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第５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 30 年３月 29 日（水）13:30～14:40  

      場 所：黒部市役所４階第２委員会室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言（検討）内容 

 

 

１ 開 会（事務局）  

 

２ 挨 拶（委員長）  

・今シーズンの宇奈月温泉スキー場は、３月４日に無事に営業を終了した。 

・今シーズンは、積雪と週末の好天に恵まれ、営業日数が 54日間、入込数が 8,652

人で、１日平均は 160.2人であった。 

・過去 10年間を見ても、最高の入込数である。 

・これまで、４回に渡り、検討を重ねてきた検討委員会も、今回が最後である。 

・委員の皆様におかれては、スキー場に対する、様々な思いやお考えがあったと思

うが、それぞれの立場から建設的かつ前向きなご意見を頂いた。 

・皆様の「スキー場を何とかしたい」という気持ちは同じであり、最終的には、委員

の皆様共通の思い或いは方向性を報告書に反映させることができたと思う。 

・本日は、これまで頂いたご意見を集約した報告書について、最終的なご確認を頂

きたい。 

（事務局） 配布資料（資料１、２）の確認 

 

 

 

 

 

議 題（主旨） 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 報告事項 

（１）平成 29 年度宇奈月温泉スキー場営業報告 

４ 協議事項 

（１）黒部市宇奈月温泉スキー場検討委員会報告書について 

５ その他 

６ 閉会 
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３ 報告事項 

 

（１）平成 29年度宇奈月温泉スキー場営業報告（資料１） 

（事務局） 資料１の説明 

（Ｅ委員） 

・最終日が３月４日であるが、今年のように、雪の多いときは、例えば、３月の第

２週の（土）、（日）までやるとか、そういうのはできないのか。 

・途中で臨機応変に営業日数を変更するという考え方は、できないのか。 

（事務局）  

・運輸局に届けているのは、開始日だけである。 

・３月は雪質も段々悪くなっていくこと、また従業員については、３月第１日曜日

までということで、手配を掛けているので、途中で急にというのは、なかなか難

しい。 

・期間の延長については、今後、検討してまいりたい。 

 

４ 協議事項 

 

