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１．はじめに 

 

観光は、国内の幅広い産業に需要と経済効果をもたらし、多くの雇用を創出することから、地

域を活性化させる原動力となり、地方創生の切り札と位置付けられ、現在政府、地方が一丸とな

って各種施策に取り組んでいる。 

特に地方が人口減少、少子高齢化に直面する中、持続的に観光地域づくりを進めていくための

対応が求められている。 

 

また、訪日外国人旅行者数が、めざましい増加傾向にあり、昨年は 1,341 万人とここ 2 年で約

500 万人の増となっている。 

訪日外国人旅行者は、東京周辺や、いわゆるゴールデンルートに集中しており、これらを地方

に分散させていくことが課題になっている。 

 

スキーをはじめとしたスノースポーツは当然ながら、自然条件、経済条件が厳しい地方の山間

地域がそのフィールドであり、高齢化や過疎化の影響を強く受けやすいため、通常のビジネスに

比べると衰退の速度は加速度的に早くなる。 

1990 年代のスキーブームや「バブル期」にスノースポーツに係わる投資が全国で行われたが、

スキーブームの終焉により参加人口は半減し、スキー場の数も減少傾向だが、現在の日本のスノ

ースポーツ人口を鑑みた場合、これでもまだ飽和状態である、との声もある。 

 

このようなスノースポーツをとりまく厳しい状況がある一方、国内外の観光力が再認識され、

スノースポーツを目的としたインバウンド観光客の数も増加基調にある。 

そこで、国内外のスノーリゾート地域やスノースポーツの現状及び課題について幅広く、調

査・分析し、今後の方向性を検討するため、有識者 15 人によるスノーリゾート地域の活性化に

向けた検討会が、平成 27 年 1 月、観光庁において設置された。 

 

本検討会は、これまで 4回にわたり議論・現地視察等を行った。今般、中間報告として「スノ

ーリゾート地域の現状と課題」と「今後の検討の方向」を取りまとめた。 

中間的な取りまとめではあるが、このような取り組みが行われ、取りまとめがなされたことは

政府レベルでは初めてのことであり、意義深いものであると考えている。 

 

最後に、本検討会では引き続きスノーリゾート地域の活性化について議論していく予定である

が、この「中間取りまとめ」について、全国の関係自治体や関連業界の皆さまにご一読いただき、

ご意見、ご要請をいただければ幸いである。 

 

 

 

スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会 

座長 原田宗彦 
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２．スノーリゾート地域の現状と課題 

  

1. 国内観光旅行の動向 

（１） 日本人の宿泊数、旅行回数の推移 

○ 国民 1 人当たり国内宿泊旅行の回数は、2005 年の 1.78 回／年から 2013

年の 1.39 回／年と減少傾向にある。（「旅行・観光消費動向調査」（観光庁）） 

○ 国民 1人当たり国内宿泊観光旅行の宿泊数についても、2005 年の 2.92 泊

／年から 2013 年 2.25 泊／年と減少傾向にある。（「旅行・観光消費動向調

査」（観光庁）） 

 

（２） レクリエーションの状況 

○ スポーツ市場を含むレジャー市場全体の市場規模は、1996 年の約 90 兆円

をピークに長期に減少し、2012 年は約 60 兆円でピーク時の 70%程度まで

減少している。（「レジャー白書 2013」（公益財団法人日本生産性本部）） 

○ スキー・スノーボード人口は、1998 年に合計で 1,800 万人に達したが、

その後は減少傾向で、2013 年には合計で 770 万人と、ピーク時の 4 割程

度まで減少している。（「レジャー白書 2014」（公益財団法人日本生産性本

部）） 

 

２．訪日外国人旅行の動向 

○ 訪日外国人の旅行者数は増加傾向で、「ビジット・ジャパン・キャンペー

ン」を開始した 2003 年の 521 万人から増加し、2013 年に初めて 1,000 万

人を超え、2014 年には 1,341 万人に達した。 

○ 2014 年の国・地域別の旅行者数の内訳は、アジアが 1061 万人（79.1%）

と大半を占め、さらに、「台湾」283 万人（21.1%）、「韓国」276 万人（20.5%）、

「中国」241 万人（18.0%）、「香港」93 万人（6.9%）と東アジアが 892 万

人（66.5%）を占める。 

 

