
1 

 

第２回黒部市宇奈月温泉スキー場検討委員会（会議概略） 

 

日 時：平成 29年 10月 23日（木）13:00～17:00  

場 所：宇奈月温泉スキー場、宇奈月国際会館会議室 A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（宇奈月温泉スキー場及び大原台自然公園） 

（事務局） 資料１に基づき施設の概要説明。 

 

 

検討委員会  

発言（検討）内容 要旨 

 

１ 開 会（事務局）  

 

２ 挨 拶（委員長）  

・宇奈月温泉スキー場は長い伝統があり、この地域の中で大きな役割を担っていると

いうということを改めて、認識した。 

・しかしながら、様々な要因で以て、このスキー場の経営は、非常に厳しいというの

もまた事実であると思う。 

・この第２回の検討委員会では、課題の洗い出し、それから対応策、改善策について、

皆様方のお考えというものをお聞かせ頂きたい。 

 

３ 第１回検討委員会における資料作成要望について（資料２～４） 

（事務局） 資料２～４の説明。 

 （Ｌ委員）  

・第１回目の時に平成 20年以降の流れをまとめとほしいということをお願いした。 

・資料の宇奈月温泉スキー場の将来性に関する調査は、これは施設管理公社の資料

である。 

・当時は、施設管理公社はとちの湯の指定管理者でもあり、とちの湯と宇奈月温泉

スキー場及び遊歩道を三位一体という言い方で、将来性を調べた。 

現地視察（宇奈月温泉スキー場及び大原台自然公園） 

 

議題（主旨） 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 第１回検討委員会のおける資料作成要望について 

４ 協議事項 

（１）スキー場、大原台地域の課題の洗い出し 

（２）スキー場、大原台地域の改善策の検討 

（３）その他 

５ 閉会 
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・宇奈月大原台が設立されて、ＮＰＯ法人化を目指すということだったが、法人化

がうまくいかなったことについては、いろんな問題があると思う。 

・宇奈月温泉全体の司令塔というのはどこにあるのか。 

・全体のプログラミングをどこがするのかということが、これから非常に大事であ

る。 

（事務局）  

・今ほどのご意見については、どこがコントロールしているのか、というのが少し

あいまいであると認識している。 

・今後、皆さんの議論も踏まえて、市の新年度予算等で、しっかりと考えていきた

いと思う。 

（Ｊ委員）  

・スキー場については、基本的には黒部市直営ということで理解している。 

・小中学校の利用の意向調査を見ていて、それぞれの学校の意向を感じた。 

・意向調査に黒部市にある学校として、黒部市のものを利用していきたいというこ

とが述べられていることを、黒部市全体で共有すべきである。 

・この意識を持って、この宇奈月温泉スキー場を考えているのかどうか、という  

ことをまず市にお伺いしたい。 

（事務局）  

・そういった意識もだんだんと希薄になってきたかもしれないので、もう一度配慮

して、考えを新たにしていきたい。 

（Ｊ委員）  

・やはり黒部市としての施設と考えた時に市は積極的にもっと利用してほしいとい

うような働き掛けが必要だったと思う。 

（Ｋ委員）  

・大原台で 10年近く、やってきたことを皆さんに見て頂く機会を与えて頂きたい。 

・海沿いの小学校から雪の有無の問い合わせがある。 

・私どもだけでは、力不足のところもある。 

（Ｉ委員）  

・宇奈月に合ったスキー場を考えられた方がいいと思う。背伸びをし過ぎている。 

・管理費がかからないようなことを考えるべきである。 

・現地視察で見たトイレについて、あのトイレであれば、誰も来ないのではないか

と思う。 

・今は、トイレの考え方が昔と大きく違う。 

（Ｊ委員）  

・トイレの事については、地域の要望として、市の方に挙げている。 

・観音様のトイレは非常にきれいになった。スキー場のトイレがまだ残っている。 

（Ｍ委員）  

・平和の像を活かしたイベントが年１回開催されている。 

・平和の像まで車で上がるということで、少し道路の拡充をお願いできないかなと

思う。 

・宇奈月スキー場の利用価値を上げる考え方でやっていかなければならない。 
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４ 協議事項 

