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第５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 10 月 17 日（水）13：00～15：00  

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 

○ 前回の会議終了後、皆様に協力いただきスノーリゾート地域の活性化に向けたアクションプ

ログラムを作成した。アクションプログラムに掲げた取組として、10 月 3 日より観光庁でモデル

事業の公募を開始している。また、9 月には北京で開催された WORLD WINTER SPORTS 

(BEIJING) EXPO 2018 へ JNTO 主導により、オールジャパン体制で出展した。 

○ 本日の会議では、アクションプログラムに掲げられている事項における先行的な取組事例と

して、ジャパン・ツーリズム・アワード 2018 において大賞を受賞した一般社団法人雪国観光

圏、北米からの誘客に成功している Yuki kamui 株式会社、顧客情報管理の構築に注力され

ている東急不動産株式会社から発表いただく。また、原田議長からは、野沢温泉での調査

結果を発表いただくほか、観光庁で実施した海外市場や訪日外国人の状況に関する調査

について報告する。 

○ 発表の内容を踏まえ、スノーリゾート地域の活性化に向けて議論を深め、今後の事業に活か

していきたいと考えているので、活発な議論をお願いする。最後になるが、今年は地震や台

風、豪雨と様々な災害があり、地域の観光に大きな影響を与えている。観光庁としても観光

を通じた復興ということで官民が連携してしっかり取り組んでまいりたい。本日集まっていただ

いた皆様にも支援、協力をお願いしたい。 

 

３ 議事 

（１）「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」に関連する取組について 

 ①雪国観光圏の取組 

◇ 雪国観光圏の圏域は、新潟県側の 5 市町村、群馬県みなかみ町、長野県栄村という 3 県 7

市町村となっている。新潟県側の 5 市町村は私が宿を経営している越後湯沢の湯沢町、魚

沼産コシヒカリで有名な南魚沼市と魚沼市、近年では大地の芸術祭等で非常に注目を浴び

ている十日町市と津南町である。観光圏が何かご存知ない方も多いかと思うが、2008 年に観

光庁が発足した時に広域観光圏事業ということで始まったのが雪国観光圏。日本で最初に

認定を受けた 16 の観光圏のうちの 1 つである。世界的な豪雪地域であること、東京駅から

70 分というアクセスの良い環境にあることが我々の地域の最大の特徴である。また、我々は

日本版 DMO としても活動しているが、観光圏と DMO が混同されているところがあるので、そ

の違いについて整理する。DMO は、Destination の価値を高めるための組織運営を最適化
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していくものである。一方、観光圏は広域連携によって新たなブランド価値の創造、新たな魅

