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第 3 回スノーリゾート地域の活性化推進会議 

議事概要 

 

平成３０年３月１９日(月)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 議事 

（１）スノーリゾート地域の活性化に向けたモデル事業の成果報告  

① スキーインバウンド裾野拡大事業 

一般社団法人 大雪カムイミンタラＤＭＯ林専務理事より、資料２－１に基づき報告。 

 

◇ モニターツアーのアンケートにおいて思い出ビデオや日本人スキーインストラクター

に支払ってもよいと思う価格を質問しているが、理想を言えばツアーの中で顧客が

受容できる価格を見定める必要があるのではないか。今後、回答の深堀りに期待し

たい。実際にこのツアーはいくらまで価格設定が可能かということが肝要である。ツア

ー商品として流通に乗るかどうかを考える必要がある。また、全国的に展開できる可

能性のある事項の中で、日本人スキーインストラクターに留学生をアシスタントとして

配置する場合には注意が必要ではないか。単純に考えると人件費がインストラクタ

ーとアシスタントで 2 人分となる。それがビジネス的に成立するかどうか。このあたりの

検証も含め、今年度の成果を次年度にも活かしていただきたい。 

◇ 旭川エリアのスキー場にはまだ海外の人がほとんど来ていない。近くの日本語学校

を活用するのは良い人材の使い方であるが、商品として成立するかどうかが課題で

ある。2 人分の人件費を 1 つのレッスンに払うのは経営者としては避けたい。ニセコ

では 2 時間のプライベートレッスンで価格は 2 万 4 千円程度だが、旭川はニセコよ

りも安いマーケットを狙っていると感じた。また、留学生を活用することについては、よ

いのか悪いのか、自分でもまだ分からない。 

◇ 留学生が来日する目的はスキーではなく学業なので、留学生の活用には違和感が

ある。北海道運輸局も似たような「おもてなしスノーレンジャー」事業を実施している

が、同じく違和感がある。それならば、スキーやホスピタリティサービスのスキルを学

ぶことができるカリキュラムを作り、スキーのインストラクターや、ホテルやレストランの

従業員として働くことができる人材を養成する職業訓練校としたほうがよい。ターゲッ

トが台湾や香港であるなら、そのネイティブ人材が台湾、香港の旅行客にスキーを

教えるほうが妥当だと思う。通年リゾート化をするためにも人材を育成するのは良い

ことである。 

☆ 人材育成に関しては課題だと思っている。例えば、スキーのアシスタントを通年で雇

用して夏の山岳ガイドとするなど、DMO がエリアの人材育成の拠点となることを目指

して取組を進化させていきたい。 

△ スキーの指導者を育てることは全日本スキー連盟の使命であるが、今後はインバウ

ンドに対応できるインストラクターの育成を考える必要がある。現在、全日本スキー連

盟には 4 万 1 千人の指導員・準指導員の登録会員がおり、会員を対象に 2 年に 1

回研修会を行っている。技術の向上等がメインとなるが、その研修会では毎年内容



2 

 

を更新したオフィシャルブックを使用している。このオフィシャルブックの 2019 年版で

は、インバウンドを意識した内容を組み込みたいと考えており、北海道大学遠藤先

生の協力のもと内容を検討している。研修会を通して全国に行き渡るので、かなり効

果的にインバウンド対策ができると考えている。 

△ 東京都スキー連盟には 6,500 人ほどの登録会員がいるが、東京都スキー連盟主催

のスキー指導者研修会の参加者の中で「初心者講習」や「インバウンド対策」に興

味がある方を集め、特別な研修班を設けて毎週試験的に研修を実施している。スキ

ー指導者研修会の全参加者の約 10～20%の方が初心者やインバウンド対策に興

味があった。近々、初心者にどういう教育をすべきか、テストケースで菅平に連れて

行って検証を行う。その後、特に台湾や香港など、初めてスキーをしに訪れる方に

対して、どのような講習が必要なのかを今シーズン検証したい。 

 

② バックカントリーの聖地“八甲田”への道 青森スノーランド推進事業 

青森スノーランド活性化協議会より、資料２－２に基づき説明。 

 

