
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2018
総括資料

平成３１年３月１５日

資料２



1

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

湯沢エリアのスキーアクティビティプラス
周遊観光コンテンツの活用による滞在型
スノーリゾートの推進

中国・ベトナムをターゲットに、湯沢エリアでのスキーアクティビティと、十日町エリアへの体験型コンテンツを
組み合わせたモデルコースを開発し、中国・ベトナムへのプロモーションや中国スキークラブ等招聘による検
証を実施。（観光庁）

6

AKITA・たざわ湖スノーアクティビティ充
実強化事業

欧米豪をターゲットに、バックカントリースキーと温泉や酒蔵、武家屋敷、農家民宿等の観光コンテンツを組み
合わせた日本ならではのスノーリゾート地域の形成に向けてモニターツアー等を実施。（観光庁）

7

（２）モデル
事業以外の
取組

① スノースポーツ人口の増加が期待さ

れるアジア市場、特に中国に対するマー
ケティング・プロモーションを行う。

2018年9月に中国北京で開催されたWORLD WINTER SPORTS (BEIJING) EXPO 2018に日本ブースを

出展。日本ブースを訪れた方にアンケート調査を実施し、中国人のスノーリゾートに対するニーズ等を調査。
（観光庁・JNTO）

8

② 潜在力の大きい欧米豪市場に対し日

本のスノーリゾートの魅力について周知
する効果的なマーケティング・プロモー
ション手法について検討を行う。

欧米豪向けEnjoy My Japanキャンペーンにてスノーアクティビティ動画を作成、オンライン広告等によりス

ノーコンテンツの訴求。現地でのスノーコンテンツの訴求（豪州、英国、ドイツ）、メディア・旅行会社招請（英
国・スペイン等）によりプロモーションを実施。（JNTO）
コト消費に関するWebアンケート調査を行い、欧米豪スキー・スノーボードの実施層のニーズについて分析を
実施。（観光庁）

9

③ 訪日外国人消費動向調査のデータ

等を活用して、スノーリゾート地域の活
性化に係る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
検討を行うとともに、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。

観光庁にて実施している訪日外国人消費動向調査や宿泊旅行統計調査を用いてスノーリゾート地域に関す
る情報を整理するとともに、地域活性化を測定する基礎的な指標やスノーリゾート地域で活用されているKPI
を既存文献を基に整理。（観光庁）

10

④ 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
ゾート活性化に向けた取組の推進を図
る。

スポーツによる地域活性化推進事業において、いわてスポーツコミッションの取組を採択し、（スノーを含む）
通期通年型のスポーツアクティビティの創出等を支援。また、この１年で北海道・東北エリアで９つのスポーツ
コミッションが新たに発足。（スポーツ庁）

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業において、（一社）雪国観光圏や（一社）釧路観光コンベン
ション協会の取組を支援。（観光庁）

11

⑤ 外国人スキーインストラクターの上陸

許可基準見直し後の活動状況に関する
情報を収集し、当該見直し後の効果につ
いて検証を行うとともに、グリーンシーズ
ンにおける活動状況に関する情報収集・
検証を行う。

外国人スキーインストラクターの上陸許可基準見直し後の活動状況やグリーンシーズンの活動状況を把握す
るために、SIA・SAJ公認校に対しアンケート調査を実施。（観光庁）

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

項目 取組内容 取組状況 Ｐ

（２）モデル
事業以外の
取組

⑥ 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プロ
グラムの充実、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ため、
「スポーツ文化ツーリズムアワード」のこ
れまでの受賞取組の多言語発信や、
「新・湯治」の実現に向けた取組を行う。

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、雪を観光に活かした取組等について広く
周知するとともに、受賞取組を英語・中国語で発信。（スポーツ庁・文化庁・観光庁）
「チーム新・湯治」のチーム員の募集や全国「新・湯治」効果測定プロジェクトを実施。（環境省）

13

⑦ 小中学生・高校生によるスキー体験

の場の創出に向けて、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の推進を図る。

健全育成のための体験活動推進事業の推進を図るとともに、宿泊体験事業の平成30年度実施要領に「ス
キー教室」を新たに例示として追加。（文部科学省）

14

⑧ SIA・SAJ公認校を含め全国のスクー

ルの営業に関する実態について、受入
体制や安全確保等の観点から情報収
集・課題の整理を行う。

全国のスキー場に対してアンケート調査を実施し、スクールの設置状況やSIA・SAJ非公認校の取組状況に
ついて調査するとともに、SIA・SAJ公認校に対しアンケート調査を実施して外国人対応の状況について調査。
（観光庁）

15

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等に関する諸課題

について関係する地方運輸局と各地方索道
協会等で共有、検討を行う。

索道施設の維持管理に関する諸課題について関係者で共有・検討する会議を地方運輸局と地方索道
協会が連携して開催。（鉄道局）

17

② 索道施設の維持管理を担う技術者育成

のための教本となるマニュアルを整備し、索
道事業者への周知を図る。

「索道施設の維持・管理マニュアル」を設備の種類毎に順次作成し、索道事業者向けの研修会におい
て展開。
（鉄道局）

17

（２）スキー
場内外の安
全確保

① 関係機関の連絡体制や訪日外国人旅行

者への情報提供方法について、引き続き各
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ととも
に情報発信を行う。

全国のスキー場に対してアンケート調査やヒアリングを実施し、スキー場における事故・災害発生時の
連絡体制や情報発信の方法について情報収集し、課題を抽出するとともに好事例を整理。（観光庁）

18

② バックカントリースキーの安全への配慮の

推進を図るため、ルール策定、ガイドの状況
及び情報提供手法等について、引き続き情
報の収集・発信を行う。

全国のスキー場に対してアンケート調査やヒアリングを実施し、バックカントリースキーに関するルール
やガイドの状況について情報収集を実施。（観光庁）

19

（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について、
「スポーツツーリズム需要拡大戦略」に基づ
いてプロモーション展開を行う。

日本のアウトドアスポーツツーリズムをPRする動画を作成するとともに、作成した動画をYouTubeで公
開。更に、動画閲覧のデータを分析してリマーケティングを実施。（スポーツ庁）

