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外国人観光客を対象とした除雪見学会について
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道内有数の豪雪地帯である小樽開発建設部倶知安開発事務所管内では、パウダースノーを求める外国人
観光客が急増している。そこで筆者らは、普段間近で見ることの出来ない除排雪作業を外国人観光客に公
開し、雪国の除排雪作業の実態と除排雪技術について理解を深めてもらうと共に、冬道の安全運転に対す
る啓蒙、さらには冬の新たな観光資源としての取組みの一例として、外国人を対象とした除雪見学会を開
催した事例を報告する。
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1. はじめに
小樽開発建設部倶知安開発事務所（図-1）は、後志管
内 6 町 2 村の国道及び一級河川の整備・維持管理を行っ
ており、管轄する国道は 4 路線、延長 163km におよぶ。
豪雪地帯における冬季交通の安全性・快適性を確保する
ために、倶知安町に位置する事務所のほかに４箇所の除
雪ステーションを配置し冬季の除排雪および路面管理を
行っている。
道内有数の豪雪地帯である本地域においては、世界中
からパウダースノーを求める観光客が訪問している。中
でも、倶知安町やニセコ町を主体としたニセコエリアは、
世界的にも有名なスキーリゾートを形成している。
住民の日常生活にとっては邪魔者扱いされる「雪」で
あるが、香港や台湾などの雪が降らない地域から訪れる
外国人観光客にとっては、ウインタースポーツ以外の
「雪に係る様々な体験」が魅力的な観光資源になると考
えられる。また、外国人観光客によるレンタカーの利用
台数も増加しており、雪に慣れていない観光客に対して、
除排雪及び路面管理について周知することが道路管理上
重要である。
そこで筆者らは、普段間近に見ることの出来ない除排
雪作業を外国人観光客に公開し、雪国の除排雪作業の実
態と除排雪技術について理解を深めてもらい、併せて冬
道の安全運転に対する啓蒙、さらには冬の新たな観光資
源としての取組みの一例として、外国人を対象とした
「除雪見学会」を開催したので、ここに事例報告する。

図-1 倶知安開発事務所管内位置図

2. 外国人観光客の動向
図-2 ニセコエリアにおける外国人宿泊数の推移 1)
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(1) 外国人観光客の統計および推移
倶知安町やニセコ町を主体としたニセコエリアは世界
的にも有名なスキーリゾートを形成しており、パウダー
スノーを求めて当地を訪れる外国人観光客は年々増加傾
向にある。また、札幌市が進める2026年札幌オリンピッ
ク誘致活動では、アルペンスキー会場の候補地となって
いる。
ニセコエリアにおける外国人の宿泊人数および延べ宿
泊数の推移を図-2 に示す。本地区における外国人観光
客の宿泊人数は、5 年間で 2 倍以上となるなど急激に増
加している。季節毎の宿泊人数を見ると、冬季（11 月
～4 月）は夏季（5 月～10 月）の 3 倍以上となっている。
また、延べ宿泊数を見ると冬季は夏季の 3 倍以上となっ
ており、冬季はコンドミニアムなどを利用し長期滞在す
る観光客の増加が見られる。宿泊者の出身国については、
オーストラリアが最も多く、香港、シンガポールがこれ
に続いている（図-3）。特に、香港、台湾及び東南アジ
ア諸国のような雪の降らない地域からの観光客が全体の
約 40％を占めている。

図-3 ニセコエリアにおける国別宿泊人数 1)

(2) 外国人観光客のドライブ観光
近年、北海道を訪れる外国人観光客の移動手段として、
レンタカーの利用が増加しており、近年は毎年 1.3～
1.7 倍の伸びを示している。平成 27 年の実績では 8 月
時点で前年の年間貸出台数の 1.2 倍に達しており、今後、
さらにレンタカーを利用したドライブ観光が増加するこ
とが推察される。
また、図-5 に示すように、外国人のレンタカー移動
履歴によると、レンタカーを利用して北海道内に点在す
る観光地を効率的に周遊するケースが見られ、冬季にお
いても道東方面や道南方面を周遊する広域的な移動とと
もに、新千歳空港からニセコエリアをはじめ当管内への
移動が見られる。
しかし、冬期間の北海道では、凍結路面や吹雪による
視界不良など厳しい道路条件となることから、雪の降ら
ない地域の外国人にとっては不慣れな路面となる。
以上のことから、北海道の冬道の特性や安全運転に対
する外国人観光客への周知が重要と考えられる。

