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第 2 回スノーリゾート地域の活性化推進会議 

議事概要 

 

平成２９年１１月２９日(水)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公募結果について 

    観光庁より、資料２に基づき説明。  

◇ 公募事業の選定に関わったが、これ以外にも非常に良い事業が集まった。来年ぜひ

また機会があれば応募して欲しい。 

 

（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（案）について 

   観光庁より、資料３－１及び３－２に基づき説明。  

 

 索道施設の老朽化で問題となっているのは、技術的に精通している方の高齢化問

題、減少等であり、これらの問題を踏まえ、いかに知見を共有していくかが重要であ

る。出先機関である運輸局の一部では、索道事業課題解消検討会議を開催してお

り、まずは課題を共有している。その中で、既に老朽化の話は問題となっている。こ

の検討会議の取組を進めて行きたい。また、技術的に高い理解がなければ技術力

は深まらないので、現在、わかりやすく解説するマニュアルを作り、後押しをしている

ところ。 

 前回も話したが、早い段階でスノーリゾートの魅力に触れておくこと、また、スキーに

限らず、かんじきやスノーシュー、スケートを含め、雪や氷のスポーツに触れておくこ

とが、国内需要の今一度の喚起という点からも将来のスノーリゾートを嗜む人たちを

創造することになると思う。今回のアクションプログラムに掲載されているが、関係団

体と学校、教育関係者が連携してやっていきたい。また、受入側の地域も様々なノ

ウハウが集まっているはずなので、そこが事業体となり、ペイする形で受け入れてもら

いつつ、将来の需要喚起に向けて、子供達のために手頃な価格で提供してもらう。

さらに、ファミリー層についても、親子の場合であればひと肌脱いでもらう。そういった

ことが将来のマーケットにつながると思う。自分の体験だが、レンタルウェアが高いと

感じており、子供を連れていくと費用がかさむ。ファミリーの場合には、将来子供が

自立すれば何回も来るといったサイクルを意識して価格設定していただき、一緒に

マーケットを広げていければと考えている。 

◇ 雪マジ１９では対象年齢が遅いのではないかというのが世界的な傾向のようであり、

児童、生徒をもっと雪に親しませるようにしていただきたい。 

 スポーツ庁でスポーツツーリズムを担当している。国内外からのスノーリゾートへの誘

客に向けた取組の中で、地域スポーツコミッション、DMO による地域活性化の取組

を推進している。スポーツ基本計画の中で、スポーツコミッションの数を増やし、その

活動を活発化させることとしているので、一緒に取り組んでいきたい。スポーツツーリ

ズムの推進には、単にスノースポーツを振興するだけではなく、温泉や日本遺産等
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とかけあわせることが重要と考えている。二番目のスキー場の経営の課題に関する