20

② スノーリゾート地域におけるグリーンシー

ズンのさらなる体験プログラムの充実に向け
てマーケティングを行う。

コト消費に関するWebアンケート調査を行い、スノーリゾート地域のグリーンシーズンでの実施が見込

まれる山のアクティビティや森のアクティビティ関心層について分析を実施。海外の通年型のマウンテ
ンリゾートで実施されている体験プログラムについて情報収集を実施。（観光庁）

21

③ 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、
引き続き体験型アクティビティの強化・充実を
図るとともに、それらをとりまとめた素材集づ
くりやモデルコースの検討・設定を行う。

国立公園満喫プロジェクト先行8公園において、国立公園ならではの体験コンテンツ等をモデルコース
とともに取りまとめた「国立公園コンテンツ集」を多言語にて作成。平成30年9月に開催されたツーリズ
ムEXPOジャパン2018及び同時開催のＶＪＴＭ2018において、各コンテンツ事業者と海外バイヤーの
マッチングを実施。（環境省）

22

④ 森林空間を活用したアウトドアアクティビ

ティ等の体験プログラムづくりに向け、地域に
おける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、それら取組の情報発
信を行う。

森林空間の新たな利活用を通じた新産業創出を目指した「森林サービス産業」キックオフ・フォーラムと、
森林空間の観光分野での利活用促進を目指した「マッチング・セミナー」を開催。（林野庁）

23
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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

⑤ 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、農泊地域のグリー
ンシーズンにおけるゲレンデを活用したア
クティビティ等をPRする動画の分析結果

を踏まえ、更なる効果的な発信方法に取
り組むとともに、農泊地域におけるスノー
リゾートを活用した体験プログラムの開発
等を支援する。

様々なアクティビティが可能な農泊地域のプロモーションを実施し、今後その結果について各国ごとに分析。ス
ノーリゾート地域を含む農泊地域において体験プログラムの開発等を支援。
（農林水産省）

24

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
活性化に向けた取組の推進を図る。【再
掲】

スポーツによる地域活性化推進事業において、いわてスポーツコミッションの取組を採択し、スノーモービルを
活かしたアクティビティ開発等を実施。（スポーツ庁）【再掲】

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業において、（一社）雪国観光圏や（一社）釧路観光コンベンショ
ン協会の取組を支援。（観光庁）【再掲】

11

⑦ マーケティングとブランディングを推進
するための基本となるCRMについて、各

スノーリゾートにおける構築状況及び課題
について調査を行う。

全国のスキー場に対してアンケート調査やヒアリングを実施し、スノーリゾート地域におけるCRMの構築状況
や構築に向けた課題について整理。（観光庁）

25

⑧ 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プログ
ラムの充実、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ため、「ス
ポーツ文化ツーリズムアワード」のこれま
での受賞取組の多言語発信や、「新・湯
治」の実現に向けた取組を行う。【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、雪を観光に活かした取組等について広く
周知するとともに、受賞取組を英語・中国語で発信。（スポーツ庁・文化庁・観光庁）【再掲】
「チーム新・湯治」のチーム員の募集や全国「新・湯治」効果測定プロジェクトを実施。（環境省）【再掲】

13

（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、海外資本によ
る設備投資等により安定的な事業経営が
可能となった事例について収集・展開を図
る。

スキー場の再生事例を収集し、再生のポイントについて整理。（観光庁） 26

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の
分析、原状回復に伴う課題の整理を行う。

ヒアリング等によりスキー場の撤退事例について情報収集し、経営困難となった理由を分析するとともに、原状
回復する場合の課題について整理。（観光庁）

27



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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湯沢エリアのスキーアクティビティプラス周遊観光コンテンツの活用による滞在型スノーリゾートの推進
（一般社団法人 湯沢町観光協会）

（１）モデル事業における取組

湯沢エリアを訪れる訪日外国人スキー客は日帰り客が多いことから、体験型コンテンツが充実している十日町エリアへの周遊
を促し、宿泊につなげるため下記取組を実施。なお、ターゲットは中国・ベトナムに設定。

○外国人目線を取り込んだ体験型観光コンテンツ及びモデルコース開発
○中国スキークラブ・旅行会社の招聘
○開発したモデルコースの中国・ベトナムへのプロモーション 等

取組概要

今後の方針

成果として得られた知見について、全国への横展開を図る。

成果

• 中国、東南アジアのファミリー層をターゲットと
し、十日町市の観光資源を組み合わせたモデ
ルコースを開発

• モニターツアーを実施し、モデルコースについ
て検証

＜結果・課題等＞
日本の伝統文化を感じられる点からモデル
コースは概ね好評価

体験内容の改善意見を踏まえ、商品化に向け
て磨き上げを行う

体験型観光コンテンツ・モデルコース開発

• 中国においてスキー旅行企画の役割を果たし
ているスキークラブ及び旅行会社を招聘し、ス
キー場の雪質、受入環境や、十日町の体験コ
ンテンツについて検証

＜結果・課題等＞
スキー場の環境や十日町の体験コンテンツに
ついて高評価を得られ、今後の商品造成意向
を確認

中国スキークラブ・旅行会社招聘

• 中国北京市での観光説明会やベトナムでの商
談会等を通じて、湯沢のスキーと十日町の観
光コンテンツを組み合わせた周遊コースにつ
いて売り込み

＜結果・課題等＞
多くの参加者から、今後の商品造成の意向を
確認

国別のニーズを踏まえたコンテンツの磨き上
げや継続的なプロモーションが重要

中国・ベトナムへのプロモーション
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AKITA・たざわ湖スノーアクティビティ充実強化事業（AKITA・たざわ湖スノーリゾート推進協議会）

（１）モデル事業における取組

秋田駒ヶ岳におけるバックカントリースキーと、温泉や酒蔵、武家屋敷、農家民宿等の観光コンテンツを組み合わせ、日本ならで
はのスノーリゾートの形成を目指し下記取組を実施。なお、ターゲットは欧米豪に設定。

