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第４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 6 月 1 日（金）15：00～17：00 

中央合同庁舎 2 号館 16 階国際会議室 

 

●…関係省庁 ○…観光庁 △…関係団体 ◇…有識者  

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

○ 平成 29 年の訪日外国人旅行者数は 2,869 万人となり着実に増加しており、リピーターほど

地方を訪れる割合が高くなる傾向があることが明らかになってきている。また、観光庁におい

て開催した「「楽しい国日本」の実現に向けた観光資源の活性化に関する検討会議」の提言

において、滞在時間を長期化させるための重要な要素として、自然や文化等を活かした「体

験型コンテンツ」の重要性について言及されている。「体験型コンテンツ」として、スノーリゾー

トでの様々なアクティビティが有望であり、2022 年の北京冬季オリンピックに向けて国を挙げ

てウィンタースポーツの振興に取り組んでいる中国や富裕層が多く日本特有のパウダースノ

ーを好む欧米豪のスキーヤーを中心にスノーリゾート地域への誘客を推進することは、各地

域の活性化に大きく寄与するものと考えている。 

○ 本日の会議では、本年度に取り組むアクションプログラムの骨子案について議論いただくが、

有識者からの情報提供を参考に議論を進めていければと思う。なお、スノーリゾート地域の活

性化については、昨年度に引き続き、関係省庁や関係団体の協力が不可欠であると考えて

いるので、訪日外国人の誘客を含めスノーリゾート地域の更なる活性化を目指し、活発な議

論を期待する。 

 

３ 議事 

（１）スノーリゾート地域への訪日外国人の誘客に係る情報提供 

 ①中国スキーインバウンドについて 

◇ 本日は、「中国のスキー市場」「中国から日本へのスキーインバウンド市場」「現状課題と今後

に向けて」について説明する。まずは「中国のスキー市場」について、基本的な情報を用いて

説明する。中国国内のスキー場は現在約 700 箇所あるが、その中でリフトがあるスキー場は

145 箇所となっている。本格的なスキー場は少なく、初心者が多い市場と言える。リフトのある

スキー場の分布図を見ると、北京は飽和状態であることがわかる。日本のスキー市場と比べ

てみると、今の中国は 80年代の日本の状態で、これから産業が発展していくタイミングである

と言える。経済の発展状況やオリンピック開催という観点から見ても、日本と似ている点が多

い。一方で異なる点としては、スキーとスノーボードがほぼ同時に始まっていることや、スキー

をゴルフのように高級な娯楽・ステータスとして始めている方が多いこと、スキー場の IT 化が

進んでいることが挙げられる。中国のスキー場の約 7 割が体験型のスキー場で、きちんとした
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設備の整うリゾート型のスキー場は 3％ほどとなっており、体験者から愛好者への転換が課題

