
 

第５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１１月２１日（水）13：30～ 
場所：札幌後楽園ホテル 地下２階 クレストホール 

 
 
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について 
 
（2）国設阿寒湖畔スキー場の活性化策について 
 
（3）北海道の地域のスキー場活性化戦略 
   類型分類利用の戦略策定手順案について 
 
（4）ばんけいスキー場・だんパラスキー場における検討事項について 
 
（5）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 欠

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）ノーアスク（ＮＯＡＳＣ） 代表取締役 ロス・カーティー 欠

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 ○

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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ニセコいわない国際スキー場の活性化策ニセコいわない国際スキー場の活性化策

平成１９年３月３～４日開催の滝久美子プロキャットツアーの様子

平成１９年１１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

営業期間：平成19年12月22日～平成20年3月20日 9:00～16:00

コース数：３（ファミリーコースＡ、Ｂ、Ｃ）

リフト券：

駐 車 場：５００台（無料）

レンタル：有

スクール：有

施 設 等：センターヒュッテ・レストラン常設

２０，０００円２５，０００円シーズン券

１８０円２４０円１回券

１，８００円２，４００円１２回券

１，６００円２，０００円４時間券

２，１００円２，４００円１日券

子供大人

１



ニセコいわない国際スキー場の活性化策

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、神恵内村の小学校児童（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

２



子供が楽しめるコースづくり

スキーの技量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よう
にするため、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

ウェーブ（波状の起伏のあるゲレンデ）、バンク（斜度
のある壁）、キッカー（小さなジャンプ台）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

１１月初旬に簡単な下樹の刈り払を実施、降雪後に
ゲレンデ状況に応じて造形の予定

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

３



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
タイムを競うのでなく、設定タイムに近い選手が優勝
初心者や低学年の子がヒーローになれる大会
シーズン中シリーズ３戦を予定

１月中旬、２月中旬、３月中旬に開催予定

 「かまくらカフェ」の実施
ヒュッテ前にかまくらを設置
カフェオレ・ココア等を無料提供

２月中旬、チョッカリ大会と併せて開催予定

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

４



アイススライダーの設置
幼児用アイススライダーを設置

１月末からシーズン終了まで設置予定

写真展の開催
昨シーズン好評だった地元カメラマンの写真展
をヒュッテ内２階スペースにて常設

併せてプロジェクターによるスノーボードＤＶＤを
常時上映予定

かまくらカフェ実施日からシーズン終了までを予定

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

５

チューブスライダーの設置
旧ファミリーゲレンデを利用し、専用チューブを無料
貸し出しネット・バンク等の安全対策を実施

１月末からシーズン終了まで設置予定



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た
スノーボード教室を開催し、地元の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
化して開催し、スノーボーダー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中

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

６



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、岩内町商店街の「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」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景品交換所において、交
換景品として「リフト券」を取り扱い、街中でリフト
券が入手できる取り組みを実施

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の３月２０日（木）

まで実施予定

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

７



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、昨年度に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（個人向け）ツアー
原則として、毎週火曜日、木曜日、土曜日開催
料金 １人 １２、０００円

専属ガイド１名引率、１日５本滑走予定
１日リフト券・ランチ（６００円）・コーヒー付

貸切ツアー
料金 １日１台 ８０,０００円 （定員８名）

専属ガイド1名以上引率、１パーティー
１日リフト券・ランチ（６００円）・コーヒー付

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

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

８



アウトドアツアー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
ツアーを下記の日程により開催予定

１月開催予定 １３日（日）、１７日（木）、２４日（木）、
２７日（日） 、３１日（木）

２月開催予定 ９日（土）、１７日（日）、２１日（木）、
２４日（日）

３月開催予定 ６日（木）

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

９



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。

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

滝久美子「ニセコいわないパウダー＆キャットツ
アー（２泊３日）
２月１日（金）～３日（日）に開催予定

滝久美子「わがまま１DAYキャットツアーinニセコ

いわない」
１２月２９日（土）、１月１９日（土）、２月１１日（月）、
２月２７日（水）、３月１日（土）、３月９日（日） に開催

予定

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

１０



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

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

１１



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

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

１２



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。

岩内町公式ホームページ上に専用ページを作成
www.town.iwanai.hokkaido.jp

インパクト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の情報を紹介

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

平成１９年１０月２４日に専用ページを開設済み

しりべしiネットなど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

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

１３



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

アンケート項目
スキー体験の感想
北海道（雪）の感想
スキーは楽しかったか？
またスキーをしたいか？

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

１４



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･継続させるため、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

