
 
 
 

第６回地域のスキー場の活性化に関する検討委員会 

 
 

次   第 

 
 

日時：平成２０年３月２６日（木）14：30～ 
場所：札幌後楽園ホテル 地下２階 ピアリッジホール 

 
 
１． 開  会 

 
 
２． 議  題 

 
（1）ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果について 
 
（2）国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果について 
 
（3）その他 

 
 
３．閉  会 



所属 役職等 氏名 出欠 備考

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 欠

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）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 代理  （代理）調査専門官 桑山 秀也

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 代理  (代理）計画課課長補佐 竹島 俊博
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ニセコいわない国際スキー場のニセコいわない国際スキー場の

活性化策の実施結果について活性化策の実施結果について

平成２０年３月



ニセコいわない国際スキー場における
今シーズンの営業概要

リフトによる輸送人員
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19年度 18年度 増減（人） 増減（％）

リフト輸送人員 110,251 105,333 4,918 4.7



ニセコいわない国際スキー場における
今シーズンの営業概要

リフト等券種ごとの販売実績

２

19年度 18年度 増減 19年度 18年度 増減

大人 154 203 ▲ 49 369,600 487,200 ▲ 117,600
小人 284 305 ▲ 21 596,400 640,500 ▲ 44,100
大人 503 481 22 1,006,000 962,000 44,000
小人 275 318 ▲ 43 440,000 508,800 ▲ 68,800
大人 627 689 ▲ 62 1,504,800 1,653,600 ▲ 148,800
小人 632 777 ▲ 145 1,137,600 1,398,600 ▲ 261,000
大人 791 1,129 ▲ 338 197,040 270,960 ▲ 73,920
小人 677 782 ▲ 105 124,020 140,760 ▲ 16,740
大人 58 50 8 1,450,000 1,250,000 200,000
小人 91 89 2 1,820,000 1,780,000 40,000

※家族割 大人＋小人 238 - 238 499,800 - 499,800

※学割 大人 65 - 65 130,000 - 130,000

※家族割、学割は19年度新たに販売 計 9,275,260 9,092,420 182,840

４時間券

１２回券

１回券

シーズン券

券種

１日券

区分
販売数量（枚） 販売金額（円）

１９年度は速報値



ニセコいわない国際スキー場における
今シーズンの営業概要

来場者数及び売上の推移

３

19年度売上は速報値

来場者数（人）

19,148 15,692 14,025 13,357 13,172 15,044

売上（千円）

24,255

19,046 17,871 17,301 18,818
21,382

H14 H15 H16 H17 H18 H19年度



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

近隣町村小学校児童への招待券配布

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の促進のため、岩内町、共和町、泊村、神恵内

の小学校児童（１，３６５名）に、シーズン中１回使用できる無料招待券を配布する。

スキー場オープンの宣伝ちらしに小学生以下無料１日券引換券を掲載予定
岩宇４ヶ町村に新聞折り込みを実施 （北海道新聞 １３，０００部）

オープン前の１２月初旬実施予定

４

●平成１９年１２月１９日（水）岩宇地域（岩内、共和、泊、神恵内）各家庭への
オープンちらし（両面カラー）の新聞折り込みを実施。
道新、読売、毎日、朝日の４社で計10,465枚を配布。

●オープンちらしには１２月２２日（土）オープン日限定の

無料一日券交換チケットを添付、持参者に無料で一日券を提供。
これにより、225名の無料チケット配布を実施。
なお、オープン日の入り込み総数は382名となっており、
無料チケット利用者は全体の58.9％となっている。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

オープンちらし表面 オープンちらし裏面

５



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

子供が楽しめるコースづくり

スキー技術が一定程度上達した小学校高学年の児童等が、飽きずに楽しめるコース整備を行う。

自然の地形を活かした「ナチュラル・トレイン・パーク」を設置
現在ある３コースのうち１コースを利用し、ウェーブ、バンク、キッカー等を設置
子供が安全に楽しめるよう、安全ネットの配置やゲレンデパトロール等を実施。

６

●平成２０年２月１日（金）「スキルアップ・トレイン・パーク」を
センターペアリフトコースのヒュッテ最寄りの緩斜面西側に設置。
ウェーブ５箇所、ビッグマウント１箇所、バンク３箇所、キッカー３箇所。
小学生スキーヤーの殆どがパークを滑走しており、
「ジャンプが面白い！」「波が楽しい！」など、非常に好評を得ている。

●安全ネットは設置せず、パトロールに関しては地域ボランティア団体の
「岩内スキーパトロール赤十字奉仕団」が土日の営業日のみパトロールを実施。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

スキル・アップ・トレイン入り口看板

笹の葉キッカー

７



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

子供が楽しめるイベント等の実施

小学校児童等が繰り返し来場しても飽きずに楽しめるようにするため、イベント等を実施する。

・「スーパーダウンヒルチョッカリ大会」の開催 ・「かまくらカフェ」の開催
・「チューブスライダー」の設置 ・「アイススライダー」の設置 ・「地元カメラマン写真展」の開催