となっている。中国のスキー市場についてのキーワードとしては「人工降雪」「初心者市場」と

いうものが挙げられ、海外のノウハウを借りながら、これから成長していく市場であると言える。 

◇ 次に「中国スキーインバウンド」について説明する。中国人にとって日本のスキー場は中国の

スキー場と比較して、雪質が良いことや気温が低くないことに魅力があると言える。中国のス

キー場は－25～－30℃くらいであるため、日本に滑りに来るととても暖かい場所で滑れること

に驚いている。特に上海・広州等の方は、コスト面・サービス面からも中国の東北地方で滑る

よりも日本に行く方がよいと思う。中国のスキー客は、まずは地元近辺のスキー場でスキーを

始めるが、上達すると中国の東北地方を訪れるようになり、その後初めて海外のスキー場に

行く場合には行き先に日本を選ぶ人が多い。他の選択肢としては北米、豪州、ニュージーラ

ンドなどもあるが、時差があり費用も高くなってしまう。中国から日本にくるスキー客のタイプと

しては、都市部からアクセスしやすいスキー場（例えば GALA 湯沢、軽井沢、手稲など）に日

帰りで訪れるような、旅行のついでにスキーをする方（一般旅行客）と、スキーのために旅行

をする方（愛好者）に大別される。一般旅行客は数十万人規模であるのに対し、愛好者はま

だ数万人規模である。ただし、愛好者の客単価は一般旅行客の 10 倍以上となっている。ま

た、一般旅行客のスキー体験の 7 割が個人客であるのに対し、愛好者のスキー旅行の 6 割

は団体客という特徴がある。愛好者のスキー旅行が団体中心であるのは、中国には日本のス

キー場の情報が十分に届いていないため、ツアーに申し込まないと訪れるのが難しくなって

いるからである。 

◇ 最後に「市場の課題」について説明する。宣伝活動の課題として、習慣の違いから中国向け

の宣伝方法が分からない、日本側が作成しているホームページを中国側からは閲覧できな

い等が挙げられる。また、昨年北京で行われた WORLD WINTER SPORTS(BEIJING) EXPO 

2017 においてウィンター、日本は北海道や長野等が個別に出展していたが、他の国は国単

位で出展していた。日本も国単位で PR した方が、日本全国のスキー場へインバウンドの効

果が波及するのではないかと思う。日本にとっての競合相手は欧米「国」であるため、一つの

スキー場を各自治体が個別に宣伝していくのではなく、日本も国単位で宣伝していくべきで

ある。まずは日本に訪れ、そこから様々な地域のスキー場を周っていただく方がよいと思う。 

◇ 受入体制に関する課題として、団体客はフライトに左右されやすい、宿泊施設が足りない、ス

キー場やホテルで中国語対応ができる人材が不足している等が挙げられる。中国向けの対

策を細かく行っていくには時間と人材が必要となるであろうが、特に人材についてはそもそも

中国国内に十分いないという状況である。そのような中で、中国の資本家が日本の施設に投

資する事例や、中国人向けのサービスが日本に進出している事例がある。一部で白タクなど

の問題も生じているが、中国資本や中国企業を上手く活用していけると、Win-Win の関係が

築けるのではないかと思う。中国企業にも法律をしっかりと守っている企業も当然あるが、法

律を守りたくても守れないという企業が多くなっているのが現状である。具体的には、インスト

ラクターの問題がある。スキーインストラクターのビザ発行用件について、以前は 10年以上の

実務経験が必要であったのに対し、現在は 3 年に緩和されたが、中国国内でそのレベルを

満たしている人材は 100 人に満たないという状況であり、増加する中国人のスキー客に対応

することが難しい。このような受入側の対応力の点から、富裕層・中間層といったより上質な旅
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行客を増やして、団体層は増やさなくてもよいのではという考え方もあると思う。 

