
 
 

第４回地域のスキー場活性化に関する検討委員会 

 
 

次   第 

 
 

日時：平成１９年９月１０日（月）15：00～ 
場所：札幌後楽園ホテル 地下２階 ピアリッジ A 

 
 
 
 

１． 開  会 
 
２． 議  題 

 
（1）コンサルティング対象スキー場の現状と活性化方策案の検討について 
・ニセコいわない国際スキー場について 
・国設阿寒湖畔スキー場について 

（2）スキー場の類型ごとの活性化策のとりまとめイメージについて 
（3）その他 
 
３．閉  会 



所属 役職等 氏名

伏島プランニングオフィス 代表 伏島 信治 ○

北海道索道協会 業務常任委員会委員 黒田 秀徳 ○

北海道索道協会 業務常任委員会委員 河本 宏明 ○

北海道索道協会 業務常任委員会 訪日外国人促進事業特別小委員会委員 井上 喜仁 ○

北海道索道協会 事務局長 久住 孝之 ○

北海道スキー連盟 教育本部長 吉田 英一 ○

北海道スキー連盟 強化部強化委員会委員長 我満 嘉治 欠

(株)ＪＴＢ北海道 市場開発室長 稲村 秀人 ○

日本航空札幌支店 販売部販売業務グループ長 小泉  宏 ○

（株）ノーアスク（ＮＯＡＳＣ） 代表取締役 ロス・カーティー ○

北海道観光連盟 総務・振興グループ課長 加賀谷博司 ○

北海道 観光のくにづくり推進局参事 阿部 啓二 欠

（有）サービスペック 代表取締役 田口 昌雄 ○

ANAセールス北海道（株） 販売推進部国内仕入グループ グループリーダー 岡野 正樹 ○

北海道開発局 開発監理部開発調整課開発企画官 中島  靖 ○

北海道運輸局 企画観光部計画調整官 黒澤 仁一 ○

北海道運輸局 企画観光部交通企画課課長 羽矢 憲史 ○

北海道運輸局 企画観光部国際観光課課長 吉川 洋史 ○

北海道運輸局 企画観光部観光地域振興課長 高橋 博之 ○

北海道運輸局 鉄道部計画課課長 竹谷 繁樹 ○
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地域のスキー場の活性化に関する検討委員会設置要綱 
 
 
（設置） 
第１条  北海道におけるスノー人口の増加、スノー文化の発展を目指し、地域のスキー場

の活性化方策について検討を行うため、「地域のスキー場活性化に関する検討委員

会」（以下「検討委員会」という。）を設置する。 
 
（所管事項） 
第２条 検討委員会は、北海道における地域のスキー場の活性化方策の検討に関すること  

を所管する。 
 
（委員） 
第３条 検討委員会は、別表に掲げる関係者等で組織する。 
 
（委員長）  
第４条 検討委員会に委員長１名を置く。 
  ２ 委員長は、学識経験者をもって充てる。 
  ３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 
 
（検討委員会）  
第５条 検討委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。 
  ２ 委員長は、必要に応じ、検討委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くこと

ができる。  
 
（事務局）  
第６条 検討委員会の事務局は、北海道運輸局企画観光部交通企画課に置く。 
 
（解散）  
第７条 検討委員会は、第２条の所管事項の検討が完了した後に解散する。 
 
（雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が定め 

る。 
 
附則 
  １ この規約は、平成１９年５月２３日から適用する。 
  ２ この規約の改正は、平成１９年７月５日から適用する。 

   ３ この規約の改正は、平成１９年７月２３日から適用する。 

  ４ この規約の改正は、平成１９年９月１０日から適用する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表（第３条関係） 

伏島プランニングオフィス代表 伏島 信治 

北海道索道協会業務常任委員会委員 黒田 秀徳 

北海道索道協会業務常任委員会委員 河本 宏明 

北海道索道協会業務常任委員会 

訪日外国人促進事業特別小委員会委員 

  

井上 喜仁 

北海道索道協会事務局長 久住 孝之 

北海道スキー連盟教育本部長 吉田 英一 

北海道スキー連盟強化部強化委員会委員長 我満 嘉治 

(株)ＪＴＢ北海道市場開発室長 稲村 秀人 

日本航空札幌支店販売部販売業務グループ長 小泉   宏 

(株)ＮＯＡＳＣ代表取締役 ロス・カーティー 

(社)北海道観光連盟総務・振興グループ課長 加賀谷 博司 

北海道観光のくにづくり推進局参事  阿部 啓二 

(有)サービスペック代表取締役 田口 昌雄 

ANA セールス北海道（株）販売推進部国内仕入グループ グループリーダー 岡野 正樹 

国土交通省北海道開発局開発監理部開発調整課開発企画官 中島  靖 

国土交通省北海道運輸局企画観光部計画調整官 黒澤 仁一 

国土交通省北海道運輸局企画観光部交通企画課課長 羽矢 憲史 

国土交通省北海道運輸局企画観光部国際観光課課長 吉川 洋史 

国土交通省北海道運輸局企画観光部観光地域振興課課長 高橋 博之 

国土交通省北海道運輸局鉄道部計画課課長 竹谷 繁樹 

 