図-4 訪日外国人へのレンタカー貸出台数の推移 2)
（北海道地区レンタカー協会調べ）

3. 除雪見学会

図-5 訪日外国人のレンタカー移動履歴 2)
（平成 27 年 2,3 月：北海道運輸局）

道路の除雪・排雪作業は、冬季の安全な道路交通を確
保する上で重要な作業のひとつであることから、これら
の重要性について理解を深めてもらうことを目的として、
各道路管理者による「見学会」が数多く開催されている。
今回、雪国の除排雪作業の実態と除雪技術について理
解を深めてもらい、併せて冬道の安全運転に対する周知
を行うことを目的として、ニセコエリアの外国人観光客

を対象とした「除雪見学会」を開催した。
以下に、概要及び課題について述べる。
(1) 開催時期
開催時期は、除排雪作業の繁忙期を回避し、降雪が落
ち着く2月下旬とした。スキーを主目的とした外国人の
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ほか、折しも旧正月（春節）の時期と重なることから、
長期休暇を利用してニセコエリアを訪れる中国系外国人
の集客が期待できる。
(2) 参加者への告知
事前の準備として最も難しいのは参加者への事前告知
と参加人数の集約方法である。事前告知から参加申し込
み、受付、人数集約、開催となれば、少なくとも1週間
程度の日数が必要であるため、その期間以上の滞在日数
のある観光客のみが対象となる。
告知の方法は、図-6に示すようにオリジナルで作成し
た英語のフライヤーを、ニセコエリアにある外国人観光
ツアー会社の協力を得て、ツアー等の受付カウンターに
配置したほか、外国人観光客が宿泊するコンドミニアム
の郵便受けに戸別配布した。この段階で重要なのは、観
光客はあらかじめ行動計画を立てている場合もあるので、
日本に着いたタイミングでパッケージとして告知し、そ
の後に申し込み受付できるシステムが理想である。
また、フライヤーの作成にあたっては、外国人観光客
は滞在期間中に相当数の観光パンフレット類を目にする
ことが想定されるため、ほかのパンフレットと並べても
一目で除雪見学会のイメージがわかるような写真を掲載
し、文字ではなく視覚に訴えるような工夫をした。さら
に、裏面は免責事項のサイン記載箇所とし、そのサイン
によって人数集約が可能な形式をとった。
今回の見学会では、外国人観光ツアー会社に多大なる
協力を得られたことが幸運であったと言える。空港への
到着時から見学会の告知、人数集約、現地での通訳まで
協力を得られたことが幸いであった。また、ツアー会社
側のメリットとしては、無料でかつ短時間で実施できる
観光客用のオプションとして活用している。
(3) 参加者の移動手段
外国人観光客の滞在地は主にスキー場エリア周辺であ
り、見学会の開催地とした除雪基地までは多少の距離が
あるため、参加者の移動手段が必要となる。参加費が無
料とはいえ、参加者自身が会場までレンタカー移動する
となると、交通事故や時間管理が不可能であることが懸
念されるため、主催者側でマイクロバスの手配を試みた。
しかし、冬季間のニセコエリアでは、マイクロバスが
シーズン前にほとんど予約されていることから契約が不
可能であり、ジャンボタクシーでの送迎となった。また、
無料であるがゆえ直前でキャンセルする参加者もおり、
最終的な参加人数は、開催当日まで確定しなかった。
(4) 配付資料
配布資料は、誰にでも理解しやすいことを重視して、
過去に小学生を対象として開催された除雪見学会の資料
を基にして英語に翻訳し、外国人観光客向けの資料とし
た。資料は、現地に到着する車中で事前に配布したが、