 

（１）スキー場、大原台地域の課題の洗い出し（資料５） 

（事務局） 資料５の説明。 

（Ｋ委員）  

・他のスキー場にお客さんが流出しているのが、現実である。 

・現実問題として、圧雪車の老朽化で、コース整備がうまくできない。 

・新しい圧雪車を買ってほしいというのもなかなか難しい話である。 

・コース整備できないことが利用者減少の原因にもなっているのは、事実である。 

（Ｊ委員）  

・今の状況でスキー場の施設は、どのくらいもつのか。 

・10年、20年使用可能というレベルなのか。 

・索道技術管理者の有無について、どう考えられているのか教えて頂きたい。 

（事務局） 

・定期的なメンテナンスを確実に実施すれば、急に使用不可になることは無い。 

・有資格者の件については、その人の都合が悪くなった時にとても心配だというこ

とで、問題提起した。 

（Ｊ委員）  

・スキー場の有資格者がいなくなったら、誰か代わりの者がいるのか、対応できる

のか、それとも有資格者というのは他に結構いるのか、それともこれはもう限ら

れた人なのか、ということを聞きたい。 

（事務局）  

・現状では代替の人はいない。 

（Ｋ委員）  

・実際、この１名の有資格者の方にいろんな負担を掛けている。 

・立山山麓のスキー場にも有資格者の方が何名かいるので、来て頂くというのは可

能だと思うが人件費の削減の中では、なかなか難しいとは思う。 

（Ｌ委員）  

・索道技術管理者が一番、常日頃、言っているのは、スキー場の安全の体制の事で

ある。 

・今の体制でも、危険なことが、何度かあった。 

・要員体制も含めた安全の責任について、「何かあったとき、特定の者だけが責任を

取るのか」と索道技術管理者は言っている。 

・スキー場をどういう形で存続させるのか、中途半端な形の存続だったら、将来、

非常に危ない。 

・今の第３リフトが無くても、楽しめるような可能性というものを具体的にイメー

ジしていく必要があると思う 

（Ｇ委員）  

・圧雪車ピステンは古く、オペレーターが非常に注意して、運転している。 

・ゲレンデが良いと口コミ等で、必ず集客に繋がる。 

・第１リフトには、安全バーがない。非常に怖い。 

・宇奈月温泉スキー場には、パトロール隊が週末のみ配置である、平日はいない。

パトロール隊というのは、営業時間内には絶対いなければいけない存在である。 

・平日のパトロールは索道技術管理者が対応している。 
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・パトロール隊はスキー場の管理化なので、管理者がパトロール隊を配置すべきで

ある。 

（Ｅ委員） 

・スキー客の減少については、地球の温暖化の影響で、今後も雪が降らないという

ことが予想される。 

・全国的にもスキー場、大変利用客が減ってきているというような現状である。 

・施設が老朽化しているという現状で、今後、市がどれだけ予算を注ぎ込んでいけ

るのかということは、大変重要であると思う。 

・課題は山積である。 

・スキー場一帯の夏場の利用や具体的な利用方法をもっと検討していくべきである。 

・スキー場の運営だけで行くと莫大な予算がかかると思う。 

・スキー場にしがみついていくよりも、他の面で利用方法等を、限られた予算の中で

どういうことができるのかということを考えていった方がよいと思う。 

  