（１）黒部市宇奈月温泉スキー場検討委員会報告書について（資料２） 

（事務局） 資料２の説明 

（委員長）  

・ただいま報告書について、説明を頂いたが、報告の中でもあったように、前回で

の会議を受けて、若干、書き振りが変わっているところもある。 

・改めてご確認を頂き、その上で、何かご意見、ご質問等をきたい。 

（Ｋ委員）  

・降雪不足の際の目標値が170人とあるが、今年のような年でも、１日平均が160人

である。 

・170人という設定に決めた根拠を教えてほしい。 

（事務局）  

・前回は、まだシーズン途中で、その時はもう少し数字が良かったということもあ

るが、目標値は一定程度高いものであるという認識で、委員の皆様に設定して頂

いた。 

・蓋を開けてみれば、少し下がっていったという結果である。 

・取り組みがどの程度で、この数値なのかということについても、少し検証が必要

だと思う。 

（Ｋ委員）  

・大原台として、また、いろんな関係者のご協力を得て、我々ができる現状は１日

平均160人である。 

・１日平均170人というのは、今年の結果を踏まえて言えば、結構厳しい数字だと

思う。 
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（事務局）  

・目標値は、大変重要なので、委員の皆様には共通認識を是非、お持ち頂きたい。 

・前回までは、全体として、7,500人又は、シーズン通して、又は1日あたり170人

ということにしていたが、そこは、微妙に書き改めて、今回、このような記載に

した。 

・考え方とすれば、１番重要視する第１目標をシーズン全体の入込客数に設定する

ということである。 

・その第１目標が7,500人ということである。 

・今シーズンの実績8,652人は、目標をクリアしているという理解をして頂きた

い。 

・私どもの基本的な思いは１人でも多くの方々に宇奈月温泉スキー場に足を運んで

頂きたいという思いである。 

・１日あたりのことを目標に設定するのではなく、シーズン全体を通じて、たくさ

んの方に来てもらいたい、ここをやはり第１目標にすべきだと、考えている。 

・宇奈月温泉旅館、ホテルの入込客数にしても、年間で全体でどれだけという数

が、良く指標として出される訳で、１日あたりという考え方は無い訳である。 

・それと同様に考えていくと、シーズン全体をまずは目標にしていくということ

で、整理をさせて頂きたい。 

・しかしながら、営業日数があまりにも少ないと、7,500人という数字が達成でき

る訳が無くなる訳で、そのためには、第２目標という形で、１日あたりを目標に

ということである。 

・そういう考え方を是非、ご認識頂きたい。 

（Ｋ委員）  

・暖冬で、雪が少ない年は、7,500人を下回るという中で、スキー場の誘客、週末

ごとの数字を積み重ねていく。 

・平日は、ものすごく少ない人数であり、営業日数が少ないという中で、なかなか

数字を積み上げることは厳しい。 

・雪が降らなかったとしても、もちろん誘客もするし、宣伝も一生懸命する。 

・7,500人という１シーズン目標があって、それをクリアできないから次の目標と

いうことで、１日平均170人は今年の状況を見ても、逆にハードルが上がるよう

な気がする。 

（Ｊ委員）  

・今ほど発言のあった意見は理解できる。 

・この検討委員会で、これからどうやって、増やしていくための「推進していく取

り組み事項」というのは太字で書いてある。 

・この取り組みがうまく行けば、もう少し、利用者が増えていくのではないかと思

う。 

・今年、スキー場を利用した人に、総湯を半額にするという取り組みを行った。 

・最初、少なかったが、後半増えて、最終的に５百数十人が利用した。 
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・やはり目標を立てて行く時には、可能な数字より、少し高めに置くのが、目標値

を立てるときの一つの考え方だと思う。 

・その点で、この目標設定の考え方はこれで、私は理解ができる。 

・ただ、まったく雪が降らなかった年をどうするのかという問題については、これ

はむしろ、例外的というか個別的に、考えて頂きたい。 

（事務局）  

・Ｊ委員が言われたとおりである。 

・加えて申し上げるとすれば、16ページに「改善がみられない場合の措置につい

て」ということが、赤枠で書いてあるが、こちらの４行目、「ただし、目標未達

であっても、関係機関による改善に向けた取り組みが、顕著と認められる場合な

ど、特殊要因は考慮する」と書いてあり、降雪が無くて、取り組みをしたくて

も、まったくできない状況に至った場合には、特殊要因とみなすと書いてある。 

・特殊要因については、考慮していくので、ご理解を頂きたい。 

（Ｋ委員）  

・了解した。 

・来シーズン以降、この170人という目標を目指し、皆さんと一緒に頑張っていき

たい。 

（Ｌ委員）  

・今年は、幸い条件が良かったが、過去５年間の平均を見ると、やはり7,500人、

１日平均170人は、なかなか厳しい。 

・その一方で収支を大きく悪化させないというこということは、市は年間２千何百

万を投じている状況で、それをこれ以上悪化させないというようなことを考える

と、やはり来場者を増やすことしかないということになる。 

・これは、過去の実績から見ると、なかなか厳しい。 

・仮に目標設定等の達成が困難であれば、休廃止の判断をするとあるが、休止と廃

止の違いがどこにあるのか。 

・廃止となった場合は、市としては、完全にスキー場に関わらないということか。 

・難しい質問だが、言える範囲で結構なので、聞かせて頂きたい。 

（事務局）  

・スキー場の敷地については、借地の部分が多数あり、廃止であれば、地権者に返

還するための施設の撤去費用の予算化が必要であり、すぐに廃止できるかという

とそれは難しい。 

・予算化できるまでの間は休止とか、いろんな判断が出てくると思う。 

・費用面とか借地の関係を勘案しながら、休止或いは廃止という判断をしていく必

要があるものと考えている。 

（事務局）  

・少し補足するが、何を以て、スキー場かということについては、やはり、リフト

を備えているということ、それから圧雪車があること、そしてロッジがあるこ

と、この３点セットが必要であると考えている。 
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・スキー場が休廃止を判断する場合、ゲレンデの部分を何も活用しないのかという