△ 昨年WORLD WINTER SPORTS(BEIJING) EXPO 2017 ウィンターを見に行った。そこで、中

国にもオーガナイザーが集めるスキークラブがあると聞いたがどのような状況か教えてほしい。 

◇ 中国ではスキークラブが数百ある。地域毎に民間企業や個人でやっているものが多くあるが、

それらのツアーで来る方は富裕層ではない。スキーが好きで、日本のスキー場を訪れたいけ

れど予算にも限りがあるからニセコには行けないというような方々である。よって、スキー場に

おける 2 次消費があまりない客層である。中には滑りに来てコンドミニアムを買うような富裕層

団体もあるが、まだ数は少ない。 

△ 安比高原のように今後他のスノーリゾートにも中国資本が入る可能性はあるか。 

◇ 中国資本の需要はあるが、買いたくても情報がないという状況である。日本側からするとスノ

ーリゾートとして上手くいっているところではなく、今後の経営・投資が難しいスキー場の方が

中国資本に参入してもらう需要があるのではないか。 

△ 中国からのスキー客について、期待していることと、心配していることがある。期待していること

としては、2022 年北京冬季オリンピックに向けてスキー人口を増やしたいという大きなテーマ

が、日本のマーケットとしてもメリットであるということである。また、先ほどの話にあったように、

日本のスノーリゾート地域は中国と比べて暖かく、人工降雪機を使用する中国と比べて雪が

やわらかいという利点がある。実際、以前に長野県が河北省からの子供たちを預かった際も、

天然雪に感動していた。心配していることは、今後中国資本が押し寄せてくるのではないかと

いうことである。海外の方が土地を高額で買収し、それによって土地が高騰して地元民が手

を出せなくなってしまうという事態が生じていることが気になっている。日本のスノーリゾート地

域は、外国人の投資対象になっていることに危機感を持つべきである。 

◇ 海外投資によって古い施設を新しく更新することは良いことであると思う。しかし、ニセコの場

合は海外投資により物件の値段が上がってしまって、国内外問わず移住者が入れなくなった

り、ルールがないために、地元に何もメリットがない投機的な売買（例：土地を買うだけで放置

して何もせず 5 年後に売却する）が行われたりするという問題点が生じている。15 年前は売り

たくても売れなかった土地が、今は最高で 250万円／坪という価格で取引されている。 

◇ 海外からの投資は良いマッチングがあれば歓迎したいが、良い場所に偏る傾向がある。良い

バランスでマッチングができればと思う。 

◇ 中国人スキー客が増えていることを実感しているが、1 つの施設で富裕層・中間層・団体層の

全てに対応するインストラクターを準備することには限界があるのではないか。よって、例えば

初心者に特化してインストラクターの数を増やして対応するのか、ある程度のスキー経験層に

絞って受け入れていくのか等、それぞれのスキー場でどういった顧客をターゲットにするか絞

りこみをした方がうまくいくと思う。 

◇ 受入側の課題として団体客はフライトに左右されるということであったが、ダイレクトフライトは

旅行会社もハンドリングしやすい部分も多いと思う。 

◇ 発表で指摘のあったとおり、これまでのプロモーションは自治体単位で行うことが多かったの

で、地域間で連携できる仕組みを期待したい。国で統一感を持ってアピールすることも時に

は必要である。 

△ 中国国内においてスキースクールを束ねる組織があると聞いたことがないのだが、そのような
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組織ができる可能性や動きはあるのか。 

◇ 中国国内ではまだ国際レベルのインストラクター制度がなくて、ISIAに加入していない状態で

ある。これから中国スキー連盟が国レベルの教育団体、組織を作ろうという段階。そのような

中で、民間企業のマジックスクールが初めてアメリカの PSIA 資格制度を中国に導入したり、

その他の国の資格制度が中国で検定を行なっているのが現状。また、政府が小学生のスキ

ーレッスンに対して補助金を出したり、ウィンタースポーツの普及に取り組んでいる。 

△ 中国市場は多くの国が参入したいと思っており、ISIA にも加盟してもらいたいと思っているが

カウンターパートが見つからない状況である。加盟することにより中国国内のスキースクール

がミニマムスタンダードを身につけられるというメリットがある。関連して、日本において ISIA カ

ードを持つ方についてはビザの緩和を要望して達成しており、今後もビザの緩和を求めてい

きたいと考えているが、日本国内の資格市場については SIA 及び SAJ が長い年月をかけて

育て、守ってきており、資格制度が定まっていない中国からのインストラクターが日本にやっ

てきて、様々な場所でスクールを開設してしまっては、日本が世界に類を見ないような国にな

ってしまうのではないかと心配している。現在の日本のように、外国人のインストラクターに対

し資格を確認せずにスキースクールを開設できてしまう状況では、5 年後 10 年後、現在中国

語を勉強して一生懸命取り組んでいる若い日本人インストラクターが経営者の立場になった

際に、各地方の地元のスキー学校の立場が危うくなってしまうのではと危惧している。 

△ 日本では現在スキースクールについての法規制がないため、スキー場の経営者が許可すれ

ば特に資格がなくともスキースクールを開けてしまう。 

◇ 欧米の事例だと思うが、インストラクターは、地域単位で共通のユニフォームを着るような仕組

みを聞いたことがある。日本も SIA、SAJ 問わず国のスタンダードとしてそのような形で対外的

に示してもよいのではないか。 

◇ ニセコ、白馬、札幌市内のスキー場ではもぐりのインストラクターの問題が出てきている。これ

は中国人で日本の在留資格の規定をクリアしているインストラクターが 100 人もいない、つま

り数が不足していることから、知人やエージェントの仲介等、もぐりの市場ができあがってしま

っている。さらに、もぐりの判別が難しいためなかなか対策が立てられず、むしろもぐりの市場

を成長させてしまっているような現状である。 

△ 中国でのウィンタースポーツ人口を 3 億人にする、という目標があるが、現実的な数字なのか、

あるいは、何か対策を進めていかないと達成できないような数字なのか。 

◇ 現在スキー場延べ訪問者数が 1,700 万人くらいなので、いわゆるスキー人口、実際にスキー

場に通う人は 300～500 万人程度だと思う。その数字が北京オリンピックの時に 1,000 万人く

らいになったらいいという想定をしている。1,000 万人は人口の 1％に満たないので、現実的

な数字だと考えている。 

 

