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スキー場で地域に賑わいを！
～スキー場活性化のためのヒント集を作成しました ～
北陸信越運輸局では、地方創生の推進に向けて、スキー場の活性化に取り組んでいます。
国内外の旅行者が減少する冬季の観光については、拡大する余地が大きく、訪日外国人旅行者(イ
ンバウンド)が増大しているなか、スキー場においては活性化を図る千載一遇の好機であると
考えられます。
このため、インバウンドを始めとする新しい客層の取り込みなど、活性化への活路を見出せない
でいるスキー場の足掛かりとなるよう、マーケティングや地域との連携の効果などを分かりやすく
紹介した、
「スキー場活性化のためのヒント」を取りまとめました。
このような取組を行っていくことにより、地域に賑わいをもたらし活性化に繋がっていくことを
期待しています。
なお、
「スキー場活性化のためのヒント」については、本日、北陸信越運輸局のホームページ(※)
にて公表いたしました。
現在、我が国では観光の促進による地域の活性化に向けた取組が政府一丸、官民一体となっ
て推進されています。特に、インバウンドがめざましい増加傾向となっている状況において、
冬季の観光については拡大の余地が大きく、スキー場をはじめとするスノーリゾート地域にと
っては更なる活性化を図る千載一遇の好機であると考えております。
多くのスキー場を有する当局においては、昨年７月に「北陸信越スノーリゾート地域の活性
化推進検討会」を立ち上げて議論を進めているところですが、スキー場の活性化に向けた課題抽
出のため、各スキー場に対しアンケートを実施しました。
その結果、誘客に繋がるマーケティングや多言語対応、Ｗｉ-Ｆｉ環境整備などが進んでおらず、活性
化への活路を見出せないでいる様子がうかがわれました。
このような状況から、これらのスキー場に対し活性化への取組を促すため、｢スキー場活性化のための
ヒント｣を作成しました。これは、リピーター確保に繋がるマーケティングや、地域や各スキー場と連携
することによる効果、さらにはこれらにより長期滞在に繋がることなどを分かりやすく紹介しており、
これまでにない解説書となっています。
当局としては、スキー場を一つのインフラと考え、スキー場を軸とした賑わいを創出することにより、
地域の消費拡大や雇用促進などに繋がっていくことを期待しております。
※ 北陸信越運輸局ホームページ
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（http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/railroad/index.html ）
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『スキー場活性化のためのヒント』の概要
Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
(安定した収益確保のために）

３．地域との連携を深める ～地域に考えてほしいこと～
【概要】
ＤＭＯを含め地域との連携が難しいという課題に対して、地域との連携を深
めるためのポイントを紹介

１．マーケティングをやってみよう
【概要】
マーケティングの実施方法やその効果が分からな
いことに対して、その実施に向けたポイントを紹介
○だれでもできるマーケティングについて

■スキー場におけるマーケティングの実施状況

○地域連携の必要性
実施して 実施して
いる
いない
59%
41%

・スノースポーツだけではないインバウンド向けに、地域・観光施設等との連携により更なる発展が期
待できること

○地域住民の理解・協力

・チケット窓口などでのアンケート調査や、ＳＮＳなどの活用

※アンケート結果

・来訪者と地域住民が心地よく共存できるように、理解・協力を得ることが重要となること

○自らのポジションからターゲットを絞ろう
○地域連携による相乗効果

・スキー場や周辺地域の強みを活かせる顧客を絞りアピールすることなど

・スキー場間で連携し補い合うことや他地域のコンテンツと繋げることにより、滞在化リゾートへ発展
できること

○リピーターに繋げる
・顧客の求める「価値」を見極め、伸ばすことなど

Ⅱ．効果的な施設の維持管理のために
２．インバウンド誘客に必要なこと
１．コスト削減に向けた効果的なメンテナンス
【概要】
多言語案内の充実とスタッフの言語能
力の向上が難しいという課題に対して、イ
ンバウンドがより便利に快適に楽しんでも
らうためのポイントを紹介

■ インバウンド促進のため今後新たに取り組みたいこと

【概要】
老朽化に伴い年々増大するメンテナンスコストを削減するための方策について
紹介

外国語能力の高いスタッフの雇用
外国語能力向上のための研修等の実施
多言語パンフレットの作成
多言語Ｗｅｂサイトの作成
多言語による場内放送
ＳＮＳによる情報発信

○施設の劣化状態を知り、長寿命化と交換時期の平準化につなげる

インバウンド向けスキー・スノーボードスクールの設置

○まずは多言語対応の充実を

日本文化体験プログラムなどコンテンツの造成

・リフトの劣化状態を的確に捉え、交換時期の平準化や長寿命化を図ることによるコスト削減

複数スキー場共通パスの造成
近接スキー場間周遊バスの運行

・多言語案内板の整備や翻訳ツール（翻訳機、アプリ）の活用

○Wi-Fi環境はインバウンドに有効
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○自社でできる点検・整備範囲を拡げよう

【 アンケート回答数 】

・外注検査の際に技術を習得することにより、自社でもできる範囲を拡げることによる経費の削減
・インバウンドはWi-Fi環境整備を求めている（自国通信会社と契約のスマホ利用のため）

○キャッシュレス化を求めている
・海外では当たり前となっているカードやスマホ決済の効果

○部品の入手や高額化への対応
・索道事業者が共同でストックすることや、中古品売買情報の仕組み構築を提案

～地域の賑わいにお役立てを！～

コンビリフト（石打丸山スキー場サンライズエクスプレス）

北陸信越運輸局
２０１９年３月
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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【 はじめに 】
現在、人口減少と東京圏への一極集中が進むなか、地域の交流人口を増やすべく、観光の促進による地
域の活性化に向けた取組が政府一丸、官民一体となって推進されています。特に、訪日外国人旅行者（以下
｢インバウンド｣という。）がめざましい増加傾向となっている状況において、国内外の旅行者がともに減少する
冬季の観光については拡大の余地が大きく、スノーリゾート地域にとってもさらなる活性化に挑戦する千載一
遇のチャンスと考えられます。
北陸信越運輸局においても、スノーリゾート地域の活性化にあたって、スノーリゾート地域を訪れるインバウ
ンドを始めとする旅行者ニーズへの的確な対応や、そのために必要な地域関係者との連携、索道施設の適切
な維持管理等について、現状及び課題を整理するとともに、今後の取組の方向性を検討し、関係者間で共有
するため、「北陸信越スノーリゾート地域の活性化推進検討会」（以下｢検討会｣という。）を立ち上げ、検討を始
めています。
今年度は、管内におけるスキー場の皆様を対象に課題抽出のためのアンケートを実施しました。その結果、
回答をいただいたほとんどのスキー場において、活性化に向けた取組を行いたいと考えているものの、それに
は多額の資金が必要となり、経営の厳しいスキー場においては、何をすればよいのかが分からず、マーケティ
ングに基づく魅力の発信やインバウンドに対する受入環境整備に取り組めていない状況があり、活性化に向
けた取組の実施に不安をいだいている様子がうかがわれました。
さらに、インバウンドが多く来場している一部のスキー場では様々な取組が精力的に行われている一方で、
地元客や日帰り客が主な利用者となっているスキー場においては、魅力あふれる地域ではあるものの、思い
切った取組の実施に踏み切れないでいるように思われます。
観光客を地方へ分散させ地方創生に繋げていくためには、このようなスキー場においても積極的な対応が
望まれるものであり、さらには人口減少が着々と進むなか、早期に活性化への取組を始める必要があると考
えます。
このような状況から、本書は、チャンスを活かすべく検討会による議論とは別に当局が作成したものです。
本書においては、人口減少やレクリエーションの多様化などにより、国内だけでは観光客の需要が期待でき
ないことから、インバウンドを取り込むことや、安定した収益に繋げるためのリピーターの確保などに主眼を置
き、そのために必要な簡単にできるマーケティングなどを紹介しています。また、一つのスキー場単体ではなく
広範囲での地域や観光資源、観光業界と連携すること、さらには、安全・安心をさらに高めるための効率的な
施設の維持管理に関して、課題となっている状況ごとにヒントとなる方策などを一目で分かるように紹介すると
ともに、さらに理解が進むように解説を加えています。
これにより、自らが、データ分析に基づき、強み、弱み、ポジションを把握し、誰に対して、どのような魅力を発
信していくかを考え、様々な工夫を行い、収益性を上げ、スノー観光ビジネスへの経営転換を図ることにより、
財源確保のための一層の気運の高まりと自助努力に繋がっていくことを期待しております。
また、スノーリゾートの衰退に伴い雇用の場も失われつつあります。スノーリゾート地域の活性化を図ること
は、地域経済の活性化や雇用の促進にも繋がるものであり、スキー場だけでなく自治体も含めた地域の関係
者が連携し、一体となった取組を進めることが肝要です。
多くのスキー場において活性化を図ろうとする気運が高まり、各スキー場・各地域の活性化が実現されます
ことに本書が少しでもお役に立つことができれば幸いに思います。
あわせて、スキー場がもっと楽しいものになっていくことを期待するものです。
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
• スノーリゾートを活性化するにあたっては、訪日外国人旅行者(以下｢インバウンド｣という。)の受入環境整
備やグリーン期のコンテンツ造成、滞在型リゾート化、さらには安心して来場してもらえるように、施設の
維持管理が重要な要素となります。
• しかしながら、このためには経費が必要であり、サービスの維持・向上や必要な施設整備のためには安定し
た収益の確保が必要です。

１．マーケティングをやってみよう
課題：マーケティングの実施方法やその効果が分からない
誘客の促進を行うためには、来場者のニーズに応えること
が重要であり、マーケティングが欠かせません。しかしなが
ら、アンケートによると回答があったうち約半数のスキー場
がマーケティングを実施していない状況でした。(右図参照)
その理由として、｢資金が少ない状況でどのようなマーケ
ティングが可能なのか｣、｢それによる効果はどの程度期待で
きるのか｣などが挙げられており、マーケティングの実施に対
して不安視する状況がうかがわれました。

■スキー場におけるマーケティングの実施状況

実施していな
い41%

実施して
いる
59%

（回答があったスキー場に占める割合）

マーケティングの実施に向け、ここがポイント！
◯ だれでもできるマーケティング
チケット販売やスキーレンタル窓口などにおけるア
ンケート調査の実施
顧客が求める｢価値｣をリサーチし、その｢価値｣を掘
り下げることにより、｢価値｣に見合った価格設定も
可能
ＳＮＳなどを活用したマーケティングも実施してみ
よう