８

●「スーパーダウンヒルチョッカリ大会」の開催
平成２０年１月１４日（月祝）70名 ２月２４日（日）74名 ３月１６日（日）85名

の参加。シリーズ３戦でポイントを競い多くの子供達が参加。
●「かまくらカフェ」の開催

平成２０年２月１０日（日）晴天の中開催し、 300名以上を集客。

巨大かまくらを２基設置し、カフェオレ、ココア、ホットミルク、かぼちゃポタージュ、
もちもちボール、ふわふわシフォン、手作りマドレーヌを無料で配布。

●「チューブスライダー」の設置

平成２０年２月１日（金）設置、土日限定でオープンし多くの子供達で賑わう。
●「アイススライダー」に関してはチューブスライダーと一本化したため設置せず。
●「写真展GALLERY-北の島」開催

平成２０年１月１０日（木）より、岩内出身のカメラマンによる写真展を開催。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

かまくらカフェ

チューブスライダー

チョッカリ大会写真展
９



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

スノーボード教室の開催

スキーしか経験が無い中高年層の来場を促進するため、中高年層等を対象としてスノーボード教室

を開催し、地元スノーボード愛好者の拡大を図る。

従来実施している「へなちょこボード教室」を女性向け、中高年向け、キッズ向け等、技術・年齢別に階層化し、
スノーボード人口の増加を目指す。
地元スノーボーダーと連携し、ボランティアインストラクターを組織化することで、

経験者・初心者の双方が楽しめるゲレンデを目指す。
１月～２月中の土日で日程を調整。

１０

●１月６日（日） １３：３０～ ３名参加（小中学生２名、中高年１名）
１月２６日（土）１３：３０～ ３名参加（小学生３名）
２月１６日（土）１３：３０～ ４名参加（小学生３名、成人女性１名）
３月８日（土） １３：００～ １名参加（小学生１名）

●初心者スノーボーダーの増加により設定した日程以外にも随時開催。

関西、九州からの長期出張者や、他地域から初心者が参加。
設定日以外の教室についてはボランティアインストラクターが随時対応。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

へなちょこボード教室

へなちょこボード教室

１１



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

地元商店街のポイントカードとの連携

地元商店街との連携を図るため、「たら丸ポイントカード」の交換景品にリフト券を追加してもらう。

商店街空き店舗対策事業で実施中の「いわない楽座」内に常設されている、「いわないポイントカード会」の
満点たら丸カードの景品交換所において、交換景品として「リフト１日券」を取り扱い、
街中でリフト券を入手出来る取り組みを実施。
他の景品と同様に、通常のリフト料金より割引となる形での交換を予定。
１２月上旬からシーズン終了まで実施予定。

１２

●たら丸満点カード（１枚５００円相当の金券）３枚と
「大人小人共通１日リフト券」を交換。
大人１日券２４００円、小人１日券２１００円を１５００円相当で購入できる
システムを構築。
１４枚の交換実績

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

たら丸カード

交換ちらし

１３



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

キャットツアーの本格実施

良好な雪質や景観を活かし、パウダースノー愛好者やヒラフ地区の外国人スキー客等を取り込むため、

昨年度試験的に実施したキャットツアーについて、圧雪車の増車等を行った上で本格的に実施する。

圧雪車を１台増車し、２台体制で実施。
１ＤＡＹキャットツアー（１名＠12,000円）キャット１日貸切ツアー（１日１台＠80,000円）の２商品を設定。
岩内町公式ＨＰのスキー場専用ページ、ポスター、チラシ、ショップ等の協力により周知。

●新車の圧雪車を１台導入（リース契約）２台体制でキャットツアーを実施。
●視察、取材等を含め40ツアー340名の参加者（前年4ツアー68名）、

うち外国人63名（前年7名）
●北海道観光フォーラム視察４名、北海道バックカントリーガイズ視察２名

ＮＯＡＳＣ視察４名、ＳＴＶ取材３名、ＴＶＨ取材６名、青森放送取材８名。
●スキー場オリジナルキャットツアー以外のプロボーダー及びアウトドア会社

との連携、及びタイアップ企画の実施（コース説明及びガイド引率等）
●ツアー参加者へのアンケートの実施

・良い雪、良い景色の中、素敵な皆さんと滑れて良かった！
・とにかくパウダーが気持ちよかった！ノートラックを滑るのは超贅沢！ 等

予定していた活性化策

実施結果

１４



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

キャットツアーの様子
１５



１６

●Mt.IWANAI SNOW CAT TOUR 2008
ＮＡＣ主催の日帰りキャットツアー
1/17  1/27  1/29  2/9  2/17  2/24  3/6 7回のツアーを実施し延べ43名の集客。
ヒラフからの送迎、ガイド引率、オリジナルランチ等のサービスを提供。
参加者の多くはヒラフ地区に長期滞在中のオーストラリア人。