ニセコいわない国際スキー場の活性化策

１５



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

冬のボッケ（泥火山）から雄阿寒岳を望む

平成１９年１１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

営業期間：平成19年12月22日～平成20年4月2日 9:00～16:00

コース数：２（ライトウイング、レフトウイング）

リフト券：

駐 車 場：５００台（無料）

レンタル：有

スクール：有

施 設 等：レストラン２店舗

１５，０００円

１００円

１，０００円

１，０００円

１，２００円

子供

－２５，０００円シーズン券

１５０円２００円１回券

－２，０００円１１回券

－２，０００円４時間券

２，０００円２，５００円１日券

シルバー大人

１



国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

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がる

阿寒湖に広がる雲海を眺める（早朝）

スキー場から星空、花火、温泉街の夜景を眺める
（夜間）

天候等を勘案し、１月下旬に朝・晩の２回実施

地元の観光関係者も参加予定

２



スノーシュー・ツアーの実施
阿寒ネイチャーセンター（民間アウトドアガイド）の
主催による実施
ガイド１名が同行
１月中旬から３月まで毎日実施（予約制）

・１日コース（昼食付き） ８，５００円

スキー場～ボッケ（泥火山）～白湯山山頂散策

・半日コース ５，３００円

スキー場～ボッケ（泥火山）

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（環境省）の
主催による実施
ガイド１名が同行
２月中旬に１回開催
料金 ３００円（貸しスキー １，０００円）

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

３



「冬の雪遊び場」としての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たちに、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

高さ約３メートルの「雪だるま」を設置

阿寒湖の氷や真っ白な雪を効果的に使った、
「かまくら」を設置

ソリ、スコップ等の遊び道具を無料で貸し出し

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

４



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開設する。

釧路市のホームページの中に、スキー場のぺージ
を作成 www.city.kushiro.hokkaido.jp

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

平成１９年１１月９日に専用HPを開設済み

リニューアルされた阿寒湖観光協会のＨＰなど、地
域の情報サイトなど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

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

５



外国人旅行客をターゲットにしたＰＲ

中国人旅行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（www.j-travel.net）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

掲載内容
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
るとともに、アイヌ文化の体験やマリモ、タンチョウなど
も紹介

１１月下旬掲載予定

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

６



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

学旅行についての積極的に情報を収集

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
（冬期間の修学旅行PRは、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

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

７



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

１９年度は、関東及び関西方面から ３校約４２０人が

修学旅行で来訪予定

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

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

８



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
スキー場ロッジレストラン １０％OFF                         
「あいすランド阿寒」のスノーモービル １０％OFF
阿寒湖温泉街商店街 ５％ OFF （協賛店）

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」のスノーモービル １０％OFF
阿寒湖温泉街商店街 ５％ OFF （協賛店）

次回 ５００円割引券（継続実施）

※「あいすランド阿寒」
１月上旬から３月まで阿寒湖畔で開催

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

９



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

国内有数の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、スノーボード等の展示、試
乗会を開催

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

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

１０



特定客層への優待サービスの実施

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（火） オープニングイベント
１月１４日（月） ２０歳のスノーデー

特典：先着１０名リフト券 ・ レストラン食事 ５０％ＯＦＦ

２月１４日（木） バレンタインデー
３月１４日（金） ホワイトデー

特典：先着５組リフト券 ・ レストラン食事 ５０％ＯＦＦ

３月３日（月） ひな祭りデー

特典：先着女性１０名リフト券 ・ レストラン食事 ５０％

ＯＦＦ

レディースデー（毎週水曜日）

特典：先着女性５名様リフト券・食事 ５０％ＯＦＦ

１１

シニア向けの優待サービスの実施を検討中

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策



利用者が楽しめるコース整備

新雪を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
ライトウィング（上級者コース）のリフト中間ステー
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
レフトウィング（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作りコースを設置

ロープトー

レストハウス ネイチャーハウス

リフト
乗り場

レフトウイング
（初・中級コース）

900ｍ

ボードパーク

ライトウイング
（上級コース）

１２００ｍ

新雪コース

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

１２



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・スノーボード体験試乗会の実施
１月１２日（土）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