◯ 自らのポジションからターゲットを絞ろう
スキー場の強みとなる雪質やロケーション、温泉な
ど周辺施設、地元名産品などの地域の特徴を知り、
それをアピール
顧客層を知り、その顧客が求める価値観をチェック
しターゲットを絞る
インバウンドに対しては、ニーズに大きな違いがあ
るので、自らのポジションに応じて戦略を絞る

〇 ＡＩやＩｏＴの活用にも注目
スキー場の混み具合や天候状態により、サービスの
内容をＡＩが判断し適宜提供するなどの取組に期待

-2-

〇 ターゲットに合わせたプロモーション
を実施しよう
ＳＮＳを活用する場合は、興味を引くような
写真をリアルタイムに発信することが｢コツ｣
顧客の反応等から適宜軌道修正し、顧客属性
にマッチングした情報を提供
｢便利さ｣、｢快適さ｣、｢お得感｣を感じ取って
もらうようなアプローチ
プロモーションには、ポータルサイトにより、
各スキー場の差別化した情報が入手できるシ
ステムも効果的

〇 リピーターに繋げる
顧客が感じている｢価値｣を見極め、そこを伸ば
す
料金割引は来場のきっかけにすぎない。｢お得
感｣を演出し、｢特別なスキー場｣と感じてもら
うブランディングの実施
｢スキー学習旅行｣、｢雪マジ！｣などのイベント
をリピーター確保に繋げる

Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・マーケティングの実施】
１．だれでもできるマーケティングの方法
•

•
•

•

•
•

マーケティングは、本来であれば専門家を交え、時間をかけて調査・分析する必要があり、ＳＷＯＴ分析やＳＴＰ
分析などのツールを用いて行うことになりますが、まずは、チケット販売やスキーレンタルの際に国籍や年齢、ス
キー場を選んだ理由、来場回数などのアンケート調査を行うことや、レストランにおける売れ筋調査などから始め
てみてはいかがでしょうか。
ＳＷＯＴ分析やＳＴＰ分析については、観光庁ホームページ｢｢日本版ＤＭＯ｣形成・確立に係る手引き｣に紹介され
ています。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000081.html
交通利便性や雪質、自然景観など来場目的は何か、また、スキー場をはじめとする地域のどのようなところに｢価
値｣を感じているのかをリサーチすることが近道です。そして、見出された｢価値｣をさらに掘り下げていくこと
が、顧客を逃がさないための方策に繋がり、これにより、単なる低価格競争に走るのではなく、他のスキー場との
差別化や｢価値｣に見合った価格設定も可能になると考えられます。
また、昨今では、ＳＮＳなどを活用したマーケティングも行われています。現在どのようなコンテンツに人気があ
るのか、競合するサービスと比べて検索率が高いのか低いのかなどを容易に調べられるツールを無料で提供してい
る企業もあります。自社Ｗｅｂサイトや広報用に作成したYouTube動画、毎日発信しているＳＮＳなどの各メディ
アについて、どれくらいのユーザーの目に触れたのか、またそのうちの何割程度がクリックして自発的に情報取得
を行おうとしたのかなど、情報発信の結果等を分析することができ、このマーケティング手法を採り入れる企業が
増えています。
また、ＡＩ(人工知能)によるデータ分析により、ホテルの入り込み状況に応じ宿泊料金を変化させるなどの取組も
行われるようになってきており、これらの先端技術を積極的に活用していきたいところです。
次項から、具体的なマーケティング手法を紹介します。

２．自らのポジションからターゲットの絞り込み
•
•

•
•

雪質、滑走コース、周辺の自然・景観、温泉など周辺施設、地元名産品による食事、独自サービスなど、自スキー
場の強みは何でしょうか。この強みを活かすことができる顧客層などのターゲットを絞り込み、そこにアピールし
ていくことが効果的と考えられます。
顧客層には、他では体験できない希少性・プレミア感を求める客層と、専らスキー・スノーボードに集中し、その
ためには出費をいとわないという客層が存在していると思われます。顧客がスキー場に対してどのような｢価値｣を
感じ、何を求めているのかということについて、顧客目線でチェックし、ターゲットを絞り込んでいくことが考え
られます。
自らのポジションとして、客層にファミリーやスキー等初心者が多いようであれば、雪遊び広場(キッズ用スペー
ス)、雪上エスカレーター、そりなどの雪上遊具などを充実させることが考えられます。
インバウンドについては、パウダースノーでのスキー・スノーボードを楽しみたいのか、雪遊び・景観を楽しみた
いのか、個人旅行か団体旅行か、などの違いによりニーズが異なり、どこにターゲットを絞るかがポイントになる
と考えられます。来場者のニーズに合わせた取組を行うこと、また、自らのポジションから得られたツールをイン
バウンド向けに売り込む戦略などが有効であると考えられます。

３．ターゲットに合わせたプロモーションを実施（広報宣伝）
•

•
•
•

自らのポジションとそれを活用出来るターゲットの絞り込みを行った後は、ターゲットに合わせたプロモーション
が必要となります。また、そのプロモーションを持続することがポイントになります。この方法としては、ホーム
ページやパンフレットによる発信のみならず、ＳＮＳを媒体にしていくことが大きな効果をもたらすものと考えら
れます。顧客の興味を引くような自社の施設や周辺環境、食の写真や新雪の状況などをふんだんに採り入れ、文章
を読まなくても一目見て分かるようにすることが｢コツ｣と考えます。また、短期間の更新が多くのフォロワーを集
めることに繋がります。
また、プロモーションに対する顧客からの反応や社会環境・トレンドの変化に応じて軌道修正を行うことも大切な
ことです。ＰＤＣＡ(Plan計画、Do実行、Check評価、Action改善)のサイクルを確立し、これを回しながら、アプ
ローチの質を高めていくことが鍵を握っているように思われます。
マーケティングにより顧客の分類(年齢層、性別、ファミリー、団体等)を行うことができたならば、その対象別に
マッチングした情報をメール等により提供し、さらには｢お得感｣を感じ取ってもらうようなアプローチを行うこと
が考えられます。
プロモーションを行うにあたっては、自スキー場のみならず、他スキー場や観光協会などとの連携により、ポータ
ル的なプラットフォーム(ポータルサイト)を設けて、来場者の希望に沿ったスキー場を検索・選定できるようなシ
ステムづくりも効果的であると考えられます。
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・マーケティングの実施】
４．リピーターに繋げる
•
•
•

•

リピーターを確保することは、新規顧客獲得よりも収益を安定させることに繋がると言われています。
どこに｢価値｣を感じているのかを見極め、更に伸ばしていくことがリピーターの確保に繋がると考えられます。
また、リピーターとなる顧客においては、｢価値｣を求めているのは必ずしも価格の割引ではないことを認識する必
要があると考えます。リフト乗車券の割引については、誘客やマーケティングのためのツールではありますが、例
えば割引が常態化した場合には顧客はそこに｢価値｣(お得感)を感じなくなってしまい、リピーターの確保に繋がら
なくなると考えられます。料金割引は、スキー場へ訪れてもらうきっかけとしての役目とし、スキー場に来場した
顧客に｢来て良かった｣というお得感・満足感を感じてもらうことが再来訪に繋がると考えられます。さらに、｢ク
チコミ｣等で発信してもらえば、顧客の開拓になるのではないでしょうか。顧客に｢特別なスキー場｣と感じさせる
｢ブランディング｣を構築することができれば、リピーター確保のために大きな効果が得られることになると考えら
れます。
｢スキー学習旅行｣の取組や｢スキー子供の日｣、｢雪マジ！｣などのイベントについても、顧客を開拓しリピーターの
確保に繋げていくための有効な手段であると考えられます。このようなスキー業界が一体となった取組が期待され
ます。

５．増客のためのひと工夫と収入源開拓
•

•
•
•
•
•

スキー・スノーボードに慣れていない新たな顧客をターゲットにする際には、スキー場の魅力向上やレンタルなど
のサービスの充実がポイントになると考えられます。たとえば、レンタル用具を選択できる幅を拡げ、自分で選ん
だ感を演出する、レンタル手続きの際にチケットも購入できるシステムとし、利便性を図ることなどが考えられま
す。
景色を楽しみにしている顧客の場合は、スキー等を履かずにゴンドラやスノーモービルなどで山頂へアクセスでき
ることや、ビューポイントでの楽しみ方、その際の服装や絶好の時間帯などを紹介することが考えられます。
また、近隣施設との連携など、地域一帯となった取組により、スキー・スノーボードの魅力にプラスアルファとな
る部分を強調することもスキー場へ行ってみようとする顧客の後押しになると考えられます。
こうした取組の前提として大切なことは、顧客は非日常的な貴重な体験を求めているということです。スタッフの
服装や態度、レストラン、リフト監視室に至るまで顧客が目にするすべてがスキー場の世界観を構成する要素であ
ると認識することが重要になると考えます。
また、リフト本数の少ないスキー場であれば、プライベートゲレンデとして顧客に提供する事業を狙ってみること
もおもしろいのではないでしょうか。
その他に収入源を増やす取組としては、施設の名称に地元のスポンサー企業名やブランド名を付与する｢ネーミン
グ・ライツ｣も考えられます。一般に、鉄道駅やスタジアム等で採り入れられていますが、スキー場においても、
スキー場名称やリフト名称、さらには従業員のユニフォームに企業名などを入れ、広告収入を得る取組を行ってみ
てはいかがでしょうか。

６．マーケティングにＡＩ、ＩoＴを活用
•

これからの社会においては、ＡＩやＩoＴが身の回りに当たり前のように存在するようになることが考えられま
す。スキー場においても、需要調査結果の分析にＡＩを活用する、ＩoＴによりスキー場の雪質や交通アクセス状
況等をリアルタイムに提供する、また、スキー場の混み具合や天候状態により、サービスの内容をＡＩが判断し適
宜提供することなどが現実になっていくのではないでしょうか。スキー場の安定した収益確保に繋げられるよう
に、これらの先端技術の動向についても注目するとともに、これらが容易に活用できるようになることが期待され
ます。

賑わう雪遊び広場

日本ならではのパウダースノー
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・マーケティングの実施】
【参考】
【ＳＷＯＴ分析】
•

•

ＳＷＯＴ分析は、環境分析手法の一つで、地域特性を内的要因（強み(Strength)・弱み(Weakness)）と外的要因
（機会(Threat)・脅威(Opportunity)）の２つの面から分析し、分類・整理する方法です。ＳＷＯＴ分析を行うこ
とにより、自地域が持つ｢強み｣と自地域が置かれた環境の｢機会｣を掛け合わせ、｢機会を最大限活用し、自地域の
魅力を活かす｣方法を探し出すことができます。
詳しくは観光庁ホームページ｢｢日本版ＤＭＯ｣形成・確立に係る手引き｣をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000081.html
※ＳＷＯＴ分析のイメージ