力を創造していくものである。私が住んでいる湯沢町は、スキーの世界大会を開催するところ

で、スキーという分野では非常に有名である。隣の南魚沼市は魚沼産コシヒカリが、みなかみ

町はラフティングが有名である。このように、それぞれの地域でのコンテンツはバラバラだが、

3 県 7 市町村が集まることで 1 つの価値をつくっていくということが観光圏の考え方で、長期

的な視点に基づいたエリアブランディングのための組織と考えていただければと思う。ただ、

観光圏、DMO の取組で共通する部分もある。具体的には、組織運営、マーケティング、ブラ

ンディング、人材育成等が挙げられる。このように共通する部分もあるが、観光圏の本質はエ

リアのブランディングの再定義にあることを意識して活動している。 

◇ 私たちは、地域共通の価値を雪国文化と定義し、ブランドコンセプトを「真白き世界に隠され

た知恵と出会う」と設定して 10 年間取組を進めてきている。日本の観光はどうしてもコンテン

ツ主体になってしまっている。各地域において、文化、歴史、自然、食等の売りになるものが

あり、それぞれのコンテンツで PR しているという状況である。確かにコンテンツは重要で、き

ちんとした商品がないとお金に変わらないが、それだけではエリアとしてのブランディングは

できない。そういった中で私たちが取り組んでいるのは、これらのコンテンツに共通する地域

独自の価値をつくることである。3 県 7 市町村で農業や宿泊業、またはスキー産業も含めて、

共通するエリアの価値をつくろうというのが我々の取組である。我々はこれを雪国文化と定義

し、地域の価値を伝えるためにストーリー性を意識して取組を進めてきた。今の観光マーケ

ティングや観光協会の事業は、エリアにある既存の事業をどう PR するかを考えがちである。

我々の地域を見ても、今までは『スキー、温泉、食、全てある』、『水も自然も豊か』湯沢・魚沼

エリアということで PR していたが、これからは世界的な競争力を持つために、地域独自の価

値を確立し、それに基づいた戦略を取ろうとしている。既存の観光協会や PR 事業は現在の

事業者の利益の最大化を目指しているが、我々が目指すのは 10 年後 20 年後にこのポジシ

ョニングにしていれば、この地域の事業者の価値はさらに高まるだろうということが考え方の

ベースとなっている。そういった中で、当地にもスキー産業という大きな産業はあるが、ただス

キー場が広いとか、値段が安いとか色々な食があるとか、ワールドカップをホストしているとい

うような点の話ではなく、この地域のスキー場が選ばれるためには、地域に根差した食文化

や伝統産業等を 1 つのストーリーに表現する中でスキーも同じような位置づけで考えていか

ないと、世界中のスキーリゾートの中から我々の地域は選ばれないだろうと考え、活動してい

る。 

◇ もう少し細かな事業の話をしていくと、雪国観光圏全体の延べ宿泊者数は約 380 万人であり、

その内の約 4 割は湯沢町が占めている。ご存知の通り、湯沢町はスキーによって栄え、スキ

ーによってしぼんできたという歴史があるが、スキー客は変動しているのに対し、温泉客はそ

れほど変化していない。また、3 県 7 市町村全体で見ると、8 月がピークになっている。湯沢

や南魚沼のようなスキー産業を抱えているところは冬が観光業のピークだが、それ以外の 5

市町村は夏がピークで、冬は雪が降るだけで何も良いことがないというのが、地域の全体的

な意識である。そこで、晩秋から春にかけての雪国の暮らしの知恵がこの地域には隠されて

いるだろうと考え、そのような「雪国文化」に地域独自の価値があると考えて商品化を進めて

きた。その中で、訪日客の誘客にも取り組んでいる。現在、雪国観光圏全体では年間約 16
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万人の外国人宿泊客がいるが、その内の約 8 割は湯沢町が占めている。大半はスキーのシ

ーズンの宿泊となっており、アジアの方々を中心に湯沢に 2～3 泊してスキーをする方が非

常に多い。一方で、雪国文化はどちらかというとスキーで栄えた湯沢町よりも、周辺市町村に

多く残っている。そこで、湯沢町を訪れる海外からのスキー客が周辺市町村へ足をのばして、

雪国文化や日本の伝統芸能に触れるような旅を提案していくことが我々のミッションだと考え

ている。東京から 70 分で到着でき、地域内には 4 本のローカル線も走っているため、インフ

ラ環境としては十分整っている。そこで、ツアー商品をつくって提案していくことを目指してい

る。具体的には、雪国文化の学校と題してお年寄りからわら細工づくりを学ぶもの、発酵食か

ら見る村の暮らしと題して、保存食づくりを通じた村の生活や暮らしを学ぶもの、雪国ガストロ

ノミーツアーと題して、山菜を収穫して一緒に調理して食べるようなものを、海外にも発信して

いる。スキー＋スノーカルチャーという戦略のもと、世界中から湯沢町に来たスキー客に継続

してこの地域が選ばれるよう、地域の文化や自然、暮らしを組み合わせ、質の高い過ごし方

をエリア全体で提供していこうと考えている。 

◇ 最後に仕組みの話をする。雪国観光圏は雪国観光圏以外に雪国観光舎という旅行会社を

持っており、雪国観光圏と雪国観光舎が一体となって事業を実施している。雪国観光圏がマ

ーケティング活動として、ブランディングやプロモーションを行い、雪国観光舎がそのストーリ

ーに基づいた旅行商品の造成と手配業務を行っている。また、顧客が宿泊し、色々な滞在

プログラムを体験するにあたっては品質管理が重要となるので、サクラクオリティーという宿泊

施設の品質認証や、雪国 A 級グルメという食の品質認証を行っている。 

 