●NOASC岩内1DAYキャットツアー

ＮＯＡＳＣ主催の日帰りキャットツアー
2/6  2/12  3/4  3/7   4回のツアーを実施し延べ24名の集客。

ヒラフからの送迎、ガイド引率、バックカントリーへのガイド等のサービスを提供。
参加者の多くはヒラフ地区に長期滞在中のオーストラリア人、
香港、台湾等のアジア系観光客も見られる。

ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

アウトドア会社によるキャットツアーの実施

キャットツアーの利用者を確保するため、宣伝や集客にノウハウのあるアウトドアツアー会社の主催

によるツアー企画を実施する。

Mt.IWANAI SNOW CAT TOUR 2008 ＮＡＣ（ニセコアドベンチャーセンター）主催のツアーを開催予定

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

外国人ツアー客

キャットツアーの様子

１７



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

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高めるとともに、対外的な宣伝効果を高めるため、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。

滝久美子プロボーダー主催のキャットツアーを開催予定。
我満嘉治プロがプロデュースするキャットツアーを中心とした企画を実施予定。

●滝プロ主催「ニセコいわない初滑り＊１ＤＡＹキャットツアー」 12/29
●滝プロ主催「ニセコいわないパウダー＆キャットツアー」（２泊３日） 2/1～2/3
●滝プロ主催「わがまま１ＤＡＹキャットツアーinニセコいわない」

1/3   1/7   1/19   3/3   3/9
●滝プロ主催「CATトリップ岩内＊北海道バックカントリーガイズ」 2/11
●滝プロ主催「H PLUSで行く！ニセコいわないキャットツアー」 2/27
●滝プロ主催「ニセコいわない滑り納め＊１ＤＡＹキャットツアー」 3/23
●川田姉妹主催「HYPLE SESSION １ＤＡＹ ＣＡＴ ＴＯＵＲ」 3/1

12回のツアーを実施し、延べ124名の集客。

関西、関東方面からの集客もしており、ウェアメーカーとのコラボツアーや、
グッズプレゼント、ツアーＤＶＤのプレゼントや、スノーシューを使った雪遊び
ゲームの開催等、より付加価値の付けたサービスを提供。

予定していた活性化策

実施結果

１８



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

タキクミフレンズキャットツアーの様子 １９



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

キャット＆下山ツアーの実施

スキー、スノーボードを行わない観光客に対する冬期体験型観光メニューとして、圧雪車により登山して、

パウダースノーの中をラッセルしながら下山する「キャット＆下山ツアー」を実施する。

昨年町民向け企画として好評だった春山ツアーを応用してパウダースノー下山ツアーを開催。
圧雪車で山に登り、ストックだけで雪をラッセル（かき分け）しながらの下山。
キャットツアーの予約状況を見極めながら、空き状況に応じ、３月頃に実施予定。

２０

●春山見学ツアーの開催
キャットツアーの予約状況に応じて、

３月１５日（土）１７日（月）１９日（水）２０日（木祝）２２日（土）の日程において
「スノーキャットで行く!!春山見学ツアー」を開催し42名が参加。
標高700m地点まで圧雪車で登り、日本海と積丹半島を望む

絶好のロケーションの中、深層水コーヒー、記念写真、深雪体験、ラッセル体験
等を実施。料金はランチと深層水コーヒーが付いて＠3,000円

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

春山見学ツアーちらし ２１

春山見学ツアーの様子



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

ファットスキーのレンタル

パウダースノーを一層楽しめるようにするため、パウダースノーに適したファットスキーのレンタルを行う。

主にキャットツアー参加者用レンタルスキーとして、国産スキーメーカーの小賀坂スキー販売（株）
の協力により、パウダースノーに適したニューモデルのファットスキーを導入。
キャットツアー参加者には、雪山を楽しめるツールとして積極的に紹介する。

２２

●オガサカファットスキーレンタル
オガサカスキーより５台のファットスキーを用意。
キャット参加者への紹介と共に、スキー場ヒュッテ内にポスターを掲示。
キャット参加者の多くがスノーボーダーであり、外国人ツアー参加者については
既にファットスキーを持参している状況にあったため、
レンタル数は14台となっている。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

オガサカファットスキーレンタルちらし ２３



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

スキー場ホームページの作成

スキー場の情報発信を強化するため、スキー場の公式ホームページを作成する。

岩内町公式ＨＰ上にスキー場専用ページを作成 www.town.iwanai.hokkaido.jp
インパクトのある写真を多く活用し、キャットツアーを中心としたスキー場情報を紹介。
リフト券料金、コースガイド、キャットツアー、施設案内等を掲載。
しりべしiネットなどの地域の情報サイトからの閲覧が可能となるよう協力を要請。

２４

●平成１９年１２月６日スキー場オープン情報を更新、以後随時更新。
・2008. 3. 6 更新 ゴミ袋で尻滑り！ダストバックレース
・2008. 3. 4 更新 スノーキャットで行く春山見学ツアー♪
・2008. 2.18 更新 CAT TOURS パウダーギャラリー
・2008. 2.13 更新 ピーカンかまくらＣａｆｅギャラリー
・2008. 2. 5 更新 写真展 ＧＡＬＬＥＲＹ-北の島-開催
・2008. 2. 5 更新 かまくらＣａｆｅオープン♪
・2008. 1.31 更新 雪だるまコンテスト開催！
・2008. 1. 7 更新 開催決定！チョッカリ大会!!
・2008. 1. 4 更新 キャットツアー大好評!!
・2007.12.28 更新 オガサカファットスキーレンタル開始！
・2007.12.28 更新 満点たら丸カードでリフト１日券交換！
・2007.12. 6 更新 12月22日オープン!!