（２）スキー場、大原台地域の改善策の検討（資料６） 

（事務局） 資料６の説明。 

（Ｄ委員）  

・スキー場だけでは、今後は難しいと思う。 

・方策は出尽くしたという感じが否めなくもない。 

・今の問題は逆にいろいろ指摘されてきた範囲内のことだと思う。 

・コンサルタント等に全体的なことを相談されたことは、今まであるのか。 

（事務局）  

・ない 

（Ｄ委員）  

・結局、悪循環に陥っている。 

・収支がなかなか出ない、出ないので投資ができない、できないのでトイレもなか

なか直せない、というのが今の市の苦しい立場でもあると思う。 

・細かい点と言うよりも、全体をどうするのかと、そういう方策というのは、行政

では難しいのか。 

（事務局）  

・スキー場再生業者は、ほとんど大きいスキー場を手掛けている。 

・正直、市の考え方として、抜本的にこのような再生を行っているところに委託し

て、根本的、抜本的にスキー場をやり直そうという考えはない。 

・先ほど宇奈月温泉街全体のプログラミングについて、ご指摘を頂いたが、まさに

そのとおりである。 

・市が考えているのは、宇奈月温泉街全体のこれからの賑わいづくり、活性化をど

うしていくかと、そういう大きな目標の中で、その中で宇奈月温泉スキー場、或

いは大原台をどうしていくべきか、ということで、今回、委員会を立ち上げた。 

・どこが主体的に音頭を取って、コーディネートして頂くかということは、これは

非常に難しいところであるが、本来であれば、市が中心的な役割を担うべきとこ

ろである。 

・観光局、地元の旅館協同組合と自治振興会の方々、市の四者での議論の協議する

段取りとかは、市が行わなくていけないのかもしれない。 

・存廃について、この委員会でどうしていくのかという、非常に重要なご指摘も前
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回あった。 

・前回は、まず現状把握、現状認識を把握して頂くと、今日２回目は、現地も見て

頂いた上で、まず課題の洗い出し、ここを共通認識として、是非、持って頂きた

いと思う。 

・課題の洗い出しは、今日、見て頂き、共通認識で一定程度、まとめ頂きたいと、

思っているが、それに対して改善策をどうしていくかということについては、今

日だけで結論が上がるとは、思っていない。 

・３回目も引き続き、ご意見を頂きたいし、宇奈月大原台が実際に取り組んでおら

れるような現状の紹介もして頂きたいと考えている。 

・肝心の今後、どのようにまとめていくかということについては、冒頭１回目の市

長のあいさつでは、「恒常的に 20,000 千円以上の赤字が出ている現状の中で、今

のような形での存続は極めて難しい。」と言っている。要は、今までと同じやり方

では、存続できないと、市長は申している。 

・３回目くらいに、少し頭出しで、市の思いを提供させて頂きたいと思う。 

・PDCAサイクルに基づき、目標値というものを設定したいと考えている。 

・間違いなく申し上げておきたいのは、委員の皆様からいろいろご意見を頂いてお

きながら、来年、再来年に廃止に結びつくような結論にはしたくないと、これだ

け、事務局の思いとして、強く申し上げておきたい。 

・もし、いろんな対策を講じながら、３年先、５年先でも状況がまったく変わらな

いとすれば、それは少し考えてもらわないといけないと思っている。 

・そういうことを踏まえて頂いて、今日はまず課題の洗い出しとして、ご意見を頂

きたい。 

（Ｊ委員）  

・今、事務局の方から今後の方向性まで、大体示して頂いた感じがする。 

・宇奈月温泉全体のグランドデザイン的なものを考えていくのが大事というが、市

はどこまで考えているのか。 

・とちの森遊歩道は、途中で途切れてしまって最後まで行けない。 

・我々がどれだけ市に要望しても、もうできないというような返事である。 

・宇奈月温泉街から平和の観音像までパルスゴンドラリフトの要望も検討するとい

うことで終わっているという状況である。 

・スキー場そのものの課題については、若干手詰まり感がある。 

・それを乗り越えていくときには、もう少し大きい感じでこのスキー場、大原台と

いう地域をどうするのかということを考えてもらいたい。 

・何年間の間は目標値を作って、改善策をすることと大きな目的に向かってどうす

るかということをどう整合性を取っていくのか、これが課題だろうと思う。 

・改善策が無料日の設定だとか、スキー学習の積極的な誘致だとか、これで果たし

て、収支改善できるのか、これはなかなか難しいと思う。 

・長期的に言うと、昨日の新聞でもあったが、スキー場に訪日客を誘致すれば、モ

デルケースとして国が金を出すということが書いてある。 

・宇奈月温泉全体が冬対策をどうするのかということが課題になっているので、そ

ういう観点で、このスキー場、大原台の活用というものを考えてもらいたい。 

（Ｇ委員）  

・第１回の検討委員会が開催されて、マスコミ報道の後、県内外のスキーヤーから

多大なご心配を頂いた。 
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・個人的に全日本スキー連盟の専門委員に就いているので、大会等で何とか宇奈月