○ 2009 年～2014 年の訪日外国人旅行者数の月別推移において、1月～2月の

冬季は閑散期であり、今後、需要創出が必要となっている。 

○ 一方で、「平成 22 年度ターゲット国ニーズ調査」（観光庁）によると、今

後の訪日旅行でしたいこととして、「スキー、スノーボード等のウィンタ

ースポーツ」の意向が 31.9%であり、ウィンタースポーツの潜在需要が大

きい。 
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３．スノーリゾート地域に関する実態 

（１） スキー場の経営実態 

○ 今般、全国のスキー場を対象に「スキー場の経営実態に関するアンケート

調査」（観光庁）を実施したが、それによると来場者数が 1 万人～5 万人

弱の規模のスキー場が 4 割弱で、20 万人以上のスキー場は全体の 1 割強

であることが確認できた。 

○ スキー場の来場客の特徴としては、“日帰り客が多い”が 85.1%と最も多

く、“子連れスキー客が多い”（60.2%）、“県外からの国内客が多い”（32.9%）

と続く。 

○ また、“料金が安い”、“周辺の温浴施設が充実”等の特徴は、スキー場の

規模に関係なく共通の特徴であるが、“雪質が優れている”、“中・上級者

向けコースが充実”、“スキーの教育プログラムが充実”等の特徴は、規模

の大きいスキー場や周辺地域の特徴であることが確認された。 

○ さらに、“パウダースノー”を魅力と考えているスキー場は全体の 62.1%

で、魅力になっていないと考えているスキー場は 21.8%となった。 

 

（２） 経営課題の認識と取組み状況 

○ 同調査によると、スキー場の経営課題の認識は、「施設の老朽化対策」

（98.7%）、「安全管理体制の整備・運用」（96.3%）、「人材の確保」（91.3%）

が上位で、大半のスキー場が課題として認識している。 

○ 「施設の老朽化対策」、「安全管理体制の整備・運用」、「人材の確保」等は、

スキー場の規模に関係なく、共通の課題であることが確認された。一方、

「スノーリゾートとしてのブランド力向上」、「通年リゾート化」、「外国人

客の受入環境整備」等は、規模の小さいスキー場では課題認識が大きくな

いことが確認された。 

○ また、インバウンド対応の「海外への PR・魅力発信」は 62.1%、「外国人

客の受入環境整備」は 62.7%が“取り組んでいない”との回答であり、6

割が取組み自体を行えていない状況である。 

 

 

４．消費者の意識・ニーズ 

（１） スキー・スノーボードのイメージ 

○ 同調査によると、スキーのイメージとしては、“爽快感を味わえる”、“自

然に触れ合える”、“楽しい”、“懐かしい”、“高級・お金がかかる”、“寒い”、

“家族で楽しむ”等が上位となった。 

○ 一方、スノーボードのイメージとしては、“若者向け”が特に高く、“かっ

こよい・おしゃれ”、“寒い”等が上位となった。 

○ スキーやスノーボードの「実施者」に限定した場合、「中断者」や「未経
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験者」と比べ、“楽しい”、“爽快感を味わえる”、“自然に触れ合える”、“仲

間と交流”等のイメージ項目が高い。また、「健康」のイメージ項目は、

実施経験に関わらずそれほど高くなく、今後推奨するのであれば新しいイ

メージ醸成の位置付けとなる。 

 

（２） 海外在住の外国人のスキー・スノーボードの実施状況 

○ 世界 20 の国と地域の海外旅行経験者・意向者を対象とした「海外の消費

者の意識・実態調査」（リサーチ・ナウジャパン合同会社）によると、ス

キーの実施率は“イタリア”“ベトナム”、25.5%、“カナダ”“タイ”、

20.5%、“フィリピン”19.5%と続く。一方、スノーボードの実施率は、“フ

ィリピン”22.5%、“インド”16.5%、“タイ”16.0%、“インドネシ

ア”15.0%と続く。 

○ 同調査によると、スキーの今後 3年以内の実施意向は、“ベトナム”20.5%、

“中国”18.5%、“フィリピン”18.0%、“香港”17.0%等、アジア諸国・地

域が高い。また、“インドネシア”、“韓国”、“フィリピン”はスノーボー

ドの実施意向も同様に高い。 

 

（３） 海外在住の外国人における日本のスキー場のイメージ 

○ 同調査によると、海外在住者における日本のスキー場のイメージとしては、

“雪質がよい”が 29.3%と最も高く、“温泉が素晴らしい”（23.4%）、“コ

ースのバリエーションが豊富”（22.0%）、“スキー場の飲食が美味しい”

