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取組概要

項目 取組内容 取組状況 Ｐ

（１）モデル
事業におけ
る取組

①スキーインバウンド裾野拡大事業
日本人指導者向け海外スキー客対応セミナーの開催や留学生等を対象としたスキーアシスタント育成、手
ぶらでスキー・スノーアクティビティの環境構築、モニターツアーの実施等に取り組むとともに、アンケートに
よる効果検証を実施。（観光庁）

5

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

スノーアクティビティの開発・受入体制の整備や留学生等へのスキー講習、地域文化を生かした滞在コンテ
ンツの整備、モニターツアーの実施、情報発信等に取り組むとともに、アンケートによる効果検証を実施。
（観光庁）

6

（２）モデル
事業以外の
取組

①地域の伝統芸能や日本遺産、温泉等
の各地の地域文化を活用した滞在コン
テンツの充実、新しいスポーツ×文化プ
ログラムによる賑わいの創出を図る。

・「スポーツ文化ツーリズムアワードの表彰及びシンポジウムを実施し、雪を観光資源とした取組等について
も広く紹介。（スポーツ庁・文化庁・観光庁）
・温泉地の活性化を図る「新・湯治」の実現に向けた取組を推進。（環境省）

7

②上陸許可基準の見直し後の外国人ス
キーインストラクターの活動状況につい
て情報収集し、当該見直しの効果につ
いて検証する。

（公財）全日本スキー連盟及び（公社）日本プロスキー教師協会会員団体であるスキー学校に対し、外国人
スキーインストラクターの活動状況等に関する調査を実施 。（事務局）

8

③パウダースノーや鉄道駅・空港から
のアクセスの良さ等の日本のスノーリ
ゾートの魅力について広く周知すべく効
果的なプロモーション手法について検討
する。

インフルエンサーの活用（欧米、中国）、現地でのコンテンツ訴求（豪州）、旅行会社招聘による旅行商品造
成支援（インドネシア）等の手法によりプロモーションを実施。（関係団体）

9

④小中学生・高校生によるスキー体験
の場の創出に向けて、関係機関におい
て必要な検討を行う。

健全育成のための体験活動推進事業により、学校等における宿泊体験活動の取組に対する支援を推進。
（文部科学省）

10

⑤スノーリゾート地域における地域ス
ポーツコミッションやＤＭＯによるスノー
リゾート活性化にかかる取組の推進を
図る。

・「スポーツリンク北上」においてトレイルラン・サイクリング等のコース開発、合宿・大会誘致、ツーリスト誘客
のためのＰＲ・商談会を実施。（スポーツ庁）
・（一社）雪国観光圏において、「雪国ガストロノミーツーリズム」、「雪国A級グルメ」、「観光品質認証サクラク
オリティ」の取組を実施。（観光庁）

11

⑥宿泊者やスキー場利用者、インバウ
ンドの受入状況等のスノーリゾート地域
の活性化にかかるＫＰＩの検討を行う。

国内のスノーリゾートにおける各種調査・統計データや個々のスキー場におけるマーケティング方法につい
ての事例を収集するとともにＫＰＩの設定に向けた検討を実施。（事務局）

12

１．国内外からのスノーリゾートへの誘客に向けた取組
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取組概要

２．スキー場の経営に関する課題への対応

項目 取組内容 取組状況 Ｐ

（１）索道等
の施設の老
朽化への対
応

①索道施設の維持管理に関する知見等
を索道事業関係者で共有する。

索道施設の維持管理等に関する諸課題を関係者で共有、検討する中部運輸局の取組（索道事業課題解
消検討会議）を他の運輸局においても実施する方向で検討中。（鉄道局）

14

②索道施設の維持管理に関する技術継
承を踏まえたマニュアルの作成を行う。

技術者の育成のための教本とするマニュアルを整備中。（鉄道局） 14

（２）スキー
場内外の安
全確保

①関係機関の連絡体制や情報提供方法

の確立に向け、各地域の取組を収集し、
現在生じている課題の抽出及び課題解
決に向けた検討を行う。

バックカントリースキー、スキー場利用者の安全確保のための関係機関における連絡体制や情報提供方
法について、各地の取組の事例収集を実施。（事務局）

15

②バックカントリースキーの状況につい

て把握するとともに、スキー場管理区域と
の境界線等、海外からの利用者も想定し
た視覚的にも分かりやすい情報提供のあ
り方について検討する。

国内のスノーリゾート地域におけるバックカントリースキーに関する情報提供の手法や地域独自のローカ
ルルールについて事例を収集・整理するとともに、バックカントリースキールールの全国への展開に向けた
検討を実施。（事務局、関係団体）

16

③国内外における先行事例の収集を行

うとともに、バックカントリースキーに関す
るルールやその展開に向けた検討を行う。

国内のスノーリゾート地域におけるバックカントリースキーに関する情報提供の手法や地域独自のローカ
ルルールについて事例を収集・整理するとともに、バックカントリースキールールの全国への展開に向けた
検討を実施。（事務局、関係団体）【再掲】

16

④スキー上級者のニーズに対応するた

め、スキーヤーの自己責任・自己負担を
基本としつつ、バックカントリースキーの
安全確保とさらなる需要創出のためにス
キーガイドの充実に向けた検討を行う。

バックカントリースキー商品の造成やガイドの状況について、事例の収集やモデル事業におけるバックカ
ントリーツアー商品におけるアンケートを実施。（事務局）

17

（３）年間を
通した事業
継続

①スノーリゾート地域におけるグリーン

シーズンまで含めたアウトドアスポーツの
魅力について、プロモーションを展開する。

レジャー情報サイト「アソビュー」内にアウトドアスポーツの楽しさと多様性を紹介するページを開設。（ス
ポーツ庁）

18

②十和田八幡平国立公園をはじめとした

スノーリゾートが所在する国立公園にお
いて、多言語対応や自然や文化を体験で
きるプログラムのコンテンツの開発に向け
た支援を行う。また、外国人によるモニ
ターツアーやＦＡＭトリップを実施し、コン
テンツの充実を図る。