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

岩内町公式ＨＰ内スキー場ページ ２５



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

修学旅行スキープログラムの改善

修学旅行生が楽しめるスキープログラムを実施するため、スキー場に訪れた修学旅行生に

アンケート等を実施し、スキープログラムの評価・改善を図る。

宿泊ホテルと連携し、修学旅行生にアンケート調査を実施予定。
修学旅行予定

・１月１８日～１９日 九州地方 高校 約１３０名
・１月２４日～２５日 九州地方 高校 約２１０名
・１月２７日～２８日 近畿地方 高校 約２４０名

２６

●３校中２校でアンケートを実施。
配布枚数310枚 回答数253枚（回答率81.61%）
・スキー（スノーボード）をするのは初めてですか？ はい225名 いいえ28名
・スキー（スノーボード）は楽しかったですか？ はい245名 いいえ 8名
・またスキー（スノーボード）をやりたいですか？ はい241名 いいえ12名

・北海道の雪はどうでした？
サラサラスノー！ ふかふかさらさら！がばい気持ち良かったばい！等

・北海道の冬の文化で体験したい事はありますか？
かまくら体験、スノーボード、雪合戦、アイスキャンドル、雪だるま 等

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

修学旅行スキープログラムの様子 ２７



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

ボランティア制度の充実

ボランティアスタッフの活動を維持・活動させるため、組織・制度として一定のルール化を図る。

従来から協力関係にあるボランティアメンバーを核に、新たなボランティアを募集（１０名を目標）
ボランティアマニュアルの作成
ボランティアシフトの構築
レストラン補助やゲレンデパトロール等を中心に活動を推進
ユニフォームやメンバーズカードを導入予定

２８

●ボランティアスタッフの募集を実施（町職員を中心）。
土日祝日の営業日におけるレストラン業務を中心に、延べ221名のボランティア活動が
なされた。

●スタッフカード、エプロンの貸し出しを実施。
●ボランティアスケジュール、ボランティアシフトの構築

10:30～14:00 レストラン業務（接客、調理、配膳、皿洗い等）
14:00～16:00 キッズパーク管理、ゲレンデパトロール、ボランティアインストラクター等

●イベントボランティアスタッフ
チョッカリ大会、かまくらＣａｆｅ、ダストバックレース等のイベントにおいて
それぞれ２０名前後のボランティアスタッフの活動により、イベント運営がなされた。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

ボランティアの活動 ２９



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

その他の新たな取り組み

シーズン中に実施したその他の活性化策。

３０

●新たなリフト券の導入
・家族割～大人１日券＋小人１日券＋食事券２枚（2400円＋2100円＋1200円）

通常5700円のところ、4200円で提供。
・学 割～中学高校生、学生証提示で大人１日券2400円を2000円で提供。

●ダストバックレース
平成20年3月8日（土）岩内青年会議所主催による「ダストバックレース」を開催。
ゴミ有料化、地球温暖化対策のＰＲを兼ねて、ゴミ袋尻滑りの大会。
参加者200名、応援観客を含めると300名以上の集客効果。

●雪だるまコンテストの開催
センターヒュッテ正面玄関に巨大雪だるま及び特設ステージを制作し、
手作り雪だるまのコンテストを実施、優勝者にはリフト券等の景品を提供。

●手作り看板の作成
イベント用看板やキャットツアー看板などをスタッフの手作りで作成。

予定していた活性化策

実施結果



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

ダストバックレースの様子
３１

雪だるまコンテストの様子



ニセコいわない国際スキー場の活性化策の実施結果

◆地域密着型スキー場としての展開
家族割、学割など新券種の発行やチョッカリ大会、かまくらカフェ、ダストバックレース等、
大人も子供も楽しめるイベントの開催により、地域住民がスキー場に足を運ぶきっかけ
作りに繋がった。

◆キャットツアーのマーケット拡大の可能性

キャットツアーの本格実施により、多くのパウダースノー愛好者やニセコ地区に長期滞在
する外国人の集客が得られた。
今シーズンの本格実施によって、今後のキャットツアーにおける参加者のリピーター化
や口コミによる新規マーケットの拡大に期待感を持つことができた。

◆ボランティアスタッフの活躍
地域ボランティアの増加により、繁忙時間帯におけるレストラン業務の人手の確保、
イベント時におけるスタッフの補充、ボランティアインストラクターの増員がなされた。
また、小さなスキー場ならではのスタッフによるきめ細やかな対応が向上し、
地域ぐるみでスキー場を盛り上げようという機運が高まった。