※富良野・美瑛観光圏によるＳＷＯＴ分析の例

※ 富良野・美瑛観光圏によるＳＷＯＴ分析の例

出所：観光庁資料『「日本版ＤＭＯ」形成・確立に係る手引き』 出所：観光庁資料『日本版ＤＭＯの形成･確立に向けた取組に
ついて』

【ＳＴＰ分析】(環境分析の次に行う戦略策定の手法)
•
•

ＳＴＰ分析は、①Segmentation（細分化）、②Targeting（標的となる市場の決定）、③Positioning（自地域の明
確化）の３つの頭文字をとったマーケティング手法です。
ＳＴＰ分析は、市場が求めているニーズ(＝価値)を把握し、その求めている価値に対して、自地域がどのような立
ち位置で売り出していくか、ＰＲしていくかを決定するものであり、その性質上、戦略策定を行う上で中核となる
重要なプロセスです。以下は、ＳＴＰ分析の流れを例示したものです。

出所：観光庁資料 『「日本版ＤＭＯ」形成・確立に係る手引き』

•

詳しくは観光庁ホームページ｢｢日本版ＤＭＯ｣形成・確立に係る手引き｣をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000081.html
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
２．インバウンド誘客に必要なこと
◎ より便利に快適に楽しんでもらうために
課題：多言語案内の充実とスタッフの言語能力の向上が難しい
日本人のスノースポーツ人口がピーク時の４割程度にまで減少するなか、アジア圏や欧米豪からのインバウ
ンド旅行者は増加しています。冬季オリンピックを背景とした中国のスキー人口の増加傾向も踏まえれば、イ
ンバウンドのスノースポーツ需要は今後も増加することが期待されます。
一方で、これからもインバウンド旅行者から、デス
ティネーションとして｢選ばれる｣スノーリゾートである
ためには、日本国内だけではなく世界的な都市間競争に
負けない受入環境やサービスの充実が求められます。
今回のアンケートにおいても、インバウンド対応のた
め新たに整備していきたいものとして、｢多言語案内の充
実｣や｢外国語能力の高いスタッフの雇用｣が高い割合を示
しました。
多くのスキー場で、インバウンドの来場促進を意識
し、受入環境を整備していきたいと思いつつも、その対
応に苦慮している状況がうかがわれました。

■ インバウンド促進のため今後新たに取り組みたいこと
外国語能力の高いスタッフの雇用
外国語能力向上のための研修等の実施
多言語パンフレットの作成
多言語Ｗｅｂサイトの作成
多言語による場内放送
ＳＮＳによる情報発信
インバウンド向けスキー・スノーボードスクールの設置
日本文化体験プログラムなどコンテンツの造成
複数スキー場共通パスの造成
近接スキー場間周遊バスの運行

0
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40

【 回答数 】

より便利に快適に楽しんでもらうために、ここがポイント！
○ まずは多言語対応の充実を

○ エリア共通パス(ICｶｰﾄﾞ)は広域での効果大

多言語案内板など、国の補助制度も有効活用
し整備しよう

複数スキー場に跨がるエリア共通パス(ICカード)シス
テムの造成は長期滞在化に繋がる

翻訳ツールがあれば安心(安価な絵文字カー
ドは少ない資金でも対応可能)

マーケティングデータの取得も可能

片言の外国語でもコミュニケーションが可能
な場合が多く、初歩的な研修を各スキー場合
同で実施したい
Ｗｅｂサイト、案内表示などは、外国人にも
見てもらう

○ Ｗｉ-Ｆｉ環境はインバウンドに有効
インバウンドはＷｉ-Ｆｉ環境整備を求めて
いる(自国通信会社と契約のスマホ利用のた
め)

○ ｢おもてなし｣でリピーターを確保
リフト乗降時の係員応対などの一つ一つが｢おもてな
し｣
｢おもてなし｣で差別化し、リピーターを確保
便利、快適な索道施設も｢おもてなし｣の一つ

○ スクール・レンタルを通じてマナー向上
マナー・ルールを説明する機会になる
インバウンド専用スクールも好評

○ キャッシュレス化を求めている
インバウンドはカードやスマホでの決済が当
たり前の感覚
キャシュレス化は、省力化にも繋がる

○ Ｗｅｂ上のサービスはスキー場選定の条件
Ｗｅｂ上からあらゆるサービスを予約、購入できるシ
ステムは、インバウンドから旅行先に選んでもらうた
めの重要なポイント
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・より便利に快適に楽しんでもらうために】
１．多言語対応の充実
•

•

•

•
•

インバウンドの促進については、５割強のスキー場が活性化に効果が期待できると
回答しており、約７割のスキー場がその受入に興味を示している状況でした。昨今
のインバウンドの拡大は、スノーリゾート地域にとっても追い風になっているもの
と考えます。特に、旅行者が減少する冬期にあっては、インバウンドを呼び込む余
地が大いにあると考えられます。地域経済への波及効果も大きいと考えられ、地域
とともにインバウンドを促進することが望まれるところです。
インバウンドの受入のため多言語対応を充実させることは重要な要素です。アン
ケートでは、今後ハード面で整備したいとする項目として、｢Ｗｉ-Ｆｉ環境の整
備｣、｢キャッシュレス対応設備の整備｣に加え、｢多言語による案内板の整備」に多
くの回答が集まりました。国土交通省では平成３１年度より、｢多言語対応｣、｢無料
Ｗｉ-Ｆｉサービス｣、｢キャッシュレス決済対応｣、｢Ｗｅｂサイトの多言語化｣等の
整備を対象とする新たな補助制度を創設することとしており、この補助制度につい
て、多くのスキー場で活用されることを期待するところです。
携帯翻訳機
また、アンケートでは、｢多言語能力の高いスタッフの雇用｣を課題とする回答が多
くありましたが、語学に堪能な者がいなくても、翻訳機(Pocketalk等)、翻訳アプリ
(VoiceTra等)などの翻訳ツールを活用することによりコミュニケーションが可能で
す。ツールとしては、安価で済む絵文字カードも有効であると考えられます。
アンケートで２番目に回答の多かった｢外国語能力向上のための研修等の実施｣を含め、従業員の多言語能力の向上
についても関心の高さがうかがわれました。片言の外国語でもコミュニケーションは可能な場合が多く、初歩的な
研修等の創設が望まれるところです。
なお、Ｗｅｂサイトの記述や案内板表示内容については、実際に外国人に見てもらうことにより、より確実なもの
になると思われます。

２．Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備
•
•
•

観光庁の訪日外国人動向調査結果では、インバウンドが来日して｢あると便利｣なものとして、無料Ｗｉ-Ｆｉ設備
が上位となっています。
インバウンドは、海外の通信会社と契約しているスマートフォンを使って様々な情報収集や各種決済、ＳＮＳによ
る情報発信などを行っており、Ｗｉ-Ｆｉ環境を整備することは、顧客満足度の大幅な向上となり、リピーターの
確保にも繋がると考えられます。
センターハウスなど人が集まる場所でのＷｉ-Ｆｉ環境はあっても、広いゲレンデ上では未だ整備されていない現
状があります。ゲレンデ上でも快適にＷｉ-Ｆｉ利用できる環境を確保するためには、最寄りの通信会社基地局の
データ通信容量の拡大が必要となる場合があり、これが課題の一つとなっています。こうした中、新潟県の｢ＧＡ
ＬＡ湯沢スキー場｣では、点在する地上アンテナ間の通信を無線で行うシステムの運用実験を行っています。ＷｉＦｉ環境をゲレンデ上へ拡大する場合は、通信会社側と調整することなどに留意する必要があります。

３．キャッシュレス化
•
•

韓国、中国をはじめ、海外ではキャッシュレス決済が進んでおり、インバウンドか
らは、日本国内におけるクレジットカードやスマートフォンによる決済環境の悪さ
に不便を感じるという意見が多く寄せられています。
キャッシュレス化は、購買意欲の増加や、釣銭の授受が不要となることによるス
タッフの省力化にも繋がるものと考えます。また、好まれる商品やサービス時間
帯、年齢層、性別などのデータを把握・分析することにも活用することが可能とな
り、マーケティングの精度を高めることにも繋がります。
ＱＲコードによるスマホ
決済システム
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・より便利に快適に楽しんでもらうために】
４．エリア内共通パス化・ＩＣ化
•

複数スキー場に跨がるエリア内共通のパス(ＩＣカード)及びこれに対応する自動
改札システム等を導入することにより、利便性が向上し、リゾートとしての範囲
も拡がります。リフト等のみならず、巡回バスやエリア内飲食店での料金支払い
にも使用できるようにすることにより、長期滞在化にも繋がるものと思われま
す。
• また、これをマーケティングデータの収集にも活用することが可能です。
リフト乗り場の自動ＩＣゲート

５．｢おもてなし｣でリピーター確保(インバウンドに対する接遇と施設整備)
•

インバウンドにとって、日本のおもてなし文化は｢素晴らしい｣と捉えられています。スキー場においても、例え
ば、リフト乗降時の係員応対の一つ一つが｢また来場したい｣と思う重要な要素となります。
• ｢おもてなし｣は、そのスキー場の個性を生み｢他のスキー場と違う｣と感じる効果があり、リピーターの確保に繋が
ると思われます。
• ｢おもてなし｣を充実させるためには、インバウンドとのコミュニケーションが必要となりますが、｢おもてなし｣の
研修や異文化セミナーなどの開催が望まれるところです。なお、このような研修は、複数のスキー場が連携すると
容易にできるのではないかと思われます。
• また、施設の清潔感なども好印象を与える大きな要素と考えられます。老朽化した
設備はそれだけでも決して好印象とはなりません。良いものを“見せる”という観
点からも適宜の施設整備が必要です。
• ｢便利｣、｢快適｣も大きな要素となります。スキー以外で訪れたインバウンドをゴン
ドラに乗せて山頂まで誘導し、景観や食事を楽しんでもらうことも考えられます。
また、新潟県の｢石打丸山スキー場｣に導入された｢コンビリフト｣(ゴンドラの搬器
｢キャビン｣とリフトの搬器｢チェア｣が混在)などは、搬器座席がヒーター付きバ
コンビリフトのチェア
ケットシートになっており、スキー以外で訪れたインバウンドも快適に移動できま
す。