コンテンツ事業者も加わったワーキングを設置し、自然や文化を体験できるプログラムなどのコンテンツ開
発やブラッシュアップに向けた外国人によるモニターツアーを実施。（環境省）

19
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取組概要

２．スキー場の経営に関する課題への対応

項目 取組内容 取組状況 Ｐ

（３）年間を
通した事業
継続

③森林空間を活用した森林浴や自然観

察、トレッキング等のアウトドアアクティビ
ティーのコンテンツづくりに向けた情報収
集・情報発信に取り組む。

森林保養活動等に関するフォーラムにおいて、森林散策や森林セラピーⓇなど、森林空間を活用した取組
事例に関する情報提供を実施するとともに、「森林資源を活用した観光推進に向けたマッチングセミナー」
を開催し取組事例を紹介。（林野庁）

20

④日本ならではの伝統的な生活体験と

農村地域の人々との交流を楽しむ滞在
である「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む。

海外のタレントやブロガー等による国内外への発信を行っており、長野県飯山市を紹介する動画において、
グリーンシーズンのゲレンデでタレントがマウンテンボードを楽しむ農泊地域のアクティビティを紹介。（農林
水産省）

21

⑤地域の伝統芸能や日本遺産、温泉等

の各地の地域文化を活かした滞在コン
テンツの充実、新しいスポーツ×文化プ
ログラムを活用した賑わいの創出を図る。
【再掲】

・「スポーツ文化ツーリズムアワードの表彰及びシンポジウムを実施し、雪を観光資源とした取組等につい
ても広く紹介。（スポーツ庁・文化庁・観光庁）
・温泉地の活性化を図る「新・湯治」の実現に向けた取組を推進。（環境省）【再掲】

7

⑥スノーリゾート地域における地域ス

ポーツコミッションやＤＭＯによるスノーリ
ゾート活性化にかかる取組の推進を図る。
【再掲】

・「スポーツリンク北上」においてトレイルラン・サイクリング等のコース開発、合宿・大会誘致、ツーリスト誘
客のためのＰＲ・商談会を実施。（スポーツ庁）

・（一社）雪国観光圏では、ホテルの品質管理制度「サクラクオリティー」事業に加え、「雪国文化の活用」、
「食文化の活用」等の各種課題に関するワーキング・グループでの検討やスノーカントリートレイルの事業
化の検討を実施。（民間）【再掲】

11

（４）スキー
場の経営悪
化に伴う事
業の再生ま
たは廃業・
撤退

①経営困難に陥ったスキー場が集客に

向けた取組や仕組みづくり等により安定
的な事業経営が可能となった再生事例
について収集し、参考とすべき事項につ
いて広く展開する。

海外資本の参入によるスキー場再生の事例やターゲット層を絞ったマーケティングなどの戦略的な経営に
よる再生事例等についての事例を収集し、参考となる事項についての整理を実施。（事務局）

22

②スキー場撤退にかかる事例について

収集するとともに、経営困難となった理
由・分析、原状回復に伴う課題の整理を
行い、課題解決に向けた検討を行う。

過去に廃業または休業となったスキー場の事例を収集し、経営困難となった理由の分析と原状回復に伴う
課題の整理を実施。（事務局）

23



１．国内外からのスノーリゾートへの誘客に向けた取組
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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）

（１）モデル事業における取組

←【都市型ならではの
豊富な飲食店】

平均満足度5点/5点

【ツリーイング体験】
平均満足度4.8点/5点

【手ぶら環境】
平均満足度4.3点/5点

海外スキー客対応セミナー

←説明会等の
実施

スキー講習の
実施→

○日本人指導者向け海外スキー客対応セミナーの開催や留学生等を対象としたスキーアシスタント育成、手ぶら環境の
構築、台湾・香港を対象としたモニターツアーの実施等に取り組むとともに、アンケートによる効果検証を実施。

○セミナーによる日本人インストラクターの外国人スキー客対応への意識向上や冬季アクティビティ・地元食材を活用した
「食」等のニーズの高さを把握できた。さらに、手ぶらスキーの推進や大雪エリアとしての共通化による圏域内の長期滞
在化・消費額拡大の可能性が見えてきた。

○一方、手ぶらスキー等の環境構築にあたっては、圏域内の周遊による相互に利益を獲得できる仕組みの構築に向けた
さらなるスキー場間の連携が課題となった。

取組内容・成果

今後の方針

平成３０年度以降も引き続き、本事業実施者が中心となり、複数スキー場での共通リフト券化に向けた自動ゲートシステム
の導入、空港や駅におけるスキーウェアレンタルの仕組みの検討等を実施予定。

54%
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23%

10%

0%

関心がある まあまあ関心がある

どちらかというと関心がある あまり関心がない

関心がない

受講前
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0%

関心がある まあまあ関心がある
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セミナー受講前後の意識の変化

スキーアシスタント育成

モニターツアーの実施
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50%

8%

全部行ってみたい
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行かなくても良い

行かない

42%
50%

8%

全部行ってみたい

何か所かは行ってみたい

行かなくても良い

行かない

圏域内スキー場の認知数
（モニターツアー前）

他スキー場への来訪の意向
（モニターツアー後）
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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）