◆メディアによるＰＲ効果
コンサルティング対象スキー場に選定されたことにより、ＴＶ局や新聞雑誌社による
取材陣が数多く訪れ、格段のＰＲ効果があった。また、地元スキー場がＴＶ等で
取り上げられことにより、地元利用者の意識向上に繋がった。

今シーズン総括

成果
・ 来場者数は、昨シーズンに比べ 約１４％増の 15，044人
・ 売上額は、昨シーズンに比べ 約１４％増の 21，382千円 （速報値） ３２



国設阿寒湖畔国設阿寒湖畔スキー場のスキー場の

活性化策の実施結果について活性化策の実施結果について

平成２０年３月



国設阿寒湖畔スキー場における
今シーズンの営業概要

リフトによる輸送人員 19年度3月は見通し

１

41,643 

64,622 

50,942 

3/23まで

36,770 

18,761 

54,742 

43,854 

51,163 
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１２月 １月 ２月 ３月

１９年度 １８年度（人）

見通し

42,770

6,000 3/24～

見込み

19年度（見通し） 18年度 増減（人） 増減（％）

リフト輸送人員 199,977 168,520 31,457 18.7



国設阿寒湖畔スキー場における
今シーズンの営業概要

リフトによる輸送人員（大人・小人別）

２

19年度3月は見通し

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人

１２月 １月 ２月 ３月

１９年度 １８年度（人）

区分 19年度（見通し） 18年度 増減（人） 増減（％）

大人 154,639 132,423 22,216 16.8
小人 45,338 36,097 9,241 25.6



リフト等各券種ごとの販売実績 １９年度は3月23日までの実績

３

国設阿寒湖畔スキー場における
今シーズンの営業概要

19年度 18年度 増減 19年度 18年度 増減
大人 3,805 4,079 ▲ 274 8,794,800 8,778,700 16,100

シルバー 191 163 28 382,000 326,000 56,000
小人 826 959 ▲ 133 1,033,980 1,157,960 ▲ 123,980
大人 2,660 2,592 68 5,139,400 4,793,400 346,000
小人 399 418 ▲ 19 375,900 395,600 ▲ 19,700
大人 2,789 2,402 387 5,376,600 4,646,000 730,600
小人 468 379 89 448,900 372,400 76,500
大人 2,018 1,942 76 403,600 388,400 15,200

シルバー 927 873 54 139,050 130,950 8,100
小人 405 571 ▲ 166 40,500 57,100 ▲ 16,600
大人 23 24 ▲ 1 300,000 437,500 ▲ 137,500
小人 55 59 ▲ 4 302,500 352,500 ▲ 50,000
大人 923 772 151
小人 803 757 46
大人 37 0 37 740,000 0 740,000
小人 4 0 4 48,000 0 48,000

24,534,210 22,750,800 1,783,410
大人 480 698 ▲ 218 48,000 69,800 ▲ 21,800
小人 318 508 ▲ 190 15,900 25,400 ▲ 9,500
大人 215 253 ▲ 38 225,750 253,000 ▲ 27,250
小人 151 224 ▲ 73 78,520 112,000 ▲ 33,480

368,170 460,200 ▲ 92,030
24,902,380 23,211,000 1,691,380

※１その他は修学旅行等特殊契約料金によるもの ※２シーズン早割は19年度新たに販売

合 計

リ

フ

ト

ロ
ー
プ
ト
ー

リ フ ト金額計

ロープトー金額計

４時間券

回数券（１１回）

１回券

１回券

回数券

シーズン券

※２
シーズン早割

１日券

※１

その他

販売数量（枚） 販売金額（円）
券種 区分

1,008,980 914,290 94,690



国設阿寒湖畔スキー場における
今シーズンの営業概要

来場者数と売上の推移 19年度は見通し

４

来場者数（人）

36,851
38,280 38,068 33,696 32,767

見通し

38,553
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見通し

25,902
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24,902



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

冬の阿寒湖展望などを体験するプログラム

圧雪車、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ツアーを実施する。

圧雪車によるモニターツアーの実施
圧雪車でスキー場の最上部まで上る、阿寒湖に広がる雲海を眺める、スキー場から星空、花火、温泉街の
夜景を眺める、
スノーシューツアーの実施 阿寒ネイチャーセンターの主催により実施
歩くスキーツアーの実施 阿寒湖畔エコミュージアムセンターの主催により実施

●圧雪車によるモニターツアーは２月１３日に１９：３０～２０：３０の時間帯で実施、検討委員
７名が参加。阿寒湖畔の夜景や花火を堪能したものの気温が極めて低い（－２０℃）。
今後、検討委員会でツアー化に向け研究予定。
早朝のモニターツアーは湖面凍結により雲海が発生しないことから中止した。

●スノーシューツアーは民間アウトドアガイドでメニュー化したが、実績０件という結果に
終わり、次年度に向けてPR方法や金額等について要検討。

●歩くスキーツアーは、阿寒湖畔エコミュージアムセンター主催により、３月２日に１０：００～
１５：００の時間帯で実施、スキー場発、白湯山、経由のコースで２０名の参加があり景観
を楽しんだ。