６．スクール、レンタル
•

•

•

スクールやレンタルは直接インバウンドと触れ合う場であり、スキー場の印象を高める重要な場面となるばかりで
なく、リゾートとしての楽しさを伝えることによりリピーターの確保に繋げることができると考えます。また、ス
キー初心者や初めて雪と接するインバウンドに対して、マナーやルールを説明する絶好の機会でもあると考えられ
ます。
インバウンドにとって、外国語が堪能でコミュニケーション力のあるインストラクターの存在価値は大きいと思わ
れます。インバウンドに積極的にスクールに入ってもらうことにより、マナー向上や安全対策を図ることも可能と
なります。しかしながら、自ら主体となってインストラクターを務めインバウンド向けのスクールを業とする外国
人が現れており、｢スキー場経営者としては、勝手な営業行為を防ぐために、当該者との協定等による適正化が必
要｣といった意見も寄せられていることから、これについては留意点の一つと考えられます。
レンタルについては、常に最新の道具を備えていることにより、それを求めて再度訪れるスキーヤー等の獲得にも
繋がると考えられます。また、初心者のインバウンドに対しては、道具の扱い方を分かりやすく伝えることも必要
と考えます。

７．Ｗｅｂでのサービスの拡大
• Ｗｅｂを通じてチケット、レンタル、スキースクール、宿、食事等の予約・購入ができるシステムの導入
は、インバウンドには好評です。インバウンドの主な観光情報の取得はＷｅｂからであり、特にＦＩＴ(個人
での自由旅行者)が行程を作成する際にＷｅｂサイト上でチケット購入や各種施設・サービスの予約などが可
能であるかどうかは、スキー場や地域を選択するうえでの重要な要素になっています。自らのスキー場・地
域が選ばれるためにも、Ｗｅｂ上のサービスを拡大していくことが肝要であると思われます。
• インバウンドは、Ｗｅｂ情報のうち、特に｢ＳＮＳ｣や｢ブログ｣などのメディアからの情報を旅行決定の際の
材料としています。｢Facebook｣｢Twitter｣｢Instagram｣など、それぞれのＳＮＳメディアの特徴を踏まえた情
報発信を展開していくことが有用と考えられます。
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・より便利に快適に楽しんでもらうために】
【参考】
【 インバウンド向けスクール、レンタルの取組 】
〇 インバウンド専用スキースクール（英語・中国語・タイ語レッスン）

※ 外国人インストラクターによる多言語でのレッスン（ 受講者にインカム内蔵のヘルメットを提供
し、レッスン内容がよく聞こえるように工夫している。 ）

〇 レンタル申込みコーナーの多言語表示

※ レンタル申込の手順及び申込書記入場所、
スキー、スノーボード別に受け付ける窓口
を明示

※ レンタル品個々についてその要否を申込書に
記入してもらうための説明を表示
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
２．インバウンド誘客に必要なこと
◎ より安全に楽しんでもらうために‥
課題：緊急時の初動対応が難しい
■ インバウンドに対する安全対策の課題

インバウンドを誘客するにあたっては、自
然災害や事故等の発生に備えた安全対策が重
要な要素となります。
アンケートによると、｢多言語に対応でき
る人材が不足している｣、｢安全に対する意
識・文化の違いへの対応が難しい｣といった
回答が多く、インバウンドに対応するための
スタッフを充実させる意識はあっても、実状
はそれに追いつかず、万一の事態に備えた対
応に不安がある状況がうかがわれました。

多言語対応が可能なスタッフの確保が難しい
外国語に精通したパトロール員の確保が難しい
安全に対する意識・文化の違いへの対応が難しい
注意事項等を周知する場合の言語の選択が難しい
速やかな救助や避難誘導を要する場合の多言語対応に不安がある
資金の捻出が難しい
ピクトサインが万国共通化していない
コース外滑走やバックカントリーに関する注意事項を多言語で表示し
てもうまく伝わらない
緊急時の情報提供やスマートフォン充電用などの非常用電源の設置
傷害保険への加入促進が難しい
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【 回答数 】

より安全に楽しんでもらうために、ここがポイント！
○ 自然災害や事故の発生に備え、注意点
を事前周知しよう

◯ Ｗｉ-Ｆｉ利用可能エリア等を明示しよう
緊急時にインバウンド自らの情報発信が可能にな
るよう、Ｗｉ-Ｆｉ利用可能エリアやインターネッ
トができるパソコン設置場所などの情報を明示

インバウンドは、その経験のなさなどからパ
ニックに陥る可能性あり
ホームページを通じた周知、チケット販売窓口
などでのリーフレット配付、分かりやすいイラ
ストも交えたスキー場内各所への表示、定型文
による多言語の案内放送、ＳＮＳの活用

スマートフォン等の充電環境を整備

〇 対応をマニュアル化しよう

ゴンドラ内の無線機使用方法のイラストや表示

観光庁の｢自然災害発生時の訪日外国人旅行者への
初動対応マニュアル策定ガイドライン｣を参考に策
定

多言語対応は国の補助制度を活用

何より肝心なのは、スキー場側がパニックに陥ら
ないこと

〇 負傷者への対応に備えよう
救護施設の位置や連絡方法を案内

〇 ピクトサインで誰でもわかり易く

絵文字やカードを用意して対応をスムーズに

誰が見ても理解できるような案内表示として｢ピク
トサイン｣の国際共通化(ユニバーサルデザイン化)
に期待

医療通訳を代行してくれる会社がある
傷害保険加入の促進
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・より安全に楽しんでもらうために】
1. 自然災害時の対応
•

•

•
•

地震等の自然災害や事故等が発生した場合に備えて、多言語による情報提供や避難誘導を行う体制を構築しておく
必要があります。インバウンドは、言葉が通じないことに加え、土地勘もありません。さらには、災害等に対する
認識度(文化・習慣・経験量)の違いにより、集団行動に慣れておらず、特に、非常時においてはパニック状態に
陥ってしまう可能性があると考えられます。そこで、自然災害時等に備えた注意点を事前に知らせておくことがポ
イントになります。
多言語対応が可能なスタッフを確保しておくことが、最も有効であると考えられますが、これは難しい状況にある
と思われます。まずは、ホームページを通じた周知、チケット販売やレンタル受付窓口におけるリーフレットの配
付、ゲレンデ内各所やレストハウス等における表示、翻訳機を活用して定型文を用いた案内放送、さらには、ス
クールにおける周知などが比較的容易にできると考えられます。ＳＮＳを活用し、このようなときはこうするとい
う例を交えて、注意喚起する方法も有効と思われます。なお、表示については、イラストを用いると分かりやすい
と思われます。
また、ゴンドラ内に長時間閉じ込められるようなケースを想定して、ゴンドラ内の無線機の使用方法が分かる表示
も必要と考えられます。
多言語対応については、国土交通省の補助制度を活用してみてはいかがでしょうか。

２．事故や負傷者への対応
•
•
•
•

スキーヤー同士の接触やリフトの乗降時における事故などにより負傷者が発生した際の対応も重要な課題となりま
す。まずは、救護施設の位置や連絡方法に関する案内表示が必要となります。
負傷の程度を把握する方法として、絵文字や絵と多言語によるカードを作成しておき、痛いところを指してもらう
方法があります。これらについては、観光庁が公開しているガイドブックが参考になります。また、自治体のホー
ムページやＷｅｂサイトに対応方法や表示例が掲載されています。
観光庁では、多言語に対応できる医療機関も紹介しています。最寄りの医療機関が見当たらなかった場合は、医療
機関向けに医療通訳を代行する企業サイトがありますので、そちらの活用などを医療機関にお願いしておくことも
考えられます。
傷害保険への加入を勧める案内を行うことも加えたいところです。多言語による案内パンフレットなどの作成は、
保険会社にお願いできるかもしれません。

３．Ｗｉ-Ｆｉ利用可能エリア等を明示
•
•

インバウンドには落ち着いて行動してもらうために、適宜の情報を入手できることが必要です。自ら情報の受発信
ができるように、Ｗｉ-Ｆｉ利用可能エリア、インターネットができるパソコンの設置場所などの情報についても
明示しておくことが重要と考えます。
また、非常時の電源供給体制として、非常用電源装置や携帯電話充電機器の整備も望まれます。

４．緊急時の初動対応マニュアルの策定
•

緊急時の初動対応については、あらかじめマニュアルを策定し、訓練しておくことが必要と考えられます。観光庁
より｢自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン｣が発行されていますので、参
考となります。また、このような取組をホームページなどで知らせることにより、来場者の安心につながり、社内
の気運も高まるものと思われます。何より肝心なのはスキー場側が絶対にパニックに陥らないことです。

５．国際共通化したピクトサインの検討
•

•

スキー場における事故等防止のために、誰が見ても
理解できるような案内表示として｢ピクトサイン｣(情
報や注意を表す視覚記号(マーク))の国際共通化(ユ
ニバーサルデザイン化)が望まれるところです。特に
コミュニケーションツールが行き渡りづらくなるゲ
レンデにおいて、重要な表示になると考えられま
す。
白馬エリアの｢HakubaValley｣において、国際共通化
を目指しての｢ピクトサイン｣の表示が検討されてい
ます。このような取組が国内全体に拡がり、国際共
通化していくことが望まれるところです。
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
３．新たなコンテンツを探そう！（コンテンツの造成）
課題：１．適当な観光資源がない、コンテンツの造成が難しい
２．グリーン期の取組は、投資効果が予測しづらい
アンケートでは、多くのスキー場で、さらなる
誘客のため、スキー・スノーボード以外も含めた
コンテンツの造成について考えてはみるものの、
適当な資源が見当たらず、苦慮している状況がう
かがわれました。また、グリーン期においては、
｢スキー場のオフシーズンに対応する新たな従業
員雇用の難しさ｣など投資効果を不安に思う状況
が見受けられました。
近年、特に増加しているインバウンドにとって
は、日本の思わぬところに魅力を感じるところが
あるとも言われています。日常的なことのなかに
その土地ならではの資源を発掘する余地があると
考えられます。

■グリーン期の取組の課題
取組を実施する際の従業員の確保が難しい

コンテンツの造成が難しい

適当な観光資源がない

効果の程が分からない

好事例情報の入手が難しい

有識者からの助言などを得たいがその方法が分からない
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【 回答数 】

新たなコンテンツ造成に向け、ここがポイント！
◯ 思わぬところに魅力を感じる

◯ 新しい「価値」を生み出す
利用者は、｢価値あるものには、相応の対価を支
払っても構わない｣と考えている

魅力は、日常的な風景、周辺の自然、風習、地
元の食から発掘する余地あり

｢ここでしか味わえない｣、｢スキーをしない時間
を楽しみたい｣などに相応した魅力を発信

日本文化体験、｢おもてなし｣もリゾートの魅力
インバウンドは、特にナイトライフなどアフ
タースキーの楽しみを探している

インバウンドの消費スタイルは、体験を重視し
たコト消費へシフトしている

アウトドアメーカーなど｢遊びのプロ｣と連携

ビュースポットやフォトスポットはゲレンデ
マップにも記載

〇 遠隔地のコンテンツと連携

〇 ターゲットを絞ろう

近隣だけでなく、少々遠隔地のコンテンツとの
連携も可能(インバウンドは移動時間、距離を苦
にしない)