○新たなバックカントリーガイドツアーの実施
○廃止スキー場を活用したスノーアクティビティの実施
○雪国文化を前面に打ち出したオプショナルツアーの開発

取組概要

今後の方針

成果として得られた知見について、全国への横展開を図る。

成果

• スノーモービルで駒ヶ岳のバックカントリーエリ
アにアクセスするガイドツアーを実施

• 少人数でのツアー、GoProやドローンを活用し
た動画撮影によりプレミアム感を創出

＜結果・課題等＞

スノーモービルでの移動や動画撮影含めてツ
アー全体は概ね好評価
天候に左右されやすいことから、商品化に向
けては更なる検討が必要

スノーモービルコースの圧雪、スノーモービル
の回送や動画撮影用のスタッフ確保等コスト
面に課題

新たなバックカントリーガイドツアーの実施

• 廃止スキー場斜面を活用したスノーラフティン
グと田沢湖を望むロケーションで秋田の鍋料
理を提供するスノーピクニックを実施

＜結果・課題等＞

スノーラフティングは起伏に富んだコースが迫
力もあり高評価、商品化に向けてはコース設
定の精査やコスト軽減の工夫が必要
スノーピクニックは雪国らしさを楽しめる点が
高評価、商品化に向けては天候が変わりやす
い点を考慮した防寒対策やターゲット層に合
わせた複数メニューの用意が重要

廃止スキー場を活用した
スノーアクティビティの実施

• 酒蔵・ビール工房を巡るツアー、農家民宿で
の秋田の暮らし体験と武家屋敷見学を組み合
わせたツアー、スノーシュー体験と温泉を組み
合わせたツアーを実施

＜結果・課題等＞

日本ならではの体験である点やガイドが高評
価
商品化に向けては移動コスト軽減の検討や秋
田らしさを表現できる地元に馴染んだガイドの
更なる育成が重要

雪国文化を前面に打ち出した
オプショナルツアーの開発



①アジア市場、特に中国に対するマーケティング・プロモーション

（２）モデル事業以外の取組

8

○JNTO主導で2018年9月に中国北京で開催されたWORLD WINTER SPORTS (BEIJING) EXPO 2018に日本ブース
を出展。

○日本ブースを訪れた方にアンケート調査を実施し、中国人のスノーリゾートに対するニーズ等を調査。

取組概要

今後の方針

来年度のプロモーションに向け、中国スノー旅行者に関する調査を実施中。2019年3月末までに完了予定。
その他のアジア市場についても、来年度にスノー旅行者に関して調査を検討中。

成果

•パンフレット配布、KOLトークショー・クイズ大会、バーチャルスキー体験
等を実施、冬季の訪日観光の魅力を発信。

•4日間でブース来場者は24,000人超となった。
•フォーラムにおいても、日本のスノーリゾートの雪質やアクセスの良さに加
え、雪祭りや温泉などの冬季観光の魅力についてプレゼンテーションを
行い、好評を博した。

WORLD WINTER SPORTS (BEIJING) EXPO 2018出展

•日本ブース訪問者に対し、ウィンタースポーツの
経験やスノーリゾートへのニーズ等についてアン
ケート調査を実施。

日本ブース来訪者へのアンケート調査

初心者・初級者, 

72.6 %

中級者, 

21.2 %

上級者, 

6.2 %

[N=340]

【スキー・スノーボードの習熟度】

ウィンタース

ポーツを楽しむ, 

26.1 %

ウィンタースポーツ

やスノーアクティビ

ティと他の観光資源

をそれぞれ楽しむ, 

50.9 %

他の観光資源のつい

でにウィンタース

ポーツやスノーアク

ティビティを楽しむ, 

20.9 %

その他, 2.2 %

[N=230]

【海外のスノーリゾートで楽しみたいこと】



・欧米豪に向けたプロモーション「Enjoy 
My Japanキャンペーン」の中で、昨秋

からスノーリゾートに焦点を当てた事業
が展開。

（２）モデル事業以外の取組

②欧米豪市場に対する効果的なマーケティング・プロモーション手法についての検討

9

○欧米豪向けEnjoy My Japanキャンペーンにてスノーアクティビティ動画を作成、オンライン広告等によりスノーコンテンツの訴求。
○現地でのスノーコンテンツの訴求（豪州、英国、ドイツ）、メディア・旅行会社招請（英国・スペイン等）によりプロモーションを実施。
○コト消費に関するWebアンケート調査を行い、欧米豪スキー・スノーボード実施層のニーズについて分析を実施。

取組概要

今後の方針

スキーデスティネーションとしての認知向上を図り、情報発信、招請、旅行博などの事業を継続。

成果

<欧米豪全体>
Enjoy My Japanキャンペーン

<豪州・英国> 展示会への出展
（豪州：2018.5,英国：2018.10）

• ＜豪州＞Snow Travel Expo 2018にて
スキーなどに関する最新情報提供。あ
わせてBtoBセミナーを開催。

• ＜英国＞The Telegraph Ski & 
Snowboard Festivalにてスキーデスティ
ネーションとしての日本をPR。あわせて
ロンドン市内で商談会を開催

<ドイツ>情報発信 (2019.1～2）

<英国・スペイン等>メディア・旅行会社
招請(2019.1～3）

Webアンケート調査

海外旅行時に体験したいこと

欧米豪の海外旅行時（日本以外）にスキー・スノーボードを実施した
層のニーズについての主な回答は以下のとおり。

• ドイツのスポーツ用品販売会社と連
携した北海道スキープロモーション
を実施。
系列旅行会社で
訪日スキー商品
の販売、オンライ
ン懸賞キャンペー
ン等を展開。

回答率が高い項目
全体平均に対して
回答率が高い項目

• 豊かな自然を楽しみたい
• 歴史や遺跡などを巡りたい
• 食事やお酒を楽しみたい

• 現地の暮らしを体験し、現地の
人と交流したい

• アウトドアアクティビティを楽し
みたい

• アートやデザインを楽しみたい

• スポーツをする、スポーツ観戦
を楽しみたい

海外旅行に期待すること

回答率が高い項目
全体平均に対して
回答率が高い項目

• じっくり時間をかけて体験したい

• 現地でしかできないことなど、本
物の体験

• 家族や友人に話せるような旅先
での面白い体験

• 知識や教養を増やすような学び
のある体験

• スリルやエキサイティングな体
験

• 旅行先では割と贅沢にお金を
使いたい

• アクティブに体を動かして過ごし
たい

• ＜スペイン＞1月9日～26日にニセコと
白馬に招請し、スキーデスティネーショ
ンとしての日本をPR。

• ＜英国＞2月4日～10日に札幌・洞爺
湖・ルスツ・ニセコ・小樽などに招請し、
スキーおよび様々な体験をPR。



③スノーリゾート地域の活性化に係るＫＰＩの検討

（２）モデル事業以外の取組

10

○観光庁にて実施している訪日外国人消費動向調査や宿泊旅行統計調査を用いて、スノーリゾート地域に関する情報を整理。
○地域活性化を測定する基礎的な指標や、スノーリゾート地域で活用されているKPIを既存文献を基に整理。