②Yuki kamui 株式会社の取組 

◇ まずは私のバックグラウンドを話す。30 年前にハドソンソフトというゲーム会社に勤めるために

来日し、当時は毎週末のようにスキーに行っていた。ニセコ、ルスツ、テイネ等、色々なところ

に行ったが、一番好きだったのが岩内である。岩内はゲレンデから海を眺めることができると

いう、非常に特別なところであり、世界的に見ても珍しい。目国内岳や雷電山等、スキー場周

辺の山にもよく登った。日本の山は山頂からの景色はもちろん素晴らしいが、それだけでは

なく急斜面がある点もよい。ゲレンデにおいて急斜面はそれほど必要ではないが、バックカン

トリーのパウダースノーでスキーを行うには急斜面が必要である。岩内の山々は急斜面が豊

富なので好きだった。4 年前に岩内町役場に行って、「スキー場を買いたい」と言ったら驚か

れたが、3 年間通い詰めて運営事業を担うこととなった。地元の方々は隣の泊村に原発があ

ることを気にしており、スノーリゾートとしての事業を実施することに後ろ向きだったが、コミュニ

ケーションを重ねた結果、今では地元の理解も進んでいる。 

◇ 現在のスキー場には、リフトは 1 つしかなく、地元の方の利用としては 1 つのリフトでも大丈夫

だが、外国人はもっと山の上の方に行き、最高級のパウダースノーを楽しみたいので、スノー

キャットを利用している。スノーキャットは 14 人乗りで、1 日 65,000 円とやや高いが、山を独占

できるという特別感があり、利用者の満足度は高い。 

◇ 昨シーズンは 1 台のスノーキャットで事業を行っていたが、今シーズンから 2 台に増やし、1

日最大 24 人までの予約が可能である。プライベートマウンテンという形で 24 人にパウダース

ノーを提供する予定。 
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◇ 今後様々な開発行為を行うにあたっては、やはり行政の力、役場や振興局等の力が必要と

なるので、現在は関係構築に努めている。 

◇ 日本企業は自社のみで事業を実施できるが、我々のような外国人の会社においては人材が

十分でないので、新たに雇用する必要がある。特に、ホスピタリティを知っている社員が必要

なのだが、岩内のような小さい田舎町では英語が話せて、ホスピタリティを身につけた人材は

ほとんどいない。そこで、岩内町の人、特に若い人を意識して、英語やホスピタリティに関する

講習を行っている。 

◇ 冬の事業だけでは企業としての経営が難しい。そこで、夏のレジャーも造成する必要がある。

具体的には、岩内には海があるのでシーカヤックや SUP（スタンドアップパドルボーディング）

等、海のアクティビティが色々できると考えている。 

◇ また、事業を戦略的に実施するにはマーケティングが重要である。事業初年度はアジアと欧

米豪が半々ぐらいだと思っていたが、80％が欧米豪、20％は日本を含めたアジアという結果

となった。欧米豪にはパウダースノーを求めている人が多いことから、そのような層をターゲッ

トとして事業を進めている。プロモーションについては、様々な手法があるが、一番有効なの

は Instagram であると感じている。Instagram は写真がメインなので、イメージとして直感的に

訴求できるほか、コストも安い。インフルエンサーを呼んで、一週間滞在してもらい、Instagram

で発信してもらったところ、来訪者が増えていった。その他にも、例えばニセコの来訪者に直

接的に PR するというようなピンポイントマーケティングも効果があると考えている。 

◇ 岩内はとても田舎で、外国人は全然いないのに対し、ニセコは外国人が非常に多く、日本人

がいない。外国人客はスキーだけでなく日本の文化を見に行きたいというニーズが非常に強

い。ニセコではそのような体験は難しいが、岩内では日本文化に触れることができる。そのよう

な体験プログラムや夏のアクティビティ造成を一体的に進めていきたい。 

 