雪そのものを楽しみたいのか
雪質を求めるスキー愛好家か
雪国の文化を求めているのか

〇 グリーン期の活用
企業などのイベントとの連携やグリーン期に使用しない従業員寮を合宿所に提供する取組など大きな投資
を必要としないものから始めてみる
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・新たなコンテンツの造成】
１．コンテンツ造成の考え方
•
•
•

•

•

スノーリゾートへの誘客促進のために観光資源を発掘していくことは重要な要素です。アンケートにおいても、グ
リーン期における取組を行うにあたっての課題として、３割程度のスキー場が、｢適当な観光資源がない｣あるいは
｢コンテンツの造成が難しい｣と回答しています。
新たなコンテンツの造成だけでなく、地域にまつわる食文化やそこにしかない衣食住、地形や歴史のなかにもコン
テンツが存在します。今まで石ころだと思い込んでいたもののなかにある魅力を掘り起こし、磨き直して新しい
｢価値｣を生み出すことを考えたいところです。
｢価値あるものには、それ相応の対価を支払っても構わない｣と考える利用者も少なくはないと考えます。そのよう
な者をターゲットとし、求められているサービスを自社の特徴として展開していくことが必要です。｢レストラン
の食事メニューが豊富｣、｢地元産でここでしか味わえない｣、｢スキーをしない時間をゆっくり過ごしたい｣などに
着目してもおもしろいと思われます。｢ここでしか手に入らない、味わえない、体験できない｣がポイントになると
考えます。
また、誰に対して訴えるのかということにより、ターゲットを絞ることも考えられます。｢雪のない国からの来訪
者｣なのか、｢スキー愛好家｣なのか、｢雪国の文化を学びたい人たち｣なのかなどを絞り込むことによって、磨くべ
き石ころが見えてくるものと考えます。また、地域と連携し、少雪時においても楽しめるようなコンテンツを造成
してはいかがでしょうか。
ビュースポットやフォトスポットは、ゲレンデマップに入れておきたいところです。

２．埋もれている資源を探し出すには
•
•

•

埋もれている資源を探し出す方法としては、①好評な事例を収集し、好評となっている理由を考える、②地域を歩
いてみる、③専門家に助言を求める、④ＤＭＯとともに検討する、などが考えられます。
アウトドアで遊びたい人がいる一方で、魅力ある自然の資源をもち、多くのひとに遊びに来てもらいたい自治体が
あります。それをつなぐ役割を担うのはスキー場よりも｢遊びのプロ｣が最適かもしれません。｢遊ぶ｣ノウハウや知
見を蓄えるアウトドアメーカー、キャンプ、登山などに関わるメーカーや販売会社とともに考えることにより、新
たなコンテンツが見出される可能性があると考えます。
近隣だけでなく少々遠隔地のコンテンツとも連携が可能と思われます。インバウンドは移動時間や距離を苦にしな
い傾向があります。交通手段が必要になりますが、そこにしかないものがあれば、そこへ移動している事例があり
ます。｢一日目は滑って、二日目は一足伸ばして違うスポットへ。そして夜はこんな食事を味わいに。｣といった気
持ちにさせる資源が埋もれているかもしれません。少々お金がかかったとしても、そこでしか手に入らないものに
｢価値｣があると考えられます。

３．日本ならではの魅力を発掘
•
•

日本人にはごく当たり前に思うことが、インバウンドには魅力と感じるところがあるようです。日常的な風景、周
辺の自然、風習、地元の食などのなかにそこならではの資源を発掘し、フォトスポットなどとして、ＳＮＳなどで
紹介してみてはいかがでしょうか。
日本文化の体験やおもてなし・良質なサービスについても、日本のスノーリゾートの魅力になり得ると考えられま
す。

４．体験型コンテンツの造成
•
•
•

スキーだけではない、幅広い雪の楽しみ方も魅力の一つと考えます。雪遊びや雪山散策、冬の自然観察、星空観
賞、かんじきツアーなど、幅広い雪の楽しみ方を魅力として発信してはいかがでしょうか。
近年インバウンドの消費スタイルは、モノ消費からコト消費へシフトしており、体験型のコンテンツ造成がポイン
トとなります。
農業体験やバードウオッチング、サイクリングなどの体験ツアーも好評です。特に、専門知識をもったガイドの同
行や通常のツアーでは訪れることのできない場所への訪問などで、差別化することも考えられます。

５．居酒屋などアフタースキーの楽しみ
•

インバウンドは、アフタースキーにおいても居酒屋などの日本文化を楽しみたいと考え、探している状況が見られ
ます。これを充実させることにより、滞在型リゾート化にも繋がると考えられます。

６．｢好評を得ていると感じている｣冬季のコンテンツ
•
•
•
•

日本を楽しんでもらうための、太鼓、書道、食事などのナイトショー
キッズワールド、キッズパラダイス等のソリ専用ゲレンデや雪の遊園地
良質なパウダースノー(降雪情報を敏感に察知し、当日にスキー場を移動する利用者もいる。)
初心者専用練習コース
・かまくらづくり
・かんじき散策
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・新たなコンテンツの造成】
７．グリーン期の活用
• グリーン期も含めたオールシーズンでの誘客コンテンツの創出は、スキー場施設の通年での事業継続性や職員の
安定雇用という観点からも大変重要なテーマです。国内外のスノーリゾートでは、ＭＴＢパークやトレッキング
ルートの整備、各種アクティビティ設備の導入など、各地域が持つ山岳資源に応じた様々な取組が行われていま
す。
• アンケートでは、グリーン期の取組の課題として｢スキー場のオフシーズンにおける従業員雇用の難しさ｣に最も
多くの回答が集まりました。また、グリーン期のコンテンツ開発については、グリーン期における新規需要の獲
得に積極的に取り組む事業者がいる一方で、投資効果が予測しづらく、新たなコンテンツの造成に不安を抱いて
いる状況もうかがえました。
• 広大なスキー場を利用して、ドローンが飛行できる空域を提供したり、グリーン期は使用しない従業員寮を合宿
施設として提供している取組なども見受けられます。企業などのイベントと連携するなど、大きな投資を必要と
しないものから始めてみてはいかがでしょうか。

８．グリーン期において｢好評を得ていると感じている｣コンテンツ
•
•
•
•
•
•
•

ファミリーを対象にしたガイド付きキャンププラン
森林を使ったアスレチック
ゲレンデを利用しての四輪バギー体験
高山植物をゲレンデに植栽した｢植物園｣
星空観賞会 ・ガイド付きハイク、トレッキング
農業体験(田植え、稲刈り、野菜収穫、収穫物の野外料理)
笹団子作り、わら草履作り、そば打ち体験

ゴンドラに乗り紅葉観賞

リフトの下の花じゅうたん

トレッキングを楽しむ

【参考】
①アドベンチャーツーリズムの視点
• アドベンチャーツーリズムとは、｢身体的活動、自然、異文化体験の３要素のうち、２つ以上で構成される旅行｣の
こととされています。単に景勝地や文化施設をめぐるのではなく、ハイキングやサイクリングなどのアクティビ
ティを通じ自然や異文化体験を行う旅行形態です。
②ガストロノミーツーリズムの視点
• ガストロノミーツーリズムとは、地域の食をメインテーマとした旅行形態のことです。オールシーズンのマウンテ
ンリゾートの楽しみ方の一つとして、山岳地域ならではの伝統的な食材や調理方法、狩猟文化を背景としたジビエ
の提供なども、今後の新たな取組として期待されます。
③スペシャルインタレストツアー(ＳＩＴ)
• ＳＩＴは、消費者の特定の関心を満たすためのツアーであり、参加者は自分の知的欲求を満たすだけの質や魅力が
そのツアーに見出せれば、たとえ料金が高くても申し込む傾向があるとされています。具体的には専門知識を持っ
たガイドの同行や、通常のツアーでは訪れることのできない場所への訪問などが大きな検討要素となります。代表
的なＳＩＴのテーマとしては、ウィンタースポーツ、ガーデニング、バードウォッチング、建築、サイクリングな
どが挙げられます。
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・新たなコンテンツの造成】
【参考】
【地域の魅力を活用したグリーン期の取組】
〇 ヘブンスそのはらスキー場（長野県阿智村）の「星空ナイトツアー」
※ ＤＭＯとともに近隣温泉施設、商店、村のほか、地元企業、望遠鏡メーカー、飲料メーカーなど多くの
企業の協力を得て「星の村、阿智村」として、星に関する事業に取り組んでいる。

ゴンドラに乗り夜空に浮かぶ星々を鑑賞

レーザーポインターにより来場者へ星々を解説
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
４．滞在型リゾートの形成に向けて
課題：滞在型リゾートの形成のために何をすればよいのか？
一人あたりの観光消費額を考えれば、宿泊を伴う滞在型
■滞在型リゾート地に向けた取組の課題
リゾートの形成が、観光地経営において重要であると考え
長期滞在に繋がる観光コンテンツの造成が難しい
られます。一方で、滞在型リゾート地の形成のためにはス
キー場をはじめ、宿泊施設や飲食店、交通事業者や自治体
必要な施設整備の資金確保が難しい
など、多様な関係者によるネットワーク構築と統一した地
取組に精通したスタッフの確保が難しい
域ブランディングによる消費者への訴求が重要と考えま
す。
周辺の宿泊施設が足りない
今回のアンケートでは、滞在型リゾートの形成を目指す 滞在型リゾート地とするために何を行えばよいか分から
ない
にあたって、｢滞在型リゾート地とするためには何を行えば
地域との連携がとりづらい
よいか分からない｣、｢長期滞在に繋がる観光コンテンツの
造成が難しい｣などに多くの回答が集まり、滞在型リゾート 有識者からの助言などを得たいがその方法が分からな
い
を形成したいものの、何から手を付ければよいのかが分か
0
20
らないという状況がうかがわれました。
【 回答数 】

