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中間とりまとめー全体概要
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１．新嵐山の魅力の再発見

１－１．新嵐山を中心とした町の魅力を再発見する

１－２．新嵐山の資源や良さをさらに活かす

２．施設のメインターゲット

２－１．スカイパークのメインターゲットを明確にする

２－２．町民、町外ともに利用者を増やす

２－３．利用目的の多様化を進める（仕事やワーケーション、学校や部活など）

３．スカイパーク事業の継続性

３－１．スカイパークをさらに稼げる事業にする

３－２．商品・サービスの値段を引き上げる

４．情報発信

４－１．新嵐山の存在の伝え方を工夫する

４－２．新嵐山の変化（リニューアル）について前向きな情報発信を行う

第2回会議後の改善提案シートの整理

これまでの2回の自分ごと化会議の中で話し合われた内容と、参加者が
記載した「改善提案シート」を、以下の通り分類、整理した。



第２回会議後の改善提案シートの整理
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１．新嵐山の魅力の再発見

課題

・新嵐山の資源ごとの誘客アプローチの必要性（展望台、景観、乳製品や野菜好きの共感・交流、スキー、帯広への利便性）
・新嵐山の散策路・登山道の未整備
・スキー場のリフトの夏季の利用とメンテナンスの必要性
・宿泊施設は快適とは言えない
・体験型ツアーがないため、魅力が伝わらない

１－１ 新嵐山を中心とした町の魅力を再発見する

改善
提案

個人の
取組み

・他の市町村の地元の盛り上げ方の例を調べる。
・”知られざる名所”をどう洗い出すかの仕組みを考える。

地域の
取組み

・ボランティアグループによる子供の見守り、預かりを行う。
・シニアの公園管理の方々に依頼をして花植えをしてみる。

行政の
取組み

・コロポックル伝説の可視化を検討する。

その他

・孫たちが小川を大変気に入って、夜遅くまで遊んでいた
・シマフクロウなど希少種の生物が生息していると思われる（養老温泉のように売りにしているところもある）

・電化が進み火を見たことのない小学生が増えていると聞くが、新嵐山はキャンプで火をメインに扱うので、体験として火を
アピールするのはどうか。

１−２ 新嵐山の資源や良さをさらに活かす

改善
提案

個人の
取組み

・まずは積極的に行って、自らが活用する。
・観光と町民をつなげるアイデアを出す。
・季節ごとに散策路・登山道を歩いて、どこに何があったらいいか提案する。(看板設置／植樹の提案など)

地域の
取組み

・地域のイベント開催／参加。
・地域で声をかけて展望台に行っている。
・音更の道の駅(オカモト)の「舞い上がれ(NHK朝ドラ)」とのタイアップのような仕掛けを考える。

行政の
取組み

・今の観光政策が他町村とあまり変わらないので、再度見直しを行う。
・多目的トイレの充実（男性トイレへのベビーベッド設置）
・経費がかかってもスキー場の改修、メンテナンスを行う
・スキーのリフトの更新など新嵐山のさらなる改善を進める。
・スキー場の教育としての機能の方向性も考える。
・利用者数多いキャンプ場やドッグランをさらに改善する。
・スキーパトロール後の時間を有効活用するため、乳幼児スペースの設置を検討する。
・新嵐山の自然を生かした昆虫館設置。（夜のクワガタとり、人キャンパーの虫取りも多いはず）



第２回会議後の改善提案シートの整理
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課題

・ターゲット像が不明瞭
-インバウンドまで狙う？管外？管内？町内？
-特に宿泊・キャンプのターゲット像が明確でない

・ファミリー層の利用に加え、50～60代の利用の低迷
・ターゲットが望む設備・情報・ホスピタリティになっているか再確認が必要
・新嵐山の資源ごとの誘客アプローチの必要性(乳製品や野菜好きの共感・交流、スキー客)