（１）モデル事業における取組

スノーアクティビティの開発・受入体制の整備

地域文化を生かした滞在コンテンツの整備

スノーチューブ スノーコンテンツ等の多言語チラシ

ワ・ラッセ（ねぶた展示施設）への外国人観光客対応

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。

モニターツアーの実施

○台湾旅行者によるモニターツアー【今回体験したコンテンツ等の感想（５段階評価）】

○バックカントリースキーツアーモニター

取組内容・成果

○スノーアクティビティの開発・受入体制の整備や留学生等へのスキー講習、地域文化を生かした滞在コンテンツの整備、
モニターツアーの実施、情報発信等に取り組むとともにアンケートによる効果検証を実施。

○スキー板制作体験やねぶたの展示施設、市場での海鮮丼づくり、温泉などの地域資源、また、スノーシューやそりなどの
スキー以外のスノーアクティビティについても、外国人旅行者の満足度が非常に高いことが確認できた。

○バックカントリースキーツアーおいては、ガイドの能力として語学力よりもロケーション（特にパウダースノー）の熟知や安
全面での配慮が求められていることが判明。

今後の方針

平成３０年度以降も引き続き、設立した協議会で連携し、自治体・民間事業者（スキー場、ホテル、アクティビティ提供事業
者等）・大学等が“より実利に結びつけられる”事業の推進に向けて、スキー及びスキー以外の魅力の発信やスノーアクティ
ビティの本格提供に向けたワンストップでの申込受付・サービス提供可能な拠点の整備の検討等を実施予定。

【日本人ガイドの能力として求められる要素】
※ （５項目を重要な順番に1位～5位で回答）



新・湯治推進プランの実現のため、環境省では、

 「新・湯治」の考え方の普及と賛同者の募集
（チーム 新・湯治（仮称））

 「新・湯治」の効果を全国で把握する事業の展開

 国民保養温泉地の活用方法等の検討

 温泉熱有効活用のためのガイドライン策定

 国立公園満喫プロジェクトと連携した取組の検討

等に取り組む予定であり、29年度内にロードマップを示
す予定

１．国内外からのスノーリゾートへの誘客に向けた取組

①地域の伝統芸能や温泉等の各地の地域文化を活用した新しいスポーツ×文化プログラムによる賑わいの創出

スポーツ文化ツーリズムアワード（チャレンジ部門）

日本初！雪上ゴルフ体験ウィンターゴルフ IN 北海道（株式会社 ゴルフダイジェスト・オンライン）

冬季は雪解けまでクロー
ズするしかなかった北海道
ゴルフ場を利用した新たな
取組で、2016年北海道
美唄市のゴルフ場で国内
初開催。

「新・湯治」を提供する場としての新しい温泉地のあり方、環境省や関係機関に求めることをまとめたもの

•温泉地全体の療養効果等を科
学的に把握し、その結果の情
報発信

•統一フォーマットの提示によ
り、全国的なデータの蓄積、
評価、公開

•ストレス社会、健康長寿社会
においての重要性を踏まえた
準備

「新・湯治」の効果の把握
と普及、全国展開

楽しく、元気になるプログラムの提供

•外湯めぐりの充実といった「にぎわいの創出」
•周辺の自然環境等の地域資源を一体的に評価
し、持続的な利用

•温泉地を拠点とした広域周遊、国立公園満喫プ
ロジェクトとの連携

推進体制
の構築等

•地域会社設立や観光組織（DMO
等）の活用による体制づくり、財
源確保

•地域外の民間企業等との連携
•関係省庁の連携

•泉質、地域資源を活かしたプログラムの提供
•多様な温泉地間の連携による情報発信等
•年代、国籍を問わず、長期滞在しやすい宿泊
プランづくり

温泉地の環境づくり

国民保養温泉地が中核
的・先進的な役割

新・湯治推進プラン

（２）モデル事業以外の取組

7出典：環境省提供資料

○ 「スポーツ文化ツーリズムアワード」の表彰及びシンポジウムを実施し、雪を観光資源とした取組等について広く紹介。
○平成28年度から環境省において温泉地保護利用推進室を設置。

今後の方針

○平成30年度についても引き続きアワード表彰及びシンポジウムを実施するとともに、これまでの受賞取組を紹介する
WEBサイトを開設し、多言語発信を実施する予定。

○平成30年度は温泉地の活性化に向けて「新・湯治」の実現に向けた取組を行っていく予定。

取組内容・成果

©2000-2017 Golf Digest Online Inc. All rights reserved.



H24.12～
H25.5

H25.12～
H26.5

H26.12～
H27.5

H27.12～
H28.5

H28.12～
H29.5

「技能」
（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

*資格取得には3年以上の実務経
験又はISIAカードの交付を受けて

いることが必要

2 4 3 13 24

「特定活動」
（ﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰ）

＊二国・地域間の取決め等に基
づき一定期間の就労が認められ
るが、翌シーズンの取得が難しい

15 12 17 29 34

「留学」
（資格外活動）

＊資格外活動のため、インストラ
クターとしての技能レベルがそれ

ほど期待できない

0 1 1 1 0

その他・
該当先不明

1 1 0 3 2

１．国内外からのスノーリゾートへの誘客に向けた取組

（２）モデル事業以外の取組

②上陸許可基準見直し後の外国人スキーインストラクターの活動状況

8

過去5年間の外国人インストラクターの
雇用実績（国籍・地域別）

過去5年間の外国人インストラクター（※1）の
雇用実績（在留資格別）

※1 スノーボ-ド指導員資格のみの所有者を除く

[人]