予定していた活性化策

実施結果

５



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

歩くスキーツアー圧雪車によるモニターツアー ６



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

冬の遊び場としてスキー場内スペースの活用

海外の雪体験を希望する観光客や子供達に、雪に触れて自由に遊んでもらえる空間づくりを行う。

ロッジ前のスペースに「キッズパーク」を設置。
高さ３メートルの「雪だるま」設置、「かまくら」設置、ソリ、スコップの遊び道具を無料で貸し出し。

●ロッジ前のスペースを利用して１２月３１日キッズパークを設置。
雪不足のため人工降雪により１２月３０日～３１日に、雪像「あかんこ雪ポックル」
「なかよし雪だるま」を作成。
雪だるま等のデザインは地元の彫刻家の協力をいただき、活性化委員、ホテル関係者、
その他グループ約２０名によるボランティアにより作成。
「かまくら」は暖気等により危険が伴うため設置を中止した。

全長約50m、幅約10mのソリ用のコースを作成、外国語表記によるソリのレンタルを実施。
パークは1月1日から開場し親子連れの利用客を中心に連日にぎわいを見せた。
また外国人観光客（台湾）の利用者も多く見受けられた。

予定していた活性化策

実施結果

７



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

あかんこ雪ポックル

なかよし雪だるま

裏側

８



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

スキー場ホームページの作成

スキー場の情報発信を強化するため、スキー場公式ホームページを開設する。

●釧路市のホームページの中にスキー場のページを作成
新着情報、イベント情報、コース・積雪情報、リフト・レンタル料金、アフタースキー情報、スキー大会情報、
アクセスなどを掲載

●阿寒観光協会のＨＰなど、地域の情報サイトから閲覧可能となるよう協力を要請
●HPの多言語化については今後検討

●平成１９年１１月９日専用ＨＰ開設
（アクセス数 ： １１月886件、１２月1,180件、１月1,365件、２月1,010件）

●トップページ更新 イベント等５回更新（キッズデー、ワンメークジャンプ等）
●アフタースキー情報 氷上フェスティバル、あいすﾗﾝﾄﾞ阿寒他更新
●スキー大会情報 各大会要綱、申し込み様式等更新
●イベント情報、新着情報 スキー場各イベント、サービスデー発信
●阿寒観光協会ＨＰ、指定管理者ＨＰから釧路市ＨＰへのリンクを実施
●指定管理者HPでは中国語、韓国語、英語への翻訳機能があり今後多言語化の参考とする。

予定していた活性化策

実施結果

９



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

釧路市ＨＰトップページ 阿寒観光振興公社ＨＰ

１０



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

外国人旅行客をターゲットにしたＰＲ

中国人観光客をターゲットにしたスキー場を含む周辺地域のＰＲの実施。

●中国の旅行関連サイトにスキー場をはじめ阿寒湖温泉近郊の観光スポットなどを掲載
阿寒湖の紹介をはじめ、温泉、冬のアウトドアをアピール（スキー、スノーシュー、歩くスキー、あいすランド）
すると共に、アイヌ文化の体験やマリモ、タンチョウなどを紹介

●Ｊ－Ｔｒａｖｅｌ中国サイトに平成１９年１２月１９日専用ＨＰ開設（主催：阿寒観光協会）
●阿寒湖温泉の各種紹介

マリモ、タンチョウ、アイヌ文化等、阿寒の観光スポット、
登山、湖、体験メニュー、宿泊施設等を紹介

予定していた活性化策

実施結果

１１



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

中国版ＨＰトップページ
１２



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

体験型修学旅行の誘致のためのＰＲ

阿寒の多彩な冬体験のオプション（スケート、歩くスキー、わかさぎ釣り等）を全面に打ち出し、修学旅行誘致

のためのＰＲを強化する。

●阿寒湖畔スキー場活性化委員会を活用し、体験型修学旅行についての情報を積極的に収集。
●温泉旅館組合を中心とした協力体制のもと、エージェント等に阿寒への修学旅行誘致のためのプレゼンテー

ションを実施。（夏～秋に実施）
●各ホテル単位においても、今回のスキー場の活性化策等をもとにして、ＰＲを実施。

●今回の修学旅行アンケート結果や体験の様子をもとに新たにパンフレットを作成する。
●温泉旅館組合を中心に６月以降プロモーションを予定。

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

修学旅行プログラムの改善

修学旅行生が楽しめるスキープログラムを実施するため、スキーに訪れた修学旅行生にアンケート等を実施し

スキープログラムの評価・改善を図る。

●修学旅行生にアンケート調査を実施
平成１９年度は関東・関西方面から３校約４２０人（延べ数）が来訪予定

●アンケート項目
スキー体験回数、今回の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？
阿寒湖畔で楽しかったこと、阿寒湖温泉で他にやってみたかったこと