２．施設のメインターゲット

２−１ スカイパークのメインターゲットを明確にする

改善
提案

個人の
取組み

・周りの人の意見も聞きながら自分なりに、誰を一番のターゲットにすればよいか考える。

地域の
取組み

・地域の中で話し合いをしてみる。

行政の
取組み

・さらに議論を進めて、対象を明確にする。
・ターゲットが明確にしてからさらなる改善を行う。
・戦略策定プロセスを明確にする。

その他
・新嵐山は町民主体の場所、施設であるべき（外向きの観光には向かない）
・学校や保育所が利用しやすい環境を作ることが、将来を見据えた持続可能な町民利用につながるのでは。

２−２ 町民、町外ともに利用者を増やす

改善
提案

個人の
取組み

・個人で利用する（町外に行かずに毎年スキー場を利用）。
・ドッグランについて、犬のアクティビティの提案、仲間と利用・個人として利用する。
・遠くに住む人（家族、親戚）を呼び込む。
・出張やお客様に案内できる宿泊所として紹介する。

地域の
取組み

・住民への利用を推進する。

行政の
取組み

・町民・企業向けへのPR（新嵐山のリソース、芽室の普遍的な魅力発掘）。

その他 ・人口が減り、価値観も多様化しているので昔のような人数を確保することは難しい。



第２回会議後の改善提案シートの整理
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２−３ 利用目的の多様化を進める（仕事やワーケーション、学校や部活など）

改善
提案

個人の
取組み

・出張やお客様に案内できる宿泊所として紹介する。

地域の
取組み

・グリーンシーズンに学生が集える場所づくり（遠征時の宿泊場所として）。

行政の
取組み

・宿泊施設に関して、人間工学的な観点からの快適性を提供できる施設にして、ワーケーション等観光＋α視点でのアプローチ
で利用客を増やす。
・近年道外からの遠征も多いことから、部活での活用について学校関係へのPRをする。

２．施設のメインターゲット



第２回会議後の改善提案シートの整理
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課題

・収支の見直しを行う（特に宿泊部門、レストラン）：宿泊費が高いと感じる、レストランの食事代が高くなった
・客単価が低い→ サービス水準に合うような価格設定が必要
・町民の利用減／宿舎利用減（以前のような集客数に戻せるか）
・・「赤字」をどこまで許容するかのコンセンサスが不足

３．スカイパーク事業の継続性

３−１ スカイパークをさらに稼げる事業にする

改善
提案

個人の
取組み

・利用場面を拡大する（団体利用、風呂）。
・自ら新嵐山へ行き、レストラン等利用し、美味しさ・長所を知る。

地域の
取組み

・自治会として利用する。
・年一回（以上）の新嵐山の施設利用を推奨する。
・地域のイベント参加を推奨する。

行政の
取組み

・収支の改善のため、ターゲットを明確に設定する。
・利用人数設定をする(損益分岐点)。
・町民の力で財政状況をよくするためのストーリーを提示する。
・宿舎と公園・キャンプ場の営業利益を増やす。
・町民が使いやすく利用したくなることに予算を充てる。
・視界が良いなら子供にも目が届くので休憩所としてカフェなどもあればよい
・利用者を増やすためのアイディアを募集する。
（例）→物販コーナー、キッズランド、屋内で遊べるスペース、入浴施設等の充実化

→アウトドアブランドの招致(例：南富良野町のモンベルなど)

→ドッグパーク構想：夏だけでなく冬季でも利用可能にする（大型ビニールハウス設置）
→RVパーク構想：日本RV協会の設定した条件の駐車スペース新設（4m×7m程度）

(要件) 1週間程度の滞在／24時間利用可能なトイレ／100V電源／ごみ処理可能／入退場制限の緩和＆予約不要化

その他 ・第三セクターにした意図／意味は？



第２回会議後の改善提案シートの整理
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３．スカイパーク事業の継続性