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

１３



レストランメニューの改善

レストランのメニューに、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。

スウィーツコーナーの設置（土日限定）

販売予定商品

大豆入りパン、ケーキ（季節限定商品を含む）

＊パンデパン提供販売（阿寒湖畔の人気パン店）

まりも羊羹、まりもプリンなど

＊まりも製菓提供販売

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

１４



阿寒湖畔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り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
街、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

月１回程度の頻度で開催

国設阿寒湖畔スキー場の活性化策

１５



北海道の地域のスキー場活性化戦略

類型分類利用の戦略策定手順案

第5回会議（2007/11/21）資料



１，活性化策の具体的検討準備

• 具体的な活性化策提唱に向けて

– シーズン突入直前

• コンサルティング対象スキー場以外も利用できる活性
化策の提示

• 何を持って「活性化」とするかの「目安」の提示



1-1，活性化戦略提唱検討(1)
• シーズン直前活性化策提唱検討

1. スキー場自体は具体的にどんな活性化策が打てるか？
1. コンサルティング対象スキー場：委員会検討とコンサルティング

2. その他のスキー場：類型分類利用の活性化策提唱

– 類型分類を利用し、活性化策を整理

– さらに検討委員会討議で、活性化策を補充

1. 関連事業者（団体）はどんな活性化策が打てるか
1. スキースクール、スノーボードスクール、アクテビティ関係者

2. 官公庁、市町村、観光協会等

3. 周辺宿泊施設、飲食施設、その他商業施設等

4. 交通機関、旅行代理店等

– 検討委員会討議で、活性化策を掘り起こす



1-2-1，活性化戦略提唱検討(2)
• 当委員会の示す「活性化」基準の検討

1. 活性化のスパンをどうするか？

1. 短中期視点での活性化策推進は、現況では必須

2. 中長期視点の活性化策はどう繋げていくか
• 商業的継続を伴った「滑走文化」の育成の実施

2. 活性化の進行状況を計る、基本的な「物差し」
1. 案1:金銭(数値）を「物差し」に計る

1. スキー場（および地域）の総粗利額が好転

2. 地域の医療費等の総額減少に繋がる成果

3. 地域バリュー（経済波及効果、および含み資産）の向上

2. 案2：その他の評価指数の採用を検討する



1-2-2，金銭（数値）を物差しにする際の注意点

• 過去、数値を改善目標と定めて失敗を続け
てきたスキー場産業の経緯がある

1. 営業利益の改善目的の施策失敗
1. 業務プロセス改善なしでの「経費削減」

2. 集客数の底支え目的の施策失敗
1. 市場のπ動向を無視した「価格戦略」

– 数値（＝金銭）のみの、小手先での「操作」
でない活性化策を当委員会は提唱する必
要がある



1-2-3,「営業利益改善」を失敗した例
【誤った収支(営業利益）改善策例】

過去 現在 (対比) 来年 (対比)2年後 (対比) 3年後 (対比)

売 上 高 100 100 75 -25 75 50 -33

原 価 40 40 30 30 20
粗 利 60 60 45 45 30
販売管理費 60 50 50 40 40
( 人件費） 20 15 -25 15 10 -33 10
( 修繕費） 20 15 -25 15 10 -33 10
（その他） 20 20 20 20 20
営 業 利 益 0 10 -5 5 -10

削減

削減

減少 減少

削減

削減

減少 減増加 増加

人件費、修繕費（スキー場の必須経費）経費削減で、営業利益増加を目指す

回復不能なレベルまで、売上高を落とす（営業利益も減少）

結果



1-2-4,「集客増→売上確保」を失敗した例
【誤った価格戦略での売上底支え策例】

「値下げ」「割引」で値頃感を出して、集客増を図る

市場のπ(パイ）縮小力の方が強く、売上も大幅減少

過去 目論見 (対比) 結果 (対比)

売 上 高 100 108 8 81 -19
( 単 価 ） 10 9 9
（ 客 数 ） 10 12 9
原 価 40 43.2 32
粗 利 60 64.8 49
販売管理費 60 60 60
営 業 利 益 0 4.8 -11