滞在型リゾートの形成に向けて、ここがポイント！
◯ 滞在型リゾートの効用

◯ インバウンドは移動時間を苦にしない

地域の地場産業や宿泊施設の発展、雇用拡大に
繋がる

インバウンドは、コンテンツが良ければ移動時
間・移動距離に負担を感じない傾向

より多くの人に｢行って見たい｣という気持ちを
誘発することになり、リピーターにも繋がる

地域間やスキー場間の連携により、距離的に離
れたコンテンツ(観光や宿泊)を繋げよう

スノーリゾート訪問者は、滞在日数が長い傾向
にある

コンテンツ間の移動を円滑にするため、二次交
通の整備を
プロモーションはエリア全体で行おう

〇 長期滞在者がストレスフリーに
過ごせる環境作りをしてみよう

◯ 長期滞在を誘導

複数スキー場リフト共通パス(ICカード)システ
ムを造成してみよう

地域の伝統工芸体験など特色を活かしたプログ
ラムを創設

共通パスでエリア間を巡回できるようにしてみ
よう

宿泊施設・食のおもてなしの充実
他地域と差別化したコンテンツにより他地域か
ら呼び込む

共通パスを使って施設内飲食店で支払いができ
ると便利

雪山探索体験など幅広い雪遊びの魅力を発信

荷物預かり所や二次交通の整備も有効

〇 アフタースキーコンテンツを充実させよう
飲食店等のナイトライフの充実
早朝から深夜まで使える巡回バスの導入
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・滞在型リゾートの形成】
１．滞在型リゾートの効用
•

•
•
•

スキー場及びその周辺を滞在型リゾートとすることは、リゾートというイメージなどから、より多くの人に｢行っ
てみたい｣という気持ちを誘発するとともに、快適に楽しく滞在を重ねることができた訪問者のリピーター化にも
繋がると考えられます。スキー場だけでなく地域の関係者との連携が必要になりますが、多くのスキー場にとって
目指していきたいところではないでしょうか。
観光庁が実施したアンケートによれば、アジア圏からのインバウンドの滞在日数は１３日間以下が８～９割、欧米
豪からのインバウンドは１４日間以上が４～６割となっており、｢スノーリゾート訪問者の方が非訪問者より滞在
日数が長い｣との結果が示されています。
国内においても、高齢者は、時間に余裕がある人が多く、平日の来訪が期待されます。
地域においても、地場産業や宿泊施設の発展、さらには雇用拡大に繋がるものであり、地域全体で挑んでいきたい
目標であると考えます。

２．長期滞在を誘導
•
•
•
•
•

滞在期間の長期化を促すためには、地域の伝統工芸体験など特色を活かした滞在プログラムや宿泊施設・食のおも
てなしなどによる滞在コンテンツの充実が必要と考えられます。
他地域や他のスキー場への周遊促進、差別化したコンテンツによる他地域からの呼び込みも有用と考えます。
特に、アジアを中心とするインバウンドにおいては、スノースポーツだけでなく、雪遊びなど雪と触れあうこと自
体に関心があり、スキー場だけでなく地域における幅広い雪の楽しみ方を魅力として発信することが考えられ、雪
山探索体験などにより長期滞在へ繋げることも考えられます。
インバウンドは、アフタースキー(ナイトライフ)の楽しみ方を求めており、飲食店などの営業時間や深夜から早朝
まで使える巡回バスなどについても地域全体で考えることが必要と考えます。
滞在型リゾート形成に向けては、 ①観光コンテンツ、②資金、③スタッフが必要で、課題も多く存在すると考え
られますが、インバウンドは、長時間の移動時間や移動距離を苦にしない様子が見受けられます。自社のスキー場
付近だけで滞在型リゾートを形成することが難しくても、少々遠隔地であっても雪質の違いや多種多様なコースの
あるスキー場と連携したり、宿泊施設が豊富な温泉地などと連携することにより、広範囲の滞在型のリゾートとし
て形成することも考えられます。

３．長期滞在者がストレスフリーで過ごせる環境作り
•

•

スキー場間であれば、共通リフト券の導入(世界共通も存在します。)やコンテンツを結ぶ二次交通の整備、そのほ
か、荷物預かり所なども重要な要素となります。宿泊地にはないもの、別の楽しみがそこにあるというコンテンツ
を見つけて連携することが有用であると考えます。さらには、プロモーションは、単一スキー場ではなく、連携す
るエリア全体で行うことも重要と考えられます。
その他にも
①近隣駅での案内サイン設置や地域でのユニバーサルデザイン化の充実
②地域との連携により、地元の強みを活かした長期滞在商品の企画
③他の観光施設へのバスによる案内など、オプショナルツアー等の創設
④これまで日帰りエリアであったものを、他エリアや他施設、または他地域の宿泊施設などへ誘導し、長期滞在
に繋げるために、複数スキー場の共通パスのみならず、エリア間循環バス利用や飲食店での支払いも可能とな
るパスの創設
等が考えられます。

４．滞在型リゾート地を形成する際の課題
•

アンケートにおいて設問した課題の他にも以下のような課題が示されており、これについて地域全体で取り組んで
いくことが期待されます。
・周辺の飲食店街も少なく受け入れるキャパシティーが不足している
・地域の宿泊業者等と連携・共存したいが｢おらが宿、おらが店｣の意識が強い
・近隣駅からの二次交通が未整備であり、周辺宿泊施設からのアクセスもよくない
・日帰りエリアとして認知されている
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
５．地域との連携を深める

～地域に考えてほしいこと～

課題：ＤＭＯを含め地域との連携が難しい
これまでの観光振興の課題としては、多様な関係者の巻き込みが不十分、観光客に関するデータの収集・分析
が不十分、効果的なブランド戦略やプロモーション等の民間的手法の導入が不十分、といったものがありま
す。このため｢観光地経営｣の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、各地における日本版ＤＭＯ(内外
の人材やノウハウを取り込み、多様な関係者と協同しながら観光地域づくりを策定し、着実に実施する調整機
能を備えた法人)の形成が求められています。これにより、日本版ＤＭＯを中心として、多様な関係者の合意形
成、マーケティング・戦略策定・マネジメント、関係者が実施する事業と戦略との整合性の確保、といった機
能が期待されているところです。
これに対しアンケートでは、地域との連携に関し、｢地域住民に確執があり、まとまらない｣、｢宿泊施設がイ
ンバウンド誘致に消極的｣、｢スキー場に対する熱意が低い｣などの意見が寄せられ、ＤＭＯに関しても｢視線が
零細なスキー場に向いていない｣、｢宿泊施設の目線で考えており、観光全体を見ていない｣、｢広報宣伝やキャ
ンペーン等、二次交通整備などに強く期待する｣などの意見が寄せられ、期待どおりの連携には至っていない様
子がうかがわれました。

地域との連携を深めるために、ここがポイント！
○ 地域連携の必要性

◯ 地域の連携は司令塔を確立して円滑に

雪遊び体験などを求めているインバウンドに
着目すると、地域・観光施設等の連携により
さらなる発展が期待できる

多様な関係者が参画し、一緒に取り組んでいく
機運を醸成
中心となる司令塔(組織・機能)を確立する

スキー場は、地域の振興、雇用の確保に不可
欠であり、地域全体で稼ぐことが重要

地域自らが、強み、 弱み、ポジションを見極め、
ブランディングし、スノーリゾートを形成

スキー場を地域活性化のインフラと考え、活
用することが有効

◯ 地域住民の理解・協力

日本版ＤＭＯなどに対しては、このような地
域の舵取り役としての機能に期待

地域住民の理解・協力を得て共通の目標に取り
組む

◯ 地域と連携して行いたいこと

来訪者と地域住民が心地よく交流し共存できる
仕組み造り

エリア共通チケット、エリア内シャトルバ
ス、エリアとしてのプロモーション
各宿泊施設と連携し海外でのプロモーショ
ン、インバウンドに対してスキーと観光を
セットにしたパック商品の提供
地元農家との連携による、地場野菜の販売、
野菜収穫や農家体験の企画、レストランで地
域特産品を使った料理
自治体との連携によるイベント、ＦＡＭト
リップの受入

◯ 地域連携による相乗効果
不足している部分は、スキー場間で連携し補い
合い、差別化を図る
インバウンドは移動時間を苦にしないため、
少々の遠隔地でもコンテンツを繋げることが可
能
コンテンツ造成にも幅が拡がり、滞在型リゾー
ト化にも発展できる可能性
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・地域との連携を深める】
１．地域連携の必要性
•
•
•
•

近年増え続けているインバウンドのスキー場利用者は｢スノースポーツ｣という目的だけでなく、雪遊び体験などの
雪を経験したことのない客層やファミリー向けの｢観光・レジャー｣である点に着目すると、地域・観光施設等との
連携によりさらなる発展が期待できると考えられます。
スキー場に関する産業は、地域の振興、雇用の確保に不可欠なものとなっていると考えられます。また、スノーリ
ゾートの衰退に伴い、雇用の場も失われつつあり、地方創生の観点からもスノーリゾート地域の活性化が必要に
なっていると思われます。そのためにも地域全体で稼ぐことが重要であると考えます。
スキー場を地域活性化のインフラと考え、これを活用していくことが、有効な方策であると考えられます。
日本版ＤＭＯなどが、このような地域の舵取り役として機能することが期待されます。

２．地域の連携は司令塔(組織・機能)を確立して円滑に
•
•
•

多種多様な関係者が連携して共に取り組んでいくためには、｢コミュニケーション｣、｢パートナーシップ｣による意
識と情報共有が必要となります。
地域によっては、関係者を巻き込むことが最も難しいことと思われます。まずは、中心となる司令塔(組織・機能)
を確立することが必要と考えます。
地域自らがデータ分析によるマーケティングを行い、戦略を立て、地域の関係者が一体となって観光資源を磨き上
げることが必要です。地域の強み、弱み、ポジションを見極めて、ブランディングし、スノーリゾートを形成して
いくことが期待されます。

３．地域住民の理解と協力
•
•

スノーリゾート地域の盛り上がりを支えるため、地域住民の理解・協力を得ることが重要となります。
来訪者と地域住民が心地よく交流し共存できるように、来訪者に対してルールやマナーについて理解・協力しても
らうことも必要となるでしょう。

４．地域連携による相乗効果
•
•
•
•

スノーリゾートを形成するためには、スノースポーツを楽しむだけでなく、周辺の街なかなどで食事やショッピン
グ等、旅行者と地域の人々が交流するといった多種多様な楽しみがあることも効果があると考えられます。
スノーリゾート活性化だけでなく、滞在型リゾートの形成のための取組において、地域一体での取組は大きな力と
なります。
個々のスキー場での取組だけでなく、スキー場間が連携しお互いに不足している部分を補い合い、また、他地域と
の差別化を図ることや、少々遠隔地であっても温泉施設やビューポイントなどのコンテンツと繋げることにより滞
在時間を延ばし、滞在型リゾート化を図ることもできるのではないかと考えます。
地域との連携においては、まだまだ課題が多くあるように思われます。行政を含めた関係者が一丸となって推進し
ていくことも必要であると考えます。