３−２ 商品・サービスの値段を引き上げる

改善
提案

個人の
取組み

・自ら新嵐山へ行き、レストラン等利用し、美味しさ・長所を知る。
・出張やお客様へ案内できる宿泊所として紹介する。

地域の
取組み

・興味を持ってもらう。

行政の
取組み

・食事がおいしいことをアピールする。
・人口減少や政治経済の観点から利用料の見直しをする。
・宿泊施設のリニューアルを行う（老朽化施設の改修）。
・ゲレンデで夏に放牧しているイメージなどを展開して乳製品×野菜のメッカ的ブランド化を検討する。
・愛菜屋はもとより、地元の企業(明治乳業)と提携して収益性を考える。

・人気のドッグランの有料のほか、ペット宿泊可能な宿舎の設置や犬用食事メニュー、トレーナー在駐の日の設置などを検討
する。



第２回会議後の改善提案シートの整理
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課題
・新嵐山のPR不足
・PRのターゲット（観光・町民のレクリエーション）両方の利益を生み出すための方向性が定まっていない。

４．情報発信

４−１ 新嵐山の存在の伝え方を工夫する

改善
提案

個人の
取組み

・SNS等でPRする。
・遠くに住む人（家族、親戚）を呼び込む。

地域の
取組み

・新嵐山のパンフレットを町内各所へ設置(例：駅)。
・SNS用QRコード等でPR（例：愛菜屋など集客があるところ）。

行政の
取組み

・ターゲット・コンセプトを明確化し、PR発信強化。
・キャンプ利用客に新嵐山や町内の観光パンフレットを渡す。
・風景をPRできる場面をつくる。
・キャンペーンの実施。

1) 年一回は嵐山にお金を使おうキャンペーン 2)新嵐山×飲食店タイアップ

その他

４−２ 新嵐山の変化（リニューアル）について前向きな情報発信を行う

改善
提案

個人の
取組み

・ドッグランの良さを発信する。
・小児病院情報を発信する。
・子連れに配慮した啓発・行動指針を発信する。

地域の
取組み

・様々な分野の人からの情報提供を地域で取りまとめる。

行政の
取組み

・スキー、キャンプ場以外の楽しみ方の具体例を見せる。
・スキーのみならず、新嵐山の資源を最大限に活用できるようなイベント開催の検討。
・ドッグランやグランピングなど、特徴ある機能の差別化した発信（他とは少しちがっていることをアピールする）。

その他
・流行を追えば良いのではなく、普遍性のものかどうかに視点を置いた（持続可能かどうか）発信を考える。
・昭和のビジネスモデルではなく、令和としてのあり方を考えなければならない。



補足資料



１.新嵐山スカイパーク自分ごと化会議全体像

＜第1回：把握＞
本会議の趣旨説明
テーマの現状把握

＜第2回：発散①＞ ＜第3回：発散②＞

●これまでの議論をまとめた「提案書案」に対し、
さらに意見を出し合い集約につなげていく。

●集約後まとめたものが会議の「提案書」となる。
【目標】
会議として共有できる内容を決める
【アウトプット】
アンケート、提案書
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＜第４回：集約＞ ＜最終＞

提案書の作成、芽室町様へ提出
(“提出式“の開催)

会議による意見とりまとめ

●会議の目的、進め方の説明
●参加者の自己紹介
【目標】
テーマに関する地域の現状や、
参加者の問題意識などを共有する。
【アウトプット】
アンケート

●参加者が新嵐山スカイパークについて感じ
る 課題やその改善策などを議論する。

●議論した内容を最終的にシートに記入する。
【目標】
新嵐山スカイパークについての課題や改善策
を出し合う。
【アウトプット】
アンケート、改善提案シート

強み/弱みの
発見・議論

テーマの継続議論

●第2回の議論を取りまとめたものを参考に
しながら、参加者が感じる課題や改善策など

を議論する。

●議論した内容を最終的にシートに記入する。
【目標】
多様な論点を出す。(集約はしない)
【アウトプット】
アンケート、改善提案シート、提案書案

2022年
12月

2023年
1月

2023年
2月

2023年
3月 提案書の修正・提出

2023年
3月末

本会議の全体像としては、以下の通りを想定している。



２.新嵐山スカイパーク自分ごと化会議(第一回)振り返り

第一回・新嵐山スカイパーク自分ごと化会議は以下の内容であったと理解している。

A班(コーディネーター：伊藤さん) B班(コーディネーター：前田さん)