ニセコいわない
国際スキー場

スキー場の現状



岩内町の概要①
岩内町は後志管内の南西部に位置し、

北は岩内湾、積丹半島を眺望し、

西には日本海、雷電海岸を望む。

南に岩内岳・ニセコ連邦の山並みが連なり、
東に岩内平野・丘陵部を有する。

気候については、夏期においては温暖小雨
と非常に恵まれた気候ながらも、１２月～２月
の厳冬期においては降雪風雪共に厳しい。



岩内町の概要②
岩内町の人口は15,744人（平成17年国勢調

査人口）となっており、近隣岩宇４ヶ町村（岩
内町、共和町、泊村、神恵内村）の人口を合
わせると26,360人となっている。

また、観光入込に関しては年間６０万人前後
で推移しているが、いずれも夏集中型であり、
冬期間の入込数は月２万人程度に止まって
いる。またその内訳は道内・日帰客が多く、
通過型観光形態が主流であり、滞在型観光
の推進が急務と言える。



岩内町観光入込み状況①
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岩内町観光入込み状況③
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スキー場の沿革
 昭和５５年「岩内岳山麓円山周辺開発計画」に基づ

き、民間資本が中心となってスキー場開発が進めら
れる。

 地域住民のための冬期間におけるスポーツ振興、
レクリエーション確保のための教育施設、並びに広
く道内外からの冬期間観光客を集客する観光施設
として長期に渡って営業を継続。

 長引く不況とスキーヤーの減少、過疎化少子化等を
背景に利用者及び売り上げの大幅な減少。



スキー場の概要①

 アクセス

札幌から車で２時間～２時間半

岩内町市街地からは１０分程度



スキー場の概要②

２０,０００円２５,０００円シーズン券

２,１００円２,４００円１日券

１,６００円２,０００円４時間券

１,８００円２,４００円12回券

１８０円２４０円１回券

小人大人券種

料金体系

※昨シーズン料金

・現在はリフト１本のみの運行、滑走コースは３本であり、施設規模は小さい。
・施設も老朽化が目立ってきている。
・大きなマーケットである札幌市からは２～２時間半のアクセス（稲穂峠もしくは

中山峠経由）であるが、キロロ、ルスツ、ニセコといった大規模スキー場の方が
札幌市に近く、集客力の点では太刀打ちできない。

・現在の客層は地元小学生（低学年）が主体であり、町外からの利用者は少ない。
・低価格競争に参入したが、集客力の向上には直結せず、収益性の低下を招いて

いる。



大きな問題点

リフトの稼働が１本のみ・・・

ゲレンデは３コースのみ・・・

上級者には物足りない・・・

主な客層は地元小学生・・・

これにより・・・



入込数・売上高の減少
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リフト輸送人員の推移
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いやいや！有意な点も！！