 ②欧州山岳リゾート地のマネジメント体制 

◇ 今回はスノーリゾートに限定せず、通年化で成功している山岳リゾートがどのようにして自立・

持続可能な地域経営しているのかについて説明する。欧州アルプスの観光の歴史は４０００

ｍ級の山々の初登頂を目指す登山者から始まったところがほとんどである。その後、イギリス

を中心とした欧州の富裕層に育てられた山岳リゾートが多い。本日は、スイス・ツェルマットの
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事例を用いて、山岳リゾート地におけるマネジメント体制について説明する。 

◇ スイスは建国 700年以上の歴史を持つ国であるが観光の歴史は近年になってから。ツェルマ

ットに最初の宿泊施設ができたのは 1839 年。観光・リゾート地化のきっかけはマッターホルン

の初登頂で世界的に有名になってから。観光協会ができたのは 1934年。観光客を輸送する

交通インフラについても、当初は夏季のみに運転されていた登山列車を冬季にも運転させ、

その後リフト設置、ヘリが導入された。また、4 社あった索道会社は 2002 年に一つになった。

冬は 360 キロメートル、夏は 21 キロメートルのスキースロープがある。インストラクター・ガイド

はスキースクール所属のスキー教師が約 200 名、山岳ガイド協会には 75 名の山岳ガイドが

所属しており、両方を兼任している方も多い。 

◇ ツェルマットは人口約 5,700 人の小さな町である。海外及び国内の他地域の企業の参入や

投資がほとんどなく、地域内事業者だけで自立した経営が成り立っている。観光資源として

マッターホルンやモンテローザなどの有名な山があるので、そもそも観光客が多く訪れるので

はないかという意見もあるが、きれいな山々を見るだけに留まり消費行動につながらず、経済

活動を生むための仕組みが無ければ意味が無い。観光的にはツェルマットにはフィールドと

しての自然環境はあるが、資源的には山で山菜やキノコが採れるわけでも無く、土地がやせ

ているから放牧農家しかいないような土地で、非常に貧乏であった。そのような状況から観光

産業が過去 100年～150年で現在の状態になっている。 

◇ チューリッヒまたはジュネーブから鉄道で約 4時間かかり、車で訪れても隣村までしか入ること

ができないという非常に不便な立地のツェルマットは、日帰り客を前提とするとマイナスである

が、のんびりとしたリゾートライフを目的とした長期滞在客にとってはプラスである。旅行客が

訪れたくなるような理由・目的・必然性となる商品・サービス化で、ポジショニングを明確にす

ることが重要である。ツェルマットには、約 15,000のベッド数があり、ここ数年の年間宿泊数は

平均約 200 万泊でほぼ変わらない。泊数の変動は少ないものの、一人当たりの消費金額が

上がっているため、売上総利益及び税収は年々増加している。特に 2017 年は、経済効果が

非常に高かった。スイスは連邦国家であり、交付金と補助金は基本的に関係がないため、地

元による経営で歳入を確保した上で、約 40億円の上納金を州政府に納めている。 

◇ DMO における地域経営においては、ムダのない効果的なマーケティングと質的向上による

ブランディングが重要である。そのためには、地域を一つの会社にみたてた体制化と仕組み

が必要である。例えば、ツェルマットで基盤となっている経営管理体制は、ブルガーゲマイン

デ（地域共同体）という基本的にその地で生まれ育った人しか入れない住民組織が主体とな

っている。ブルガーゲマインデが事業を直接的に実施していくのではなく、その組織が 100％

出資で創業したマッターホルングループ株式会社が多様な事業を展開している。なお、民業

を圧迫しないよう、マッターホルングループは標高 3,100mにあるクルムホテルやマッターホル

ン登山用の山小屋、展望台のレストハウスといった地元の民間事業者とは住み分けた事業を

主に行っている。 

◇ ブルガーゲマインデは土地の権利を保有し、森林等の維持管理を行っている。なお、総量規

制も行っており、土地利用をゾーニングし、利用可能な場所と利用不可な場所をコントロール

している。その他にも、ブルガーゲマインデは索道会社等にも出資し、経営に参画している。

なお、ブルガーゲマインデには年間 60 億円程度の収入があるので、経営としては安定して
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いる。 