温泉スキー場を使ってもらえないだろうかということで、関係部署にお願いをし

てきた。 

・東海北陸ブロックのスノーボードの技術選手権大会を再来年、開催することを決

めてきた。それから富山県の準指導員検定も再来年、宇奈月開催を予定している。 

・いろいろと宇奈月温泉スキー場を使いたいが、条件が悪いので、使えないという

のが現状である。やはり、早めに改善して頂きたい。 

（Ｋ委員）  

・資料の中の改善の方法（案）について、現実的ではあるが、収支はなかなか改善

しないと思う。 

・やはりグリーンシーズンの新しいビジネスが絶対に必要だと思う。 

・ゴンドラというのも、ある程度、頭の片隅にも考えているところである。 

・宇奈月温泉とか、観光全般を考えていくときにやはり、その大きなビジョンとい

うのも必ず必要である。 

・この大きな枠を宇奈月温泉で考える機会がなかなか無いというのが現状だと思う。 

・宇奈月大原台という組織を立ち上げた時に、当時、宇奈月温泉に商工会、観光協

会、旅館組合という組織もあった。今、温泉街にそういう組織はほとんど無い。 

・そういった場を維持できなかったというのは、我々地元の人間としても責任があ

る。 

・商工会が無くなったということについては、市も関わりがある。 

・商工会が無くなって、商工会議所に移行して、同じようなことができるのかとい

うと、なかなかできない。 

・様々な原因があって、今の宇奈月温泉の現状となっているということをご理解頂

きたい。 

（Ｂ委員） 

・宇奈月温泉はできた当時は、複合型のリゾート地であったと聞いている。 

・観光振興の観点では、大原台地域は、スキー場がどうかというのは別にして、必

要な場所であると思っているし、活用の仕方はいろいろあると思う。 

・例えば、星空観察、トレッキングみたいな形で遊べることもできるかもしれない。 

・もうちょっと広い意味での活用の仕方を考えていかなければいけないと思う。 

（Ｃ委員）  

・先ほどから、いろいろとハードのことから、維持費のこととか出ているが、観光

の観点から言ったら、やはりお客さんが、感動しないとまず来てくれないと思う。 

・どれだけ、現状で頑張ろうとしても、なかなか宿泊には結び付かない。 

・先ほどのトイレの件についても、スキー学習に積極的に来ても、あんなトイレだ

ったら、まず無理だと思う。 

・シーズン外だったら、スキーに来るよりもたくさんの方が、山菜取りに宇奈月に

来ている。 

・自分は、十二貫野用水を年間 10回以上歩いている。 

・スキー場を残したい気持ちはあるが、課題はたくさんある。 

・自然という観光資源としては、安全面のこともあるが、考えていくべきと思う。 

（Ｆ委員） 

・廃止の方向で検討する委員会の委員になっているのかなと思うと、これだったら

受けなければ良かったかなと思う。 
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・市の財政状況等を考えると、非常に大きな赤字というのも理解もできる。 