海を見下ろすロケーション！

北向き斜面は雪質も抜群！

リフト休止？深雪ゲレンデが豊富！

西の端っこだけどニセコ連峰！

近くには温泉！お宿も多数存在！

そこで・・・



キャットツアーを企画！！
使用されていない

ゲレンデを

有効利用しよう！

圧雪車に乗って標高７００ｍまでＧＯ！

積丹ブルーを見下ろす白銀の世界が！



キャットツアーの様子①



キャットツアーの様子②



キャットツアーの様子③



キャットツアーの様子④



キャットツアーの実施状況
（H18年度）

ツアー 参加人員

①2/4 ノースフェイスツアー(ＮＡＣ) 18

②2/17 ＮＡＣツアー(オーストラリア人) 7

③3/3・4 滝久美子ツアー 26

④3/21 春山見学ツアー 27

78合計

実施日



その他の実施メニュー
 スーパーダウンヒルチョッカリ大会開催

 町民スキー教室開講

 へなちょこボード教室開講

 春山キャットツアー実施

 修学旅行の受け入れ

 高校生インターンシップの実施

 ボランティアスタッフの活用

 かまくらCaféの実施

 深層水メニューの充実



スキー大会・行事等の実施状況
（H18年度）

大会・行事 参加人員

① 1/10・11 第1回町民スキー教室 56

1/13・14 第2回町民スキー教室 89

② 2/4 町民スキー大会 72

③ 2/12 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｳﾝﾋﾙﾁｮｯｶﾘ大会(第1戦) 75

2/18 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｳﾝﾋﾙﾁｮｯｶﾘ大会(第2戦) 73

3/18 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｳﾝﾋﾙﾁｮｯｶﾘ大会(第3戦) 79

④ 2/24 夢開発21世紀CUP SL大会 91

⑤ 3/11 松本杯 89

⑥ 3/11 町民スキー大会(一般) 25

⑦ 1/21 スキー学校検定(級別･ｼﾞｭﾆｱ) 90

2/11 スキー学校検定(級別･ｼﾞｭﾆｱ) 60

2/25 スキー学校検定(級別･ｼﾞｭﾆｱ) 60

3/4 スキー学校検定(ｼﾞｭﾆｱ) 40

899合計

実施日



学校授業・修学旅行の利用状況
（H14～18年度）

Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18

日 数 46 47 51 55 56 

延人数 2,518 2,455 2,924 2,826 2,291 

学校数 13 15 15 15 15 

日 数 9 9 0 2 4 

延人数 1,595 1,623 0 178 742 

学校数 4 4 0 1 2 

日 数 55 56 51 57 60 

延人数 4,113 4,078 2,924 3,004 3,033 

学校数 17 19 15 16 17 

合計

修学旅行

学校授業



春山キャットツアーの様子



修学旅行生ボード体験の様子



かまくらCafeの様子①



かまくらCafeの様子②



ニセコいわない国際スキー場の
活性化方策案について



１．スキー場活性化の方向性

(1)徹底した地元集客戦略

(2)スキー場特性を活かした
高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場活性化の柱

この２本柱に加えて、今後の経営改善に向けた取り組みを推進

ターゲット：
地元小学生とその親

ターゲット：
パウダースノー愛好者、
ヒラフ地区に訪れてい
る外国人観光客など



１．スキー場活性化の方向性

（1）徹底した地元集客戦略

【課題】

・地域に根ざしたスキー場とし
て、地元集客の可能性をもっ
と考えることが必要。

ニセコいわない国際スキー場

【現状・活用ポイント 】

・施設規模は小さい。

・キロロ、ルスツ、ニセコと
いった大規模スキー場には、
集客力の点で太刀打ちできな
い。

・現在の客層は地元の小学生
（低学年）が主体であり、町
外からの利用者は少ない。

・周辺町村も含め、地元の小中
学校のスキー授業の場として
活用されている。

【方向性】

・地元小学生の参加率をもっと
高める施策展開。

・さらに親子での参加を促すこ
とで、地元利用者の増加を目
指す。



【現状・活用ポイント】

・本来のスキー場規模としては、
標高差約700ｍを有し、日本海
等のパノラマを眺めながらの
滑走が魅力。

・昨シーズン後半からはキャッ
トツアーを実施し、好評を博
している。

・ヒラフ地区の長期滞在観光客
をターゲットとして検討でき
る。

・北斜面で、雪質がよい。

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

１．スキー場活性化の方向性
ニセコいわない国際スキー場

【課題】

・リフトが動いていないが故に、
人が入らない大きなパウダー
ゲレンデを持っている。この
特性をいかした魅力の創出が
必要。

【方向性】

・ターゲットを絞り込み、ス
キー場の付加価値、満足度を
高める施策展開により、収益
力の向上を目指す。



２．スキー場活性化施策(案)

（1）徹底した地元集客戦略

ニセコいわない国際スキー場

①近隣町村小学校児童への招待券配布

◆メインターゲットである小学生のスキー参加率の向上及び親
子でのスキー場来訪を促進するため、岩宇４町村（岩内町・
共和町・泊村・神恵内村）の小学校児童に、シーズン中１回
使える無料招待券を配布。

→横流し対策も含めて、実施可能性について検討中。



２．スキー場活性化施策(案)

（1）徹底した地元集客戦略

ニセコいわない国際スキー場

②子どもを飽きさせない工夫

小学生でも上達してくると、単純なコースではすぐ飽きるた
め、高学年になっても遊びに来てもらえるようなコース整備
やイベント等を展開する。

→キッズモーグルバーン、ポールコース、キッカー等、子どもの
挑戦心をくすぐるコースを安全面に配慮して整備。

→具体的内容はシーズンインまでに検討する。

→なお、これまでもかまくらカフェ、チュービングコースの設置
など、子どもが喜ぶイベントは実施している。



２．スキー場活性化施策(案)

（1）徹底した地元集客戦略

ニセコいわない国際スキー場

③親子券等、新たなリフト券の導入

親子券、ランチパック券、温泉入浴セット券など、これまで無
かった新たなリフト券種を導入し、来場者の増加、スキー場
滞在時間の増加を図る。

→実施可能性について現在前向きに検討中。

※岩内で親子が4時間券を購入すると合計3,600円。
近隣の大規模スキー場と比べた場合、スキー場規模を考慮すると、価格競争力

を持たないと考えられる。



２．スキー場活性化施策(案)

（1）徹底した地元集客戦略

ニセコいわない国際スキー場

④たら丸ポイントカードとの連携

岩内町商店街のたら丸ポイントカードとの連携を図り、ポイ
ントカードの交換景品として、スキー場のリフト券と交換でき
るように検討する。

※たら丸ポイントカードについて
商店街が行うポイントカード事業としては、全国的に見ても大成功を収め
ている稀有な事例。カード加盟店で買物をすることでポイントがたまり、
満点カードは500円相当の価値を有する。また景品交換所は空き店舗
を活用した「いわない楽座」として商店街に常設されている。
岩内町では、地域通貨的な形で使われるほど浸透している。