●アンケート実施月日 １／２１、２／１９、２／２６、２／２８
●対象学校 関東、関西 ３校181名 （回収率77％）
●集計結果

スキープログラムは９０％以上が楽しかった、またやってみたい、
阿寒湖で楽しかった事～ワカサギ釣り、スケート、バナナボート、スノーモビル、バギー、雪
やってみたい事～カラオケ、露天風呂、バギー等

予定していた活性化策

実施結果
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修学旅行

バナナボート
アンケート用紙

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施状況
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

リフト券の特典の付与

リフト券購入者に各種の優待特典等を設けることにより、リフト券販売の促進を図る。

●シーズン券の早期購入割引の実施（２０％ＯＦＦ）
●シーズン券購入者の特別特典の実施

阿寒湖温泉入浴料半額、あいすランド阿寒スノーモビル１０％ＯＦＦ、阿寒湖温泉商店街５％ＯＦＦ
●１日券購入者に特別特典の実施

スキー場ロッジレストラン１０％ＯＦＦ、スキー場レンタル用品１０％ＯＦＦ、あいすランド阿寒スノーモビル
１０％ＯＦＦ、阿寒湖温泉商店街５％ＯＦＦ

●シーズン券早期割引 今シーズン新たに販売し、大人37件、小人4件の実績があり、
大人については前年度と比べてほぼ純増となっている。

●特別特典の利用実績
日帰り入浴協賛ホテル５軒 各ホテル２～３件程度。
あいすランド阿寒 １件
商店街協賛店３８軒、飲食店協賛店１０軒では利用実績が無かった。
ロッジレストラン 土日で４～５名の利用。
●３月のサービスデー（ひな祭り、ホワイトデー、レディスデー）には、新たに
あいすランド阿寒の２０％ＯＦＦ券を全員に配布。

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施状況

スノーモビル

ワカサギ釣り
協賛店チラシ協賛店チラシ
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

小中学生を対象としたイベントの実施

「キッズデー」を設け、小中学生リフト無料サービス等のイベントを実施する。

●１月１２日（土）スキーの日を「キッズデー」として設定し、中学生以下に対しリフトを無料で開放。
●アウトドアショップＩＣＩ石井スポーツの協力による、各種スキー・ボード等の展示、試乗会の実施。
●冬の雪遊びグッズなどの展示・体験、初心者も含めアウトドアでの楽しく健康的な遊びを提案。

スノーシューのツアーや講習の実施を予定。
●キッズデーの小委員会を設置し、ゲーム・イベント等の開催を検討。
●ロッジ前でソフトドリンク等のサービス。

●ICI石井スポーツの協力により、平成２０年１月１２日～１３日に実施。
小中学生リフト無料サービス（１２日）では110名の無料券を発行。
各日の入込は１２日705名、１３日957名。

●スキー試乗会（２日間で２０名）、スノーシューの体験（２日間で２３名）
●ダッジオーブンの調理実演を両日実施。「パンプディング」「ブイヤベース」が
調理、試食され、100人程度がアウトドア料理に舌鼓を打った。

●宝探しゲーム「まりむちゃんを探せ！」では２日間で600名の子どもたちが参加、
約400個の「宝」をめぐり争奪戦が繰り広げられた。

「宝」の内容はダウンウェア、ホテル宿泊券、まりも羊羹などを用意。

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

スキー試乗会

スノーシュー体験

●仮装コンテストの実施 ～２日間で子供からお年寄りまで25名の参加があった。
コンテスト参加者にはリフト券サービスの特典を付けた。

●ロッジ前にて甘酒の無料配布が行われ、約100名分用意したが1時間もたずに品切
れとなった。（両日実施）

●キッズデーの様子は、キッズパークの設置とともに新聞やテレビなどで報道され、大きな
宣伝効果があった。

実施結果

準備委員会
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

仮装コンテスト

宝さがし

ダッジオーブン
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

特定客層への優待サービス

特定の客層をターゲットにした優待サービスを実施するイベントを開催する

●１月１日オープニングイベント、１月１４日２０歳のスノーデー、先着１０名リフト券レストラン食事５０％ＯＦＦ
●２月１４日バレンタインデー、３月１４日ホワイトデー、先着５組リフト券レストラン食事５０％ＯＦＦ
●３月３日ひな祭りデー、毎週水曜日レディースデー、先着女性１０名リフト券レストラン食事５０％ＯＦＦ
●シニア向けの優待サービス

●各サービスデー １日券を５０％ＯＦＦで販売、レストラン５０％割引券を添付
●オープニングイベント１２月２２日実施 （実績１０名）
●２０歳のスノーデー（実績１名）、バレンタインデー（実績０名）、ホワイトデー（実績１０名）、

ひな祭りデー（実績９名）、レディースデー（実績13日間で74名）
レディースデーはウィークデーの集客としてはある程度の効果があった。

●シルバー券の売上実績は３月２３日現在で191枚となっており、前年度対比で28枚（17.2%）
増となっている。
シルバー券には通常の「リフト１日券」と同様の優待特典を付与した。