H24.12～
H25.5

H25.12～
H26.5

H26.12～
H27.5

H27.12～
H28.5

H28.12～
H29.5

韓国 0 0 0 0 0

中国 1 2 1 0 0

香港 0 0 0 0 0

台湾 0 0 0 0 0

米国 0 0 0 0 2

タイ 0 0 0 0 0

豪州 4 4 0 1 4

デンマーク 0 0 5 7 6

イギリス 3 3 0 4 5

スペイン 1 1 1 2 2

アルゼンチン 0 0 0 0 1

オーストリア 0 0 0 0 1

チェコ 0 1 0 1 1

フランス 0 0 1 0 1

カナダ 3 0 1 0 0

ドイツ 0 1 0 0 0

ニュージーランド 2 0 0 2 0

国籍不明 4 6 12 29 37

全体 18 18 21 46 60

※2 このうち、３名が在留資格要件の見直しにより雇用された

[人]

（※2）

出典：スノーリゾート地域における外国人スキーインストラクターの実態に関する調査（日本能率協会総合研究所）

○（公財）全日本スキー連盟及び（公社）日本プロスキー教師協会会員団体であるスキー学校に対し、外国人スキーイン
ストラクターの活動状況等に関する調査を実施（調査期間：H30.1～3月、調査対象スキー学校415校のうち57校が回答、
回答率：13.7％） 。

○その結果、在留資格「技能」により雇用されている外国人スキーインストラクター24人のうち、上陸許可基準の見直し（Ｉ
ＳＩＡカード保有者）による雇用は３名（全体の１割強） 。

今後の方針

取組内容・成果

現在、アジアを中心にスキー未経験者や雪体験・雪遊びを目的とした旅行者が急増しているところ、今後、そのような外国
人旅行者の受入れに必要な人材の確保に向けてターゲットとするセグメントを意識した受入対応の検討が必要。

スノーリゾート地域における外国人スキーインストラクターの実態に関する調査（抜粋） スノーリゾート地域への外国人旅行者の
セグメント分類の考え方

外国人旅行者 受入人材の考え方

スキー以外の楽
しみが目的の来
場者

・外国語対応可能
・雪国文化、地域等に詳しい

スキー目的の未
経験者（スクー
ル等の受講を希
望）

講師 ・インストラクター資格
・外国語対応可能（アシスタント
無しの場合）

アシ
スタン
ト

・外国語対応可能

スキー初中級者
（滑走技術の上
達を希望）

講師 ・インストラクター資格
・外国語対応可能（アシスタント
無しの場合）

アシ
スタン
ト

・一般的な滑走技術
・外国語対応可能

バックカントリー
スキー目的の上
級者

・山岳ガイド資格
・インストラクター資格
・外国語対応可能
・雪国文化、地域等に詳しい



③効果的なプロモーション手法についての検討

（２）モデル事業以外の取組

9

中国市場では、親子向けの訪日プロモーション
事業の一環として、影響力のあるインフルエン
サーを昇龍道地域に招請。実際に親子で訪日
旅行を楽しむ様子の動画を撮影した。今後、
JNTO中国語サイトの親子旅行ページに掲載
予定。

撮影場所のひとつに岐阜県高鷲スノーパークが
含まれており、スキー体験の様子を撮影した。

招聘期間：2018/1/20～26

豪州市場では、現地の消費者、旅行会社を対象
にスノーデスティネーションとしての日本をPR。

①一般消費者向け旅行博出展
SNOW TRAVEL EXPO 2017出展
2017/5/21 シドニー、2017/5/28 メルボルン

②旅行会社向けセミナー
JAPAN SNOW ＆ ADVENTURE 
TRAVEL MART開催
2017/5/23 シドニー、2017/5/25 メルボルン

③スノーリゾート紹介パンフレットの刷新
www.jnto.org.au/downloads/ski/#target/page_no=1

現地でのスノーコンテンツの訴求

インドネシア市場では、ムスリム向けに冬
の日本の魅力を組み入れた旅行商品の
造成を後押しするため、現地旅行会社
10社10名を招聘。

東南アジア市場においては、雪遊びへの
関心が高いことを踏まえ、ルスツリゾートで
のスノーアクティビティも行程に取り入れた。

招聘期間：2018/2/19～23

インフルエンサーの活用

出典：ＪＮＴＯ提供資料

○インフルエンサーの活用（欧米、中国）、現地でのコンテンツ訴求（豪州）、旅行会社招聘による旅行商品造成支援（イン
ドネシア）等の手法によりプロモーションを実施。

○冬季オリンピックのアジアでの開催が続く中、今後、アジアを中心にスノースポーツ人口の増加と日本のスノーリゾート
来訪への潜在需要が高まることが想定。

今後の方針

取組内容・成果

特に中国では、政府主導による冬季スポーツ産業の拡大が図られており、更なる市場拡大が予想されることから、今後、
中国へのさらなるスノーコンテンツの訴求が必要。

招聘事業による
旅行商品造成・販売支援

http://www.jnto.org.au/downloads/ski/#target/page_no=1
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④小中学生・高校生によるスキー体験の場の創出に向けた検討

（２）モデル事業以外の取組

出典：文部科学省提供資料

健全育成のための体験活動推進事業により、学校等における宿泊体験活動の取組に対する支援を推進。

今後の方針

取組内容・成果

今後も引き続き、宿泊体験活動の推進に向けた取組の推進を図るとともに、平成30年度の本事業補助金実施要領におい
て、新たに「スキー教室」を例示として加えることを検討中。