対応に関して、現在、スポーツ庁はスポーツツーリズムのムーブメントを起こす事業を

行っており、グリーンシーズンを含めたプロモーション展開については、こちらと共通

する認識を持っている。 

 スポーツ庁の話にもあったが、農水省が推進する農泊に取り組む地域で、ゲレンデ

のある地域では、グリーンシーズンにおけるお客様をどのように取り込んでいくかが

課題。アクションプログラムにも記載したが、日本ならではの伝統的な生活体験、農

村地域の人々との交流を楽しむ農泊の推進として、グリーンシーズンにおけるゲレン

デを活用した体験プログラムの情報発信等に取り組んでいる。例えば、長野県飯山

市斑尾高原において、ゲレンデでマウンテンボードを使って遊べるシーンの動画を

外国人向けのプロモーションとして発信している。まず英語版を発信していたが、昨

日日本語版（字幕版）もアップした。農水省の YouTubeチャンネルで公開しているの

で、ぜひご覧いただきたい。このような形で、我々としては、農泊に取り組んでいる例

について、アクションプログラムにも記載したとおり、情報発信等に取り組んでいきた

い。 

 国有林を管理する立場として、バックカントリースキーでは、島牧村やトマムの事例

紹介ができると思う。森林空間を活用した森林浴については、レクリエーションの森と

して指定しており、今年度から磨き上げを行っている。こういったものとの組み合わせ

も考えられる。スキー場の経営悪化・事業の再生では、国有林において貸付してい

るスキー場があるので、事例の収集にも協力できると思う。 

 モデル事業に選定された 2 つの地域の取組については、大雪カムイミンタラは大雪

山国立公園、八甲田は十和田八幡平国立公園と、どちらも環境省の国立公園であ

る。国立公園のインバウンドを進める満喫プロジェクトを推進しており、温泉について

も新・湯治推進プランを作り、温泉地の役割を見直し、国内外にアピールする取組

を行っている。来週月曜日に、日本の国立公園を世界へということで、シンポジウム

を日本橋で開催する。今後もスノーリゾートの皆様と連携して取り組みたい。 

 外国人スキーインストラクターの受入れについて、昨年の 7 月から、3 年以上の実務

経験の代替として、ISIA カードを所持している者も受入れを認めているが、まだ 1 シ

ーズンしか経過しておらず、少なくとも今シーズンの状況を見てみないと効果の検証

は難しい。外国人スキーインストラクターの活動状況の確認に当たっては、人数の増

減だけではなく、国籍・地域や年齢、契約の内容、オフシーズンの活動状況等を含

めて年間の状況なども把握する必要があると考えている。 

△ 9 月末から地域プロモーション連携室として、地域の皆様と連携してマーケティング

や情報発信していく組織を作った。今回選ばれた地域を含め、市場性がどうか、流

通をどのように対応するか、我々のツールを活用した発信について、地域と連携して

取り組みたい。 

△ 小中学生のスキー体験の創出とあるが、雪国の子供達については、教育制度からス

キーの普及がなされている。長野県の中でも、スキー、スケートを授業の中で取り組

んでおり、地域の特徴を活かした教育を行っている。野沢温泉では、人口が 3,600

人しかいない。その中で、保・小・中一貫教育をはじめて 5 年目となっている。体育

の中のスキーではなく、スキー科を別に設け、中学校でも年 30 時間スキー科を設け

ている。さきほどレンタルウェアが高いとの話があったが、スキー導入期には各学校

で用具を揃え、全ての子供達に与えながら授業として行っていた歴史もある。また、

野沢温泉では、スキー場のリフトは、保・小・中全員無料である。小学校低学年、保

育園は、保護者も無料という取組をし、次のスキー産業を支える子供達の育成をし
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ている。機会があれば資料を提出したい。 