◇ 八甲田のスノーリゾートとしての可能性はかなり高いと思う。スノーリゾートのインバウ

ンドに関しては、明らかにパウダースノーやバックカントリースキーを目的としている

が、八甲田にもそれらの観光資源がある。他の地域にもパウダースノーやバックカン

トリースキーを楽しむことができる環境がある中で、八甲田については、ポジショニン

グをどう確立していくのかが、勝負だと思う。八甲田の取組は、頂点を高く、裾野を

広く、三角形の面積を広げていくことが市場活性化につながるという意味で可能性

を感じている。ブルーモリスで初心者用のスキーを作るところを見学したが、このよう

なものはインバウンド誘客に対して非常に大事だと思う。沖縄は、昔からマリンリゾー

トと言われ、いきなりサーフィンやスキューバダイビングを始める方もいるが、それだけ

ではなくビーチで水遊びをするなど、多様な遊び方がある。そういった事業展開が八

甲田地域でできるのではないかと思う。また、通年化を目指すには国立公園を有効

に生かすべきである。環境省が中心に進める「国立公園満喫プロジェクト」との連携

や民間を中心に伸びてきた「アオモリ・モビリティ」（自転車や歩く活動）等との連携に

より、八甲田のブランド化を通して、スノーリゾートの通年化に結び付けられると思う。

ただし、八甲田の体制は協議会の形でしかないので、自走できる運営を考えた時、

DMO を目指すのかどうかも含めて体制作りを早めに進めなければ、稼ごうとしても、

結果が出ない恐れがある。 

◇ 将来的にこの青森スノーランド活性化協議会は、法人化・DMO 化して稼ぐ組織へと

発展していくのか。 

☆ DMO になるという話も出ている。稼いで地域で回す形に最終的には持っていきたい

が、まだ検討が必要だと考えている。 

◇ 日本人スキーインストラクターに求める能力の質問について、回答者はモニターツア

ーの参加者であることから、特に何か問題となる回答は見当たらない。しかしながら、

こういった旅行商品を扱っている旅行会社の方に質問をしたならば、安全面に高い

関心があるはずである。緊急時の対応やどういう搬送体制になっているかといったこ

とは、旅行会社には重要であり、必要な情報である。一般の参加者に対するアンケ

ートはこれでよいと思うが、もう少し観光を意識してブラッシュアップし、安全面や保

険対応などのリスク対策を検討した上で、PR したほうが売りやすいのではないかと思

う。 

◇ アンケート結果の中で、八甲田、ニセコ、安比に行ったということがわかるグラフがあ
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るが、これは将来的に先ほどの３地域を含んだ周遊ルートの造成にも可能性がある

というヒントだと思う。私の周囲の関係者からも、今年は八甲田や安比に外国人スキ

ー観光客が行った話が出ている。そのあたりをもう少し深堀りするとよいのではない

か。日本全体でスノーリゾートを楽しめる仕掛けにより、スノーリゾート地域のさらなる

活性化が期待できる。このアンケート結果は興味深く見えた。 

◇ アンケートの中で「あまりオーストラリア人に来てほしくない」との回答がある。これを言

っているのはオーストラリア人だと思うが、彼らは空いている場所がよいのだと思う。 

 

（２）スノーリゾート地域の活性化に向けたアクションプログラム 2017 の取組状況について 

   観光庁より、資料３に基づき説明。 

    