③東急不動産取組事例の紹介及び Vail 視察紹介 

◇ 本日は、東急不動産の取組事例の紹介と、今シーズンに Vail に視察に行く機会があったの

で、その事例紹介をする。最初は当社の概要について簡単に紹介する。当社は、東証一部

上場の東急不動産ホールディングス株式会社を持ち株会社とし、幅広い事業展開をする総

合不動産グループである。具体的にどのような事業をやっているかというと、都市事業や住宅

マンション事業、管理事業等を手がけているほか、成長市場のうち新たなコア事業という位置

づけでウェルネス事業を展開している。ウェルネス事業では、スキー場の運営のほかゴルフ

場やパブリックホテル、フィットネスクラブといった事業を展開している。 

◇ スキー事業としては、北海道ニセコでニセコグラン・ヒラフ、福島県裏磐梯でグランデコスノー

リゾート、栃木県でマウントジーンズ那須とハンターマウンテン塩原、群馬県沼田市で玉原ス

キーパーク、長野県斑尾高原でホテルと合わせて事業展開をしているタングラムスキーサー

カス、福井県でスキージャム勝山等、全国で 9 施設のスキー場を経営・運営している。このう

ちニセコやグランデコ等は国有林の使用許可を受けて事業を展開している。国立公園や国

定公園に含まれるスキー場もあるので、環境省の指導を受けながら事業を展開している。ニ

セコは、ニセコアンヌプリという山の中に索道事業者が 4 社あり、当社グループにおいては、

ヒラフ地区で昭和 60 年から経営を行っている。昨今はインバウンドの方々が多いので、海外
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の方向けの装置を整備しているものの、まだまだ弱いという課題認識を持っている。今後はそ

ういったところでオペレーションの工夫をしていきたい。 

◇ 次に、市場の状況について説明する。スキー人口の推移を見てみると、世界的な参加人口

は直近で 1 億 3,400 万人であり、アジア、特に中国の参加人口の増加に伴い、年々右肩上

がりとなっている。延べ利用者数で言うと、3 億 3,000 万人ほどが世界のスキー場を利用して

いるというデータもある。一方で、国内のスキー人口はなかなか厳しく、近年はほぼ横ばい。

2016 年度は暖冬の影響もあり、参加人口が減ったものの、2017 年度は若干回復したという状

況。国内マーケットは横ばい、もしくは微減かと考えているが、インバウンドは2018年に平昌、

2022 年に北京とアジアでの冬季オリンピックが続くので、特に中国等でスキーヤーの増加が

見込まれると認識している。そういったアジアを中心としたインバウンドの誘客においては初

心者向けのレッスンの充実や、公共交通機関からの二次交通の整備が課題だと思う。さらに

は周辺観光施設の充実ということで温泉や雪見のような、先ほども話があった日本文化に触

れられる体験型プログラムも必要になってくるかと思う。 

◇ 今後の取組として考えているのは、①顧客の利便性向上、②CRM の強化、③地域活性化で

ある。これら 3 つをやることで選ばれ続けるスキー場になっていくと考えている。そういった中、

現状の課題として、今のスキー事業はかなりアナログなオペレーションが残っていると認識し

ていて、いつも現金が必要、どこでも並ぶ、紙で申し込む、ほしい情報がなかなか来ないとい

う点が挙げられる。今後はキャッシュレス化、事前予約/決済、個人情報をストックする、リピー

ターの囲い込み、電子地域通貨が実現できればいいのではないかということで各種施策を進

めている。特に、顧客情報を把握することが一番重要と考えている。今のスキー場において

は、チケットブースで現金を受け取ってチケットを渡すが、お客さんが誰かを把握しているとこ

ろはほとんどない。まずはここを改善していくために、今年度は準備フェーズとして顧客デー

タの蓄積をしていきたいと思う。リフト券の販売を中心にポイントを付与することで顧客データ

を蓄積できないかと考えている。また、レンタルやスクールについては 10 月 1 日からサービス

を開始しているが、ニセコで WEB 予約ができる仕組みを構築している。蓄積した顧客データ

を基に、データをどう活用していくかという実行フェーズに移行していきたいと考えている。 

◇ それ以外の観点で言うと、話に挙がっている通り、『スキー場は冬の期間だけ稼働していれば

いいというわけではない』というのは認識しており、夏季のコンテンツ拡充を各施設で展開し

ている。写真でいくつか掲載しているが、今年は勝山で夏のイルミネーションをやったり、ニセ

コではデイベッドを置き、羊蹄山を見ながらくつろいでいただいたり、斑尾で野尻湖を見渡す

テラスをつくったりする等、事業を実施している。また、冬季の事業としては昨年度、玉原とハ

ンターマウンテンでオートメーション型の人工降雪機の更新等を行った。こういったことを含め、

通年型マウンテンリゾートを目指し、夏冬ともに投資を進めている。 

◇ ここからは今年 1 月に北米の Vail リゾートの視察をした時の事例を紹介する。今回の視察は

民間事業者の方も含めて 10 人程度で行い、5 ヵ所のスキー場を見た。デンバー国際空港か

ら Vail リゾートまでは車で約 2 時間。デンバーという街は人口の増加が著しい、成長している

街であり、その背景としてはマウンテンリゾートに近いため人が増えていると聞いている。Vail

リゾートは広大なバックボールが 9 つあり、スキー滑走に適したコース幅で、中斜面が多い。

特徴としてはゲレンデ足元のヴィレッジが充実していて、富裕層の宿泊客が中心になってい
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る。ゴンドラ駅の横に雪が積もっていないのはロードヒーティングが整備されているためであり、