実際は減少

増加

増加

結果



1-2-5,これまでの失敗を教訓に

不振のほとんどの部分は、収支改善策の誤りが原因

・誤った判断での「経費削減」

・市場動向分析を行わない上での「価格戦略」の変更

委員会提案の活性化策

「利益」を物差しにしても、短絡的でない施策を提唱



２，活性化策の具体的提唱準備

1. 類型分類の整理・確認

2. 活性化策の「可視化（図示化）」提唱



2-1,類型分類の整理

1. 基本セグメント（大分類）
1. 標高差、商圏人口といった「外的要因」で分類

2. リゾートポテンシャル・セグメント(中分類）
1. コースの滑走者技量別集客力

2. 周辺観光地集客力や宿泊施設の集客力

3. スキー場付帯設備サービス・セグメント（小分類）
1. ゲレンデ活用度

2. スクールの質と量の充足度

3. レンタルの充足度

4. レストランメニューの人並み度

5. 接客サービスの人並み度



2-2-1,基本セグメント

標高差

商
圏
人
口

都市近郊
（もしくはツアー多彩）

高標高差

都市遠隔地
低標高差

都市遠隔地
高標高差

都市近郊型
低標高差

A

BD

C



2-2-2,リゾートポテンシャル・セグメント

上級者向けコース多し
ス
キ
ー
場
以
外
の
地
域
集
客
力
強

有名温泉等
観光地近接型
上級者向き

初心者向けコース多し

ス
キ
ー
場
単
独
集
客
型

有名温泉等
観光地近接型
初心者向き

単独集客型
上級者向き

単独集客型
初心者向き

１

２４

３



2-2-3,付帯設備サービスセグメント

サービス（ソフト）充実

ハ
ー
ド
充
実

・レストハウス等
ハード面充実
・サービス含む
ソフト面も充実

・レストハウス等
ハード面不足
・サービス含め
ソフトに不足

・レストハウス等
ハード面不足
・サービス含め
ソフトは充実

・レストハウス等
ハード面充実
・サービス含め
ソフトに不足

α

β

γ

δ

アルファ

ベータ

ガンマ

デルタ



2-3-1,類型分類の固定部分の意味

1. 類型分類の固定部分は、そ
のスキー場の「固定ポジショ
ン（外的要因）」を表す

1. 自らの把握で、活性案準備

2. 固定ポジションの明確化は次
に影響を与える

1. 事業理念、事業ビジョン

2. 財務目標の決定、売上確保
1. メインターゲット選定

2. 集客方法、販売方法の工夫

3. 地域との協力・協働の推進方法

4. キャリアやエージェントとの関わ
り合いの方法

5. 上記を含めた、具体的な活性化
策の推進

標高差

商
圏
人
口

都市近郊
（もしくは
ツアー多彩）
高標高差

都市遠隔地
低標高差

都市遠隔地
高標高差

都市近郊型
低標高差

A

BD

C

【大分類】

上級者向けコース多し
ス
キ
ー
場
以
外
の
地
域
集
客
力
強

有名温泉等
観光地近接型
上級者向き

単独集客型
初心者向き

単独集客型
上級者向き

有名温泉等
観光地近接型
初心者向き

１

２４

３

【中分類】



2-3-2,類型分類の変動可能部分の意味

1. 類型分類の変動部分は、
そのスキー場の「改善目
標概要（内的要因）」を表
す

2. 内的要因の明確化は次
に関わる「具体的活性化
策」に影響を与える

1. 顧客の具体像つくり

2. 業務改革、人材育成改革

3. 施設改善への設備投資

ソフト（サービス）充実

ハ
ー
ド
充
実

・レストハウス等
ハード面充実
・サービス含む
ソフト面も充実

・レストハウス等
ハード面不足
・サービス含め
ソフトに不足

・レストハウス等
ハード面不足
・サービス含め
ソフトは充実

・レストハウス等
ハード面充実
・サービス含め
ソフトに不足

α

【小分類：変化・改革改善可能】

β

γ

δ



2-4-1,活性化策の可視化

• 活性化策導入を考えるスキー場関係者が、
施策実施の意味合いを正確に把握する方
法として、「可視化（図示化）」を提唱

1. 「施策」と「効果」を矢印で結んだ図に

2. 図を描くのは、それぞれのスキー場自身で

1. 図の作成は地域やスタッフと協力の下に

2. 出来た図は地域やスタッフへ公開



2-4-2,活性化策の図示例

活性化策の
実行

お客様への
アピール

収支(売上)
等への貢献

親近感

お子様ランチの
提供

子供のリフト
乗降補助徹底

リフト係員が
全員のお客様への
挨拶を徹底

安心感

親子なら
○×スキー場
のクチコミ

お得感