・できることを工夫したり、アイディアを出すことは、この状況でもできると思う。 

・そのための委員会だと思いながらも、改善への考え方自体が非常に困難な課題だ

と思う。 

・例えば、安全を維持していくための索道やゲレンデ整備を１名に依存しているよ

うな状態で、有資格者の育成とか、スタッフの養成は現実的に可能なのか。逆に

言えば、もうできないということを謳っていると思う。 

・これまでもいろんな形で、それぞれの団体等が活動してきた結果として、利用者

数が増えていないという現実は受け入れなければいけない。 

・正直なところ、ボランティア精神というのは、やはり長続きしないと思う。 

・スキー場再生事業者が全て再生できたかというと、再生できなかった事例がある

ことも聞いているし、規模が小さなところでも再生に取り組んだり、或いは話を

受けても断ったという事例もあると聞いている。 

・もっと、スキー場再生事業者にアプローチして、いろいろと聞き出して、もし万

が一、宇奈月温泉スキー場を指定管理的な形で任せた場合にざくっと 30,000千円

を払わないと面倒を見ないとか、そういう話が出てくるように是非、次回或いは

その次の回くらいまでにちょっと踏み込んで聞いて頂くことをお願いしたい。 

（Ｈ委員） 

・リフト係員の人件費は、市から出ているのか、採用は誰がしているのか。 

（事務局）  

 ・人件費は市で、採用事務は施設管理公社である。 

（Ｈ委員）  

・全てではないが、リフト係員の態度が良くないという話を聞く。 

・注意すべき部分もあるが、人生の先輩だから、言いづらい部分がある。 

・年配の方に教育というのは難しいと思うが、教育は必要だと思う。 

（Ｎ委員）  

・第３セクターの時にスキー場運営に関わり、索道技術管理者も担当した。 

・運輸局からも事故事例を見せられ、責任の重大さを肌で実感していた。 

・当時、第１ペアリフトは故障しても、仮設配線等で、絶対に運行するようにして

いた。 

・６、７号リフトも設置後 31年経過で撤去している。 

・スキー場まで車を上げればいいという意見もあり、何年か前にバスを運行したこ

ともあったが、スキー場に向かう道では、安定的な運行は不可能だと思う。 

・１号リフトを今後、どうしていくかという課題が喫緊に迫っていると思う。 

・ボランティアでスキー場のパトロールをしているが、自身も 50才を超えている。 

・全体のリフト係員以外もかなり高齢化している、今後が心配である。 

・存廃には、中立の立場である。 

（Ｇ委員）  

・スキー場再生事業者に直接話できる立場だが、話をすれば良いのか。 

（事務局） 必要があれば、またお話させて頂きく。 

（Ｋ委員）  

・グリーンシーズンの話であるが、僧ヶ岳の登山者数、遊歩道、道路等の通行可否、

市としては登山客に対してどこまで対応されているのか、教えてほしい。 

 



8 

 

（事務局）  

・今ほどのお話については、分かる範囲で調べて、次回、提供したい。 

・とちの森遊歩道は、通行止めで、通行できるようにするには、何千万もかかる。 

・整備しても、すぐに落石等で同じことの繰り返しになるのが、一番のネックであ

る。 

・絶対に整備しないというつもりはない。 

・次回で、そういうことも含めた大原台一帯の話を、深めたいと思う。 

・かつて、通行できたときに、どういう利用者で、どれだけの利用があったとか、

仮に通行できるようになるととちの湯との連携でどのようなことが見込めるのか

ということについては、逆に地元の方に教えて頂きたい。 

（Ｊ委員）  

・とちの森遊歩道に関して言うと、整備しても、また崩れると思う。 

・例えば、厳しいところは橋を架けるとか、いろいろなやり方があると思う。 

・時代の変化により、トレッキング等、いろいろな形で歩きたいという人たちが増

えてきているのも事実である。 

（Ｋ委員）  

・親水公園の遊歩道も同じことが言える。 

（Ｊ委員）  

・親水公園ついても、要望している。 

・最近、安心安全を重視して、行政の腰が引けていると思う。 

（委員長） 

・次回は本日、確認頂いた課題を基に改善策について、検討を進めていきたい。 

・スキー場の中長期的な観点、短期的な観点で分けて、考えることが重要である。 

・スキー場、宇奈月温泉全体をどうしていくかというビジョンが大切である。 

・ビジョンがないと、結局、細々とした個別的な議論に終始してしまう。 

・大きなビジョンを念頭に置いて、具体策を考えて頂きたい。 

・短期的には、何かできることから確実に始めるということが、大切だと思う。 

・成功体験が必要である。 

・前回（H19～H20）の答申で、やるべき方向性が出尽くしているにも関わらず、

残念ながらうまく実行できてない。 

・前回とは、違った考え方が必要である。 

 

（３）その他 

（事務局）  

・次回開催時期は 12月下旬での日程調整。 

・次回までに、各々の団体内部での意見集約、考えの整理をお願いしたい。 

 

５ 閉 会 （事務局） 