◇ ブルガーゲマインデが出資している会社の中でも、マネジメント会社は財務管理や不動産管

理。サポート会社は地域の経営力を上げるためのコンサルティングや跡継ぎが居ないホテル

の経営を預かる形でマネジメントも代行している。 

◇ 春・秋のオフシーズンの 4～8 週間に実施する公共事業やホテル等が行う設備投資の工事

関係の仕事には特に新人のスキー教師やガイドなどが従事している。 

◇ マーケティングとセールスについては、観光局が主体となって行っている。他にブランドマネ

ージメントも行っている。ブランドマネージメントとしては、質の担保と個々の経営者のスキル

アップのための教育制度を実施している。また、ブランドアイコンの管理も行っている。観光

局では、その他にもイベントや大会に関する人材派遣や補助制度、ロビー活動を行っている。 

◇ 観光局は年間 200 万泊の各国・地域別の割合についてのデータを保有しているが、マーケ

ティング戦略としてここ数年は旅行客の誘致において国・地域別のセグメントとターゲットは重

要視せず、目的・テーマ別のセグメントでポジショニングを明確にしていくことを重視している。

欧米豪といった成熟した国の旅行客の志向は個人化・多様化されているため、国別のセグメ

ントに意味が無く、特に新規顧客の獲得においては難しいものがある。ツェルマットの顧客は

7 割がリピーターで残りの 3 割が新規顧客ではあるが、リピーターによる口コミや紹介などで

新規顧客を開拓することを重要視している。リテンション（顧客維持）思考をベースにした市場

開拓の方が投資効率がよいことは明らかである。 

◇ IT等の技術の進歩に伴い地元事業者向けの教育システムを観光局では導入している。観光

局が個別相談を受けながら、習った専門的な知識を直ぐに実践するという形で個々の経営

能力を上げている。観光局自体には 35 名のスタッフが在籍しており、その内の 20 名がマー

ケターである。 

◇ 町の観光による経済効果はおよそ 900 億円に上る。宿泊延べ数 200 万泊の内、スイス国民

の占める割合が最多（約 4 割）である。旅行客の集客においては、自国民が一番楽しんでい

るというリアリティーが重要である。自国民が楽しんでいない場所は、国外の旅行客にも魅力

的に映らない。 

◇ 地域の経営体制として、日本版の DMO は観光協会や連盟などの組織だけの話になりがち

であるが、本来のOrganizationは体制化のことであり、地域全体のあらゆる団体・組織が意思

決定や戦略、共通目標などの策定を行わなければならない。ツェルマットは観光局やブルガ

ーゲマインデという住民組織（会員には様々な事業者がいる）だけでなく、近隣自治体のタッ

シュ、ランダや宿泊協会、索道会社等の団体や組織を含み、経営体制が構築されている。こ

のような体制で 5年単位のマスタープランを策定し、一年に 2回 PDCAのチェックを行ってい

る。このような体制が構築されているからこそ、日本のように、観光協会や市役所、商工会議

所等がバラバラで観光関連の業務を重複して行うようなことはなく、無駄がない。 

◇ 観光局では全宿泊施設の宿泊データを一括管理している。スイスは 1986年まで秘密警察が

あった国であり、その仕組みを観光局が引き継いだという背景がある。また、冬のスキーパス

や夏の周遊パスで行動履歴も把握している。どこに宿泊した人がどこへ向かったのか、どこを

滑ったのかがわかるので、例えば遭難の早期発見に役立つほか、顧客も自身の行動をネット

上で振り返ることができる。ツェルマットでは 20 年 20 回訪れると「ロイヤルゲスト」に認定され
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る。毎週木曜日に認定式を行っているが、これも顧客データを管理しているからこそできるこ