⑤地域スポーツコミッションやＤＭＯによるスノーリゾート活性化にかかる取組

（２）モデル事業以外の取組

11出典：スポーツ庁提供資料 出典：（一社）雪国観光圏提供資料

十勝岳スポーツコミッション
（北海道上富良野町）
十勝岳の景観を活かしたス
ポーツツーリズム開発

北海道オリパラの会
（北海道庁）

スポーツ環境の魅力発信・受入
体制整備による合宿誘致促進
・障がい者スポーツ啓発事業

東北海道スポーツコミッション
（北海道釧路市）

アイスホッケーを活用した国際交
流・キャンプ誘致等によるスポー
ツ都市ブランディング

十日町市スポーツコミッション
（新潟県十日町市）

スノーモービルを観光資源とし
た地域の活性化事業

スポーツリンク北上
（岩手県北上市）

トレイルラン・サイクリング等の
コース開発、合宿・大会誘致、
ツーリスト誘客のためのPR・
商談会の実施

H27採択H28採択H29採択

SAKURA QUALITY説明 事業者向け

インバウンド対応/マニュアル整備模擬インスペクションの説明

【観光品質認証サクラクオリティ拡大に向けた取組】

サクラクオリティー拡大に向け
新潟県観光協会が開催した記者会見の状況

○ 「地域スポーツコミッションの活動支援事業」（平成27年度～）において、これまでスノーリゾート地域では、上富良野町、
釧路市、北上市、十日町市等の地域スポーツコミッションの活動を支援。

○（一社）雪国観光圏において、「雪国ガストロノミーツーリズム」、「雪国A級グルメ」、「観光品質認証サクラクオリティ」の取
組を実施。

今後の方針

取組内容・成果

※新潟県の湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町市、津南町、群馬県のみなかみ町、長野県の栄村の３県７市町村で構成。
平成20年に観光庁により広域観光圏として認定され、平成29年11月に日本版DMOの第一弾登録法人として登録。

「地域スポーツコミッション」の取組
18の支援地域（H27-29年度）の内スノーリゾート地域関連を抜粋

雪国観光圏の取組

○平成30年度には、「合宿・キャンプ誘致」又は「通季・通年型スポーツアクティビティ創出」に向けた活動を支援予定。
○雪国観光圏では平成30年度以降、サクラクオリティの小規模民宿等への拡大に向けた取組を実施予定。



○各スノーリゾート地域においては、マーケティングに基づき仮説やＫＰＩを設定した上で、事業実施に伴うＫＰＩの達成状況
を検証し、ＰＤＣＡサイクルを回していくことが求められる。また、国において実施している海外へのスノーリゾート地域の
各種プロモーション等においても、効果検証に向けた具体的な指標の設定が必要。

○今後、ＫＰＩの設定に必要な各種調査・統計データの整備のあり方について検討するとともに、スノーリゾート地域全体の
活性化に関するＫＰＩの設定に向けた検討を行うことが必要。

スノーリゾート
地域全体の活性化

⑥スノーリゾート地域の活性化にかかるＫＰＩの検討

（２）モデル事業以外の取組
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○国内のスノーリゾートにおける各種調査・統計データや個々のスキー場におけるマーケティング方法についての事例を
収集するとともにＫＰＩの設定に向けた検討を実施。

○現状、国内のスノーリゾートにおける各種調査・統計データは、ウィンタースポーツ人口等のマクロ的なデータは把握で
きるものの各スノーリゾート地域における詳細なデータは不足している状況。一方、野沢温泉村や白馬村を対象として、
マーケティングを目的としたインバウンドスキー客への調査（滞在日数、支出額、来訪回数等の詳細な調査項目）を実施
している例もある。

今後の方針

取組内容・成果

＜全国＞

＜地域＞

Plan
仮説・計画

ＫＰＩ設定の考え方

Do
事業実施

Check
検証

Action
改善

Plan
計画

オールジャパン
での海外への
プロモーション

海外市場の
取り込み

都市型スノーリ
ゾートの形成

・滞在コンテンツ
の充実

・手ぶら観光の
推進 等

・来訪者数
・消費額
・延べ宿泊者数、
宿泊日数

・満足度
・リピーター率 等

目的
背景

【例】

地域の観光資源
を活用した
スノーリゾート
の形成

【ＫＰＩによる検証】

ウィンタースポーツ人口、ス
キー場の利用者数・入込客数
等の全国的な状況や動向等に
関するデータは把握できるも
のの、各スノーリゾート地域
における詳細なデータが不足



２．スキー場の経営に関する課題への対応
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地区の課題

（１）索道等の施設の老朽化への対応

①索道施設の維持管理に関する知見等の共有、②維持管理に関するマニュアルの作成

索道事業にかかる各種課題の解消に向けた取組についてモデル地区において検討を行うため、索道事業者（スキー場）、
市町村、観光協会、索道メーカー、地方鋼索交通協会、運輸局からなる「索道事業課題解消検討会議」を設置。

課題について、地区の索道事業者の主体的な取組を自治体、協会等が支援。取組状況は定期的に当該会議に報告。
運輸局は当該会議のとりまとめ及び結果を関係者に展開。

１．活性化（インバウンド対応含む）

・冬期利用者の減少

・外国人観光客対応

（言葉、マナー、リフトの安全利用等）

・グリーンシーズン経費 等

２．人材の確保と技術継承

・技術継承の問題

・人材確保が困難

・人的コストが大 等

３．施設の改良等

・施設の老朽化、維持管理費の増大

・ 夏期営業のための施設改修

・トイレや宿泊施設の老朽化

・宿泊施設の不足 等

参考事例（国土交通省中部運輸局の取組）

14
出典：国土交通省鉄道局提供資料

○国土交通省中部運輸局にて、索道施設の維持管理等に関する諸課題を関係者で共有、検討する取組（索道事業課題解
消検討会議）を実施。関係する運輸局においても同様の取組の実施について検討中。