２．スキー場活性化施策(案)

（1）徹底した地元集客戦略

ニセコいわない国際スキー場

⑤スノーボード教室の開催（新たな利用者層の拡大）

これまでスキーしかやったことのない方（中高年層）から、
「ボードもやってみたい」「子どもと一緒にボードを始めてみ
たい」というニーズが出てきている。

昨年度は、ボランティア講師によるスノーボード教室を、子ど
もや中高年者を対象に実施したところ、少しずつではあるが、
ボード愛好者の拡大（リピーターの増加）がみられた。

→今年度も引き続きボード教室を実施し、スキー場利用者層
の拡大を図る。



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

①岩内キャットツアーの実施（背景）

本来は標高差約700ｍ、最長滑走距離3.2kmの規模を有
するスキー場。

日本海、積丹半島のパノラマを眺めながらの滑走は、岩内
独自の魅力。

北斜面で雪質がよい。

昨シーズン後半から「キャットツアー（圧雪車ツアー）」を実施、
運行日数5日間で78名の参加。

ツアー参加者から高い評価を得られた。



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

①岩内キャットツアーの実施（特徴・売り）

休止中のゲレンデを利用するため、人が立ち入っていない
プライベートパウダーを楽しめる。さらに林間などのバックカ
ントリーではないため、立木等がなく、中級者レベルでも安
全にパウダーを楽しめる。

休止中のゲレンデはコースが４本あり、斜面状況に応じて
コースを選べることや圧雪車の乗車定員が少人数であるこ
とから、滑走コースの荒れが少ない。

北斜面であることから、雪質が比較的安定しており良好なコ
ンディションのパウダーを楽しむことが出来る。



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

①岩内キャットツアーの実施

「岩内キャットツアー」の特徴を活かし、高付加価値化戦略
の柱として、他の大規模スキー場ではできない魅力ある
サービス展開を図る。

確実なツアー実施のため、昨シーズンは雪上車1台であった
が、１台新たに増車し、今シーズンは2台による運行体制を
図る。

○料 金：検討中
（昨シーズンは標高700ｍ地点まで5回運行という条件で大人1人10,000円で実施）

○実施日：検討中（12月下旬～3月下旬）
（昨シーズンは火・木・土・日で実施）



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

②有名プロによるキャットツアーの実施

キャットツアーの魅力をさらに高めるとともに、対外的にもＰ
Ｒ効果が高いスキー・スノーボード界の有名プロによるツ
アー企画を実施する。

昨シーズンは、プロスノーボーダー滝久美子さんによる
キャット＆パウダーツアーが好評であり、今シーズンも有名
プロによるツアーを企画予定。



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

③ショップ等との連携によるキャットツアーの実施

ショップ等への営業展開を図り、ツアー企画による確実な集
客を目指す。

→ニセコ地域のアウトドア事業者との連携。

→その他、道内のディープな山好きアウトドア好きが訪れるア
ウトドアショップとの連携。



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

④ファットスキーレンタル

キャットツアー参加者をターゲットに、パウダーに最適な
ファットスキーのレンタルを検討し、いわないスキー場やパ
ウダースノーの魅力を堪能できるようにする。

→費用面で折り合いがつけば実施を検討。



２．スキー場活性化施策(案)

（2）スキー場特性を活かした高付加価値化戦略

ニセコいわない国際スキー場

⑤キャット＆下山ツアー

圧雪車で上まで登り、下りはパウダースノーの中をラッセル
しながら下山する体験ツアーの実施を検討する。宿泊施設
とも連携を図ることで、岩内の新たな冬期体験型観光メ
ニューとしての可能性を探る。

スキーやスノーボードが出来なくても、山頂付近からの絶景
を楽しむことができる。またパウダースノーのラッセル体験も
通常では中々できない。

→今年度は体験型観光メニューのニーズ把握として実験的な
実施を検討する。



修学旅行生に「楽しかったのでまたスキーをやりたい」と言っ
てもらえるスキープログラムの実現を目指すため、その第一
歩として、修学旅行におけるスキープログラムの評価を把握。

→宿泊施設や学校の協力を得て、スキープログラム終了後に
簡単なアンケート調査を実施する（宿泊施設で配布・回収）。

→アンケートは「スキーの体験回数」「スキープログラムは楽し
かったか」「またスキーをやってみたいか」程度の簡単な構
成。

→単年度ではなく、継続して調査を実施し、スキー場、スクー
ル、宿泊施設が改善に向けて検討できる場を作る。

３．今後に向けた施策展開（案）

（1）修学旅行スキープログラムの評価把握

ニセコいわない国際スキー場



岩内ではボランティアの活用により人件費を圧縮する経営
努力を行っている。主にレストランスタッフとして土日の忙し
い時間帯にボランティアとして手伝い、その対価はレストラン
での食事とリフト乗り放題である。