△ 大雪カムイミンタラ DMO が「カムイスキーリンクス」の指定管理者になっており、DMO

がスキー場の経営に関わるという事例は日本で初めてだと思うが、経緯やこれからの

展望について教えて欲しい。 

☆ 本年４月から大雪カムイミンタラ DMO がカムイスキーリンクスの指定管理者になるこ

とが決まっている。一つの民間企業ではできないようなエリア全体の取組によるスノ

ーリゾートづくりには、ＤＭＯが指定管理者であるメリットが大きいだろうと考えた。今

後については、各スキー場が個別の事業をやっていく必要があると思うが、圏域に

は、バックカントリー向けとしての旭岳やファミリー層向けとしての中規模のスキー場

であるカムイスキーリンクスなど、多くのスキー場があるので、これをいくつもあるスキ

ー場を立体的に商品化していきたい。 

△ 外国人観光客向けに留学生をアシスタントとして認定することについて反対ではな

いが、安易なカリキュラムでの認定は後で問題が起きる可能性がある。プロスキー教

師協会としての経験を申し上げると、しっかりとしたカリキュラムを受講して資格を取

ったインストラクターが初心者をレッスンしたのち、その受講者が止まることができず

に他の方にぶつかり、ぶつかった相手が脊髄を骨折して後遺症が残ってしまった。

このような時、ぶつけた本人が責任を問われることもあれば、指導者がこれまでの研

修内容や教わった人のレベルなどを裁判で問われることもある。そういった意味で

は、早急に人材育成しなければならない一方、カリキュラムもしっかり作っていくこと

が検討されると素晴らしいと思う。 

△ スキー場に外国人客が来ることは素晴らしいが、志賀高原や白馬で接触事故の際

に当て逃げがあった。日本人なら良いが、ぶつかった後、外国人が外国語で早口で

話してすぐどこかへ行ってしまう事案があった。日本人でもそういうケースはあるが、

我々インストラクターもそのような事故に対応しなければならず、スキー場としてもパト

ロールを含めて事故の対応をしなくてはいけない。一方で、オーストリア等のヨーロッ

パでは、１６歳から子ども向けのレッスンがあり、キッズインストラクターの認定を国とし

て正式に行っている。成人の１８歳になると一番下のインストラクター資格を取ること

ができる。日本プロスキー教師協会では１８歳以上を資格取得の要件としているが、

今後、官庁とも相談しながら、１８歳以下を対象とした良い形でのアシスタントの登用

を考えていきたい。 

◇ この話は学校教育と関わってくると思う。 

 大学生が小学生に、高校生が中学生にと、スキーを教えることは大事なことである。

DMO 等の事業者が教えることもあって良いと思う。野沢温泉村では、学校を挙げて

の取組や、体育で雪を使っているような地域が全国のスノーリゾートで教育と観光を

学んできた段階で青年が少年に教えるような手作り感のある取組が行われており、こ
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うした学校教育の中でスキーによる交流が進むことも大事だと思う。雪国の子どもた

ちがスキーを教えることができる位までの力をつけることを地域づくりの一環としてや

っていくことは重要だと思う。そういう素地づくりがインバウンドにも良い影響を与えて

いくと思う。学校教育はそれぞれの地域において考えることだが、地域活性化の中

で、スノーリゾート地域でそのような取組をできればよいと思う。 

△ モデル事業の発表でマーケティングはしっかりとしたものが確立されていないと言わ

れていた。「スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会」で私から「ウィンターレジャ

ー白書」を配布したが、これはお金をかけて調査し、データとしてまとめたものであ

る。大雪、八甲田の取組があったが、都市型のリゾートや宿泊型のリゾートでは宿泊

の数など、求められるデータが異なる。どこの国からどうやって来ているのかが分から

なければプロモーションはできない。海外だけではなく、日本国内においても、どの

県からどういう方法で来ているのかを、交通手段も含め、現在野沢温泉村や白馬村

でデータを収集している。20 年来、毎年同じ 1 月 2 日に、野沢温泉村に来ている

車のナンバーを全て調べており、どの県が何割かを把握し、それに基づき、海外の

方の入込数も含めて次のシーズンのプロモーションの材料にしている。原田教授の

研究室にも調査をしてもらい、各メディアの参考資料としている。野沢温泉村の例を

挙げると、2013-2014 シーズンの平均の宿泊日数が 5.25 泊だったものが、昨シー

ズンは 4.37 泊に落ちている。この理由は、売込数は昨シーズン 10 万泊を超えてい

るものの、オーストラリアやニュージーランドの割合が減少し、アジアの割合が増加し

ていることが考えられる。一番良い方法は、宿泊客から宿泊税をもらうのではなく、宿

から宿泊税を徴収し、その際にあわせて宿泊施設へ調査を行い、観光協会でその

データをまとめれば、調査の手間や費用がかからない。 

 

（３）平成３０年度以降の方針について 

観光庁より、資料４に基づき説明。 

 