孫と行くなら
○×スキー場
のクチコミ

ファミリー客
売上の増加



３，活性化策の提唱

1. 類型分類に関わらず、産業全体（＝どのスキー場、
および地域も）が必要な活性化策

2. 類型分類ごとに必要な活性化策

1. 基本的分類（大分類）で分けた、類型ごとの活性化策

2. リゾートポテンシャル分類（中分類）ごとの活性化策

3. 付帯設備・サービス分類（小分類）ごとの活性化策

3. それぞれのスキー場が、自分にあった活性化策を
見つけ、その実行方法を考える

• 「選択と集中」：最重要項目から、ひとつずつ実施・解決



3-1,産業全体として必須な活性化策

• 調査等による類型分類上のポジション把握
– 事業ビジョンや目標の設定とスタッフへの公開

• スタッフの持つソフト（知識）の徹底活用
– スタッフ（含む家族）アンケート実施で、「お客様がスキー

場に来ない最大理由」を見つけ、改善
– 従業員のアイデアを取り上げる場とその実行

• 真の差別化策実施によって、近隣スキー場を競合
から同胞へ転換

• スキー場単独で悩むのでなく、地方自治体等地元
関係者との定期的な意見交換の実施

• たゆまない情報発信、およびPRの高度効率化



3-2-1,基本分類で必須な活性化方向(1)

1. 基本A分類スキー場（都市近郊高標高差）
• 本格リゾートを目指したスキー場・地域作り

2. 基本B分類スキー場（都市近郊低標高差）
• エントリー層（子供、出張者、海外客）受入強化
• 市民の「雪の公園」的役割を果たすソフト、ハード

3. 基本C分類スキー場（都市遠隔地高標高差）
• コア層の獲得
• 長期滞在者（含む海外客）獲得

4. 基本D分類スキー場（都市遠隔地低標高差）
• 対エントリー層（地元の子供、および修学旅行生等）最

適化
• 冬の「体育館」的な、地域住民の健康増進寄与



3-3-1,リゾートポテンシャル分類上で
必須な活性化策(1)

1. １分類スキー場（観光地近接上級者向き）
• 2～3日楽しめるスキー場と宿泊街

2. ２分類スキー場（観光地近接初級者向き）

• 観光ついでの「初めて」「昔取った杵柄」客層への対応

3. ３分類スキー場（単独集客上級者向き）

• 地域集中集客

• コア層、競技層、自然派などへの対応

4. ４分類スキー場（単独集客初心者向き）

• 地域エントリー層、ファミリー層集中集客



3-4-1,付帯施設サービス分類上で
必須な活性化策(1)

1. α（アルファ）分類スキー場（ハード○、ソフト○）

• 「平均点の高さ」から「印象の高さ」へ

2. β（ベータ）分類スキー場（ハード○、ソフト×）

• 人材育成・変革

• 外部ソフト素材の積極導入

3. σ（シグマ）分類スキー場（ハード×、ソフト○）

• 施設の「陳腐化」回避

4. δ（デルタ）分類スキー場（ハード×、ソフト×）

• 地域関係者を含めての、根本的な存在意義検討



3-5,具体的な活性化案

• 資料添付参照



※参考：活性化策の中長期検討について

• 当委員会提唱の範囲は短中期活性化策

• スキー場、および地域が中長期の活性化策
を自主検討することを、推奨

– 活性化手法は、できるだけ最新かつ汎用的な業
務改善手法を推奨

• 活性化策の継続性確保

• 活性化策のシステム化実現（＝特定人物に頼らない）
– 準備されたテンプレートの存在

– 評価基準が策定済み



参考１：BSCを利用した継続的活性化手法

ビジョン
戦略

人材の
育成･変革

売上と
収支計画

業務
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改革
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満足
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策
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策
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策
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化
策
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互
の
バ
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ス