△ 野沢温泉村は、東京都稲城市、千葉県御宿町と姉妹提携をしている。稲城市は、

小学校、中学校で同じ教育をしたいという教育長のはからいにより、子供達に夏や

冬に各家に 10 名程度宿泊させる取組を行っている。御宿町は山がなく、野沢温泉

には海がないため、海の子、山の子の交流も含めて毎年続けている。それがきっか

けで、姉妹村となっている。 

△ 長野県阿部知事が北京オリンピック・パラリンピック開催のバックアップをしており、中

国の河北省と北京市と提携して子供達のスキー交流に取り組んでいる。 

◇ バブル期にできたスノーリゾートが軒並み苦戦する中で、スキー文化が根付いた場

所はインバウンドに人気がある。 

△ アクションプログラムにおいて、DMO とともに地域スポーツコミッションについて記載

いただき感謝する。我々は地域スポーツコミッションを各地に作っていく活動をして

おり、いくつかアドバイザリーを務めている。モデル事業で採択された青森について

は、青森市に近々スポーツコミッションが出来る予定とのことで、相談を受けている。

JFL のサッカーのチームに事務局がある形だが、今回の取組と連携できるのではな

いかと思うし、冬場はサッカーが出来ないので、年間のプログラムとしてスノースポー

ツの取組を青森広域の中で持続的な成長が望めるブランディングが出来ると良い。

モデル事業の中で、中華圏を相手にするという取組があったが、JSTA では、中国の

スポーツツーリズムに関するセミナーも行っている。このセミナーの取組も紹介したい

と思う。 

△ 日本スキー教程の多言語への翻訳を進めており、韓国スキー連盟、中国スキー連

盟の要請を受け、韓国語、中国語の翻訳を優先している。昨年度からジュニア技術

選手権を実施しており、それに連動する形で、ジュニア技術選手権の予選会を下部

団体で開催している。今までのジュニアの強化はかなりレベルの高い人の強化・育

成であったが、このジュニアの技術選手権の予選会はスキーを始めたばかりの人で

も参加できる。また、シニアの技術選手権は、もともとアルペン競技につなげる強化

を目的としていたが、この下部団体での競技については、フリースタイル、ハーフパ

イプ、スキークロス等のアルペン以外の種目であるオリンピック競技の選手の強化に

つながると思う。 

△ 現在、苗場スキー場等の大きなスキー場で、ジュニアのスキーをやらせる時に、雪上

でのスキーの前に、雪がないところでスロープを作り、滑らせている。そうすると、上達

が非常に早まることが分かった。雪なし県でもスキーを楽しめる活動をしている企業

があり、来年、東京都スキー連盟が共同で積極的に運動していく。イニシエーション

として、ジュニア、初心者のスキーマニュアルを作っていきたい。 

△ 法務省で ISIA カードの見直しについて前進していることは有難い。検証についてぜ

ひ協力する。一点課題なのは、日本においてはスキースクール天国と世界で言われ

ている。この 4 月から ISIA の副会長を務めており、海外の会議に出席していると、日

本だけはスキー場やホテルの許可を取ればすぐにスクールを作れるのかと言われる。

諸外国ではスキー学校はそのように作れない。心配している面があり、今後の課題と

していきたい。また、外国人スキーインストラクターが多くいるが、スキーを教えるのに

加え、日本の文化に触れたいと希望することが多い。外国人スキーインストラクター

は本国に帰った時、日本の素晴らしさを伝えてくれるアンバサダーとなると思う。また、

スキーガイドの養成については大きなテーマである。 

△ 鉄道局から話があった索道施設の維持管理に関する知識を関係者で共有すること

について、地方の協会がそのような検討会に参画し、各種検討を行っている。索道
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施設の維持管理に関するマニュアルの作成については、作成の事務方を務めてい