△ 必要であれば、我々も活用いただき、ぜひ一緒に良い取組ができればと思う。１年に

２、３回推進会議に来て、ご提示いただいた内容でどうだと言われてもなかなか答え

にくいので、必要に応じて呼んで頂ければと思う。 

◇ 野沢温泉スキー場は、日本でも数少ないデータを駆使しているスキー場だと思う。 

◇ 今後の主な課題方針のところで、外国人スキーインストラクターの点に加え、国内の

スキー学校の受入体制整備の状況の観点も入れてはどうかと思う。日本国内のスノ

ーリゾート地域におけるアジア市場の増加、特に中国からの来訪は今後、急速に伸

びると考えられる。河野氏が述べたようにアジアからの来訪客が全国のスノーリゾート

地域で増加しており、北海道やニセコでも顕著にアジアからの来訪客が増加してい

る。そのため、次年度の方針案の中でアジアの来訪客対応に言及されている点は

理解できるが、ベースとなるオーストラリアやヨーロッパのスキー客も、長期滞在のリピ

ーター層として重要な顧客であり、我々は引き続きこのマーケットも着実に確保して

いくことも肝要である。リピーター層の継続的な確保のため、欧米豪の長期滞在型

の顧客へのプロモーションは、継続してしっかり行なう。その上で、アジアの新規市

場開拓のプロモーションを行ない、顧客のバランスを取って行く必要がある。また、プ

ロモーションに関して関連して述べたい。海外バイヤー側が期待する情報とスノーリ

ゾート地域側、つまりサプライヤー側で提供する情報のミスマッチは少なくない。一

般的に国内のサプライヤー側で行なうプロモーションやセールの内容は、「食べ物が

美味しい、すばらしいスキー場がある、地域の文化体験もある」など、多くの情報を
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一度に提供する事例が少なくない。これはその通りであるが、海外のバイヤーは、い