かなりユーザビリティを意識した街づくりになっている。Vail は会員制の施設ということで駐車

場、レストラン、ロッカーが配備された預託制の会員制施設が中に設けられていたり、スキー

以外のキッズ向けのメニューとしてナイト営業も含めチュービングであったりアクティビティとし

て遊べるものがあったり、スキー以外のイベントも充実している。また、山腹にコース料理を食

べられるレストランがあり、スキーウェアを着たまま入店し、ロッカールームでウェアと靴を脱い

だあとにコース料理を堪能できる。 

◇ Beaver Creek は Vail リゾートの中でも最高級の位置づけで、スキーIN/OUT の別荘も多数あ

る。リッツカールトンが入っているところもあり、スタッフのサービスも含めて、かなり充実してい

て、高級感のある施設になっている。Keystone は Vail リゾートの中ではカジュアルな位置づ

けで、デンバー近郊の若年層が多いスキー場である。Breckenridge は Vail と Keystone の中

間的な位置づけで、宿泊付帯も日帰り客が半数ぐらいいる。Copper Mountain は Vail リゾート

外の運営になるが、Keystone と似たポジショニングで、インラインスケートの施設があったりす

るところが特徴的である。 

◇ 街並みは、広大なゲレンデの下に広がっていて、循環バスが走っており、ホテル、レストラン、

ショッピングモール等、アフタースキー及びスキー以外のユーザーが過ごせる環境が充実し

ている。ギャザリングと言われる、世界中に散らばっている家族が Vail で集まって滞在するよ

うな旅行形態に対応できるように、スキー以外の施設も充実しているところが特徴である。 

◇ 索道については、ヒアリングベースで言うとこの 10 年間で 9 本更新していると聞いている。更

新していない 1 年については山腹レストランを改修したとのことで、多額の資金を更新コストに

回しているが、入札をすることで導入コストを抑えられているとのことであった。日本とは違い、

需要サイドが強いため、価格競争をさせることで安価になっていると言っていた。また、ゴンド

ラの格納庫も過去のメンテナンスの経験から実用的なつくりとなっており、メンテナンスがしや

すい環境を整える意識が強いところも特徴的であった。左下の写真（資料【1-3】P.26）のよう

にベルトコンベア式にスキーヤーが待っていて、乗る時に乗りやすいような設備をつくる等、

投資の部分はかなり意識的にされているという印象だった。 

◇ 当社も参考にしている CRM の仕組みとしては、Epic Mix というアプリを活用していた。こちら

はシーズンパス（顧客の基本情報）とユーザーアプリ（顧客の体験動向）を連動させて顧客情

報を管理するというものである。顧客の基本情報と体験動向を連動させることで、誰がどのリ

フトを使用したかといった情報を、Vail リゾート側が把握でき、データに基づいた投資判断や、

プッシュ型の販促が可能になっていると聞いている。レンタルの予約は、基本的には WEB 予

約を前提にしており、紙での記入はなく、当日予約でもパソコンやタブレットで入力するように

なっている。顧客データをいかに取得するかはかなり意識的にされている印象があったので、

日本のスキー場でも今後同様にやっていく必要があると考えており、今年度の取組に反映さ

せている。 

 

④スキー場アンケート結果速報 

事務局より、資料 1-4 に基づきスキー場アンケート結果速報について説明。 
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①～④について意見交換。 

 