とである。ちなみに、「ロイヤルゲスト」に認定された方には、金バッチが贈呈され、滞在中に

バッチをつけて頂くことで、地域内のあらゆる従業員やスタッフ等からの対応や待遇にも反映

され、地域全体の CS向上にも役立てている。 

◇ 観光局の年間予算は約 10 億円。財源は宿泊税と観光促進税である。宿泊税は一泊当たり

一人約 350 円。観光促進税は事業者の観光依存度の高さに応じて税率が変わる。なお、徴

収した宿泊税は旅行客に還元すべく多言語マップ、顧客向けのイベント、環境整備等に充

当し、マーケティング費用には充てていない。マーケティング費用は受益者負担であるため、

観光促進税を充てている。欧米人は、自分たちが支払ったお金がどのように使用されている

のかを気にするため、徴収したお金の使い道は明確にしておく必要がある。 

◇ ツェルマットでは約 3 人に 1 人が外国人労働者であり、地域住民に多様性があるため、異な

るもの同士が認め合い、協力関係にある。人が住める土地や自然資源そのものは豊かでは

ないため、人口が過剰に増加してしまうと、ゴミ処理や飲料水、エネルギー等に問題が生じて

しまい、人が住めなくなってしまう。ツェルマットはもちろん、欧州の各地域は地域経営におけ

る現状認識度は高く、非常にロジカルな考えのもとに将来に向けた持続可能な地域を目指し

ていると言える。 

△ ツェルマットの年間 200 万泊という数字は信憑性があるものと思う。宿泊税等の税金を支払っ

たデータがあるため、どこの国から何人来たのかがしっかりと把握できている。日本でも、お

およその数字は出ているが、何の根拠もない数字が一人歩きしている。海外の人がどこの国

からどの程度スノーリゾートに来ているのか等を調査したが、各エリアではっきりとした数字が

出ていないという状態であった。日本人の旅行客についても同様である。これには宿泊施設

の税金が関わっており、宿泊施設において年間何泊されているという数字が表にでると、税

金の支払金額がわかってしまうという問題があるためである。宿泊税、観光税をしっかりと徴

収した上で、それをデータベース化しないとこの問題は解決できないと考えている。 

◇ 顧客データベースを整備するにあたり、税制の他の手法として、私が携わっている取組の中

ではファンクラブを作るというものがある。スキー場のファンクラブや外国人スキーヤーのファ

ンクラブを作り、ターゲットを囲い込む方が簡単だ。技術供与や仕組みづくりにおいて様々な

企業が参入することにもなる。これにより、CRM（Customer Relationship Management）に使え

るビックデータを地元主導で構築できる。今後は CRM がないビジネスはありえない。スキー

業界が中心となって策定していく山岳リゾートの施策の一つとして、税制とセットで考えるとよ

いのではないか。 

△ サポート会社が、事業継承が難しいホテル等をいったん預かるという意味は、預かって営業

をするということであるか。 

◇ ホテルの所有権と経営権を分け、ホテルマネージメントを代行している。 

△ 負債を抱えている場合はどうするのか。 

◇ 黒字経営で利益を確保しているところが多く、負債はほとんどないという状況である。サポート

会社が小規模事業者のマネジメント業務支援を行っているのは、個々の事業者の経営能力

向上が地域全体の利潤向上に繋がるからである。 

◇ アメリカのスポーツコミッションも宿泊税、飲食税から資金が環流する仕組みをとっており、ス
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ポーツイベントに参加する人数が増えるほどスポーツコミッションが潤うようになっている。その