つ、どのような旅行商品が造成できるのかといったより詳細な情報を求めている。より

効果的な商談のためにも、海外バイヤーに向けたサプライヤー側のプロモーション

のあり方についても考えてはどうか。 

◇ 外国人スキーインストラクターのアンケートで、グリーンシーズンの活動状態は良くわ

からなかったが、これは、皆、スキーインストラクターのビザであるため、グリーンシー

ズンに使えないということだったのか。 

○ 雪のシーズンは働いて、グリーンシーズンはまた別の所で働いている方もいるという

ことなので、まず外国人スキーインストラクターがどのような活動状況なのかを知りた

いという趣旨である。 

◇ 私の会社の場合、ワーキングホリデービザの利用者が１年間しか働くことができな

い。翌年も継続して勤務を希望する者が多いが、ビザの種類によっては違反になる

ので、皆帰ってしまう。 

△ 青森の八甲田のケースで非常に興味深い調査があった。バックカントリースキーの

マーケティングに関わる話の中で、最小限の会話が出来れば外国人スキーヤーは

おおむね満足しているので、言葉の壁は意外と低いという報告があった。これはかな

り重要なポイントではないかと思う。インバウンド対策というと、外国人スキーインストラ

クターが対応しなくてはいけないので、外国人を育てなくてはいけないという発想で

我々は考えがちだが、東京都で行った研修会の中でどれくらい語学に精通している

人がいるのかと調べたところ、１割ほどのスキーインストラクターが中国語や英語での

スキー指導経験があった。そういう人を無駄にせず、スキーインストラクターとして考

えると、先ほどのビザの問題等が解消されるのではないかと思う。スキー学校におけ

る対策として、今後の検討材料として考えて頂きたい。 

◇ スノーリゾート地域を活性化するためには、各スキー場の経営能力を上げるしかない

と思う。それはイコール、マーケティング、ブランディングの能力を上げることである。

特にマーケティングの場合は、よくＳＴＰ（セグメンテーション、ターゲティング、ポジシ

ョニング）と言うが、ターゲティングと言っても、今後成熟した先進国を開拓しようと思

っても、最終的にはワントゥーワンにしかならず、難しい中でポジションを取っていくし

かない。八甲田でもそうだが、バックカントリースキーであればどの国の人でも構わな

い。そういった部分では、マネジメント力、マーケティング力をつけていくしかない。こ

の数年間で外国人の来訪者を増やすことは出来ており、今後も引き続きその数を増

やすことは出来ると思う。今般、ヨーロッパでは、セグメントやターゲットと言わず、ポジ

ショニングが命であり、その為のデータ収集が重要である。それをいかに商品化・サ

ービス化していくかが重要である。今後は商品やサービスのクオリティが問われるの

で、日本でもその品質向上を狙っていくことが重要である。特にロイヤルゲスト化して

いくことに関しては、JNTO も検討しているようで、スノーリゾートはこういった、地域な

ら地域、団体なら団体で CRM（顧客関係性マネジメント）を組むことが求められる。

私たちが欲しいのは顧客であり、顧客データなしのマーケティングはあり得ないと思

う。今後、各地のスノーリゾートの経営能力を改善していくことが求められる。 

◇ サクラクオリティについては、商品・サービスのグレード分類を考えることと、商品・サ

ービスを評価することを混同して同時にやってしまっている。外国人が見てわかるカ

テゴリー分類、もしくはグレードのランキングを確立してもらえば、さらに伸びると思う。

決して悪い話ではない。 
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（４）その他 

  ・雪と文化の世界観光会議の開催報告 

○ 今回、雪と文化をテーマに山形で国際会議を開催したので、その報告をする。山形

は多様な雪文化があるが、スノーリゾート以外の観光地は雪が深いので観光客の足

は鈍りがちで、温泉宿も雪が深くなると閉めてしまうところもある。しかし、山形には冬

の衣食住や伝統文化があり、スノースポーツをしないシニアやファミリー層を含めて、

冬季にも来るべき場所がある。日本各地、世界各地の先進事例を学びながら、山

形、東北地方の雪国としての素晴らしさを発信する会議を、山形県、国連世界観光

機関、同機関の駐日事務所、観光庁の共催で実施した。会議を行うだけでなく、レ

セプションでも食文化や伝統文化の紹介をアトラクションとして行うとともに、会議終

了後にビジネス目的の方は商談会、ビジネス目的でない方には雪国の観光視察ツ

アーを実施した。今回、この雪と文化の世界観光会議には、27 カ国・地域から 302

名の参加があった。 

 

・次回のスケジュールについて 

○ 次のスケジュールは、5 月を目途に次回の会議を開催し、その際、本日議論した点

や指摘があった点を踏まえ、次のアクションプログラム骨子案についてご議論いただ

くことを予定している。 

 

３ 閉会 

○ 今日は皆様に密度の濃い議論をして頂き感謝する。特に、モデル事業を実施した旭

川と青森の両地域では、短い期間で、アクティビティの開発やアジアを対象としたモ

ニターツアーの実施などの色々な試みに精力的に取り組んで頂いた。その結果、大

変良い具体的な成果と共に、新たな課題も見えてきたと思う。これを機に、各地域に

おいて、課題解決に向けた更なる取組を重ねて、地域の活性化に引き続き取り組ん

で頂きたい。他のスノーリゾート地域にも参考としてもらうため、観光庁のホームペー

ジを通じて広く情報共有を進めたい。また、本日参加された関係省庁、団体の皆様

には、アクションプログラム 2017 について積極的に参加頂き御礼を申し上げる。利

用者にとってさらに魅力的なスノーリゾートとなるよう、今日の議論を踏まえた上で、今

後取り組むべき事項について、次年度のアクションプログラムへの検討を進めて参り

たい。 

○ 本日の議論の中で、日本のスノーリゾートに大きなチャンスがあることが明らかになっ

てきた。先ほど報告した「雪と文化の国際会議」が初めて日本で開催されたことも象

徴的なことであり、東アジアで引き続き行われる「オリンピック・パラリンピック」におい

て、平昌では日本にとって素晴らしい成果があったが、次の 2022 年の北京に向けて

アジア圏を中心にスノーリゾートへの更なる需要が高まる見通しがされている。課題も

沢山あるが、この好機を活かし、皆で、スノーリゾートの活性化に向けた取組を進めて

いきたい。 

○ 大雪カムイミンタラ DMO は、都市型のスノーリゾートを目指し、大きなカテゴリー・概

念を作って頂くことが期待される。また、八甲田では、バックカントリーに加え、地域全

体の取組や稼ぐ仕組みについて、良い問題意識が示された。こうしたことも踏まえ

て、スノーリゾートの活性化に向けて、ニーズをしっかり汲み取ってもらうと共に、依頼

があった科学的なマネジメント、マーケティングをしっかりやることが必要である。各持

ち場で各自が取り組むと共に、横の繋がりも作り、それをどういう形で経営をしていく

かを頭に置きながら、色々な課題の解決に向け、観光庁はしっかり汗をかいて頑張っ
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ていくので、よろしくお願いしたい。一緒に考えたいという嬉しい申し出もあり、観光庁

としても頑張っていくので、是非、このメンバーで、課題解決に向け、更なるご協力を

お願いし、挨拶とさせて頂く。 

○ これをもって、第 3 回推進会議を閉会とする。 

 