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

サービスデーの案内

レディースデーの案内

サービスデーの割引券 ２２



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

利用者が楽しめるコース整備

新雪が楽しめるコースやボーダー向けの楽しい手づくりコースを設置する。

●新雪コースを設定
ライトウイング（上級者コース）リフト中間ステーション下の急斜面部分を新雪コースとして、雪の降った翌日
は圧雪しない。

●ボードパークの設置
レフトウイング（初・中級者コース）のボードパーク内に、安全面に配慮のうえ、ジャンプ台、キッカー等ととも
にアイデアを凝らした手づくりコースを設置。

●新雪コースの設定は降雪がなく未実施、一部未整地のコースを設定し代替とした。
●ボードパークをボード関係者の協力により１月３日～５日の期間で設置。

キッカー２個所（大１、小１）、レール５個所（ストレートレール３、Sレール２）
ボックス１個所をそれぞれ配置。

●平日で２０～３０名程度、土日祭日５０～６０名程度の利用があった。

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

ボードパーク
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

初心者が楽しめるスキー場づくり

初心者が楽しめるスキー場にするため、スキー学校の開催日拡大や、スキースノーボードの体験会を実施

する

●スキー学校の平日開催
現在は土日のみ実施のスキー学校を、予約制で平日にも開催。

●初心者向けスキー・スノーボードの体験試乗会の実施
１月１２日開催予定のキッズデーにおいて、ＩＣＩ石井スポーツの協力により実施

●スキー学校の平日開催
実績１３回 ３３名 （１２月：４回１３名、１月：８回１７名、２月：１回１名）
受講者の発地 台湾、東京、千葉、道内等、
内容 スキー５回 ボード８回

●初心者向けスキー・スノーボードの体験試乗会
キッズデーにおいてスキー試乗会を実施、１月１２日～１３日
スノーボードの試乗は、展示が不可能となり実施できず。

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

平日スキースクール

スキー試乗会
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

レストランメニューの改善

レストランメニューに、パンやケーキ等の手軽に食べられるメニューを追加する。

●スイーツコーナー設置（土日限定）
大豆入りパン、ケーキ、まりも羊羹、まりもプリンなど

●ケーキ販売（パンデパン） 土日２日間で１５～２０個程度
●まりもプリン販売（まり製菓） 土日２日間で１５個程度
●レストランメニューにシカ肉のメニューを追加

エゾシカ丼 月２０食程度

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施状況

まりもプリンとケーキ

エゾしか丼
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

スキー場活性化委員会の設置

地域が一丸となってスキー場の活性化に向けた取組みを継続していくため、地域のスキー場関係者で構成す
る委員会を設置する。

●「阿寒湖畔スキー場活性化委員会を設置。（平成１９年１０月２３日）
●委員：観光協会、観光振興公社、観光汽船、商店街、飲食店、ホテル、自然ガイド等、２１名
●事務局：釧路市阿寒町行政センター観光振興課
●月１回程度の開催

●19.10.23 検討委員会 活性化策の検討
●19.11.7 記者発表 スキー場活性化の取組、シーズン券早期割引、キッズパーク、他
●19.12.12 検討委員会 キッズパークの設置日程、キッズデーの内容等
●19.12.30～31 キッズパーク作成
●20.1.12～13 キッズデー開催
●20.1.23 検討委員会 キッズデー反省、モニターツアーの実施について
●20.2.13 モニターツアー実施

予定していた活性化策

実施結果
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施状況

委員やホテルの方々での作業

検討委員会
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国設阿寒湖畔スキー場の活性化策の実施結果

◆阿寒湖畔スキー場活性化委員会設置の効果
地域のスキー場関係者が一丸となり継続的に取組みを進める意識が浸透してきており、
キッズパークの雪像や雪だるまは、活性化委員会を中心とした地元ボランティアにより
手づくりされ、親子連れの利用客を中心にシーズンを通して賑わいを見せた。
活性化委員会は、各種行事の前後において、内容検討及び反省の場として定期的に
開催されており、地元ではスキー場活性化への取り組みが徐々に浸透してきている。
今後の活性化委員会では、今シーズンの反省を踏まえ、キッズデーなどイベント内容、
スキー場ゲレンデの活用、その他ツアーの可能性、リフト券特典の内容やスキー場内
施設の改修等について、検討を重ねていく予定。

◆地元利用者の需要拡大

今シーズン新たに販売したシーズン券早割について、大人シーズン券の販売実績は、
同券の販売分ほぼ純増となった。
また、キッズパークの設置やキッズデーにおけるイベント開催の効果として、ファミリー層
に大きな集客の伸びが見られたほか、特にキッズデー以降は、平均して大人リフト券の
販売実績が伸びている。

◆メディアによるＰＲ効果

キッズパークの設置やキッズデーの開催などを中心に、今シーズン実施した活性化の
取組みが、地域の新聞等に数多く取り上げられたことによるPR効果は大きかった。

今シーズン総括

成果
・ 来場者数は、昨シーズンに比べ 約１８％増の 38，553人の見通し
・ 売上額は、昨シーズンに比べ 約１２％増の 25，902千円の見通し ３１