５．地域と連携した取組
•

アンケートでは、地域の関係者と連携した取組として、以下のような情報が寄せられました。
① 近隣スキー場と共通チケットや送迎・連絡バスの設定、共同プロモーションなどによる連携
② 近隣宿泊施設・温泉施設との連携により、チケット割引、入浴料割引、泊食分離でゲレンデのレストランに
て夕食などの提供を実施
③ 各宿泊施設と連携した海外でのプロモーションの実施、インバウンドに対してスキー・スノーボードと観光
をセットにしたパック商品の提供などを連携
④ 地元農家との連携による、地場野菜のスキー場内での販売、野菜収穫や農家体験の企画、レストランで地域
特産品を使った料理などの提供
⑤ 近隣の教育機関との連携により、市内の児童・生徒のリフト券の販売の実施、近隣大学の留学生を対象とし
たスキーデーの実施
⑥ 自治体との連携による、イベント開催、情報交換のうえＦＡＭトリップの受入実施
⑦ 観光協会と連携し、スキー場内ホテルに観光協会パンフを配置
⑧ 地域のガイドと提携して、自然散策を実施
⑨ 他施設と連携したスタンプラリーの実施
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
６．人手不足に如何に対応するか
課題：季節雇用をはじめ人手不足が深刻化
少子高齢化に伴い就労人口が減少し、さらには、趣味の多様化によりスノースポーツに興味を示す若者も減
少している状況から、スキー場においても人手不足が深刻な状況となっています。
特に、アンケートでは、季節雇用者の確保ができないことに苦慮している旨の回答が多く見られました。こ
れは、農業の多様化により農閑期となる状況が少なくなり、冬季の就労先を求める必要がなくなってきている
ことや季節雇用で長年頼りにしてきた人が高齢化していること、さらには、都市部の若者によるアルバイトも減少してき
ていることが要因と考えられるものであり、事業を継続できるかということに多くのスキー場で不安を感じている様
子がうかがわれました。

人手不足への対応について、ここがポイント！
〇 スキー場での仕事の魅力をアピール
しよう

◯ 人材活用の多様化を考えてみよう
冬季に閑散期となる近隣キャンプ場等との連携
により人材を融通し合う

スノースポーツ愛好家の好奇心や上昇意欲を
ターゲットに、多くのインバウンドや異文化に
接することができるリゾートとしての魅力をア
ピール

従業員寮を住居として提供し、季節雇用者の確
保に繋げる
外国人労働者の活用の一層の推進に期待

スキー場で働く人の活き活きとした姿や印象に
残る接客、リゾートをイメージするユニフォー
ム着用によりリゾートでの就業であることをア
ピール

◯ 生産性の向上を図ろう
クレジットカードや電子マネーによるキャッ
シュレス化システムの導入によりチケット販売
窓口やレストラン、レンタル窓口等における要
員省力化

〇 スノースポーツへの関心を高めよう
ファミリー客や地域の子供の呼び込みは将来的
に人手不足の解消に繋がるものと考え積極的に
取り組みたい

Ｗｅｂを通じたチケット購入やレンタル申し込
みのシステム導入
将来的には、ＡＩを活用し混雑度合いを予測す
ることにより要員配置を効率化することなどに
期待
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Ⅰ．スノーリゾートの活性化に向けて
【解説・・・人手不足への対応】
１．人材活用の多様化
•

•

人手不足を補ううえで、人材活用の多様化が考えられます。季節ごとに繁閑差のある事業同士を融合させ、それぞ
れの繁忙期に人材を融通し合うことで、繁忙期の人手不足と閑散期の仕事不足を補っていく方法です。例えば、夏
季に人手を必要とする近隣のキャンプ場などとお互いの従業員の出向契約を結び、それぞれの繁忙期に要員を派遣
し合うようにすることなどが挙げられます。また、スキー場の社員寮を住居としている冬季従業員に対して、夏季
は別の働き先になったとしても社員寮を通年利用可とする取組を行っているスキー場もあります。
近年、国内における外国人労働者の数が増加しています。スキー場においても外国人の活用を進めることが考えら
れます。派遣会社においても、近年は外国人の派遣が増えている傾向にあります。在留資格の取得等の確認・管理
などの課題はありますが、出入国管理法が改正され外国人材の受入拡大が推進されている状況もあり、一層の推進
に期待するところです。

２．生産性の向上を図る
•

クレジットカードや電子マネーの利用を可能にするキャッシュレス化や自動券売機の設置、Ｗｅｂを通じたチケッ
ト購入、レンタル申し込みシステム導入などは、窓口等での対応の省力化になると考えられます。また、将来的に
は、ＡＩを活用し混雑の度合いを予測することにより要員配置の効率化を図ることなども期待されるところです。

３．スキー場で仕事をすることの魅力をアピール
•

スキー場での仕事に魅力を感じるようにアピールすることも有効と考えられます。スノースポーツに興味がある人
材は、趣味などが幅広く、好奇心や上昇意欲が高い積極性を持っている人材であると考えられます。彼らにとっ
て、リゾートでの就業は支持される選択になると思われるものであり、このような人材をターゲットに求人してい
くことが有用ではないでしょうか。たとえば、スキー場へ訪れるインバウンドが増加している状況に鑑み、そこで
仕事をすることで多くの外国人と接し、異文化を感じ取ることにより世界観を拡げることができるということが、
このような人材にとって大きな魅力になると考えられます。また、スキー場で働く人たちの活き活きとした姿や印
象に残る接客、リゾートをイメージできるユニフォーム着用などは、就業を選択するうえでの重要な要素であると
考えます。これらをホームページなどで紹介し、注目してもらうことも積極的に行いたいところです。

４．スノースポーツへの関心を高める
•

幼少期にスキー場などアウトドア活動の楽しさを経験すれば、スノースポーツへの関心が高まり、将来的には職業
としてスノーリゾート産業を選択する意識も高めることができると考えられます。このため、ファミリー客や地域
の子供を呼び込み、人手不足の解消に繋がる将来に向けた取組も積極的に行っていくことが有効と考えます。

外国人インストラクターによるレッスン

アクティビティで笑顔に
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小学校でリフト乗り方教室を実施
（子供達にスノースポーツへの興味を誘発）

Ⅱ. 効果的な施設の維持管理のために
スノーリゾートへ足を運び、安心して楽しんでもらうための大前提として、リフト等の索道施設の安全性確
保は欠かすことのできないものです。また、リフト等は、利用者の目に直接触れるものであり、老朽化が目
立っているようであれば、安心感が薄れ、リゾートとしてのイメージが台無しになってしまい客離れにつなが
る可能性があります。
しかしながら、施設の維持管理には、多額の費用を要し、多くの索道事業者が財源確保に苦慮している実情
があります。さらには、リフト等を架け替えるとなると、毎年の収益の何倍もの資金を要することから、メン
テナンスコストの削減が必要となっています。
また、施設の維持管理を適切に行うためには、技術力の維持向上が不可欠です。アンケートに寄せられた回
答からも、ベテラン技術者の退職や人手不足、さらには、保守の外注化に伴う技術習得機会の減少などによ
り、社内教育が難しくなっている状況がみられ、これに対応する取組も必要となっています。

１．コスト削減に向けた効果的なメンテナンス
課題：メンテナンスコストの増大
北陸信越運輸局管内におけるリフト等の約９５％が建設から２０年以上経過しており、そのうち、３０年以
上経過したリフト等は約３５０基に及んでいます。このような状況の中、アンケートによれば、老朽化に伴い
修繕費用が年々増大し対応が遅れ気味になることや、交換部品の供給停止や高騰が課題となっている様子がう
かがわれました。
早期の部品交換や延命措置など、適切なメンテナンスを行うことにより、施設全体を２０年、３０年あるい
はそれ以上の期間、使用することも不可能ではありませんが、その方法は手探り状態であると思われます。
このような状況から、部品の延命化や交換時期の平準化など、メンテナンスコストの削減に向けた取組が必
要であると考えられます。

メンテナンスコスト削減に向け、ここがポイント！
◯ 施設の劣化状態を知り、長寿命化と
交換時期の平準化に繋げる

〇 部品の入手や高額化への対応
生産終了や代替品などのメーカーサービス情報
に注意
協同購入し、ストックするなどの仕組みを検討
中古品の発生状況が分かる仕組みを検討

｢前兆を見逃さない｣ことにより施設の長寿命化
が可能(オイルの劣化具合、回転部分の振動、
ロープセンター変位などの状態を早期に察知す
る)
設備診断により交換時期を推測し、交換時期を
平準化(摩耗など劣化状態を記録し経年変化の状
況から推測する)

〇 自社でできる点検・整備範囲を拡げよう
外注経費の削減に向け、資格取得など自社の技
術力を高める

〇 コスト削減に繋がる技術開発への期待
メンテナンスフリー部品の開発
ＩＴ等を活用した自動診断技術の開発
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Ⅱ. 効果的な施設の維持管理のために
【解説・・・メンテナンスコスト削減に向けて】
1. 劣化状態を知り、施設の長寿命化、交換時期の平準化に繋げる
•
•
•
•

•

索道施設は、１基ごとに周辺環境や稼働時間等が異なり、施設の劣化する速度や部品もさまざまです。それらの劣
化状態を的確に捉え、交換周期や劣化速度を抑えることにより、交換時期の平準化や長寿命化を図ることが可能と
なり、コスト削減に繋がることが考えられます。
滑車などの機械部品は、故障の発生に対して、異音や異常な振動、通常と異なる摩耗など、何らかの前兆があるも
のです。オイルの劣化状態、回転部分の振動、ロープセンターの変位などの状況を確認し、早期に異常を察知し、
その原因を取り除くことにより長寿命化に繋げることができます。
この方策として、定期検査において測定した摩耗などの劣化状態を数値で記録し、その経年変化を捉えることによ
り交換時期を推測することが考えられ、これにより交換時期の平準化に繋げることができると思われます。
劣化状態等から交換時期を推測する診断技術については、これまで経験則として対応してきており、ベテラン技術
者が減少する昨今においては指標となるものが無く、課題の一つとなっているように思われます。今後、交換時期
を推測する技術講習やマニュアルなどの充実が望まれ、これに向けて関係者による一層の取組が期待されます。な
お、現在、参考となる書籍として、(一財)日本鋼索交通協会から｢索道施設の維持・管理マニュアル｣が発行されて
います。
また、滑車などの摩耗軽減など、予防措置も長寿命化につながりますが、摩耗抑制に使用するオイル類は、適切な
オイルを使用しないと却って劣化を早めることになりますので、注意が必要です。