サークル的な仲間内でのボランティアであり、明確な組織体
制となっているわけでは無いが、暗黙のルールのもと、現状
ではそれなりに機能している。

しかし今後もこの体制を維持・継続していくためには、ある程
度のルール化や明確な体制としていくことも必要である。

→今後徐々に組織・制度としての充実を図る。

３．今後に向けた施策展開（案）

（2）スキー場ボランティア制度の充実

ニセコいわない国際スキー場



釧路市国設
阿寒湖畔スキー場の現状



阿寒湖温泉は
 阿寒国立公園内の道東

屈指の観光地

 前田一歩園による資産
管理

 国立公園法と前田一歩
園の管理による自然保
護、森林管理

 アイヌコタン・アイヌ文化

 以前春から秋でのデカン
ショ観光

 阿寒湖温泉の住民の9
割は観光関連産業に従
事



阿寒湖畔スキー場は
 冬の観光を活性化するた

め昭和55年1月にオープン

 昭和62年に人口降雪機を
導入しFIS公認のスキー大
会を開催、本年20回目

 レーシングワールドとしてス
キー合宿を誘致し成果をあ
げている

 スキーブームの衰退による
入り込みの減少

 ボーダーは増加している

 

 

 



阿寒湖畔スキー場の特徴

P
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ライトウイング
（上級コース）

１２００ｍ

レフトウイング
（初・中級コース）

900ｍ

国設阿寒湖畔スキー場
釧路空港から60分、JR釧路駅から90
分のアクセス、冬場は＋アルファ要

阿寒湖畔のホテル街からは、車で
10分以内の近距離

・標高差２７７ｍ
・寒さが厳しいため、バーンは固め
・人口降雪機5台
・ペアリフトは1本左右へ二流れ

（９３７ｍ）
・上級コース：（1200m）

最大斜度26度、平均16度
・初・中級コース(910m）

最大斜度20度、平均11度

・レストハウスからリフトまで、
軽い登り約100mそりエリア



スキー場の概要

スキー客

スキーレンタル
会社

食堂運営
会社

旧阿寒町・釧路市

第３セクター
（株）阿寒町観光振興公社

リフト券販売、駐車場

入札による
営業権利付与

入札による
営業権利付与

指定管理者制度 運営補助金

運営形態 料金体系

通常１日リフト料金
大人 ２，５００円
小人 １，２００円

宿泊パック １，２００円
（合宿などに適用）

修学旅行・スキー研修
生徒 ５００円が通常

釧路市民割引
平日 １０％割引

５０％超の
資本



スキー場の実施メニュー

 修学旅行、スキー研修の実施

 スキー大会の実施

 ボード大会の実施

 スキー学校

 市民割引の実施



スキー大会＠阿寒湖畔スキー場

H18.12.19
～

第19回 JALカップ 男子 女子 計

12.21 阿寒スラローム選手権大会 (H18) 262 210 472

(H17) 280 254 534

H19.2.24～ 第36回 全道 壮年 成年 青年 中学 小学 計

2.25 阿寒大回転大会 (H18) 4 1 3 8 92 108

(H17) 10 2 14 96 122

H193.28～
第26回阿寒ジュニアスラ
ローム

男子 女子 計

3.3 選手権大会 (H18) 123 73 196

(H17) 114 69 183



各種スキー合宿（大人）
大人 枚数 大人 枚数 大人 枚数

全日本女子 5 群馬スキー連盟 18 全日本スキー連盟 23

角館高校 13 玉超ストリーム 4 岡山県スキー連盟 8

岩手県スキー連盟 15 オガサカスキー 9 双葉高校 20

富山県スキー連盟 14 ニセコ花園 14 早稲田大学 14

近畿大学 21 花輪高校スキー部 10 飛騨高山高校 47

北照高校 42 日本大学スキー部 22 駒大岩見沢高校 42

札幌第一高校 63 秋田県スキー連盟 15 北海学園札幌高校 136

北海道東海大学 32 立命館大学 17 関根学園 16

月形ジュニア 12 昌平高校 4 青森山田高校 25

ジャパーナ・スキーチーム 10 矢島スキークラブ 6 岐阜県スキー連盟 42

中央大学 35 新潟県スキークラブ 24 富山第一高校 49

三重県スキー連盟 4 旭川凌雲高校 9 ホワイトウイナーズ 41

國學院大學 6 山形県中央高校 55 横手城南高校 12

白馬高校 18 飯山南高校 18 鷹巣農林高校 104

サンミリオン 12 旭大高校 12 上記計 579

大野高校 9 アルビーレックス 6 大人 合計 1133

上記 計 311 上記 計 243



各種スキー合宿（小人）
小人 枚数 小人 枚数

鳳中学校 3 ケイスキー 6

大曲中学校 1 ホワイトウイナーズ 13

金沢中学校 1 SKS Jr. レーシング 22

富山県スキー連盟 8 玉越ストリームレーシング 10

札幌第一高校 12 清水中学校 1

ジャパーナスキーチーム 27 サッポロモイワジュニアスキークラブ 4

白馬高校 4 三笠レーシング 14

群馬スキー連盟 6 ニセコ花園 2

新潟県スキー連盟 4 SCOPレーシング 8

旭川凌雲高校 3 歌登中学校 5

双葉高校 4 虻田レーシング 6

石川県スキー連盟 8 ツィールSL 9

駒大岩見沢高校 3 かもい岳レーシング 6

北海学園札幌高校 6 紋別スキー少年団 4

富山第一高校 11 上記 計 110

弟子屈スキー少年団 7

上記 計 108 総合計 218



修学旅行生受入実績 のべ３９学校中、
神奈川２１校、東京９校

年度
学校
数

人数 参加校

H8 7 1,483
篠崎高校（東京）、足立高校（東京）、摩耶兵庫高校（兵庫）、神戸工業高校（兵庫）、大沢高校（神
奈川）、
一橋高校（東京），瀬谷西高校（神奈川）