○技術者の育成のための教本とするマニュアルの整備を行っているところ。整備済みのマニュアルについては、各運輸局が
主催する索道事業者向けの「索道技術管理者研修」にて周知を実施。

今後の方針

取組内容・成果

○引き続き関係する地方運輸局において、各地方索道協会等と連携し、課題の共有、検討に取り組む。
○今後も引き続きマニュアルの整備を行うとともに、順次索道事業者への周知を図っていく。



（２）スキー場内外の安全確保

①関係機関の連絡体制や情報提供方法の確立

参考事例（旭岳における注意喚起放送）

出典：東川町提供資料、日経新聞記事 15

参考事例（白馬八方尾根スキー場における連絡体制）

参考事例（中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会の情報提供に関する取組）

• 白馬八方尾根スキー場では、経験ある
メンバーで構成されるパトロール「八方
尾根スキーパトロール隊」を編成。

• 立ち入り禁止やコース案内板の設置状
況確認、ロープ・ネットの修正、スキー場
利用者の異常確認等を実施。

• 遭難事故等が発生した場合、初動捜索
を担い、警察への通報や応急処置、救
急車の要請等を実施。

• 中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会では、山岳遭難の未然防止対策として、気象情報や登山道及び積
雪の状況、登山前の注意喚起情報などを掲載するインターネット交流サイト（ＳＮＳ）「フェイスブック」の公式
ページを開設。

• 季節ごとの連休を中心に、登山相談所を設けるなどして遭難防止の啓発活動に力を入れており、ワーキング
グループを立ち上げ、ウェブサイトを利用した情報発信方法を検討。

• 北海道旭岳において山岳
遭難・事故が近年増加。特
に外国人観光客に遭難の
リスクが高まっている状況。

• 警察、自治体、索道事業者
が連携し、山岳遭難・事故
防止対策として、旭岳ロー
プウェイにて、３カ国語で登
山やウィンタースポーツ時
の注意を呼びかける放送
を開始。

出典：中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会公式Facebook

出典：白馬八方尾根スキー場HPを基に日本能率協会総合研究所が作成

警察 医療機関

八方尾根スキーパトロール隊（20名弱）
が初動対応（捜索・応急処置等）

遭難事故発生

捜索要請 救助要請 救急車要請

○バックカントリースキー、スキー場利用者の安全確保のための関係機関における連絡体制や情報提供方法に関する各
地の取組事例を収集・整理。

○スキー場では、遭難や事故のリスクがあり、事故防止対策としてのインターネット・SNS等を活用した情報提供、事故発
生時の連絡体制の整備、地域で連携した注意喚起などが必要。

今後の方針

取組内容・成果

引き続き参考となる事例を収集するとともに、参考となる事例について情報発信していく予定。



②バックカントリースキーの状況と情報提供のあり方、③バックカントリースキーに関するルールやその展開

ニセコルール（2001） 白馬ルール（2008） 八方ルール（2012） 野沢温泉条例（2010） キロロおける取組

• 日本語、英語で提供。
• ハザードマップを掲載。

• スキー場外に出るゲート
を設置し、スタッフを配置。

• ゲート以外からスキー場
外に出る行為を禁止。

• 日本語、英語で提供。
• ハザードマップ（白馬全体
の概要図）を掲載。

• 各スキー場最上部に登山
口を設置し、利用者は登
山届を提出し、自己責任
で滑走。

• 日本語、英語で提供。
• ハザードマップ（ゲレンデ
マップレベルで）を掲載。

• スキー場最上部に登山口
を設置し、利用者は登山
届を提出して入山。

• スキー場外では自己責任
であることを明記。

• スキー場外での遭難時の
救助に係る費用が有償で
あること等を明記。

• 日本で初めて村が定めた
スキー場安全条例。

• 日本語、英語で提供。
• ハザードマップを掲載。

• スキー場外に出るゲート
を設置し、スタッフを配置。

• ゲート以外からスキー場
外に出る行為を禁止。

• 登山計画書の提出義務。

• バックカントリースキーを楽しむ上での留意点等を整理したパンフレットを日
本語と英語で制作、情報発信。

• チェック項目として、チェック１（仲間のレベル、ルート、山の地理と地形など
の把握）、チェック２（天候、状況、雪の不安定性の予測）、チェック３（万一の
ことを考えての冬山の主な装備）、チェック４（登山計画と登山届）を提示。

• 平成29年度は、日本語5万部、英語3万部を北陸信越山岳索道協会管内の

スキー場等に配布するとともに野沢温泉村にて本資料を使用した説明会を
開催。

• 全国スキー安全対策協議会において、今年度の成果を踏まえ全国への展開
を図っていく予定。

出典：「バックカントリーを楽しむ皆さん」（全国スキー安全対策協議会）

出典：各ルールや関係者へのヒアリングを基に日本能率協会総合研究所が作成

（２）スキー場内外の安全確保

参考事例（バックカントリースキーに関するローカルルール等）

参考事例（全国スキー安全対策協議会の情報提供【日本語・英語】）
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○国内のスノーリゾート地域におけるバックカントリースキーに関する情報提供の手法や地域独自のローカルルールについ
て事例を収集・整理するとともに、バックカントリースキールールの全国への展開に向けた検討を実施。