取組概要

今後の方針

○訪日外国人消費動向調査を活用したKPIの設定について検討する。
○各地域におけるＫＰＩ設定については、設定する指標や測定の方法の事例の周知を図る。

成果

観光庁の統計情報

把握できる事項 KPIとしての活用可能性

訪日外国人消費動向調査
• 訪日外国人のスキー・スノーボード実施率

• スキー・スノーボード実施者の旅行支出、滞
在日数 等

本調査を活用して推計可能な「訪日外国人スノーリゾート訪問者数」や、
「訪日外国人スノーリゾート訪問者の消費額」はKPIとして活用できる
可能性がある

宿泊旅行統計調査
• スキー場の所在自治体における延べ宿泊者

数、外国人延べ宿泊者数

本調査が都道府県毎の宿泊者数等を把握するために設計されている
という特性上、スキー場の所在自治体に絞った集計を行うとばらつき
が大きくなってしまうのでKPIとしての活用は難しいと考えられる

地域活性化を測定する基礎的な指標

スノーリゾート地域におけるKPIの例（長野県白馬村）

地域活性化を図る基礎的な指標のうち、特に重要なものとしては、「所得」（平均県民所得、納税者平均課税対象所得額）、「人口」（人口増減、社会
増減・自然増減、人口構成）、「雇用」（就業率、失業率、有効求人倍率）が挙げられている。
その他には、基礎的指標として「地価」、「事業所数・従業員数」、観光分野に関する指標として「観光入込・宿泊」が挙げられている。

長野県白馬村が作成している「白馬村観光地域経営計画」では、成果指標の例として以下の指標が挙げられている。
・観光消費額（観光客数／宿泊数、泊数、一人あたりの消費単価、観光消費総額） ・観光客満足度 ・域内波及効果（域内調達率、域内雇用者比率）
・雇用者数（観光従業者数、関連産業従業者数） ・雇用者所得、従業者定着率 ・観光客の行動・流動の把握
・持続可能性の確保（観光資源のモニタリング、顧客や商品サービスの多様性、設備投資額、固定客比率） ・安定的な観光予算の確保
・観光の社会的効果の向上（住民満足度） ・観光産業の経営実態の把握（宿泊施設数、宿泊容量、定員稼働率、経営継続意向）
・観光関連の投資実態の把握（地域外資本の施設所有・経営・土地取得の実態）
・観光関連の受入容量の把握（宿泊施設・駐車場・交通網・飲食施設の容量）

（参考文献）「地域経済活性化の論点メモ」（株式会社日本政策投資銀行、財団法人日本経済研究所）



11

④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

（２）モデル事業以外の取組

○スポーツによる地域活性化推進事業において、いわてスポーツコミッションの取組を採択し、（スノーを含む）通期・通年型の
スポーツアクティビティの創出等を支援。また、この１年で北海道・東北エリアで９つのスポーツコミッションが新たに発足。

○広域周遊観光促進のための観光地域支援事業において、（一社）雪国観光圏や（一社）釧路観光コンベンション協会の
取組を支援。

取組概要

今後の方針

○平成31年度は、「アウトドアスポーツ」及び「武道」を中心に「長期継続的」「通期・通年型」の取組を支援予定。
○平成31年度も広域周遊観光促進のための観光地域支援事業において、スノーリゾート活性化にかかる取組を対象として

選定した場合にＤＭＯ等を支援していく予定。

成果

スポーツコミッションの取組 DMOの取組

北海道・東北エリアでこの1年で新たに発足したスポーツコミッション

白湯山トレッキングツアー阿寒湖上ガイドツアー

【アドベンチャーツアー造成に向けた取組】（一社）釧路コンベンション協会

【訪日外国人向け豪雪ストーリー体験プラン造成事業（松之山温泉郷）】（一社）雪国観光圏

ジビエ料理の開発 雪国の田舎体験



⑤外国人スキーインストラクターの上陸許可基準見直し後の活動状況及びグリーンシーズンの活動状況

（２）モデル事業以外の取組

12

外国人スキーインストラクターの上陸許可基準見直し後の活動状況やグリーンシーズンの活動状況を把握するために、SIA・
SAJ公認校に対しアンケート調査を実施。

取組概要

今後の方針

外国人スキーインストラクターの雇用に対するニーズについて、個別のスキー学校の状況に応じた検証が必要。

成果

外国人スキーインストラクターのグリーンシーズンの滞在・就労状況

回答が得られたスキー学校が少ないため十分な検証とはならないが、在留資格「技能」（インストラクター）のうち、ISIA
カード保有者による雇用も一定数いるものと推測される。
外国人スキーインストラクターの雇用意向がないスキー学校が約7割。

外国人スキーインストラクターが雇用できていない又は不足している理由としては、「在留資格「技能」を有している人材
が少ない」、「人材確保のネットワークがない」等が挙げられている。
外国人スキーインストラクターの内、通年で日本に滞在している方は少ない。

雇用している外国人スキーインストラクターの在留資格
2013～
2014
（N=1）

2014～
2015
（N=1）

2015～
2016
（N=4）

2016～
2017
（N=4）

2017～
2018
（N=5）

「技能」
（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

1 1 8 9 8

うち、ISIAカー
ドの保有者

- - - 3 0

「特定活動」
（ﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰ）

2 2 12 8 7

「留学」
（資格外活動）

0 0 1 0 0

その他 0 1 4 3 4

• 回答者43名のうち、40名（約9割）が日本に滞在していなかった
• 日本に滞在していなかった方の内、自国に滞在していた方が約8割

外国人スキーインストラクターの雇用意向

67.8%
22.2%

6.7%
3.3%

雇用する予定がない

現在は雇用していないが、今後雇用し

たい
現在も雇用しているが、人数が不足し

ているので補充したい
不明

①の回答群（61施設）において、外国人スキーインス
トラクターを雇用する予定がない理由（複数回答）

日本人のインストラクターで対応できているため
必要ではない （30施設）
外国人客が少なく、必要ではない （27施設）

[N=90]