図-6 配布したフライヤー

図-7 参加した外国人観光客

図-8 除雪トラックへの乗車体験

参加者がどこまで見ているかは不明である。参加者は、
会場でもあまり資料を見ていない様子のため、文字より
実際の機器や写真で伝える方が効果的である。専門用語
は、国によってニュアンスに違いがある場合もあるため、
わかりやすい用語での統一が必要となる。
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(5) 見学会および乗車体験
見学会は、平成27年2月25日に開催した。会場は、ス
キー場エリアから車で15分程度の除雪基地を選定した。
見学会の定員は、説明が参加者全員に行き届くことと安
全管理の観点から十数名程度と設定し、当日は、オース
トラリア、カナダ、台湾からの合計12名（子供含む）の
参加があった（図-7）。
会場では、ロータリー除雪車、除雪トラックなどの除
雪機器を展示し、配付資料により国道の除雪方法などを
説明した。その後、参加者全員が除雪トラックの運転席
へ乗り込む乗車体験を行った（図-8）。乗車すると自分
の携帯電話等による写真撮影を要望し、その写真を即時
SNSへ投稿する参加者が数多くいたことから、貴重な体
験をしているという意識であると受け取れる。外国人観
光客は、何かを体験することを喜ぶ傾向があり、ブログ
やSNS等に掲載する写真撮影がとても喜ばれることから、
写真映えするポイントを設定することがイベントを印象
づけるのに効果的である。
その後、除雪トラックの多彩なプラウ操作やロータ
リー除雪機による投雪デモンストレーションを行った。
あらかじめ堆積した雪が除雪車により高く巻き上がる光
景に歓声をあげる場面も見られた。当日は一般紙、建設
関係機関紙からの取材もあり、後日、記事として掲載さ

れた。
参加者からは走行中の除雪車に同乗したいという意見
もあったが、想定外の事態を考慮した場合、保険などへ
の加入を視野に入れた検討が必要である。
(6) 他事業との連携・農産物のPRほか
約 1 時間の見学会の最後には、雪つながりとして、ニ
セコ町役場の協力のもと、ニセコ町の雪貯蔵施設で貯蔵
された米をサプライズプレゼントとして手渡した。これ
は、単に参加者を喜ばせる目的ではなく、スノースポー
ツ以外での雪の利活用について情報発信するとともに、
北海道は農業が盛んであり美味しい農産物があることを
発信して、冬季のスキー観光から夏季の観光誘致につな
げる PR 活動として行っており、幅広い開発行政を所掌
する北海道開発局の特色ある取組みであると考えている。
(7) 運営体制
ここで、今回の外国人向け除雪見学会の開催における
事前準備および当日の運営体制について述べる。
事前準備として、ツアー会社への協力依頼と調整、参
加者の交通手段の手配、フライヤー作成、配付資料の作
成は小樽開発建設部道路計画課で行い、倶知安開発事務
所は、それらの補助を行う共に、会場での除雪機器の配