相
互
の
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ス

相互のバランス

相互のバランス



視覚化

参考２：活性化スタートはポリシーとビジョン

事業の使命。経営と地域へ対する姿勢。行動規範事業ポリシー

事業および地域のそれぞれのあるべき姿の明確化
事業内組織及び地域組織の一歩進んだ役割と目標

事業ビジョン

照らし合わせ

照らし合わせ 照らし合わせ

環境要因 ３C（顧客、競合、自社）要因



参考３：SWOT分析の実施重要性

1. 各類型分類（大中小分類）ごとに、3
つ以上の項目を書き出す

2. 例えば「大分類＝B」の場合
1. 強み

– 商圏人口多い

2. 弱み
– 滑走爽快感が薄い
– レストランやパチンコ店など、他のレ

ジャー業の競合相手がいる

3. 機会
– 出張族を勧誘可能

4. 脅威
– 小中学校のスキー授業廃止で潜在消

費者の先細りが予測される

3. 同様に「中分類」「小分類」も書き出す
4. 注意点

1. 事業者視点偏重になりがち

強み

脅威

機会

弱み

S

W

O

T



参考4：「自分がお客様」チェックシートの使用

1. 使い方
1. 家族（配偶者、子供等）にも記入してもらう
2. スキー場から家までの距離を、30分、1時間、2時間、4時間、、と仮定して、記入す

る（「なりきり顧客」調査）

2. 「顧客視点」でのSWOT分析ができること



実施者 凡例 主体者 主体補助 協力者 基本（大分類） ポテンシャル（中分類） 小分類
A B C D 1 2 3 4 α(アルファ) β(ベータ) σ(シグマ) δ(デルタ)

スキー場
スクール
SAJ道連
SIA支部

周辺事業
者・関係者

観光協会
商工会

自治体
旅行代理
店交通機

関等
ユーザ

都市近郊
高標高差

都市近郊
低標高差

都市遠隔地
高標高差

都市遠隔地
低標高差

観光地
近郊上
級者

観光地
近郊初
級者

単独集
客上級
者

単独集
客初心
者

ハード○
ソフト○

ハード○
ソフト×

ハード×
ソフト○

ハード×
ソフト×

スキー場運営全般
マーケティング調査等によりスキー場のポジションを把握し、
目標の設定・経営方針を公開し、スタッフ間での意識を共有
する
スタッフやその家族も含めたアンケート等によりスキー場に
来場しない理由を徹底追求し、弱点に集中した対策を実施
する。
スタッフミーティングにより、モラル向上やリフト券販売促進
について率直な意見交換を行い、従業員のアイデアを採用
する

近隣スキー場との共存共栄のため、個性・特性を活かした
極力競合し合わない各種の取り組みを検討・実施する。

運営方針として、スノー文化の継承とともに地域住民の健康
増進、地域交流のための体育施設となることを目指す。

自治体等を中心に、地元関係者等による懇談会などを設置
し、定期にスキー場の利用促進等について意見交換を行
う。
地域の理解と運営費節減のため、繁忙期を中心に自治体等
や地域の協力者がスキー場の実働ボランティアスタッフとな
る。
場内案内やアドバイスを行うための教育・指導を実施のう
え、一定の技量を持つボランティアのゲレンデスタッフを導
入する
冬休み期間を利用して長期滞在が可能なスキー技術を持つ
学生の宿泊等サポートを行い、シーズン中のスタッフ化を図
る。

スキー場のPR
ホームページを活用（開設）し、スキー場の基本情報、アクセ
スとともに、イベントやお得なチケット等の魅力ある情報を発
信する
レンタカーを活用する長期滞在者向けに、隣接都市や道内
各スキー場・観光地への分かりやすいアクセス情報を準備
する。
北海道のパウダースノーを目指す外国人向けに有効なPRと
して、海外の雑誌やスキー関連のネットに対し広告掲載を行
う。
海外代理店や卸売業者の現地見学旅行を開催し、実際の
施設をＰＲするとともに、連携してツアー商品開発や意見交
換を行う

地元住民の誘致
スキー場近郊エリアの集中集客対策として、シーズン券の
早割販売や地域限定・期間限定の割引販売を行う。

地域に根ざしたスキー場を目指し、シーズン中定期的に周
辺地域や特定の客層をターゲットにした優待デーなどを開
催する。

来場者や地域、スキー場などの記念日などを利用した優
待・割引きサービスを実施する。

従来のスキーとは異なるカービングスキーやスノーボードに
ついて楽しさを情報発信し、手軽に体験してもらう企画等を
実施する

初心者が初心者用レンタル用具を使用し、ターンなどを１日
でマスターできるような特別レッスンコースを設定する。

来場者が利用（再来訪）しやすいよう、ファミーリーなど特定
の客層別向けや食事とのセットなど各種リフト券を導入す
る
子供とスノーボードをやりたい親や体験してみたい人などを
対象に、初心者向けスノーボード教室を無料（特別料金）で
開催する。