（18.3%）と続く。 

○ 上記結果を国・地域別にみると、ヨーロッパや北米では、“雪質”や“コ

ースのバリエーション”等のイメージ項目が高い。一方、中国、韓国は、

“温泉が素晴らしい”等が上位で、イメージが異なる。また、香港、台湾、

フィリピン、シンガポール、タイ等は、“雪質”と“温泉”の組み合わせ

が上位となった。 
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３．今後の検討の方向  

 

１．スノーリゾート地域・スノースポーツの魅力向上 

 

１－１ スノーリゾートのブランディング及び価値向上 

 

（１）日本全体としてのスノーリゾートの魅力とブランド構成要素の整備 

○ 日本全体として国内外でスノーリゾート地域を PR していくため、国内の

スノーリゾートの魅力を整理することが必要である。 

○ 日本国内のスノーリゾートの魅力としては、世界でも稀な雪質（パウダー

スノー等）と安定した降雪が挙げられる。また、鉄道駅や空港からのアク

セスが優れていることも重要な魅力となり得ると考えられる。 

○ 温泉、郷土食・食文化、歴史・文化、商業施設等の地域の観光資源につい

ても、日本ならではの日本文化体験プログラム、おもてなし・サービスの

良さについても、日本のスノーリゾートの魅力になり得ると考えられる。 

○ この他、今後増加が見込まれるアジア人客や、国内での人口割合の増加が

続く高齢者、今後を担う若者等に対するレッスンサービスを充実させ、競

合する他国と差別化を図ることも考えられる。 

○ 上述のブランドの構成要素を認識し、観光資源として磨き上げるには、観

光ビッグデータを活用し、客観的なデータの整備や更なる検討を進めるこ

とが求められる。 

   

（２）スノーリゾートごとの魅力や観光資源を活かしたマーケティング 

○ 国内には、ニセコや白馬バレー等、比較的規模が大きく、周囲の観光資源

に恵まれた中型・大型スノーリゾートとともに、比較的規模の小さなスノ

ーリゾートも多数存在する。 

○ 前者はインバウンドの受入れに成功している地域も多く、日本を代表する

世界有数のスノーリゾートとして、観光資源を総合的に磨き上げ、今後更

に訴求していくことが期待されるため、地域を含めたスノーリゾートの総

合的な磨き上げ、ブランド化、海外発信等の総合的なマーケティングの取

組を早急に支援する。 

○ その際、2020 年 2000 万人の目標を達成する上でスノーリゾート地域のイ

ンバウンドの受入れの目標を設定し、官民挙げて取り組むことが必要であ

る。 

○ 一方、後者は、市町村営のスキー場等、地域の雇用や経済を支える地域に

根ざした存在であることが多いが、個々のスノーリゾートでは観光資源や

PR の機会等が限られることが多い。これらのスノーリゾートについて、

各地域の持つ観光資源を磨き上げるとともに、戦略的かつ強力な日本全体
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としての訴求をしていくことが必要だと考えられる。 

 

（３）スノーリゾートの積極的な情報発信 

○ スノーリゾート地域の活性化を図り、客を呼び込むためには、スノーリゾ

ートのブランディングを行った上で、ビジットジャパン事業や日本政府観

光局（JNTO）による海外でのプロモーション等も活用し、政府や自治体、

スノーリゾート関係者等が連携して国内外で戦略的かつ強力な情報発信

を展開していくことが必要である。 

○ 具体的には、スノーリゾートにおける無料公衆無線 LAN や多言語表記、ス

キースクールの外国人対応の可否等スノーリゾートの統一的なデータベ

ースを構築し、関係者間で情報共有を図ること等が考えられる。 

 

 

１－２ 多様化する消費者のニーズへの対応 

 