表-1 当日のスケジュールと役割分担
時 間

事前
準備

13:30

内

容

役

割

担当部署

考

英訳・構成

本部・事務所

参加者への告知・集約

フライヤー配布・集約

ツアー会社

プレスリリース

作成・発信

事務所

配付資料作成

英訳

本部・事務所

交通手段手配

ジャンボタクシー手配

本部

スタッフ会場集合

会場設営

全員

昇降用階段

物品準備

本部・事務所

ヘルメット、スピーカー

除雪車・安全施設配置

除雪受注業者

カメラ、説明資料予備

参加者、ガイド乗車

ツアー会社

車内にて説明資料配布

13:30

宿泊施設出発

13:40

ツアー会社出発

14:00

ジャンボタクシー会場に到着

車両の誘導

事務所

14:05

集合（全員でお出迎え）

会場まで誘導

事務所

14:07

資料による説明

英語での説明

本部

14:10

除雪トラックの操作盤見学

乗車補助

事務所職員

説明対応

本部・ツアー会社

デモ・安全確認

除雪受注業者

質問対応・写真撮影

本部・事務所

デモ・安全確認

除雪受注業者

質問対応・写真撮影

本部・事務所

説明

本部

資料配付

事務所

14:30

除雪トラックのデモンストレーション

14:35

ロータリー除雪車
投雪デモン ストレーション

14:45

備

フライヤー作成

道の駅（ニセコビュープラザ）のPR
及び雪貯蔵の農産物PR

14:55

乗車

見送り

全員

15:00

出発

途中下車希望聞き取り

ツアー会社

15:20

ツアー会社到着

15:30

宿泊施設到着（終了）

到着の確認

本部

15:00～

撤収作業

荷物積み込み、撤収

全員

ツアー会社
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フライヤー100枚
参加者分＋予備

１人ずつ乗車
（＠1.5分×参加者全員）

リーフレット＋農産物（人数分）

置、安全管理方法について検討を行った。
当日の運営は、基本的に小樽開発建設部の職員が行い、
除雪車の運転は実際に除排雪を担当する受注業者が行っ
た（表-1）。配布資料や除排雪作業についての説明は、
海外での在住経験がある本部道路計画課のスタッフが英
語で行った。
ここで、参加者の人数にもよるが、通訳ができるスタ
ッフが1人では質問への対応や安全管理に限界が生じる
可能性がある。当見学会では、英語が堪能なツアー会社
のスタッフが参加者に同行していたため、遅滞なく終了
したが、スムーズな運営を行うには片言でもよいので2
人以上は必要である考える。また、運営スタッフは、最
小限のあいさつや通訳につなげるまでの英語を事前に習
得する必要がある。

は対応できない可能性がある。また、多数の参加者を受
け入れた場合、限られた時間の中では、除雪車への乗車
体験や写真撮影等のサービスを全員に行うことは不可能
であり、運営側の体制と参加人数を適切に設定すること
が望ましい。
次に、参加者からの事後アンケートについては、紙
ベースの記入は時間的にも、現地状況としても難しいと
考えられる。今後は、開催告知やアンケートについては、
メールやウェブサイト、SNS 等を利用した方法を含めて
検討する予定である。

5. まとめ

国の行政として、道路の除排雪への理解と、冬季の安
(8) 参加者の反応
全通行を周知する目的で、外国人観光客向けの除雪見学
会場では時間が限られていたため、紙によるアンケー
会を開催した。北海道内の各地では、冬を楽しみ、雪や
ト記入は不可能であったが、ツアー会社からの聞き取り
寒さを有効活用した取組みが見られるが、積雪寒冷地で
では、「楽しかった。」「より迫力を感じるために、走
生活する者にとっては日常、当たり前のように行われる
行している除雪車に乗りたかった。」「雪貯蔵のお米の
「除排雪作業」も、雪の降らない地域の外国人観光客に
お土産に驚いた。とても嬉しかった。」「片言の英語で
とっては、観光地という非日常的な場所における興味深
も一生懸命に話そうとしている姿勢が嬉しい。」という
い体験であり、観光資源になり得ると考える。
意見があった。語学が堪能なことに越したことはないが、
今回の事後検討の結果を踏まえて、外国人観光客向け
拙い英語でも、見せたい、伝えたい、理解して欲しいと
の除雪見学会を継続的に開催できれば幸いである。また、
いう気持ちが大事であると言える。
本稿が同様の見学会を計画している道路管理者の一助と
なれば幸いである。
なお、今年度においても外国人観光客を対象とした除
4. 事後検討
雪見学会を2月下旬に開催予定である。
外国人観光客を対象とした除雪見学会は、北海道開発
局として初めての開催であるため、今回の準備や運営に
関する課題や反省点を抽出し、今後の開催に向けた検討
を行った。
見学会の準備で最も困難と感じたのは、事前告知と参
加人数の集約方法である。今回は、外国人観光ツアー会
社に多大なる協力を得られたが、様々な状況に応じ体制
を整えることが望ましい。また、多くの観光客の周知が
冬季道路管理への理解を得る上では望ましい一方、参加
者の移動手段や会場での安全管理等を考慮すると、あま
り多数の参加者があった場合には、計画した運営体制で
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