②の回答群（26施設）において、外国人スキーインス

トラクターを雇用していない・不足している理由（複数
回答）

在留資格「技能」を有している人材が少ない
（9施設）

外国人の人材を紹介してもらえるネットワーク
がない（9施設）
給与等の勤務条件が希望と合わない（6施設）

在留資格が「特定活動」（ワーキングホリデー）
のため、継続的な雇用ができない（5施設）

外国人来場者が急増し、採用が間に合わない
（2施設）

①

②

①

②



⑥スポーツ文化ツーリズムアワードや「新・湯治」に係る取組

（２）モデル事業以外の取組

13

○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、雪を観光に活かした取組等について広く周知する
とともに、受賞取組を英語・中国語で発信。

○「チーム新・湯治」のチーム員の募集や全国「新・湯治」効果測定プロジェクトを実施。

取組概要

成果

スポーツ文化ツーリズムアワード2018

今後の方針

○引き続きスポーツ文化ツーリズムアワードを実施し、スノーリゾート地域の取組が選定された場合は、その情報を発信
する。

○「チーム新・湯治」のチーム員の募集や全国「新・湯治」効果測定プロジェクトは、平成31年度も引き続き実施していく。

「マイスター部門」において、北海道小樽市で（一社）日
本スポーツ雪かき連盟が実施している「国際スポーツ
雪かき選手権」を表彰。

国際スポーツ雪かき選手権

雪かきにルールを設定して競技化し、辛い雪かきを
楽しいスポーツにする逆転の発想から生まれた地域貢
献と競技をセットにしたイベント。

写真提供：一般社団法人 日本スポーツ雪かき連盟

○「チーム新・湯治」は、平成30年４月から募集を開始
し、平成31年１月末までに201団体に参加いただいて
いる。

○全国「新・湯治」効果測定
プロジェクトは、今年度19温
泉地に協力いただき、アンケ
ート調査を実施している。

新・湯治



⑦小中学生・高校生によるスキー体験の場の創出

（２）モデル事業以外の取組

14

健全育成のための体験活動推進事業の推進を図るとともに、宿泊体験事業の平成30年度実施要領に「スキー教室」を新
たに例示として追加。

取組概要

今後の方針

来年度も引き続き、健全育成のための体験活動推進事業の推進を図る。

成果

【補助金実施要領に「スキー教室」を追加】



⑧スクールの営業実態に関する情報収集

（２）モデル事業以外の取組

15

○全国のスキー場に対してアンケート調査を実施し、スクールの設置状況やSIA・SAJ非公認校の取組状況について調査。
○SIA・SAJ公認校に対してアンケート調査を実施して、外国人対応の状況について調査。

取組概要

今後の方針

各スクールが外国人受入や安全確保に関する取組を進める際に参考となる情報について周知を図る。

成果

SIA・SAJ公

認校のみ, 

51.7% 

SIA・SAJ公認

校と非公認校, 

13.9% 

非公認校の

み, 9.3% 

スキー学校なし, 

19.9% 

有無を把握

していない, 

1.3% 

不明, 4.0% 

[N=151]
〔単一回答〕

SIA・SAJ公認校有
65.6%

SIA・SAJ非公認校有
23.2%

スキー場におけるスクールの開校状況

SIA・SAJ公認校があるスキー場：約6割、 SIA・SAJ非公認校があるスキー場：約2割、スキー学校無し：約2割
SIA・SAJ公認校では利用者の安全確保に関する取組が着実に実施されているが、非公認校の中には十分に取り組
めていないスクールも一定数あると推測される。

外国人の受講については、外国人スキーインストラクターや外国語対応可能な日本人スキーインストラクターの活用
等により対応している。

• 賠償保険や傷害保険の加入や安全管理に関する取組は各校で実施
• アンケート調査に回答のあった90校のうち、約1割が外国人スキーインストラクターを

雇用、3割強が外国語を話せる日本人スキーインストラクターを雇用して外国人の
レッスンに対応

SIA・SAJ公認校の取組状況

68.3
51.2

51.2
41.5

36.6

36.6

29.3

0 10 20 30 40 50 60 70

スキー学校として賠償保険や傷害保険に加入

安全管理研修を実施

地域在住の人材を活用

指導者資格を有した人材のみ雇用

労災保険に加入している

地域の関係事業者とのネットワークを構築

受講生に対して、賠償保険や傷害保険への加入を義務づけ [N=41]

SIA・SAJ非公認校の取組状況

[%]



２．スキー場の経営に関する課題への対応
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（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等に関する知見の共有、②維持管理に関するマニュアルの作成

17

○索道施設の維持管理等に関する諸課題について関係者で共有・検討する会議を地方運輸局と地方索道協会が連携し
て開催。

○「索道施設の維持・管理マニュアル」を設備の種類毎に順次作成し、索道事業者向けの研修会において展開。

取組概要

今後の方針

○設置された会議体にて、関係者が連携し、課題の共有、検討に引き続き取り組む。
○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。

成果

①索道施設の維持管理等に関する知見の共有 ➁維持管理に関するマニュアルの作成

中部運輸局に加え、スキー場が多く立地する４運輸局

（北海道、東北、北陸信越、関東）において、索道施設の
維持管理に関する知見をはじめ、索道事業をめぐる諸課
題の共有・検討を行う会議を設置し検討に着手。

【会議の模様】

H30.6.22中部運輸局 H30.7.31北陸信越運輸局

索道施設の維持・管理に係る実務者が日常の業務に
活用でき、かつ技術者の育成のための教本とするマ
ニュアル（共通事項編、索道線路編、原動設備編、

電 気 設 備 編 、
保安設備編）を
順 次 作 成 。 平
成 30 年 度 は

「索道線路編」
を作成し、索道
事業者向けの
研修会におい
て展開。

マニュアル（索道線路編）



（２）スキー場内外の安全確保

①関係機関の連絡体制や訪日外国人への情報提供方法について情報収集・課題解決に向けた検討

18

全国のスキー場に対してアンケート調査やヒアリングを実施し、スキー場における事故・災害発生時の連絡体制や情報発信の
方法について情報収集し、課題を抽出するとともに好事例を整理。