△ 発表の中でも、アジアからの初心者層についてはレッスンの充実が必要との話があったが、

SIA・SAJ が連携してしっかりと取り組んでいかなければいけないと思う。課題としては、スキー

インストラクターの担い手、特に若い人が非常に減っているというものが挙げられる。社会的

な状況が背景にあると考えており、スキー場のニーズに応えて外国人のレッスンをしていくに

あたり、日本人では対応しきれないという非常に深刻な状況に陥っている。これを解決するた

めには、在留資格の要件である延べ 36 ヵ月の実務経験を、12 ヵ月程度にできればよいので

はと感じている。そうすることでスキー場の、そして地域のニーズに応えられ、我々の役割がし

っかりと果たせると考えている。私も実際に 2 つのスキースクールで外国人を雇用しているが、

実務経験が 36 ヶ月に満たないために断っている 22～23 歳の若者が多数いる。ワーキングホ

リデーを利用すればいいという話にもなるが、やはり経験が浅いので、みんながワーキングホ

リデーというのはあまり望ましくない。そういった人にもお願いしながら、並行してやっていけれ

ばと思うので、ぜひ地域の皆さんと、また SIA・SAJ の公認も含めて、海外から来る方には取り

組んでいただけるような力添えを頂戴できればと思う。 

○ 許可基準の見直しを受けてから 2 シーズンが経ち、今年で 3 シーズン目に入る。引き続きデ

ータを取得し、その結果を見ながら検討の素材にさせていただければと思う。 

◇ 色々なスキー場の先進事例を見ていくことに加え、日本らしいスキー場、日本のスキー文化

をどうやって残して行くか、あるいは進化させるべきか少し考えることも必要。海外資本や海

外のノウハウを取り入れて進めていくことで、日本らしさが失われ、日本のスキー文化や個性

が失われる可能性がある。日本の特徴を上手に使って様々な取組を行なっていくことが肝要

である。外国人インストラクターの雇用の話は、現状として外国人スキー観光客がどんどん来

てしまっているので、そこへの対応は急務であろう。一方、SIA・SAJ を含め、日本のスキー指

導者の外国人スキー観光客対応能力の向上を目的に、現状の資格制度を踏まえ、何か後

押しできるようなものがあれば良いと思う。今年のモデル事業にはそうした部分もキーワードと

して入っているので、何か関連した取組があれば、今後のヒントになるのではないか。 

◇ スキーインストラクターもさることながら、スキーガイドのような新しい職種も重要かと思う。 

◇ 本会議の名称は「スノーリゾート地域の活性化推進会議」だが、議論の内容が地域ではなく、

スノーリゾートだけの活性化になってしまっている。リゾートを含めた地域全体の活性化をもう

少し考えて議論した方がよいのではないか。なぜならば、今日の事例紹介にもあった通り、お

客様が集まることで更に資本が投下され、外資も乗り込んでくることでリゾート自体は活性化

する。その反面、大手との競争に勝てない地元の事業者がいなくなることで、地元にあった決

裁権限が無くなってしまうことは、地域振興や活性化の一番根っこの部分が揺らぐことになる。

ましてや下手に地価が高くなることで地元の方が住めなくなることで人口が減っては意味がな

い。結局、地域に残ったのは安い雇用だけだったと言う話にならないようにしなければいけな

い。そのためには各地域におけるスノーリゾート、もしくはマウンテンリゾートとしてのマスター

プラン策定の必要性がある。ルールや規制が無い中で、その地で稼ぎたい人だけが稼ぎ、

地域全体の活性化が蔑ろになってしまうのではないかという危機感が年々高まっている。地

域全体のあり方を考えると言う意味ではせっかく観光庁をはじめ、関係省庁の方々に関わっ
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ていただいているからこそ、根本的なところから改めて議論していただきたい。 
◇ 先ほど、日本らしさと言う話もあったが、リゾート地固有の自然環境や生活文化を維持管理し、