（１）多様化する消費者ニーズの把握 

○ 消費者のライフスタイルが変化し、余暇活動やスノースポーツ等に対する

ニーズが多様化している。 

○ スノースポーツへの取組み方も、若者・高齢者、初級者・上級者、滞在型・

日帰り型等では、それぞれニーズが異なっており、また、従来はなかった

商品・サービスが必要となるケースがある。 

○ スノーリゾートを来訪する目的も、スノースポーツだけではなく、スノー

リゾート地域の自然環境、食・食文化、歴史・文化、温泉、宿泊施設、商

業施設等の各地の特色ある観光資源が重要な要素となっており、これまで

の画一的な消費者対応では、スノーリゾートに消費者を惹きつけることは

難しくなっている。 

○ 一方、スノースポーツの新たな提供価値として「健康増進」「健康づくり」

も今後期待されるところである。スポーツに触れることは健康な心身を培

うことに資するものであり、スノースポーツが持つオシャレなイメージと

ともにメディアへの積極的な発信等についても検討するべきである。 

○ 商品・サービスの開発や参加人口の拡大施策等を円滑に進めるために、多

様化する消費者ニーズを的確に把握することが必要であり、今後、若者・

高齢者、初級者・上級者、滞在型・日帰り型等、主要なターゲットごとに、

消費者ニーズの更なる調査・分析を深めていくことが必要である。 

 

（２）新たなニーズの喚起 

○ スノースポーツの参加人口の拡大へとつなげていくために、新たなニーズ

に対応する商品・サービスの開発を進めていくことが必要である。 

○ 消費者の新たなニーズを喚起するためには、新たなスノースポーツの楽し
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み方や新たな商品・サービス、スノースポーツプラスアルファで提供でき

るコンテンツの提案等が必要だと考えられる。 

 

 

１－３ 生涯を通じたスノースポーツ人口の拡大 

 

（１）少子高齢化・人口減少が進む中でのスノースポーツ人口の拡大 

○ スノースポーツの参加人口は 1990 年代の 1,800 万人をピークに半分近く

まで減少しているが、今後、更なる少子高齢化・人口減少が進展し、2025

年には超高齢社会が到来することに鑑みれば、スノースポーツの参加人口

の拡大のためには、戦略をもって総合的に参加人口の裾野を拡大する取組

みを実施することが重要である。 

○ 参加人口の裾野を拡大させる重要ターゲットとして、「かつてスノースポ

ーツに取り組んでいたが現在は中断している層」、「新たにスノースポーツ

に取り組む層」、「海外からの長期滞在者型富裕層」が有望である。 

○ この他、今後の高齢者の増加を見据え、「健康増進」や「地域活性化」と

いった観点から、平日の来訪も可能な高齢者がターゲットとなり得る。 

○ また、スノースポーツ市場の将来を支える子供・若者、スノーリゾート地

域の盛り上がりを支える地元住民等についても、スノースポーツ人口拡大

を促す観点からも重要である。 

○ ターゲットを選定するにあたっては、経験や性別、年代、世代、収入、国

籍等の観点から、統計的な分析でセグメンテーションを行い、分析結果を

もとに、主要なターゲットに関する検討を行うことが必要である。 

  

（２）参加拡大の機会の獲得 

○ 五輪等の世界規模の国際大会の開催は、若者のスノースポーツへの憧れを

促すとともに、開催都市や開催国のスノーリゾートの認知度やイメージの

向上等、参加拡大のトリガーとなる。 

○ 以前のスキーブーム（1980 年～1990 年代前半）の際には、1972 年の札幌

五輪や、1987 年に放映された映画「私をスキーに連れてって」を代表す

るメディア等が契機の一つとなった。 

○ 今後、国内では、2016 年に新潟県湯沢町苗場で FIS アルペンワールドカ

ップの開催が決定している他、2017 年に北海道札幌市で冬季アジア札幌

大会の開催が決定している。また、2026 年の冬季五輪について、札幌市

が立候補することを表明している。さらに、東アジアでは、2018 年に韓

国平昌で冬季五輪の開催が決定しており、2022 年冬季五輪については、

中国の北京市が立候補し、誘致を進めている。 

○ これらの日本や東アジアで開催される国際大会等は、スノースポーツの振

興とスノーリゾート地域活性化の絶好の機会であることに留意し、オール
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ジャパンとして取組むべき内容のロードマップを策定・共有することが重

要である。 

○ トップアスリートの育成を通じ、スノースポーツの魅力を発信することや、

スポーツ団体や地域等との連携により、スノースポーツ人口の参加機会を

拡大させる取組みを進めることが考えられる。 

○ なお、スノーリゾートへの来訪者を増加させる最大の効果は休暇取得の促

進であるので、冬季の休暇取得向上を促す等、国民の意識醸成・環境整備

が求められる。 
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２. 外国人客の取り込み 

 

 