る。わかりやすいマニュアル作りをしていきたい。 

◇ モデル事業について、事業のピークは 1 月～2 月に来るものと推察する。そこで、留

学生等を活用した事業について、学生側の行事で見た場合、期末試験等の各種

試験は、2 月あたりの可能性もあり、注意が必要ではないかと推察する。また、春節

で休暇を取る学生もいることから、事業を回す上でのボトルネック等もこの中で検証

できるのではないかと思う。今回のモデル事業では、課題を把握し、それをどうやっ

たら改善できるのかということも目的の一つであろう。また、青森スノーランド推進事

業は、マーケティング的にはエントリー層対象とは逆のバックカントリーマーケットであ

り、今後どのように展開するのか個人的に興味深い。この 2 つの事業の取組から改

善点が見え、今後へ活用されることに期待している。 

◇ ウィスラー等では夏にスキーリフトを使用しているが、日本ではある程度高さを下げな

いと出来ないが、なぜそれが出来ないのか。リフトは大変高額なので、通年で利用

することはスキー場に大きなメリットがあると思う。 

◇ 外国人のスキーインストラクターについては、大きなスクールで働いた後、ホテル等と

連携し、当該ホテルのための専用のスクールを作っている。ビザ、税金の納め方、保

険等の仕組みが分からない。また、ニセコに中国のスキースクールが 2 つあり、3 つ

目が参入すると聞いているが、全部そのビジネスを取ってしまう。SIA、SAJ のスキー

スクールが日本の技術として、海外のスキーインストラクターを育てていく仕組みにな

るべきだが、ワーキングホリデーしか使えないのでサービスのレベルが低い。スキース

クールとスキーインストラクターの仕組みづくりが必要だと感じた。 

◇ 同様に、バックカントリースキーについても、1 シーズン羊蹄山等のバックカントリーを

滑った人が、翌シーズンには個人でツアー等を運営している。スイス等では国が許さ

ず、絶対にそのようなことはできない。その人が良いガイドか悪いガイドか分からない

が、コントロールが出来ていない状態で様々な人がガイドを行っており、お客様から

すれば、どのサービスがよいのかが見えない。こうしたことが非常に危険であり、サー

ビスレベルが低いため、インストラクター、スキーガイドについても考えたほうがよい。 

◇ 夏のスキー場の利用については、マウンテンバイクをやると、コース外も出たり入った

りしないと面白くないと思う。 

◇ 登山のガイドは、文部科学省の中の登山研修所の中でしっかりやっていると聞いた

が、スキーインストラクター、スキースクールの乱立について、杉山様から意見を頂き

たい。 

△ 日本国内で研修や内容が充実しているのは、「（公社）日本山岳ガイド協会のスキ

ーガイド 1、2」で、SIAと協力体制で、SIAのスキー教師の資格を持っていれば、短い

時間で取得できるようにしている。海外では、国にもよるが、国家資格でガイドが成

立している場合が多く、規制が効いていると思う。日本におけるスキースクールの乱

立については、今日からスキースクールを作れるスキースクールパラダイスであるの

が現状。SIA 及び SAJ の公認校は、法人税や所得税を払い、労災、賠償保険も強

制的に入らせている。インバウンドの波が来たからこのような現状があるが、我々は

50 年の歴史があり、日本のスキー学校が英語を出来ないだけで弱っていくことが心

配であるが、我々も英語が出来るよう努力をしていきたい。SIA は外国人であっても

SIA 会員となり、規約・規定を守れる人には公認校開校の「扉は開いている」。 

◇ オーストリアには国立スキー学校があり、そこを出ないとガイドが出来ない。日本にも

そういった国立大学があればこのような問題の解消となると思う。 

△ SIA、SAJ、日本鋼索交通協会の三者会談で、スキー教師、ビザの問題について検
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討している。スキー教師、ガイドは、お客様の命を預かる重要な部分について国家

検定制度が出来ていないのが大きな問題だと思う。特にスキー場の経営者は、リフト

の運行についても教育制度が出来ているかというと疑問がある。国交省の指導はあ

るが、専門の学校があるわけではなく、教育制度の中から考えていく必要があると思

う。 

◇ 最終的には、インバウンドの観光で日本のスキー産業やスキー業界が活性化してい

くことが肝要である。ニセコ地域においては、国内外の事業者合わせて 50 社近くの

スキースクール等が出来ている。法規制については特になく、一定の条件を満たせ

ば、スキースクール等が出来てしまう。こうした状況を鑑みると、果たして地域経済に

インバウンド観光がどのくらい貢献できているのか、疑問を感じている。国内のスキー

スクールにおいては、インバウンド対応は喫緊の課題であり、それに対する関係者の

取組や人材育成に期待すると同時に、スキースクールの設置基準、スキーインストラ

クターやガイドの資格等についても考えていくことで、最終的にはスノーリゾート地域

が活性化し、地域経済への寄与につながるのではないか。 

 先ほどの夏山リフトの件について誤解を解きたい。結論を言うと、高さを決めている

基準は法律上ない。国土交通省の省令で、昭和 62年（1987年）に作った索道施設

に関する技術上の基準がある。たしかに当時は高さを決めていた。平成 9 年（1997

年）に、仕様規定から性能規定に考えを改め、高さは関係なく、乗客を安全に救助

できることが担保されているかどうかで判断することと改めた。ただ、目安がないと判

断できないため、鉄道局としては、通達を出し、運用として目安となる数字を出して

いる。しかし、スキー場により条件が異なるので、その数字に縛られる必要はなく、条

件に応じて運用を変えていけばよいと思う。事案ごとに個別に相談に乗るので、基

準を画一的に考えることにより、出来ないと判断いただくことは避けていただきたい。 

 斑尾高原におけるマウンテンボードの例を紹介したが、ロス様の発言の中で、マウン

テンバイクを使った地域を巡る楽しみもある提案をもらったと思うが、先ほどご紹介し

たプロモーションビデオでは 6 地域を取り上げ、飛騨古川で、マウンテンバイクで農

山漁村の地域の中を訪ね、農家の方と交流するツアーが、外国人に大変人気であ

るということで紹介している。 

◇ アクションプログラムの策定について、本日いただいた意見を踏まえ、修正が必要な

場合には、その内容については私に一任いただきたいがよいか。 

☆ 異議なし。（一同） 

 

（３）スノーリゾート地域の活性化に向けた事例の収集について 

    観光庁より、資料４に基づき説明。 

 

◇ 外国人スキーインストラクターのところに「地域独自の」と記載しているが、これはどの

ような意図で記載しているか。 

 前回の推進会議で、独自の取組を行っていることを踏まえて記載しており、事務局と

して具体的な例を把握していない。前回指摘を受けたので、そういう状況があるのか、

あるのであればどういう状況なのかを含めて調査していきたい。 

◇ 多くは現行のスキー関係団体に分かれると思うが、もしその他あれば参考にさせてい

ただきたい。 

◇ 外国人スキーインストラクターの視点とあるが、ここにスキースクールの設置基準や状

況について入れてはどうか。現在のニセコ地域をみていて、スクールが多数存在し、

そのように感じたところ。 
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◇ アクションプログラムにアクセスの良さについて言及されている。可能であれば、二次