○バックカントリースキーに関するルールや視覚的にもわかりやすい情報提供については、各スノーリゾート地域における特
性なども勘案し、既存の取組を参考としていくことが推奨される。

今後の方針

取組内容・成果

引き続き参考となる事例を収集するとともに、参考とすべき事項について情報発信していく予定。



④バックカントリースキーの安全確保と需要創出のためのスキーガイドの充実

出典：（株）NAC提供資料

（２）スキー場内外の安全確保

• 各種アクティビティを提供するＮＡＣにおいて、バックカントリースキーツアー商品を販売。

• 利用者は、オーストラリアや欧州の方が多数。

• ガイドは、メインガイド2名、テールガイド3人（いずれも、オーストラリア、 欧州等出身の外国人ス
タッフ）を雇用（ツアーの安全確保を重視し、いずれも、出身国等で発行されて いる雪崩に関する知
識・ 対処方法の資格（各国の雪崩協会等の発行）保有者に限って採用）。

• バックカントリースキーツアーのガイドを務めるインストラクター向けの社内マニュアルを独自に作成。

• 青森スノーランド活性化協
議会に参画するホテル
城ヶ倉において、バックカ
ントリースキーツアー商品
を販売。

• ガイドについては、外国語
スキルよりも安全面やパ
ウダースノーのロケーショ
ンへの案内、スキー技術
が求められている状況。

参考事例（八甲田エリア）

参考事例（ニセコエリア）
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参考事例（カナダ・ウィスラー）

• カナダのウィスラー・ブラッコムにおいて、バック
カントリースキーツアー商品を販売。

• カナダでは、バックカントリースキーツアーを含
む、スキーガイドを行うためには認定を受けた
資格が必要。

• スキーガイドの資格を取得するためには、応急
救急法やカナダ雪崩協会が行う基礎コース等
を受講した上で、必要な試験に合格することが
必要。

出典：「バックカントリーツアー」（JAPANADA Enterprises Inc.）

○バックカントリースキーツアーの商品やガイドの状況について、国内外の事例の収集やモデル事業でのアンケートを実施。
○バックカントリースキーにおける安全確保には、ルールの整備及びガイドの充実が求められるが、ガイドについては、ロー
ケーション（特にパウダースノー）の熟知や安全面の知見が必要。

今後の方針

取組内容・成果

引き続き参考となる事例を収集するとともに、参考とすべき事項について情報発信していく予定。
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①グリーンシーズンを含むアウトドアスポーツの魅力についてのプロモーションの展開

（３）年間を通した事業継続

出典：スポーツ庁提供資料、アソビューＨＰ

○平成29年12月よりレジャー情報サイト「アソビュー」内にスノーアクティビティを含むアウトドアスポーツ特集ページを設
置。

○一方、各地域においては戦略的なプロモーションを見据えたマーケティングを行い、それらを踏まえさらなるグリーン
シーズンの体験型プログラムの充実を図ることが必要。

今後の方針

○平成29年8月に「スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会」を立ち上げ、平成30年3月「スポーツツーリズ
ム需要拡大戦略」を取りまとめ、今後、この戦略に基づいて、プロモーション等を展開予定。

○グリーンシーズンのさらなる体験プログラムの充実に向けたスノーリゾート地域におけるニーズ調査・検証が必要。

取組内容・成果

アウトドアスポーツ特集ページ（アソビューＨＰ）
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（３）年間を通した事業継続

②国立公園での多言語対応や自然・文化を体験できるプログラムのコンテンツの開発に向けた支援

国立公園満喫プロジェクト：日光国立公園モニターツアー

19

・2017年10月17日～19日、日光国立公園においてモニターツアーを実施。

出典：環境省提供資料

今後の方針

取組内容・成果

今後も引き続き、コンテンツの強化・充実に向けた取組の推進を図るとともに、平成30年度は新たにコンテンツ集づくりやモデ
ルコースの検討・設定を予定。

アウトドアランチ中禅寺湖カヌー体験
駒止の滝

戦場ヶ原トレッキング

歴史文化体験

平成28年度から、国立公園満喫プロジェクトとして国立公園地域の関係自治体や観光協会等と連携し受入れ体制の検討を
推進。平成29年度には、コンテンツ事業者も加わったワーキングを設置し、自然や文化を体験できるプログラムなどのコンテ
ンツ開発やブラッシュアップに向けた外国人によるモニターツアーを実施。



③アウトドアアクティビティーのコンテンツづくりに向けた情報収集・情報発信

森林資源を活用した観光推進に向けたマッチングセミナー「企業×森林」フォーラムⅡ

（３）年間を通した事業継続
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森林を活用した旅行商品の一例
（セミナー講演資料より抜粋）

出典：林野庁提供資料 出典：林野庁提供資料

森林保養活動等に関するフォーラムにおいて、森林散策や森林セラピーⓇなど、森林空間を活用した取組事例を情報提供。
また、平成29年12月には森林を観光資源として活用した観光・交流プログラムの創出等を目指し、「森林資源を活用した観
光推進に向けたマッチングセミナー」を開催し、取組事例を紹介。

今後の方針

取組内容・成果

平成30年度も引き続き農泊等の取組への支援や、地域と観光関係・森林体験プログラム関係のエキスパートのマッチングを
進めることにより、森林空間の観光コンテンツとしての活用を促進するとともに、それら取組について情報発信を予定。



④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

（３）年間を通した事業継続
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エラワン・フサーフ氏を起用し、長野県飯
山市を紹介する動画をYouTubeで全世
界に発信。