〇自己紹介
↓

〇“事実“を基にした議論の意識付け
・町民雇用の増減(←町からの方針がない…etc.)
・スカイパーク収支状況(←スキー場の維持)
・利用者満足度調査

↓

〇“変化”についての議論
・レストラン(価格帯／メニュー自体)

↓

〇誰のための施設にしていくかの議論(挙手)

〇自己紹介
↓

〇町民のもつスカイパークへの“思い”の深耕
・スキー場
・その他各施設(ドッグラン／ワイナリー)

↓

〇“利用頻度向上”についての議論
・情報発信
・観光と健康増進

↓

〇町民にとってのスカイパークの位置づけが重要

【ポイント】
①事実を基にした議論を行うこと
・公開されている事実については、議論に入る前に準備しておき、認識がぶれないように配慮する。

(準備物) スカイパーク収支状況、利用者満足度調査、(＋町民の雇用実態)
②条例と実態との整合について認識をそろえること
・町民向け：健康増進とレクリエーション
・町外向け：観光
→上記の目的が、そもそもの利用実態と合っているのか、より合わせるためにはどういう方向に進めるか

(例)目的に合った施設に作り替える、条例の目的を替える…etc.
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３.新嵐山スカイパーク自分ごと化会議(第二回)振り返り

第二回・新嵐山スカイパーク自分ごと化会議は以下の内容であったと理解している。

A班(コーディネーター：伊藤さん) B班(コーディネーター：前田さん)

〇収支状況に関する議論
・スキー場(特にリフト)
・スキーレンタル事業

→スキー事業単体ではR3年度は黒字。
→課題は、宿舎業務の赤字。
・レストラン／宿舎

↓

〇誰のための施設にするか、に関する議論
・町民＆町外の両方に向けた施設

〇条例引用→観光の議論
・観光に対する考え方

→観光の“目的“についての目線合わせ
→“価値／魅力を共有する“
→来てほしいが、赤字にならない程度でいい
↓

〇宿泊部門の赤字問題⇒宿泊者数増の議論
・15000人(平成5年度)に戻す、のは厳しい
・損益分岐点、を目指す

【ポイント】
①赤字は困るが、利益を追求するような場所でもない、という認識
・損益分岐点を明確にする、ということで納得感が得られる可能性
・指定管理料＝税金の投入＝一人当たりいくら払っているのか、それは納得いくか、の確認が必要ではないか
・今後の確認事項：町民の認知率(町民利用の伸びしろ把握)→この情報と目標値との比較＝観光の必要性
②健康増進・レクリエーションを目的とした活用を促進するための在り方の深堀り
・町民向けとしての使用を想定した場合、どのような姿であれば使用が促進されるか、の洗い出し
・(仮説)ご飯だけおいしい、スキーが遅くまでできる…といった個別施策だけで解決される問題ではない。
→町民としては、義務ではない状態で、どのような要素があれば、使用頻度は高まりそうか、の確認。
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４.新嵐山スカイパーク自分ごと化会議の周知活動

新嵐山スカイパーク自分ごと化会議は以下の通り新聞各紙に取り上げられており、注目度が
高まっている。(別途電子版にも掲載)

委員の皆様の活動は、新嵐山スカイパーク自体のPRにも大きな効果を上げている。

北海道新聞・1/12 十勝毎日新聞・1/11

十勝毎日新聞・1/11

転載禁止
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