交通がどうなっているのか調査してはどうか。二次交通が良くなればアクセスが改善

される事例もあると思う。 

◇ 海外投資に対して、町において何が良いか、悪いのか、方向性があったほうがよいと

思った。ヒラフスキー場のコンドミニアムは、みな新しいが、20 年、30 年経ったらどうな

るか。何年か前にウィスラーで、一番良い場所に建物があったが、現在、使っていな

いものもある。そのあたりのことは予め考えていかないといけない。 

 海外資本によるスノーリゾートの開発の項目があり、ニセコ等における海外資本によ

る開発の現状を調べたいと思っていた。その中で、どのような課題があるのか可能な

限り調査していきたい。 

 

（４）事例紹介 

  ① グリーンシーズンにおけるアクティビティの開発に関する取組について 

◇ ＮＡＣを９５年に設立した。スキー人口が減った時期で、スキー場やホテルの人たち

も困っていたので、夏にもお客様を入れなければと考えた。やることがなければ誰も

来ないので、ラフティングを始めた。私がラフティングを作り、他の人が別のアクティビ

ティを作れば、１週間滞在しても、毎年来たいようなリゾートになっていくと思った。今

までの日本人は海外に行って休暇を取っていたと思うが、最近は、インバウンドの影

響により長期滞在のコンドミニアムなどが出来上がり、日本人でもニセコに１週間滞

在することが増えている。そうなってくると、ラフティングだけでは足りないので、様々

なものが必要になってくる。 

◇ アドベンチャーパークは、開業までに約５年半かかった。私は森を所有しておらず、

また、ロケーションも課題であった。ヒラフのホテル、ファミリーゲレンデの横にあり、ホ

テルの窓から見える所にある森が欲しかったが、町有森であり、また、国の団体も関

係がある森であった。その森林を伐採する際、町は良いと回答したが、もう一つの国

の団体は駄目だと回答した。木を育てる時には、伐採する時より倍以上のお金がか

かるのに、何故出来ないのかと考えた。他にも色々な所を探したが、なかなかいいと

ころが見つからなかった。偶然、スキー場のオペレーターが新しいスキーリフトを作る

ことになり、古いリフトと新しいリフトの間に森の一部があり、国の団体にすぐ解約して

くれとお願いしたところ、リフトならすぐ解約してくれた。夏のスキー場の集客を増や

せないと毎日聞くが、新しい案を持っていっても何もしてくれない。こういう様な苦労

が、誰にでもあるのではないかと思う。森を使った新しいアイデアを環境省に持って

行き、国立公園でこういう事をやりたいと言っても、無理だと言われると思う。ただ、例

えば、ここまでアクティブでなくて、海外で一番考えられるような例として、アルミの橋

を木に設置する程度であれば、国立公園の新しい形式になり、とても面白い企画に

なるのではないかと思う。一度環境省に出してみたが、下の若い人たちは気合があ

るが、上の人たちは新しい事には慎重で、経験のある人と若い人との差がそこには

あると思った。 

◇ 自分の会社には大きな投資だったが、取り組むのには理由があった。まず一つは、

国際スキー場のヒラフにはこれぐらいの遊びが必要だということ。もう一つの理由は、

他社には真似出来ないものが自分の会社には必要だと思ったからである。 

◇ 世界中では、冬はこのような取組は行っておらず、夏の事業として行っている。私は

まず冬も試しているところであり、現在、スキーをしないお客様が増えていることから、

こうしたお客様に対してアピール出来ないかと考えている。 
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  ② バックカントリースキーの管理に関する取組について 