利活用する上では、外資などから守るべきものはきっちり守るという話をする必要がある。特

に世界中の教養ある真の富裕層は自然環境や文化への保全意識が高いので大事にしてほ

しい。現状、地元に地域経営の主導権が無い。だからこそ、自治体としての明確なマスター

プランを基に投資の総量規制や土地利用のゾーニングなどを決めなければならない。その

整理や制度が無いまま、外国の事業者が地元の行政や事業者とどれだけ一緒にやりましょう

となったとしても、最終的には共存共栄できない可能性が多いにある。 

◇ また、本日の事例発表で、マーケティングに不可欠な顧客データベースの話があったのは良

かった。継続して、その重要性を発信していただければと思う。 

◇ 東急不動産の説明資料では最後には地域活性化まで考えている内容になっていたが、今日

は途中の CRM の話までしかしていただけなかった。特に顧客データベースを使うことで自社

だけでなく、どの様に地域全体のマーケティングに繋げるかは先ほど私が話したところに深く

関わってくるところでもあるので、次回はその点をしっかりと教えていただきたい。顧客データ

ベースを地域内の事業者と共有して使えるかとどうかと言う点は重要である。 

△ 今ほどの話にもあったが、本会議の大きなテーマはまさにスノーリゾートの地域を活性化する

ことだと思う。今回はスキー場の実態調査の結果報告があり、497 のうち 151 しか回答がない

ということではあるが、調査結果にもあるようにマーケティングをしていないという現状では、儲

からなくて当然と言えば当然のことである。調査結果では、赤字が 63.6％、黒字が 36.4％とな

っているが、これは収支について回答した 66 のスキー場だけの話なので、残りのスキー場が

入ったら赤字のパーセンテージはもっと増えてくるのが実態だと思う。何を言いたいかというと、

まず中山間地のスキー場が潰れると地域の村や街が潰れてしまうので、スキー場をやめたく

てもやめられないという実状に、中山間地の皆さんが悩まれている。どこまでその皆さんを救

うのかという話はまた別の議論かと思うが、いかに赤字を少なくしていくかが地域を救うところ

に繋がってくるので、大きな課題を持って、今後進めていただければと思う。特に今スキー場

が抱えている問題、なぜ赤字なのかという部分については既に持っているリフトやゴンドラ、

40 年使って老朽化しているところへのメンテナンスを含めた安全の確保に非常にお金がかか

っているのも現状としてはある。今後、スキー場の経営において「何が問題で何に一番困って

いるのか」もしっかり調査していただければと思う。 

 

（２）海外市場及び訪日外国人の状況について 

 ①WORLD WINTER SPORTS (BEIJING) EXPO2018（WWSE2018）出展報告 

JNTO より、資料 2-1 に基づき、WORLD WINTER SPORTS (BEIJING) EXPO 2018 について出

展報告。 

事務局より、資料 2-2 に基づき、WWSE2018VJ ブースアンケート速報について説明。 

 

 ②消費動向調査分析結果及び海外市場調査結果 

事務局より、資料 2-3、資料 2-4 に基づき、訪日外国人消費動向調査の分析に関する中間報

告、及び海外市場に関するデータ整理の中間報告について説明。 
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 ③野沢温泉スキー場訪日外国人スキーヤー・スノーボーダー調査 

原田議長より、野沢温泉スキー場の訪日外国人スキーヤー・スノーボーダー調査について説明。 

 

①～③について意見交換。 

 

△ 今後、スノーリゾート地域に投資をする上での大きな課題としては、人材の確保が挙げられる。

現在の就業者の年齢分布を見ると、かなりの高齢化が進んでいると考えられ、人材確保が難

しくなってくることが予想される。色々な産業で同じ課題を抱えていると思うが、例えば建設事

業でも新たな投資をやめる理由の 2 番目に人材の確保が挙げられている。人材の確保につ

いて、統計的な情報も含めて検討いただきたい。できれば働き方改革といった中で地方での

勤務とか、ふるさと勤務でもいいが、そういった形で勤務体系についても検討いただいたらよ

いかと思う。先ほど話が出たスキー学校の件について、SAJ では昨年から認定指導員制度を

導入し、よりフレキシブルにタイミングに合わせてスキースクールの先生を集められるようにし

ている。まだ試行段階なので、今年はその効果を見て、来年以降に繋げていきたいと思って

いる。 

◇ 人材育成は次のステップだと思うので、ぜひ前向きに取り組み、事務局とも相談していきたい

と思う。 

△ 当方の会員から意見を聞くと、本当は通年で常勤の人を雇いたいが、なかなかグリーンシー

ズンの雇用までは手が回らず、限定された雇用になってしまっているようである。そうすると短

期間で時間給となるので、なかなか希望する額を与えられない。都心ではコンビニの店員で

1,000 円以上もらっているが、スキー場の経営者としては無理して 1,000 円出しても、なかな

か人が集まらない。人材の養成については自助努力でなんとかなるにしても、お客さんへの

サービス向上でいかに質の高い人員を確保するか、そのためにはそれ相応のコストを払わな

いと人材が集まらないということで、現在は非常に悩んでいる状況と聞いている。 

◇ テクノロジーの進歩によって解決する部分もあるだろうが、やはり人材の問題は大事だと思う。 

 

（３）モデル事業の公募について 

観光庁より、資料 3-1 と資料 3-2 に基づき、モデル事業の公募について説明。 

 

 

４ 閉会 