ような仕組みが今後の課題になるということだと思う。 

◇ どんなに多く旅行客が訪問していても、そこで経営している企業が海外企業、地域外企業や

地域外からの投資だと稼いだ利益は地域から流出してしまう。ツェルマットが上納金 40 億円

を収めることができるのは、資源がない中でも、地域内でお金が回っているからである。地域

内に中小企業や零細事業者だけでも自治体が生き残れるのは、決裁権限が外部ではなく地

域内にあるからである。地域振興の肝は、決裁権限を地域外に極力出さないことである。地

域が主導権を保持していることで、地域内の民間事業者が支え合っていける。 

△ スノーリゾート地域として将来的な成長が見込めない場合、事業を畳む、海外の資本を入れ

て決裁権はこちらで持って事業させる等どのような手段を選ぶべきと考えるか。 

◇ 現状、スキー場を廃業するには原状復帰等のハードルが高いので、廃業しやすくする仕組

みをつくって、地域において事業継続するか、廃業するかを判断すべきである。地域経済に

おいてスノーリゾートが必要であると判断するなら再生のための取組を進めていくべきである。

例えば、リフト数が少ない小規模なスキー場であれば、ポジショニングを明確にして、貸切需

要を狙う、昨年度のモデル事業であったようなアジアからのお客様にスキーづくりから参加す

るプログラムを作る等の方策を考えていくべきである。しかし、地域に経営に対するモチベー

ションがないのであれば、廃業してよいと思う。 

◇ 日本では、地域がやりたくてもできる人材がいない場合がある。 

◇ そのため、教育制度が必要になってくる。最終的には人材育成とセットでやっていかなけれ

ばならない。日本のスノーリゾートを再生させるには設備投資の面で海外資本が必要なことも

分かるが、地域が主導権を持てる体制の中で人材育成をやっていけば、今は即戦力として

対応できる人材がいなくても、今後の地域経営と運営を見据えた計画的な人材育成が必要

ではないか。 

◇ 先ほど議論に上がった無資格のインストラクターの問題は、スイスでどう対処しているのか。ま

た、中国の富裕層もスキーでスイスを訪れていると思うがどのように対応しているのか。 

◇ フランスやオーストリアには国立のスキー専門学校があるが、スイスは州ごとに異なる場合が

ある。外国人の場合はとくに、住居があるか、労働許可・滞在許可あるのか等審査が厳しい。

このように、インストラクターの資格取得については、ハードルが高くなっており、無資格者は

活動できなくなっている。また、アジア・中国からの旅行客は来てはいるが、夏とは違いウィン

ターシーズンは団体客ではなく、富裕層の個人客が訪れているので対応に苦労していない。 

◇ 個人的にインストラクターを連れてくるような方はいるのか。 

◇ お客様の多くは、現地のインストラクターに頼んでいる。リピーターが多いのでなじみのインス

トラクターにプライベートレッスンやガイドを申し込むというスタイルだ。多くのインストラクター

の年収は課税外所得を含めて相当高く、人気の職業でもある。 

△ JNTOでは昨年 10月にデジタルマーケティング室が立ち上がった。スマートフォンやパソコン

からの検索データをデータマネジメントプラットフォーム、つまり情報のタンクに詰め込む作業

を開始している。JNTO のホームページや SNS といったオウンデータのみならず、民間からも

データを購入し、外国人の検索閲覧に基づくビックデータを解析できるよう体制を整えている。

全世界 74 億人のうち 34.2 億人以上が日常的にインターネットを利用し、多い国では 9 時間
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以上もネットに接続しているというデータも存在する。ある国の外国人が、日本のどこのスノー

リゾートをいつ検索したか分かるようになり、スノーリゾートへの興味の度合いが分かる。今後、

各自治体などの行政機関にこのデータを提供できるよう、GDPR への対応も鑑みながら準備

を進めている。 

◇ デジタルマーケティングは重要であるが、リテンションがなぜ必要なのかを押さえないとデジタ

ルマーケティングも活きてこない。民間企業において、CRM無しで JNTOのビックデータだけ

でマーケティングを行っても成果は上げるのは難しい。これまで、日本の観光地において地

域で CRM が組めなかったことによる喪失は非常に大きい。マーケティングの王道である顧客

データベースを中心にすれば、JNTO のビッグデータや自らが行うヒアリング調査が活きてく

る。 

△ 個人がインターネットで検索したサイトと関連した情報画面に能動的に志向の合致した情報

や広告を表示させる手法の一つにリマーケティングがあるが、これが JNTO のデジタルマー

ケティングデータでも可能とされている。これにより日本のスノーリゾートと親和性の高い広告

を配信できるので、一歩踏み込んだプロモーションができるようになる。 

 