 何故、今、日本が世界中で話題になっているかというと、単純に雪が多いからである。

これだけ自然の雪が沢山降り、大都市から近いスキー場を抱えているというのは世界

的に見ても大変珍しい。ヨーロッパの場合、雪は 50 センチとか、降っても 1 メートル、

20、30 センチしか降らない。場所によっては人工降雪機のみで経営している。人工

降雪機を部分的でも使っているというところは、8 割以上になるのではと推測される。

そのくらい自然雪がない状況である。その中で、降雪の多い日本に目をつけるのは

自然なことではないか。最近、バックカントリースキーという捉え方で、山に行って自

然の中でスキーを楽しむ事がブームであるが、ゴンドラリフトがあったり、グルーミング

をして機械で綺麗にしたり、そういう近代スキーになったのはごく最近で、その前を遡

ると、全くの山の中から始まったスポーツなので、当時はまさにバックカントリースキー

の真っただ中にいたと考えていい状況であった。バックカントリースキーは危険だから

やめた方がいい考える方がもしいれば、スキーはやめてくださいという事にもなりかね

ない。 

 バックカントリースキーの事故が相次いできた中で、調査をして対策を練るためにプロ

ジェクトチームが立ち上がり、私が担当になった。形として残すには、文章にして皆さ

んに見てもらう、提示していくことが大事だと思い、こういったもの（資料６）を作った。

スキー場の管理区域で皆さんが安全にスキーをされている。それが普通のスキーコ

ースである。これに対して、侵入禁止の部分は、山の中にくねくねと曲がった林間コ

ースがあり、間は森林になっていて、そこは入ってはいけない場所だと区切っていると

すると、初心者コースを子どもたちが滑っていた場合、その子どもたちを巻き込んで

雪崩を引き起こす。あるいは、急に降りて行って衝突する。そういう事があるので、絶

対にここは入ってはいけないというようにしている。なぜかというと、自分自身が怪我を

するとか、遭難するとか、そういう意味ではなくて、他人に危害を及ぼすという意味で、

スキー場としては、進入禁止、あるいは滑走禁止、ロープを張ったり、看板を立てたり

して管理を行っているところである。 

 本日は、スキー場から外に出ていく部分について絞って話をする。本来のバックカン

トリースキーは、山の登山と同じ考えなので、スキー場とは関係なく、山にスキーを担

いで歩いて持って行って、滑って降りてくる、あるいは縦走して歩いて行って、スキー

と使い分けて戻ってくるといったものである。実は今回のテーマでもあるインバウンド

の皆様が、バックカントリースキーを大変好きだという事で、これからどのように対応し

ていけばいいのかを考えていく必要がある。 

 バックカントリースキーに関して、「そこは入っていけない場所だ」、「入ってはいけない」

と言える人はいない。山岳登山は、あなたは行っていいとか行けない等ではなく、自

己責任でそこに足を踏み入れるという事になると思う。バックカントリースキーは、場所

によっては、個人の場所や、入ってはいけないというような場所も中にはある。最初に

どんな事を考えていくのかという事が重要になる。バックカントリースキーを専門にや

っている人達は、怖さも当然知っており、自然の中に入って行く上では、知識や技術、

服装、装備、食糧、道筋、プランなど、様々な事が重要になってくるので、これらを網

羅していく中で、リスクを減らし、自分の責任で行くという事になる。 

 資料６の２ページ目に大切な約束事のチェックが記載されているが、これをやれば大

丈夫というような事ではなく、自分自身で判断をする自己責任が基本である。危険な

場所に足を踏み入れるためには何が必要か、ということを記載している。チェック１で

は、レベルは大丈夫か、ルートを決めているか、山の地形は把握できているか等の基

本的な事、チェック２は、天候の状態や、雪の不安定な状態等、チェック３は道具や
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装備、チェック４に関しては、登山計画を提出さえすれば安全だという事ではなく、危