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。

ボーダーや子供を飽きさせない安全に配慮したアクティブな
コースづくりや雪遊びなどのアトラクションを設置する。

スキー場内のスペースを活用し、子供向けの雪遊び場やか
まくら・そりコースなどを設置する。

子供同士の楽しい昼食を挟むような比較的長時間のジュニ
ア向けスキー学校を開催し、子供を預けたい親の利用を促
進する。

特に子供のスキー学校授業では、また参加したいと思わせ
る雪に親しむ楽しめるプログラムを実施する。

地元シニア層の誘致によるシニアクラブの設置や野球・サッ
カー少年団への冬場の体力づくりのための活用を勧める。

スキー授業復活のため、地域のスキー学校・連盟等の協力
を得て、学校側の費用負担の軽減等により積極的に誘致活
動を行う。

観光客の誘致
地元の商店街・各施設・ホテルなどと連携し、来場者が地域
で利用できる各種優待・割引クーポン等のサービスを行う。

旅行者が感じたい非日常体験プログラムとして、雪上車・ス
ノーモービルを活用し、スキー場周辺でのアクティビティを実
施する。
出張者や短時間でスキー・ボードを楽しみたい人向けに、
ウェア・用具レンタルとリフト券を格安料金でセットしたプラン
を導入する。
特に雪経験のない国内外旅行者向けに初心者用スキー用
具を導入し、短時間でのお得で手軽な体験レッスンを実施
する。

スキー場内のスペースを活用し、雪経験のない観光客向け
に雪遊び場やかまくら・そりコースなどを設置する。

長期滞在者向けに、地域の（日本）文化や「食」を取り入れた
観光ツアーや周辺スキー場とも連携した複合プランを実施
する

外国人客からの需要が見込まれる一定のスキー技術を持
つ現地ガイドを育成し、アフタースキーなどをサポートする。

外国人の来場が多いスキー場にあっては、地域の宿泊施設
等も含め、外国語対応可能なスタッフを育成・配置する。

増加傾向にある北海道への修学旅行向けに、スキーと冬
（雪）を体験するプログラムを作成し、積極的に誘致を行う。

スキー場へ修学旅行に訪れた学校の生徒から簡易アン
ケート調査を継続して実施し、プログラムの策定等に活用す
る。

コア層の誘致
スキー場や周辺地域の特性を活かしたツアー等の実施によ
り、コアなスキー・スノーボード愛好者を誘致する。

高価で新しい用具を使いたいが揃えられない客層向けに、
最新各種ブランドを取り揃えたレンタルを実施する。

施設等の充実
来場者の殆どが利用するセンターハウスの整備・清掃等を
徹底し、わかりやすい場内表示や幼児用施設の設置等に努
める。

画一化されたゲレンデ「食」の提供方法を見直し、キッズ向
け・若者向けなど客層にあわせたメニューの改善等を行う。

スキー場への「食」での来訪者の増加を目的に、地域のブラ
ンドを活かしたクオリティーの高い食事やサイドメニューを提
供する
「食」の評価が顧客満足度に大きく影響するため、食堂等内
の環境整備・接遇・食器等備品や提供方法の改善にも配慮
する。