取組概要

今後の方針

関係機関の連絡体制構築や外国人への情報提供方法のポイントについて周知を図る。

成果
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8.6

0.7

2.6

5.3

4.0

3.3

4.0

6.0

3.3

90.1

0% 50% 100%

スキー場パトロールの配備

遭難者等発生時の関係者間の連絡体制の構築

雪庇の除去等の事前の雪崩対策

自然災害発生時の関係者間の連絡体制の構築

観測データに基づく安全情報の配信

自然災害発生時の安全除法発信網の構築

自然災害に備えた避難計画の策定

レジャー用の保険の案内

その他

[N=151]

6.6
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0.7
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21.9
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0.7
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25.8

27.8
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35.8

33.1

35.1

37.1

86.1

0% 50% 100%

観測データに基づく安全情報の配信

レジャー用の保険の案内

自然災害に備えた避難計画の策定

自然災害発生時の安全除法発信網の構

築

その他

[N=151]

パトロールの配備や雪崩対策、関係者間の連絡体制の構築は多くのスキー場で取組が実施されている。
自然災害発生時の避難計画策定や情報発信、保険案内といった取組や、外国人対応はあまり進んでいないという状況。

スキー場における安全確保取り組み状況

＜外国人対応の状況＞

■実施している ■実施に向けて検討を進めている ■今後実施する予定がある ■実施しておらず、今後実施する予定もない ■不明
谷川岳天神平スキー場
（群馬県みなかみ町）

毎朝、ツイッターにて気候、
気温、風速、積雪の情報を
日本語と英語で配信

雪崩の恐れがありコース閉
鎖等を行っている場合も、ツ
イッターにて日本語と英語
で情報配信

＜実施状況＞

外国人への情報配信の事例

（出典）谷川岳天神平スキー場 Twitter



（２）スキー場内外の安全確保

②バックカントリースキーに関するルール策定やガイドの状況についての情報収集

19

全国のスキー場に対してアンケート調査やヒアリングを実施し、バックカントリースキーに関するルールやガイドの状況につい
て情報収集を実施。

取組概要

今後の方針

バックカントリースキーに関するルール策定やガイドの事例について周知を図る。

成果

35.8
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18.5

2.6

10.6

5.3
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55.0
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11.3

7.9

7.9

9.9

9.9

10.6

84.8

0% 50% 100%

立入禁止エリア等を記したマップ

コース外滑走に関するルールの整備

登山計画書等の提出管理

ゲートの設置やスタッフ配置等

バックカントリーガイドの養成

その他

[N=151]

コース外滑走に関する取組として、立ち入り禁止エリア等を記載したマップの作成やルール整備等は2～3割のスキー場
が取り組んでいるが、外国人対応はあまり進んでいない。

17.2

13.9
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8.6

6.6

1.3

9.3

11.3

2.6

6.0

2.0

6.0

4.6

4.0

2.0

2.6

0.7

37.1

41.1

48.3

52.3

57.0

12.6

30.5

29.1

31.1

31.1

31.8

85.4

0% 50% 100%

立入禁止エリア等を記したマップ

コース外滑走に関するルールの整備

登山計画書等の提出管理

ゲートの設置やスタッフ配置等

バックカントリーガイドの養成

その他

[N=151]

■実施している ■実施に向けて検討を進めている ■今後実施する予定がある ■実施しておらず、今後実施する予定もない ■不明

スキー場におけるコース外滑走に係る取組状況

＜外国人対応の状況＞＜実施状況＞
AKITA・たざわ湖ローカルルー
ル

日本語版と英語版を作成
「立ち入り禁止区域の明
示」、「コース外に出る場合
の登山届提出」、「雪山基本
装備の携行」等について明
記
たざわ湖スキー場HPやス

キーセンター、コース内の
看板等によって周知

登山届について英語等の
多言語で作成

外国人向けにルール周知を
行っている事例



いいね！ 409
シェア 205

視聴回数 1.5万回

①グリーンシーズンを含むアウトドアスポーツについてのプロモーション展開

（３）年間を通した事業継続

日本のアウトドアスポーツツーリズムをPRする動画を作成し、作成した動画をYouTubeで公開。更に、動画閲覧のデータ
を分析してリマーケティングを実施。

取組概要

今後の方針

2018年度のプロモーションで得られた関心層に係るデータを踏まえ、更にターゲットを絞ったプロモーションを実施。

成果

○スポーツツーリズム需要拡大戦略に基づき、「アウトドアスポーツツー
リズム」 に関する動画を作成。2018年12月から国内外に配信をスタート。

○関心層に対し、リマーケティングを実施。配信後約２ヶ月で、200万回超
再生を達成。更に関心層に係るデータを地域・企業等に提供。

（2019年2月5日時点の国内外の反応）

YouTube

視聴回数
202万回

Facebook

20



②スノーリゾート地域におけるグリーンシーズンの体験プログラムの充実に向けたマーケティング

21

○コト消費に関するWebアンケート調査を行い、山・森のアクティビティの実施状況や実施層のニーズについて分析を実施。
○海外の通年型のマウンテンリゾートで実施されている体験プログラムについて情報収集を実施。

取組概要

今後の方針

マーケティング調査の結果やグリーンシーズンの体験プログラムの好事例について周知を図る。

成果

（３）年間を通した事業継続

海外旅行で体験したいこと：その国の豊かな自然 （N=9,921） 62.1%

日本以外の海外旅行時の山・森のアクティビティ実施率 （N=9,921） 36.0%

日本旅行時の山・森のアクティビティ実施率 （N=5,045（訪日経験者）） 14.3%

海外旅行における自然体験のニーズは高いものの、山・森のアクティビティの日本と海外で
の実施率に差があることから、更なる拡大の余地があると考えられる。

海外旅行時（日本以外）に山・森のアクティビティを実施した層のニーズについての主な回答
は以下のとおり。

回答率が高い項目
全体平均に対して
回答率が高い項目

海外旅行時に
体験したいこと

• 豊かな自然を楽しみたい
• 街並み、有名な建築などを鑑賞したい
• 歴史や遺跡などをめぐりたい

• アウトドアアクティビティを楽しみたい

• 現地の暮らしを体験し、現地の人と交
流したい

海外旅行に
期待すること

• 現地でしかできないことなど、本物の体
験

• じっくり時間をかけて体験したい

• 家族や友人に話せるような旅先での面
白い体験

• スリルやエキサイティングな体験
• アクティブに体を動かして過ごしたい

• 人と同じでない、自分だけの特別な
体験

クールマイユール（イタリア）

イタリア有数の山岳リゾート。夏は様々な体験
プログラムが提供されている。

【体験プログラム例】
• クライミング
山岳ガイド協会所属のガイドから、インドア
コースやモンブラン等の周辺の山でフリークラ
イミングのレッスンを受けられる。

• サイクリング／マウンテンバイク
ツール・ド・フランスやツール・ド・モンブランの
コースを有していることからブランド化が図ら
れており、多数のコースが用意されている。