険な所に立ち入るスタートラインにやっと立てるのだということを記載している。登山計

画書の作成は簡単ではない。どんなルートを通るか、そこにはどんな危険が潜んでい

るか、どういう技術だったらこのコースは行けるのか、このコースは自分には無理なの

か、天気の状態など、様々な事を書き出す必要がある。こうした確認事項を自分で書

き出し、リスクを背負っていくということを感じてもらうのが大事である。２ページ目の下

段に、なぜ届出が必要なのかを記載している。想定されるリスクを仲間や家族と認識

し、確認することができる方法の一つであり、意思表示でもある。遭難した場合でも迅

速に捜索ができる。色々な地域の話も出たが、この内容に関係ないスキー場も沢山

あるが、ニセコスキー場のように独自のルールを作って、そのルールに基づいて管理

しているところもある。 

 この資料を作成する際、日本鋼索交通協会の組織の全国スキー安全対策協議会の

名前を一緒に使わせてもらった。これをベースにして全国に発信していく。パウダース

ノーとよばれる新雪を滑るスキーは、幅が広い。幅が広いというのは意味があり、道具

を売るメーカーも、バックカントリーを滑ることを目的として販売するわけなので、お客

様に買っていただくことがメーカーとしては一番大事なことではあるが、買っていただ

く状況の中で、啓蒙活動などを一緒に行っている。これが今回のテーマであるインバ

ウンド、これからの誘致、色々な所にも関わってくる話だと思う。また、安全を無視して

バックカントリースキーをただ勧めるのは非常に危険だと思うので、こういったことを並

行して考えながら、日本の山の素晴らしさを知っていただければいいと思う。 

 野沢温泉スキー場は、７年前にスキー場安全条例を作り、この中に基本的な事が記

されている。マップの一番下の所に安全条例を記載してある。安全に対する自分の

責任と言うことも記されているが、スキー場外に出て行った際、もし救助が出た場合に

は、料金は弁償してもらうことも書かれている。まず、外に出るための条件として、色々

とやらなければいけない約束事があることを色々な所で共有して発信出来ればと思

う。 

◇ 日本で 2018 年から新しいサテライトの GPS システムが立ち上がると思うが、それを使

って、夏の山、冬の山の安全な GPS システムを作れないかと思っている。 

△ 長野県の県警本部とスキー場の中の GPS、携帯電話がつながるか検証を行った。携

帯電話がつながることが初動捜査に関わる。遭難したことが、夕食後や宿に戻ってい

ないとわからないと把握できない状況。長野県警と検証した際、110番号をかけたとこ

ろ、長野県警ではなく、新潟県警につながることがあったことが実証された。 

 一番大事なことは安全だと思う。昨日、スポーツ庁で冬山春山登山の事故防止のた

めの有識者会議が開かれ、事故防止の方策がとりまとめられた。スキー場内外の安

全確保に関して、アクションプログラムの内容とどう整合性をとるか、絡めることができ

るか検討したい。 

 

（５）その他 

  ・ 雪と文化の世界観光会議について 

○ APEC、ASEAN＋3 等の国際的な観光協力の場を担当しており、その中に、世界観

光機関（UNWTO：World Tourism Organization）があり、その雪に関連する国際会議

を紹介する。2 月に山形で開催される「雪と文化の世界観光会議」は、スキー等のス

ポーツの振興も勿論であるが、それ以外に、雪やスキー以外の食事や文化体験、ア

フタースキーを含め、観光客に雪国の冬の魅力を体験してもらう、雪にまつわる様々

なコンテンツがあることを示す会議である。山形雪フェスティバルも開催される。また、
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アンドラで、雪と山岳に関する国際会議が開催され、国際的な雪と山岳に関する世

界の先進事例が紹介されている。今年はテーマがまだ発表されていないが、上手く

テーマが結びつけば、我が国の取組も紹介し、各国の事例についても学びたい。こ

れら会議への参加希望がありましたら当室までお知らせ願いたい。 

 

 ・ 次回のスケジュールについて 

○ 次回は、モデル事業の成果と議論いただいたアクションプログラムの進捗状況を報

告するとともに、それを踏まえた次年度の取組について、議事としたい。時期は 3 月

中旬を予定しており、詳細はその時期が来たら改めてご連絡する。また、本日の会議

についても、議事概要を作成し、内容を確認いただいた上で公開したい。 

 

３ 閉会 

 

○ 事例紹介について、大変興味深く拝聴した。フィンドレー氏のアクティビティについて、

完成直前にお伺いして拝見したが、良いスタートが切れたようである。その際も、安全

を考えているビジネスモデルだと感動した。また、片桐氏よりバックカントリースキーの

大切な約束事のチェックについて、染み入る説明をいただき参考となった。本日はモ

デル事業の公募結果の報告、そしてアクションプログラムについて議論いただいた。

これらの推進については、関係団体や関係省庁と一緒にしっかりとやっていかなけれ

ばならない。メンバーをみると、有識者はもとより、関係省庁の皆様は大変やる気があ

る方が集まっており、良い成果が出ることが楽しみである。モデル事業について 2 件

選んだが、有識者の皆様には大変短い時間で選定いただき感謝する。我々はこの

モデル事業について進捗の確認をさせていただきながら、良い結果が出るように頑

張っていく。 

○ これをもって第 2 回推進会議を閉会とする。 

 

 