H9 3 900 伊勢原高校（神奈川）、元石川高校（神奈川）、厨子高校（神奈川）

H10 4 1,190 保土ヶ谷高校（神奈川）、神溝南高校（神奈川）、慶応義塾高校（神奈川）、逗葉高校（神奈川）

H11 6 1,555
篠崎高校（東京）、北園高校（東京）、横須賀工業高校（神奈川）、八街高校（千葉）、慶応義塾高
校（神奈川）、大阪女子高校（大阪）

H12 3 1,087 横須賀工業高校（神奈川）、茂原工業高校（千葉）、慶応義塾高校（神奈川）

H13 4 1,098 保土ヶ谷高校（神奈川）、網走南が丘高校、慶応義塾高校（神奈川）、北園高校（東京）

H14 2 573 足立新田高校（東京）、慶応義塾高校（神奈川）

H15 5 1,358
保土ヶ谷高校（神奈川）、野津田高校（東京）、八王子北高校（東京）、慶応義塾高校（神奈川）、
印旛高校
（千葉）

H16 1 220 湯河原高校（神奈川）

H17 1 166 慶応義塾高校（神奈川）

H18 3 415 神戸工業高校（兵庫）、慶応義塾高校（神奈川）、伊奈高校



スキー場の問題点はなにか

 釧路市内から1時間半の遠距離にある
（釧路～サホロ3時間、釧路～糠平3時間）

 規模が小さく1日楽しむことが出来ない

 ゆえにスキー客は宿泊をしない

 阿寒湖温泉の宿泊客にスキー場のPRをして
いない、呼び込む仕掛もしなかった

 誘客のPRが不足していた



輸送人員と営業収入の推移
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阿寒湖温泉観光入込客の推移



海外からのビジター
（上期：４―１０月、下期：１０月―３月）

宿泊延べ
数

外国人
計 台湾 韓国 香港 シンガ

ポール 中国 他アジ
ア ヨーロッパ 北米 他、不明

H 上期合計 440,321 24,351 19,701 4,132 139 1 80 47 47 146 58

17 下期合計 406,589 36,738 29,080 267 3,660 3,268 76 252 56 46 33

総合計 846,910 61,089 48,781 4,399 3,799 3,269 156 299 103 192 91

H 上期合計 424,658 25,561 17,770 2,914 446 3,820 192 74 25 35 285

18 下期合計 394,547 33,477 25,567 163 2,825 4,214 129 476 33 34 36

総合計 819,205 59,038 43,337 3,077 3,271 8,034 321 550 58 69 321



阿寒湖温泉再生プラン2010

 阿寒湖温泉では地域の
住民が主体となって計
画し町づくりを行ってい
ます

 目標年は2010年です

 目指すものは「ここちよ
い湖畔、のんびり温泉
阿寒湖 2泊3日できるレ

イクリゾートへ」



レイクサイドはこんなにステキ

 スキー場からのすばらしいロケーション

 リフト終点のさらにその上には・・・・・・

 氷上フェスティバルやアイスランドなど楽しさ
いっぱい

 豊かな自然のフィールド

 アイヌコタン・文化



スキー場からのすばらしいロケーション



スキー場からのすばらしいロケーション



スキー場からのすばらしいロケーション



氷上フェスティバルやアイスランドなど楽しさいっぱい



豊かな自然のフィールド



アイヌコタン・アイヌ文化



あらためて阿寒湖畔スキー場は

 阿寒湖温泉地域の大事な資産である

 阿寒湖温泉にはすばらしい資源がありスキー場とそ
れらが連携すると魅力が倍増する

 住民主体の町づくりが行われており、スキー場の活
性化は町の活性化につながることを理解している

 今回、阿寒湖畔スキー場が選定された事を機に、地
元でスキー場活性化のため懇談会が開かれた



今後はどうする

 今回の提案を受け誰がどのように、何を進めると活
性化につながるか詰めていく

 出来ることからはじめる

 地元のスキーヤーの拡大、スキー場から景色を活
用したい

 地元の住民が主体となって進める