（１）外国人客のニーズの把握 

○ 外国人客は、スノーリゾート地域に長期滞在する富裕層も多く旅行消費額

も大きいことから、スノーリゾート地域の経済活性化の観点からも新たな

参加人口として期待される。 

○ しかし、現在、外国人客のニーズに対応できる受入環境整備を備えた  

スノーリゾート地域は少ない状況であり、今後、外国人客を取り組んでい

くに当たり、まず、観光ビッグデータ等も活用し、外国人客のニーズを把

握し、ニーズに対応する商品・サービスを備えることが必要ではないか。 

 

（２）外国人客の受入環境整備、外国語対応可能な人材の確保 

○ 外国人客のニーズに対応する商品・サービスについては、外国人客のニー

ズに合致した施設整備の他、スノーリゾート地域全体における無料公衆無

線 LAN 環境の整備促進や多言語対応の強化、二次交通の整備や手ぶら観光

の推進とも連携し、公共交通機関を利用した円滑に周遊できる仕組みづく

りなどの受入環境整備が必要である。 

○ 外国人客の滞在中の災害、事故、病気等の事態に備え、関係機関との連絡

体制や情報提供方法を確立し、安全・安心の確保に努めることも重要であ

る。 

○ また、外国人客の日本滞在期間の長期化を促すため、地域の伝統工芸体験

や伝統芸能など各地の特色ある地域文化を活かした滞在型プログラムの

提供や、宿泊施設・食のおもてなし、広域観光周遊ルート等を活用した他

地域への周遊促進、他地域からの呼び込みも重要である。 

○ 日本で本格的にスキーを楽しむ外国人客が増加していることを踏まえ、外

国語対応可能なインストラクターを確保することも重要である。ただし、

外国人のインストラクターの雇用には、在留資格要件等の問題があるため、

早期にニーズ調査を実施し、必要な措置を検討する。 

○ スノーリゾート地域に海外からの直接投資が増えている現状を踏まえ、ス

ノーリゾート地域全体の開発の新たなフレームの構築のあり方が課題で

ある。 

○ スノーリゾート地域に来訪する外国人に、我が国の制度や文化・慣習（マ

ナー）等について理解を深めてもらうため、外国人への情報提供のあり方

について検討する。 
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（３）海外への国内スノーリゾートの PR・魅力発信 

○ 日本の冬の雪のシーズンの魅力をビジットジャパン事業や日本政府観局

（JNTO）による海外でのプロモーション等も活用し、様々な機会を捉えて

積極的に国内外に発信し、世界に誇れる日本のスノーリゾートを PR する

ことが重要である。 

○ 情報発信の具体的方策として、スノーリゾートにおける無料公衆無線 LAN

や多言語表記、スキースクールの外国人対応の可否等スノーリゾートの統

一的なデータベースを構築し、関係者間で情報共有を図るとともに、海外

における日本のスノーリゾートのプレゼンス向上のため、オールジャパン

でのスノーリゾートの戦略的かつ強力な情報発信や PR イベントの開催等

を実施することが考えられる。 
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３. スノーリゾート地域の取組み 

 

３－１ 経営・事業継続に向けた取り組み 

 

（１）地域の基幹産業・雇用の場としての存続 

○ スノーリゾート地域では、スノーリゾートそのものが当該自治体の経営基

盤に直接結びついている地域もあり、地域の基幹作業ともなっている。 

○ 現在、スノーリゾートの衰退に伴い、雇用の場も失われつつあり、地方創

生、雇用の場としての存続の観点からもスノーリゾート地域の活性化が大

きな課題である。 

 

（２）財源、人材の確保 

○ 日本のスノーリゾートの多くは、中小規模であるが、スキー産業は巨額

の設備投資が必要となる装置産業である。また、労働集約型の産業であ

り、生産性を高めるのが非常に難しい業種である。 

仮にスノーリゾートの支援を行う場合、民間ファンドによる支援、税制上

の特例等（例えば、スノーリゾートで使用される索道や雪上車についての

軽油取引税の課税免除特例措置の延長）が想定できるが、引き続き検討が

必要である。 

○ シーズンを通して優秀な人材を確保する方策として、スキーシーズンはス

ノーリゾートでの雇用、グリーンシーズンは他の仕事に従事するといった

働き方の変革が必要ではないか。 

 