（２）アクションプログラム 2018骨子（案）について 

  観光庁より、資料 2－1、2－2、参考資料 1に基づき説明。 

 

◇ スキー場がルールを定めているのはバックカントリーではなくサイドカントリーなので、骨子案

の２．（２）②に記載されている「バックカントリー」を「サイドカントリー」に修正した方がよい。 

○ 骨子案の文言を修正する。 

◇ グリーンシーズンのアクティビティに関して、現状、マウンテンバイクコース新設の案件を行政

に持ち込んだとすると、事例がないため行政側がどう進めればよいか分からなく案件が止ま

ってしまう。そこで、各自治体の参考になるよう、うまく進めている事例を収集しておくことが重

要であると思う。 

○ モデル事業においてそのような提案があれば、課題解決方法も含めて検証し、結果につい

ては広く共有したいと考えている。 

● 昨日、今年度第 1 回の農泊推進対策の事業の公募結果を公表したところ。お時間をいただ

ければ、グリーンシーズンのゲレンデを活用した取組についても、今後の推進会議の場で情

報共有していきたいと考えている。 

◇ マウンテンバイクなどはゲレンデだけではなく森もコースに入れるとより面白くなる。この点に

ついても、グリーンシーズンのゲレンデの使い方に関する取組で検討できるとよいと思う。 

△ 先ほど議論のあった顧客データベースに関連するものとして、以前ウィンターレジャー白書と

いうものを作成し、各種データを整理している。また、外国人へのプロモーションのために、ス

ノーリゾートジャパンという冊子も作っている。アクションプログラム骨子案に掲げられている

「訪日外国人への誘客への対応」と「日本人の誘客への対応」に資するものであると思うので、

政府側も積極的にこのような冊子があるということを発信してもらいたい。 

△ 日本人の誘客に関しては、そもそも雪国において学校教育にスキーが取り込まれることで、ス

キーの普及が進んだという歴史的な背景があることから、全国的に学校教育において雪との
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ふれあいを取り入れると、スノースポーツの普及に効果があると思う。 

△ インストラクターの資格の問題は非常に大きいので、早期に解決をしていきたい。SIA・SAJ と

連携し、政府と関係団体で役割分担をして取り組んでいくこともよいのではないかと考えてい

る。 

● 文部科学省では健全育成のための体験活動推進事業というものを行っており、費用の 3 分

の 1 を補助しているが、食費や交通費は補助の対象外なので保護者負担になっている。事

業者側も将来の顧客への投資と考えて、少しずつ負担を分かち合うような取組を進めるとよ

いのではないか。小中学生の頃に体験しないと、将来ゲレンデに行かないということのないよ

う、国の事業に合わせて各地域でも取組を進めてもらえればと思う。 

◇ 「雪マジ！19」では遅すぎるという意見もあるので、是非学校教育においても取組を進めても

らいたい。 

◇ 日本人スキーインストラクターの語学力の向上を促すべく、骨子案１．（１）＜訪日外国人の誘

客への対応について＞④に、「外国語によるレッスン能力向上」などの文言を入れてはどうか。 

○ 骨子案の文言を修正する。 

◇ スキーインストラクターのビザは冬のみで夏は使えない。通年でアクティビティをやっている会

社としては、夏もそのままビザが使えるようになると、年間を通してインストラクターを雇用でき

るので、次のスキーシーズンもインストラクターの質が確保できる。 

 

（３）その他 

  JNTO より、9月に中国 北京で開催されるWORLD WINTER SPORTS（BEIJING）EXPO 2018へ

の出展について報告。 

 

△ JNTOとしても海外へプロモーションするコンテンツとしてスノーリゾートは大変重要と認識して

おり、WORLD WINTER SPORTS（BEIJING）EXPO 2018の出展に向け準備中であり、本日午

前中より事業者募集の公示を開始している。また、王さんに紹介いただいた中国のゲレンデ

でキャッシュレスの導入が進んでいるという点は日本も見習うべきである。日本のゲレンデで

キャッシュレス化を試験導入したいという話が当方に持ち込まれているので、取組を進めてい

きたいと考えている。 

 

４ 閉会 