 2泊3日宿泊できるレイクサイドリゾートを目指す



国設阿寒湖畔スキー場の活性化
方策案について



１．スキー場活性化の方向性

(1)阿寒湖畔の観光客の取り込
み戦略

(2)地元のスキー需要発掘戦略

国設阿寒湖畔スキー場活性化の柱

この２本柱に加えて、今後の経営改善に向けた取り組みを推進

ターゲット：
・海外・道外の雪に憧れ
る観光客
・修学旅行生

ターゲット：
・地元のファミリー層



１．スキー場活性化の方向性

（1）阿寒湖畔の観光客の取り込み戦略

【課題】

・スキー場周辺が、冬期観光の１ツールとして
の役割を果たすことが必要。

・観光客に非日常体験を提供することが必要。

・温泉観光地である阿寒湖畔地域の冬期観光に
スキー場を組み入れた一体的なPRが必要。

国設阿寒湖畔スキー場

【現状・活用ポイント 】

・ 道内有数の温泉観光地であり、
大きな可能性を持つ地域。

・阿寒湖畔スキー場の最大の魅
力は、頂上付近からの阿寒湖
の景観。

・冬期観光客の多くを占める海
外及び道外客で雪体験を期待。

・現状の冬の阿寒のPRにスキー
場が有機的に組み入れられて
いない。

【方向性】

・スキー場周辺の良好な景観を活用し、阿寒湖畔か
らも至近距離であるメリットを活かす施策展開。

・「冬の遊び場＝阿寒」
雪遊びも売りにしたスキー場での取り組みと、冬
の阿寒湖畔の他のオプションと併せた施策を展開
し、一体的なPRを行い湖畔全体への集客を目指す。



【現状・活用ポイント】

・週末や休日に多く見られるファミリー
層などへの集中集客は有効。

・ 平成17年10月11日の市町村合併によ

り、旧阿寒町は旧釧路市・旧音別町ととも
に新釧路市となった。

１．スキー場活性化の方向性
国設阿寒湖畔スキー場

【課題】

・市民スキー場としての更なる活用
の可能性を検討することが必要。

【方向性】

・利用者拡大を目指し、釧路市民として
のスキー参加を促す施策を展開。

(2)地元のスキー需要発掘戦略



２．スキー場活性化施策(案)

①圧雪車・スノーモービル・スノーシューなどを活用した
冬の阿寒湖展望などを体験するプログラム

 主に営業時間前後のスキー場を利用し、冬の阿寒湖を展望を体験するプログラムの検討。

 特に雪未経験者などにとっては、圧雪車・スノーモービルに乗ること自体が楽しい体験。

 そこに、特に展望が美しい早朝ツアー と 夜のスキー場から湖畔での花火大会見学 ＋
スターウォッチングツアー などを展開し、非日常体験を演出。

 雪経験のあるシニア層などには、スノーシューなどによる冬山歩きのPRを強化し、白湯山
への冬の阿寒湖絶景ルートやアニマルトレッキングなどのモデルルートを提案。

国設阿寒湖畔スキー場

※ 圧雪車を利用する場合には、乗車部分の改修は必要となる。
スノーシューの活用にあたっては、すでに個別に実施されているトレッキングやレンタル
などについて、関係者との調整、協力が必要。

（1）阿寒湖畔の観光客の取り込み戦略



２．スキー場活性化施策(案)

②「冬の雪遊び場」としてのスキー場内スペースの活用

◆主に海外の雪体験を希望する観光客をターゲットに、スキー
場内の駐車場スペースを活用し、雪に触れて遊べるスペー
スの設置を検討。

◆これまでの湖畔での台湾を中心とした観光客の様子から、
雪山を作り、スコップを置き、降雪機で雪を降らせる空間を
作り自由に遊んでもらうだけでも効果あり。

◆後述の子供の遊び場などでも、雪体験希望の海外観光客
への効果は見込める。

国設阿寒湖畔スキー場

（1）阿寒湖畔の観光客の取り込み戦略



２．スキー場活性化施策(案)
国設阿寒湖畔スキー場

③スキー場ホームページの作成

現在、阿寒湖畔スキー場の公式ホームページは存在せず、
釧路市阿寒町行政センターのサイトで数行紹介されている
ものと地域の関係者が個人で作成し紹介しているものだけ。

スキー場での施策を含めた「冬の阿寒」の一体的情報発信
を見据え、英・中・台・韓の各言語に対応している阿寒観光
協会のホームページにスキー場のホームページを作成する
ことを検討。

（1）阿寒湖畔の観光客の取り込み戦略



２．スキー場活性化施策(案)