（３）年間を通した事業継続、スノー観光ビジネスへの経営の展開 

○ 通年での雇用、年間を通した事業継続性という点からは、特にグリーン

シーズンの誘客が重要であり、今後、グリーンツーリズム、森林レクリ

エーション等の推進を行っている農林水産省とも連携しながら、方策に

ついて、検討する必要がある。 

○ 現在、ほとんどのスノースポーツ大会は入場料や協賛金を取らずに運営

をしている状況であるが、スノースポーツを継続させ、PR していく観点

からも今後はスノースポーツを興業として捉え、スノー観光ビジネスへ

の経営の展開を図り、財源確保のための自助努力を図ることも必要であ

る。 

○ 事業継続が不可能だと判断したスノーリゾートについては、施設の廃止

も必要になるが、その現況や課題を把握し、廃業・撤退を円滑に進める

ための必要な対応策を検討する必要がある。 
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（４）地域間連携の促進、仕組みの構築 

○ 比較的規模の小さなスキー場は、市町村営のスキー場等、地域の雇用や経

済を支える地域に根ざした存在であることが多いが、個々のスノーリゾー

トでは観光資源や PR の機会等が限られることが多い。これらのスノーリ

ゾートについて、各地域の持つ観光資源を磨き上げるとともに、地域間で

連携し、日本全体としての訴求をしていくことが必要である。 

○ その際、スノーリゾート地域の地域づくりの中心となる組織・機能（地域

スポーツコミッション等）を確立し、マーケティングに基づく戦略策定、

地域の関係者が一体となって観光資源を磨き上げることが期待される。 

○ 欧州のベストオブザアルプス（BOT）等を参考にして、スノーリゾートが

広域で連携してマーケティングする仕組みを検討する必要がある。 

 

  

３－２ 安全管理 

 

（１）施設の安全管理/スノーリゾート開発の仕組み 

○ スノーリゾートで消費者にスノースポーツを楽しんでもらうための大前

提が、索道等の施設の安全性の確保があり、各スノーリゾートでは索道等

施設の安全管理投資等を行う必要がある。 

○ 安全管理投資額は、老朽化が進むにつれて年々上昇する傾向にあり、費用

の捻出が大きな課題である。施設の安全性はスノースポーツのイメージと

直接関連するものであり、財源の確保が重要である。 

○ また、施設の安全管理にあたっては、品質基準（耐震性等含む）等に関す

るきめ細やかな運輸安全マネジメントの検討が必要である。 

 
（２）コースの安全管理 

○ スノーリゾートで消費者にスノースポーツを楽しんでもらうためには、コ

ースの安全管理も重要な課題である。 

○ 現在、外国人観光客を中心にコース外滑走の需要が高まっているが、コー

ス内滑走の場合よりもさらに厳格な安全管理が必要になり、充分な検討が

必要である。 

 

（３）安全・安心への対応 

○ 地震や豪雪等の自然災害、また、山中で事故や病気等が発生した事態に備

え、関係機関との連絡体制や情報提供方法を確立し、安全・安心の確保に

努めることが必要である。 

○ 蔵王や安比高原、雫石等、地震や火山等自然災害の影響あるいは風評被害

を受けているスノーリゾート地域について、ビジットジャパン事業等を活

用することによって魅力ある観光資源を積極的に発信することにより、観
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光客の周遊を促進する取組みを早急に実施する必要がある。 

 

  



   

13 
 

３．おわりに 

 

4 回の検討会により、スノーリゾート地域活性化に向けた課題と今後の議論の方向

性が整理されたところである。 

 

議論の中で、日本のスノーリゾートの魅力は世界一級であり、また 2017 年冬季ア

ジア札幌大会等などのビッグイベントが続くことから、オールジャパンの体制のもと

で各種施策を進める千載一遇の好機が到来したと確信できたところである。 

 

一方で、我が国のスノースポーツ参加人口を増加させ、関係者の連携のもと、ここ

20 年以上滞っているスノーリゾート地域の活性化させることは容易ではないが、きわ

めて重要かつ緊急性を持つプロジェクトになると思う。 

 

引き続き、関係者が叡智をしぼって、このプロジェクトを前に進めてほしいと切に

願う。 
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＜検討会開催結果＞ 

 

第１回検討会：平成２７年１月３０日（金） 

 （スノーリゾート及びスノースポーツの現状について議論） 

 

第２回検討会：平成２７年２月２５日（水）～２６日（木） 

      （長野県白馬、軽井沢にて現地視察、意見交換会実施） 

 

第３回検討会：平成２７年３月１６日（月） 

（プロスキーヤー三浦雄一郎氏講演、各種調査を踏まえ議論） 

 

第４回検討会：平成２７年５月２５日（月） 

 （中間報告（案）とりまとめについて議論） 

 

 

 

 