海外の通年型リゾートの事例

（出典）Courmayeur Mont Blanc Turismoホームページ

コト消費に関するWebアンケート調査結果



（３）年間を通した事業継続

③国立公園での体験型アクティビティの強化・充実、モデルコースの検討・設定

22

○国立公園満喫プロジェクト先行8公園において、国立公園ならではの体験コンテンツ等をモデルコースとともに取りまと
めた「国立公園コンテンツ集」を多言語にて作成。

○平成30年9月に開催されたツーリズムEXPOジャパン2018及び同時開催のＶＪＴＭ2018において、各コンテンツ事業者

と海外バイヤーのマッチングを実施した。また、この他の公園においても、満喫プロジェクト展開事業を活用し、コンテン
ツ開発・プロモーションを実施。

取組概要

今後の方針

成果

2)ツーリズムEXPOジャパン2018&VJTM2018における
各コンテンツ事業者と海外バイヤーとのマッチングを実施

日本の国立公園ならではの体験コンテンツ（103コンテンツ）及び現
実的な二次交通を組み合わせたお勧めモデルコース（23コース）を
掲載した「日本の国立公園コンテンツ集」を日本語版・英語版で作
成し、冊子とWeb版で公開。

1) 「日本の国立公園コンテンツ集（日本語版・英語版）」作成

○「日本の国立公園コンテンツ集」の対象公園を拡充し、体験コンテンツ、モデルコースの充実を図る。
○その上で、ツーリズムEXPO2019＆VJTM2019をはじめ、国内外の旅行会社やOTA等とのマッチング機会を提供する。

平成30年9月に開催された、世界最大級の旅の祭典「ツーリズムEXPO
ジャパン2018」に出展し、多くの来場者に国立公園の体験アクティビティを
PR。プロフェッショナルセミナーでは、旅行会社など観光関係者にPR。
同時開催のJNTO主催VJTM（VISIT JAPAN トラベル& MICEマート）において、165件の
国立公園のコンテンツ提供事業者と海外バイヤーとのマッチングを実施。

3)満喫プロジェクト展開事業を活用し、志賀高原においてスキーリゾート認知度向上・ツアー拡大へ向けた取組を実施

志賀高原において、平成29年度から２カ年にわたり、取組を実施。ファムトリップの実施等により主要エージェントとの関
係強化により、集客を強化。



（３）年間を通した事業継続

④森林空間を活用した体験プログラムづくりに向けたマッチング・情報発信

23

森林空間の新たな利活用を通じた新産業創出を目指した「森林サービス産業」キックオフ・フォーラムと、森林空間の観光
分野での利活用促進を目指した「マッチング・セミナー」を開催。

取組概要

今後の方針

成果

引き続き農泊等の取組への支援や、山村地域と観光関係・森林体験プログラム提供者等とのマッチングを進め、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、参考となる取組事例について情報発信を予定。

【マッチング・セミナー】
先進事例紹介と観光推進に向けた様々なアドバイス
やサポートが可能な約20団体のエキスパートによる
ポスターセッション・個別相談会等を通して、受入側
の自治体、観光協会、観光・交流や森林体験活動の
実施団体等とのマッチングを促進。

【キックオフ・フォーラム】
「森林サービス産業」の創設に向けた議論の
深化や具体的な取組の開始を呼びかけるこ
とを目的に有識者等によるディスカッション
等を実施。

医療・福祉、教育、観光等の多様な分野と連携し、森林空間の新たな利活用を通じ、
森と人とのかかわりを創り出す「森林サービス産業」の創出に向けた議論を深め、機
運を醸成することを目的に、平成３１年２月４日に「キックオフ・フォーラム」を、翌２月
５日に「森林資源を活用した観光マッチング・セミナー」を開催し、延べ約350名の参加
を得た。

（2/4フォーラム、2/5セミナーのプログラム）



（３）年間を通した事業継続

⑤グリーンシーズンのゲレンデを活用したアクティビティ等のPR動画の分析・情報発信・体験プログラムの開発支援

24

○様々なアクティビティが可能な農泊地域のプロモーションを実施し、今後その結果について各国ごとに分析。
○スノーリゾート地域を含む農泊地域において体験プログラムの開発等を支援。

取組概要

今後の方針

○情報発信の分析を踏まえ、JNTO（日本政府観光局）と連携した効果的な情報発信を継続的に実施。
○「農泊の推進」により、スノーリゾートを活用した体験プログラムの開発等を引き続き支援。

成果

○海外プロモーション等の情報発信の積極的な展開

① 台湾・香港は、個人旅行層向けに、現地WEBサイトへの農泊紹介
記事掲載、一般消費者参加型キャンペーン等を実施

② 欧米豪は、日本の農泊の認知度が低いことから、現地WEBサイトの
活用に加えて、旅行会社等に対する認知度向上を目的としたセミナー・
商談会を開催

○農泊地域500地域創出に向け、計画的に支援を実施

スノーリゾート地域でも体験プログラムの開発に
対して積極的に支援

農泊地域の名称 体験プログラムの事例

特定非営利活動法人南魚沼もてなし
の里

スキー場リフトを活用した「天空米」
のはざ掛け体験

一般社団法人信州いいやま観光局 市内スキー場と連携した「かまくらの
里」

白山ろくスローツーリズム研究会 一里野温泉スキー場を活用したス
ノーシューツアー

香港向け現地サイト



⑦スノーリゾートにおけるCRM※の構築状況・課題について調査

25

全国のスキー場に対してアンケート調査やヒアリングを実施し、スノーリゾート地域におけるCRMの構築状況や構築にあたっ
ての課題について整理。

取組概要

今後の方針

ＣＲＭ構築の事例について整理し周知を図る。

成果

（３）年間を通した事業継続

26.9

21.3

21.3

16.7

9.3

15.7

30.6

30.6

12.0

15.7

0% 50% 100%

顧客データベースを構築

顧客データベースに基づいた

ダイレクトマーケティング

実施している 実施に向けて検討を進めている

今後実施する予定がある 実施しておらず、今後実施する予定もない

不明

マーケティングに取り組んでいるスキー場においても、CRMの構築に取り組めているところはまだ少ない状況
CRMの構築にあたって課題となる点としては、データ収集に係るシステム構築そのものに係るコストや業務量の多さ、地
域内でデータ収集に協力してくれる店舗をいかに増やすかといったことが挙げられている。