北海道への体験型修学旅行が人気となっていることに着目し、
阿寒には冬体験のオプションが多数揃っていることを全面に打
ち出したPRを強化する。

現在、各ホテルが中心となって行っている修学旅行誘致活動を、
地域として進めていくための検討を行う。

国設阿寒湖畔スキー場

（1）阿寒湖畔の観光客の取り込み戦略

④体験型修学旅行への誘致PRの実施



２．スキー場活性化施策(案)

メーカーなどの協力により、初心者用レンタル用具を導入し、
初心者や雪のない地域の観光客に向け、スキーを履いてみる
（歩いてみる）体験会などの実施を検討。

スキー体験を希望する初心者へのPRを行うことで、スノー人
口の底上げにも繋がる。

国設阿寒湖畔スキー場

（1）阿寒湖畔の観光客の取り込み戦略

⑤初心者用レンタル用具の導入



２．スキー場活性化施策(案)

◆阿寒湖ファンをつくる施策として、無料会員登録制による優待サービスの
実施を検討。

・スキー場では、会員へのリフト券・飲食の割引などを実施し、ファミリー
層へのサービスプランなども検討。（湖畔のアイスランド割引サービスと
の連携など）

◆会員登録に向けたアプローチ及び釧路市民のスキー場としての認識度
を高める施策として、市内小学生などへのシーズン中１回使える招待券
などの配布も検討。 （冬の阿寒の楽しみを伝えるPRとともに実施）

◆釧路市民デー、音別・阿寒デー、レディースデーなど、特定の客層をター
ゲットにした優待サービスを実施。

国設阿寒湖畔スキー場

（２）地元のスキー需要発掘戦略

①各種優待サービスの提供



２．スキー場活性化施策(案)

②利用者にやさしいスキー場を目指す各種施策

 子供にとっての楽しい施設、やさしい施設づくりを検討

・親から見やすいロッジ前に子供そりコースを設置。

・大きな雪だるま や かまくら体験ができるような子供の遊び場を設置。

・幼児連れのお客様のため、ベビーベッドを設置。

・レストランメニューを見直し、パン・ハンバーガーなどの子供向けメニューや地元
のケーキ・コーヒーなどを販売。

◆ お客様へのサービス向上のための施策の実施を検討
・スキー学校の充実 ～ 予約制による平日のスキー学校を検討
・楽しめるコースづくり ～ ボーダーから要望が多い楽しめるコースの手づくり改良
・気持ちよく楽しんでもらうため その１ ～ 従業員の挨拶、マナーの徹底
・気持ちよく楽しんでもらうため その２ ～ 定期一斉清掃の積極的実施

国設阿寒湖畔スキー場

（２）地元のスキー需要発掘戦略



修学旅行生に「楽しかったのでまたスキーをやりたい」と言っ
てもらえるスキープログラムの実現を目指すため、その第一
歩として、修学旅行におけるスキープログラムの評価を把握
する方策を検討。

→宿泊施設や学校の協力を得て、スキープログラム終了後に
簡単なアンケート調査を実施する（宿泊施設で配布・回収）。

→アンケートは「スキーの体験回数」「スキープログラムは楽し
かったか」「またスキーをやってみたいか」程度の簡単な構
成。

→単年度ではなく、継続して調査を実施し、スキー場、スクー
ル、宿泊施設が改善に向けて検討できる場を作る。

３．今後に向けた施策展開（案）

（1）修学旅行スキープログラムの評価把握

国設阿寒湖畔スキー場



今般の活性化に向けた検討を契機に、持続的にスキー場を
含めた冬の阿寒湖畔地域の活性化に向けた取り組みを検
討する組織として、釧路市阿寒町行政センター・NPO阿寒
観光協会まちづくり推進機構・指定管理者や地元関係者で
構成する懇談会の設置を検討。（準備委員会は実施済）

今後、シーズン中は月１回程度の懇談会開催を目指す。

３．今後に向けた施策展開（案）

（２）（仮称）国設阿寒湖畔スキー場活性化懇談会の設置

国設阿寒湖畔スキー場



類型 課題 活性化策 実施主体

例） 地元小学生に対する優待券の配布等により、家族連れの地元スキー客を誘致する。 例） スキー場、自治体

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

例） スキー場の特性を活かしたツアーの実施等により、コアなスキー愛好者を誘致する。 例） スキー場

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

例） スキー未経験の非降雪地域からの観光客が雪遊びを体験できるよう、施設、用具等を用意する。 例） スキー場、観光協会

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

都
市
近
郊
・
低
標
高
差
型

例） スキー客以外の観
光客の誘致

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スキー場の類型ごとの活性化策（取りまとめイメージ）

都
市
遠
隔
地
・
高
標
高
差
型

例） コアなスキー愛好者
の誘致

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

都
市
遠
隔
地
・
低
標
高
差
型

例） 地元住民の誘致

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・