出典：農林水産省提供資料、YouTube

○海外のタレントやブロガー等による農泊地域を紹介するPR動画の中で、グリーンシーズンのゲレンデ（長野県飯山市）
でタレントがマウンテンボードを楽しむシーンを紹介。

今後の方針

○今後、PR動画の分析結果を踏まえ、農泊の推進における更なる効果的な発信を検討。

取組内容・成果

農泊の情報発信

東南アジアのCATV（LiTV）で放映



①安定的な事業経営が可能となった再生事例の収集、参考とすべき事項の展開

（４）スキー場の経営悪化に伴う事業の再生または廃業・撤退

出典：ロッテアライリゾートＨＰ
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• 韓国の（株）ホテルロッテの子会社（株）ホテルアンドリゾート上越妙高は、2015年に取得した旧ARAI 

MOUNTAIN & SPAを全面リニューアルし、「ロッテアライリゾート」としてオープン。
• 長期滞在にも対応した全257室のホテルと、全11コースのスキー場、プール、スパ、温泉施設などを擁し、ゴンド
ラ山頂駅舎からスキー場中腹まで全長1,501m、最高高低差239mのアジア最大のジップツアーを通年営業する
ほか、スキー場ベースに新設されたアクティビティパークではジップラインやチュービングなどを導入。オールシー
ズン楽しめるアクティビティを豊富に準備。

• レンタルにはハイエンドモデルも多く扱う「サロモンステーション」を開設。すべてのリフトに優先搭乗できる「ファー
ストクラスリフト券」（1日券8,000円）など、高級志向の営業戦略も実施。

参考事例（海外資本の参入）

参考事例（マックアースによるスキー場の再生）

• 日本の中山間地域をフィールドとし、30のスキー場を
はじめ全国に約80の施設を運営（平成30年3月1日時
点）。

• １．収益の安定性、２．バックオフィスの集中化、３．
マーケティングの効率化、４．一括購入でコストダウン、
５．優秀な人材をグループで雇用、６．ノウハウを共有
しスキルアップの「グループ拡大によるメリット」を自社
の強みとし、経営が難しくなったスキー場の再生を実施。

• スキーリゾートのグループ化、ドミナント戦略、地方自
治体とのパートナーシップを実施。

参考事例（クラウドファンディングの活用）

• いいづなリゾートスキー場では、閉鎖されているレストランハウス
の改修を目的にクラウドファンディングを実施。

• 投資は3千円から可能で、返礼は、リフト券やシーズン券など。
• 約2が月半にて目標額を上回る支援を達成。

ダイナランド

スノークルーズオーンズ

出典：マックアースHP

出典：「スキー場トップハット改造計画～この景色をみんなのものに～」（CAMP FIRE HP）
「いいづなリゾートスキー場がクラウドファンディングで約300万円を集めプロジェクト
達成！」（日本の歩き方）

出典：レジャー産業資料（2018年1月号）

○海外資本の参入や効率的なマーケティングなどを活用した戦略的な経営、クラウドファンディングの活用等による再生につ
いての事例を収集・整理。

○再生に向けては、国内外の旅行者のニーズを踏まえた営業戦略や企業独自のノウハウによる経営戦略、地方自治体などと
の連携、クラウドファンディングによる資金の調達といった手法が考えられる。

今後の方針

取組内容・成果

引き続き参考となる事例を収集するとともに、参考とすべき事項について情報発信していく予定。



②経営困難となった理由の分析、原状回復に伴う課題の整理、課題解決に向けた検討

（４）スキー場の経営悪化に伴う事業の再生または廃業・撤退
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参考事例（長野県長和町（旧和田村）「和田峠スキー場」）

• 雪不足や若者のスキー離れ等の影響で利用者が減少し、
1998年シーズンを最後に休止。

• 索道施設の撤去については、村が負担し実施したが、植林
の原状回復のための費用捻出が課題。

• NPO法人森のライフスタイル研究所の主催で｢和田峠スキー
城跡地を森へと還すプロジェクト｣が進められ、4年間の計画
で植林が完了。

• 本プロジェクトは、日本たばこ産業（株)や前田建設（株)によ
る資金支援を受けて実施。

【索道撤去後植林前状態】 【植林活動】

出典：「長野県長和町・和田峠和田峠スキー場跡地を森へと還すプロジェクト」
（森のライフスタイル研究所）

参考事例（北海道津別町｢津別スキー場｣）

• 入場者数が約3万人程度まで落ち込み
運営会社が事業譲渡または廃業を検討。

• 町への無償譲渡を打ち出したが、原状回
復契約が足かせとなり、協議が難航し、
2007年シーズンを最後に廃業。

• 2009年から植林し、2011年に完了した
が、引き続き下草刈り等を実施。

出典：北海道新聞（2009年5月7日、2011年11月26日）

○過去に廃業または休業となったスキー場の事例を収集し、経営困難となった理由の分析と原状回復に伴う課題を整理。
○経営困難となった理由は、スキー人口の減少、索道施設の老朽化、雪不足などが要因となっており、原状回復においては、
索道撤去や森林再生のために必要な支援等が課題。

今後の方針

取組内容・成果

引き続き参考となる事例を収集するとともに原状回復に伴う課題解決策を検討していく予定。

参考事例（長野県山内町｢前山スキー場｣）

• スキーブームの終焉に伴い、2009年
シーズンを最後に廃業。

• 索道については、夏期利用のため撤去
せず活用している。

• スキー場の中で雪崩が発生しそうな部分
については、事業者により植林を実施。

• 上記で植林をしていない部分において、
ＡＢＭＯＲＩプロジェクトにて植林を実施。

出典：｢ＡＢＭＯＲＩプロジェクト｣

【植林活動】