[N=108]

マーケティングに取り組んでいるスキー場におけるCRM構築状況

CRM構築の事例

システム構築自体にかかるコスト・業務量
顧客情報収集協力店舗の拡充
顧客データベースを管理できる人材の確保

CRM構築にあたっての課題

ニセコひらふエリアマネジメント（NISEKO Pay 実証実験）

• ニセコひらふエリアの住民を対象に、エリア内の飲食店等にお
いてQRコード決済できる仕組みを実証実験

• 将来的には観光やキャンペーンに関する情報等の様々なコン
テンツを一元的に取り扱えるようにして利便性を向上

• 地域においても購買データを蓄積・活用することで、域内経済
活性化を目指す

※CRM：Customer Relationship Managementの略。顧客データの管理・分析により、顧客関係を構築し、顧客価値を創造する戦略



①安定的な事業経営が可能となった事例の収集

（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

26

スキー場の再生事例を収集し、再生のポイントについて整理。

取組概要

今後の方針

スキー場再生のポイントとなるマーケティングの実施手法について周知を図る。

成果

スキー場の再生に向けては、自地域の特徴を踏まえてターゲット層をしっかりと設定し、ターゲット層の獲得に向けたサービスを工夫して提供す
ることがポイントになると考えれられる。

スキー場名等 概要・取組のポイント

マックアース
全国各地の経営困難となったスキー場の

再生を実施

スキーリゾートをグループ化することで、優秀な人材のシェアや集中購買によるコスト削減、売り上げ増加につなげている
ホテルやゴルフ場等を同エリアで運営し、効率的なマーケティング、人材の通年雇用を実現
スキー場毎に特性を分析し、戦略を定めて取組を実施（例：北海道小樽市のスノークルーズオーンズでは、周辺に競合ス
キー場が多数立地することを踏まえ、時間帯毎にターゲット層を明確にするきめ細かいマーケティングを実施）

IWANAI RESORT
運営：ユキカムイ（株）

場所：北海道岩内郡岩内町

岩内町が所有している「ニセコいわない国際スキー場」の運営権を取得し、「IWANAI RESORT」として2017-2018シーズ
ンより事業を実施
上質なパウダースノーや、滑走中に海が望める特別感に着目し、主なターゲットをパウダースノーを求めている欧米豪の
富裕層に設定
スノーキャットにて顧客をパウダーゾーンまで搬送し、プライベートマウンテンを提供するという取組を実施

ロッテアライリゾート
運営：（株）ホテルアンドリゾート上越妙高

場所：新潟県妙高市

2017年12月のリニューアルオープンにあたり、国内有数の積雪量とパウダースノーを強みにスノーリゾートとしての位置
づけを重視しつつ、通年型のマウンテンリゾートへの転換を目指している
主なターゲットをアッパーミドル層に設定し、宿泊施設や飲食施設等を改装するとともに、ジップラインやツリーアドベン
チャーといったアクティビティの整備に加え、音楽などの芸術をテーマとした滞在プランを企画

再生事例の整理
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ヒアリング等によりスキー場の撤退事例について情報収集し、既存文献も活用し経営困難となった理由を分析するとともに、
原状回復する場合の課題について整理。

取組概要

今後の方針

スキー場の廃業を実行した事例について手順等を整理し周知を図る。

成果

廃業事例の整理

原状回復

スキー場を廃業するにあたっては、関係機関との協議を適切に行う必要があるとともに、植林や索道施設の撤去等によって原状回復する義
務がある場合には、そのための資金をいかに確保するかが課題となってくる。

既存文献、
廃業・休業スキー場名 概要・廃業の要因等

スキーリゾートの発展プロセス
日本とオーストリアの比較研究

呉羽正昭

閉鎖・休止スキー場の全体的な特徴として、標高差が小さく設置された索道数が1～2基の「小規模なスキー場」、「索
道の経営資本が市町村のスキー場」が挙げられている。
その他、スキー場の閉鎖・休止の要因として、スキー人口の減少、近接スキー場の競合による近接逆効果、バブル
経済崩壊時の索道経営会社の売却や倒産等が挙げられている。

田沢湖高原アッスルスキー場
場所：秋田県仙北市

廃業年：2008年

関東や関西からのスキー教育旅行を多く受け入れていたが、教育旅行件数の減少や人件費の高騰等により経営継
続が困難となった。

スノーバレー利賀・閑乗寺ス
キー場
場所：富山県南砺市

廃業・休業年：2013年

富山県南砺市はスキー場を6施設（内1施設は競技者向けのクロスカントリースキー場）所有していたが、1990年代を
ピークに利用者数が減少、売上高も赤字であったので各スキー場の経済効果を試算したところ、「県内屈指の規模」、
「高速道路のICから近い」、「雪が多く営業期間が長い」とった特徴のあるスキー場は経営の見通しが立ったが、ス
ノーバレー利賀と閑乗寺スキー場は見通しが立たず廃業・休業することとなった。

原状回復を規定する法令等 概要

民法 第589条において、借主は、借用物を原状に復して、これを附属させた物を収去することができると明記されている。

自然公園法
第15条において、事業を廃止した場合、国立公園の保護のために必要がある場合には、原状回復又は現状回復が著
しく困難な場合は代わるべき必要な措置を執るべき旨を環境大臣が命じることができると明記されている。

自治体における条例 自治体によっては、所有しているスキー場の利用終了時に原状回復を規定する条例を定めている。