２．部品の入手や高額化への対応
•
•
•
•

•

索道施設は、安全性の観点から汎用品の活用が進んでおらず、さらには、電子部品など汎用品であっても索道専用
に調整された部品を使用しており、高額なものとなっている状況が見受けられます。
また、製造中止となっている部品も多く、入手が難しい状況も見受けられます。メーカーからの生産終了案内や代
替品への案内、整備に関わるサービス情報に注意し、必要な部品の在庫状況を確認するなど注意が必要です。
老朽化に至っているような部品が故障し交換を要するような際、製造中止により入手困難となることに備えて、索
道事業者が協同して購入し、ストックしておく仕組みを造ることも有効な対応策になると考えられます。
また、中古部品を使用することも経費節減に繋がりますが、入手にあたっては、中古品の発生状況や入手先が分か
らないと苦慮することになります。そこで、掛け替えや廃止に伴って発生した部品をＷｅｂサイトにアップする方
法が考えられます。いわゆる｢売ります、買います｣情報を交換するような仕組みを造ることも対応策になると考え
られます。
なお、索道メーカー以外から部品を使用する場合は、索道部品は厳しい気象条件や荷重等に対応して設計・検証さ
れているものであるため、強度などの仕様に適合した部品・部材であることの確認など、注意が必要です。

３．自社でできる点検・整備範囲を拡大しよう
•

•

保守の外注化は、一般的には人件費削減の観点から実施されていますが、アンケートからは、必要な保守要員は確
保しているものの、自社の技術力に不安があることから外注化しているスキー場も見受けられました。このため、
後に記載する技術力の維持向上に向けた取組にあるように外注による検査の際に技術を習得し、自社で検査ができ
るようにすることにより、外注検査に要する経費を削減することも可能になると考えます。
アンケートでは、｢電気工事士等の資格取得により自社で行う整備範囲を拡げた｣とする回答が寄せられており、こ
れにより保守経費の削減に繋げることも考えられます。

４．メーカー点検による保証制度の拡大に期待
•

メーカーが診断(検査)した部品については、メーカーによる保証が付与される制度があり、これを活用している事
業者も多く見受けられます。しかしながら、故障した場合の保証はあるものの、メーカーによる診断に要する経費
が必要です。そこで、メーカー指定の資格を有した者が診断した場合に同様の保証が受けられる制度を検討するこ
とも一考の余地があるように思われます。

５．メンテナンスコスト削減に繋がる技術開発への期待
•

メンテナンスコストにおいて、人件費が占める割合も少なくありません。このような状況から、検査周期延伸や検
査時間の短縮による人件費の抑制に繋げるため、今後のメンテナンスフリー部品やITの活用による自動診断技術の
開発に期待するところです。
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Ⅱ. 効果的な施設の維持管理のために
２．技術力の維持向上に向けて
課題：社内教育を十分に行うことが難しい
索道施設を適切にメンテナンスするためには、
それを行う実務者の技術の継承や向上が重要とな
ります。
アンケートでは、｢社内教育を十分に行うこと
が難しい｣、｢外注化により経験不足になってい
る｣、｢効果的な教本がない｣といった回答が多く
寄せられました。
熟練技術者の退職により技術継承が難しくなっ
てきている状況や保守の外注化に伴い技術を修得
する機会の減少などが背景にあると考えられま
す。技術力の維持向上を図っていくためには、如
何に効果的な教育の機会“場”を作っていくかが
課題であると考えられます。

■ 技術力の維持向上に関する課題
社内教育を十分に行うことが難しい
外注化により経験不足になっている
技術者育成に効果的な教本がない
外部講習の機会が少ない
教育施設がない

0

10

20

30

【 回答数 】

技術力の維持向上に向け、ここがポイント！
◯ 技術の継承

◯ 教本を積極的に活用
既存の｢索道施設の維持・管理マニュアル｣の積
極的な活用

退職した熟練技術者による教育の支援
エキスパート任命や競技会の開催(モチベーショ
ン向上と若手教育の充実を推進)
資格取得の促進と会社支援の実施

〇 他スキー場との連携と講師派遣
他のスキー場の熟練技術者による教育
シルバー人材センターのような技術継承制度の創
設(退職した熟練技術者による実地での短中期研
修)
トラブル事例の共有、修繕方法や管理方法の共同
研究などのさらなる充実と積極的な活用
他のスキー場と協同で講習制度や養成所を創設

〇外注検査も教育の機会に
外注検査は、技術習得の絶好の機会
検査に立ち会い、検査のノウハウや留意点を学
ぶ

◯ 若手技術者の確保
スノースポーツに興味を持ってもらう(スキー学
習などで若年層に楽しさを感じてもらう)
リゾートへの就業は積極性の高い者が支持する傾
向(外国人と触れあえる魅力をアピール)
活き活きと働く姿を見せる(イメージアップに繋
がるユニフォーム着用やホームページの活用)
技術研修
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Ⅱ. 効果的な施設の維持管理のために
【解説・・・技術力の維持向上に向けて】
１．技術の継承
• 熟練者からの若手社員に対するＯＪＴは技術力の維持向上には欠かせないことと思われます。全般的に技術
者の高齢化が進展している状況ですが、技術を継承するため退職者の再雇用や退職者による教育の機会を設
けることが考えられます。自社を退職した熟練技術者であれば、自社施設特有の弱点や補修ポイント等も熟
知していると考えられ、これを継承していくことに繋がります。
• 若手社員が技術の向上のために各種資格を取得することについて、会社とし
てこれを奨励することも重要と考えられます。会社からの金銭的な支援があ
れば、さらにインセンティブも高まるものと思われます。
• 業界内で技術力に長けた者を｢(例えば)エキスパート｣として任命する、或い
は業界全体で技術力を競い合い優秀者を表彰するような取組も有意義である
と考えられます。エキスパートに任命された者は、若手社員の育成に励み、
さらには、業界内においても頼られる存在となることも考えられます。これ
により、業界として情報共有が拡大され、全体の技術レベル向上に進展して
いくことが考えられます。

２．他スキー場との連携と講師派遣
•
•
•
•

アンケートにおいて、｢近隣のスキー場と情報交換を密に行い、修繕方法や管理方法を教えてもらっている｣との回
答がありました。スキー場間で環境や施設の違いはあるものの、他のスキー場に従事する熟練技術者を講師に招く
など、複数のスキー場が連携し、お互いの技術力アップを図っていくことも有意義な方法であると考えられます。
退職した熟練技術者をスキー場に招き、実地において短中期による研修を実施する｢シルバー人材センター｣のよう
な仕組みを造ることも一つの方策ではないかと考えられます。
現在、施設のトラブル事例を共有し、修繕方法や管理方法を共同で研究する取組が行われていますが、これらの積
極的な活用も有効であると考えます。
なお、教育には経費も必要であることから、複数スキー場間の連携により、熟練技術者による講習会の実施や、協
同による初任技術者のための養成所を設けることができれば、更なる技術レベルの向上に繋がると考えられます。

３．教本を積極的に活用
•

現在、(一財)日本鋼索交通協会において、索道施設の維持・管理に携わる実務者が日常の業務に活用でき、かつ技
術者育成のための教本となる「索道施設の維持・管理マニュアル」を整備しています。このマニュアルの積極的な
活用を期待します。
(※このマニュアルは、熟練技術者から後継技術者への技術継承のための教本として活用しやすいものとなるよう、写真やイ
ラストを多く使用し、検査内容を視覚的にイメージしやすいものとし、些細な変状を見逃さないための着眼点（ポイント）
を記載するとともに、個々の検査箇所における具体的な変状事例を取り上げ、変状に至る原因や対策等についてわかり易く
とりまとめることを編集の基本方針に作成されています。)

４．外注検査も教育の機会に
•

•

昨今の索道施設は電子的な制御が導入されており、これまでの知識や技能では対応できないものが多く見受けられ
るようになり、保守をメーカーに依頼せざるを得ない状況にあります。また、アンケートからも経費節減や技術力
への不安から、保守の外注化が多くなってきていると考えられます。また、アンケートから、これによる技術力の
低下を不安視する状況が見受けられましたが、逆に、この機会を活用し、若手社員などを立ち会わせ、検査のノウ
ハウや留意点を学ぶことにより、技術力の維持向上に繋げることが考えられます。
なお、メーカーにおいて行われている社員教育などに索道事業者の若手社員を参画させるようなことも可能ではな
いでしょうか。

５．若手技術者の確保
•

技術力の維持のためには、若手社員への技術の継承が必要となります。しかしながら、昨今の人手不足の状況は、
スキー場における技術者にも影響が及んできています。そのため、若手社員を確保することも重要な要素となりま
すが、人材確保にあたっては、 (Ⅰ.６.で述べたとおり、) 若者に対してスノースポーツやスキー場へ興味を持っ
てもらうことが、一つのポイントになります。好奇心やスキルアップしたいという上昇意向にアピールし、スキー
場での仕事が面白いと感じてもらうことができれば、確保できる可能性が増加すると考えられます。そのために
は、スキー場へのファミリー層の呼び込みや学校のスキー学習旅行などを通じて若年層に対してスキー場での楽し
さを感じてもらうこと、また、インバウンドが増加している状況から、外国人と触れ合いながら仕事が出来る魅力
をインセンティブにすることなどが考えられます。また、リゾートでの就業は、積極性の高い人々から支持される
との考え方もあります、イメージアップのため見栄えのするユニフォームの着用や活き活きと仕事をしている姿を
見せることも効果があると考えられます。
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【 おわりに 】

｢観光｣は、地方創生の切り札であり、インバウンドが増加を続けている昨今にあってスノーリゾート地域のインバウン
ドを促進することは、非常に有効な手段であり、絶好のチャンスと考えます。
一方、国内の人口減少、少子高齢化、レクリエーションの多様化等の進展により、多くのスキー場においては、厳しい
経営が続き、活性化に必要な資金確保に苦慮している状況があります。
このようなスキー場の皆様に少しでもお役に立つことができればと思い、アンケート結果等を踏まえ本書を取り纏めま
した。日本のスノーリゾートの魅力は世界に誇れるものであり、かつ、発信できるものであります。本書を参考にしていた
だき、このようなチャンスを逃すことなく、関係者との連携のもとスノーリゾート地域の活性化に向けた取組を早急に進め
ていただくことを願っております。
アンケート等にご協力をいただきました皆様に厚くお礼を申し上げますとともに、関係の皆様が叡智をしぼり、スノーリ
ゾート地域の活性化に向け、一層の推進を行っていただきますことをお願い申し上げます。
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