うまく意思疎通できず、楽しめなかった。 
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（２）外国人に対する八甲田の日本人ガイドの能力として、重要な部分は何だと思いますか？ 

順番をつけてください 

    □外国語会話能力、  □お客様へのお声掛けやおもてなしのサービス 

    □パウダースノーのロケーションへの案内、  □安全面での配慮 

    □スキー・スノーボードの技術 

    □その他 （                                  ） 

 

（３）仮に外国語が堪能なガイドでなくても、何を改善すると外国人もスキーツアーを楽しめると思いますか？ 

 

７ また機会があればバックカントリースキーツアーにお金を出しても参加したいと思いますか？ 

①参加したい  ②参加したくない  ③まだわからない 

 

８ 今回のバックカントリースキーツアーの満足度を１０点満点で評価すると何点ですか？ 

 

（満足が高い）                              （満足度が低い） 

１０点  ９点  ８点  ７点  ６点  ５点  ４点  ３点  ２点  １点  ０点 

 

９ コース外（バックカントリースキーエリア）の滑走についてどう思っていますか？（複数回答可） 

    ①気軽に滑走してはいけないという認識を強く持っている    

    ②コース外は怖いので滑走しない 

    ③バックカントリースキーエリアの滑走では必ずガイドツアーに入るようにしている 

    ④自分は山岳スキーの知識があるので、問題ない 

⑤ほかの人が滑っているようであれば、滑ってしまうかもしれない 

⑥簡単な斜面であれば、そこまで気にしていない 

⑦誰も見ていなければ、滑走してしまうかもしれない 

⑧自己責任と考えるので、そこまで気にしていない 

⑨よくわからない 

⑩その他（                               ） 

 

１０ 八甲田でのスキーライフを充実させるために、スキー以外のどんなことができるとよいですか？ 

（複数回答可） 

    ①青森中心商店街でのアフタースキー・ナイトライフ体験 

    ②八甲田パウダースノー滑走に相応しいスキー板、スノーボード板試乗 

③スキー板、スノーボード板の工場見学 

    ④八甲田のパウダースノー滑降に関する交流の場 

    ⑤ホテル内でのスキー体験交流の場    ⑥仕事や研究に関連したビジネス交流 

    ⑦天候が悪く滑れない場合のイベントやショッピングなどの体験 

    ⑧スキー場での楽しいイベント   ⑨他の温泉・食文化体験 

  その他（                                      ） 

 

１１ その他、全体を通して、八甲田スキー滞在で何か要望、課題、改善策と思われることがあれば、自由に書いて

下さい。 

  

アンケートは以上で終了です。 貴重なご意見、大変ありがとうございました。 
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13. （参考）新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

３０年２月１０日東奥日報（朝刊） 

３０年２月８日東奥日報（朝刊） 
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３０年２月８日東奥日報（朝刊） 

３０年２月６日河北新報（朝刊）東北地方面 