道内スキー場の弱点の一つである「買い物」について改善を
図るため、売店の商品内容や陳列方法を工夫する。

特に家族連れなどが気軽に来場しやすいよう、持ち込みで
の食事なども可能な休憩所等を場内の各所に設置する。

外国人客の長期滞在のため、日本人向けのペンションとは
異なるタイプの外国人向けの宿泊施設を設置する。

夏場を含めオールシーズン人が集える場所となるよう、場内
を利活用したイベント等を開催（誘致）する。

施設メンテナンス等を確実に実施・改善し、情報発信を行
い、安全に安心して利用できることを積極的にＰＲする。

課 題 活 性 化 策



ばんけいスキー場・だんパラスキー場
における検討事項について

平成１９年１１月



１

ばんけいスキー場における検討事項について

夕方に来場する外国人観光客向けに、スノーキッズパークのナイター
営業

レストランにおける目玉メニューの開発

ホスピタリティの更なる向上を図るため、担当スタッフの交流ミーティング
や研修の強化

子供がキッズパークで遊んでいる間の保護者向け「くつろぎ場所」の提供

「ばんけいスキー学校生」による「ニセコいわない国際スキー場」での
キャットツアーの実現

長期滞在の外国人スキーヤーを対象とする、「ばんけいスキー場」ジュニ
ア選手とのスキー交流＋札幌市内観光プラン



２

だんパラスキー場における検討事項について

地元のシニア層・スポーツ振興会、合宿中のスポーツ少年団に対し、
スキー場利用の更なる働きかけ

帰省者の子供向け、リフト券割引販売

宴会可能なロッジを活用したスキープラン

スキー場に隣接した公園を活用した「かまくら」等の設置

「だんパラ冬フェスティバル（平成２０年３月予定）」 の２０周年を記念した

サービスの提供

ホームページの開設



Skiing Japan Hokkaido Project Skiing Japan Hokkaido Project 海外プロモーション海外プロモーション

英国でのプロモーション入口サイトの開設

①今迄なかった海外からの玄関口
②道内１１カ所のスキー場へ
③わかりやすいアドレス
④英語・韓国語で開設
⑤北海道索道協会と連携

①英SnowSports旅行市場120万人
②ショー総入場者43,088人（2006)
③ブース来訪者 3,456人(2007)
④交流会 予定を超える９０名出席
⑤ほとんどの大手スキー旅行社が
北海道ツアーを造成済
⑥北海道・京都の連携で日本をＰＲ
⑦メディアの注目度UP

ロンドンでのショー全景
H19.10.24～10.28

Japan(Hokkaido)ブース

英国最大手インガムズの
北海道ツアーパンフレット













スキーヤーが現場の視点で「今なにができるか」を考える初めてのイベントです。 
 
 
 
 
 
 
 
北海道が好きで冬が好きでスキーが好きだ。 
このままずっと冬が来て雪が降ってスキーができれば嬉しい。 
 
けれどそのためには僕たちが努力をしなければならない時代になった。 
何もしないでいたらスキーヤーが減って、スキー場が閉鎖される。 
何もしないでいたら冬が暖かくなって雪が積もらなくなる。 
何もしないでいたら少しずつ北海道からスキー文化が消えていってしまう。 
 
スキーのできない北海道にはしたくない。 
むしろスキーを北海道から盛り上げていきたい！ 
 
 
そんな志（こころざし）に共感してくれたゲストがジャンルを飛び越えて集まり、あらゆるテーマでス

キー業界について前向きに話し合います。このイベントでは無理やり答えを求めることはしません。

あくまでも楽しく前向きに話し合うところからスキー文化の活性化を目指します。 
（ブレインストーミングという思考方法を主軸に話し合いをすすめます）。そしてゲストだけが発言す

るのではなく、参加者の誰もが意見を出す機会を持ち、聞くだけではなく参加型のイベントにしてス

キーヤーとしての一体感が生まれることを願っています。 
 
 
参加ゲスト（10/22時点発表） 
児玉毅（ビックマウンテンスキーヤー） 山木匡浩（ビッグマウンテンスキーヤー） 井山敬介（SAJ デモン
ストレーター） 藤川健（テレマークスキーヤー） 吉井修（北海道学生基礎スキー連盟会長） 関逸平（北海

道学生スキー技術選手権優勝） 桟敷孝治（スキー学校校長） 浜辺秀樹（SAJイグザミナー） 高本稔（SIA
デモンストレーター）他、参加予定者としてスポーツショップ店員、パトロール、医師、などを予定しています。 
 
議題 「スキーと子供」「スキーと安全」「文化としてのスキー」「スキーヤーの増やし方」「私の楽しみ方」

「スキーと環境問題」などをテーマに上げ、当日の流れによって臨機応変に変更があります。 
   そのほかに、ゲストへの質問タイムも用意します。 
 

日時  11月 25日（日曜日） 16時開始（18時終了予定） 
場所  ばんけいスキー場センターロッジ 
参加料   無料（駐車場あり） 
（当日は寒さが予想されますので暖かい格好でご参加ください）  
 
お問い合わせ スキーヤーズミーティング実行委員会 (011)303-8303 (森脇) 
 