ことについては、その判断をするときは、もう一度、議論が必要だろうと考え

る。 

・例えば、圧雪は必要になるが、雪上車で上がって、現在のＫさんのロッジの前あ

たりをスノーパークとして活用するとか、そのようなことは、議論の余地はある

と思う。 

・今、そういう議論をする段階ではないが、仮にそういう局面に至った場合は、改

めて議論が必要だろうと思う。 

（Ｍ委員）  

・小中学校のスキー練習会は、旧宇奈月地区だけが来ていた感じである。 

・利用促進の交渉に当たって、旧宇奈月地区以外の小中学校の先生方の考え方、父

兄の考え方を変えていくというのは、非常に大変だと思うが、その辺の考え方は

どうなっているのか。 

（事務局）  

・小中学校のスキー練習会については、委員の皆さんからご意見を頂き、各学校に

もアンケートを実施したが、１校だけ除き、現状では難しいということであっ

た。 

・ただそういう中でも、以前、委員の意見として、マイゲレンデという発想も頂い

ているので、シーズン券の販売促進、各種割引等を実施し、皆さんでもう一回、

行きたいスキー場となるように「宣伝を重点的に行う」ことにしている。 

・そのために宣伝活動の取り組みを一番目に持ってきたということをご理解頂きた

い。 

（Ｃ委員）  

・報告書としては、これで良いと思うが、取り組み事項に出てきたものをこれから

どうやって進めていくのかということが大事だと思う。 

・昔１０年前、報告書だけ作って、結局終わってしまったという経緯もある。 

・そこを押さえて今後、しっかり進めていけば、7,500人は達成できるのではない

かと思う。 

・関係者が毎年、地道にスキー場を運営してきた結果、非常に小さいお子さんを連

れたファミリー層が増えてきていると思う。 

・そういった層をどんどん増やしていくようなやり方をやっていけば、達成できる

ような気がする。 

・旅館組合にしても、観光局にしても、今までスキー場というものを冬場の観光資

源として取り上げていないので、そういったものをしっかりすれば、達成できる

ような気がする。 

・例えば10,000人とかだったら、また市も存続を考えると思う。 

・今の状況を見ると、明るい材料があるので、取り組みをしっかり進めていかなく

てはいけないと思う。 

 



6 

 

（Ｊ委員）  

・比較的いろいろな報告書見ても、主語が書いてないものが多いが、この報告書

は、利用者の増に向けての取り組み事項や検討すべき取り組み事項については、

どこがどうするということがある程度書いてある。 

・ここに書かれている団体が本気になってやって頂ければ、ありがたい。 

・我々も含めて、みんなで協力しなければならない。 

・これだけの実施主体が書き込まれているということについては評価したいと思

う。 

（委員長） 

・取り組み事項については、それぞれの関係しているところが、しっかりと進めて

頂くということが、とても大切になってくる。 

・この点について、この委員会が終わった後、何か連絡網的な、そういう整理はど

のような形でなされるのか。 

（事務局）  

・計画を作っただけでは、完結ではないので、この後の取り組みというのが大事に

なってくると思う。 

・進捗の管理や検証というもの、今後しっかり行っていくよう努めてまいりたい。 

（Ｌ委員）  

・ファミリーが増えているとか、いろんなファミリー向けのイベントに取り組んで

いるのは、非常に良いことだと思う。 

・本当にスキーをやろうという人達は、どっちかというと、上越の方へ行くと思

う。 

・そういう人たちを主たる対象じゃなくて、やはりファミリー向けとか、それか

ら、例えば東南アジアとか台湾とかから、雪を珍しがって、宇奈月に来られる人

達もいる。 

・そういう新しいニーズを考えた時に上山リフトの安全性が課題だと思う。 

・例えば、年配者がお孫さんを連れて、上山リフトを利用するのは、見ていても、

本当に危ないし、実際、数は少ないが、怪我されたことある。 

・あまり雪に慣れていない人たちが来たときに上まで安心して登れる、リフトでは

なくて、何か別の手段でスキー場まで行ければ、まだまだいろいろな楽しみ方が

できると思う。 

・取り組みを進めるにあたっては、やはり安全性を踏まえて頂きたい。 

（Ｇ委員）  

・安全バーの取り付けは、再三、数年前から提案している。 

・なかなか改善されないというのは、やはりお金がかかるからということになると

思う。 

・私がいつも強調して言っているのは、特に下山の際、背中にリュックを担いだ子

が乗ると、座る所が浅くなり、危険だし、恐怖もあるので、もう二度と乗りたく

ないみたいな感じになる。 
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・その点について、お金は掛かるが、市が来年、次年度に向けて対策をするのかし

ないのかということで、大きな違いが出てくると思ので、市の考えをお聞きした

い。 

（事務局）  

・来シーズンに向けて、必ず設置をするという約束をすることはできないが、この

ことは、収支を悪化させない部分に含めないという前提で前向きに検討させて頂

きたい。 

（Ｈ委員）  

・圧雪車は、平成６年に購入して、23年経っている。 

・今年度もキャタピラのベルトが切れて、修理していると思う。 

・自分も確認したが、このままだと来年もベルトが切れると思うので、チェックし

て頂きたい。 

（事務局）  

・今シーズンはお客さんが多かったが、収支が△17,910千円になっている。 

・これは、今ほど指摘された圧雪車の修繕である。 

・先ほどの搬器の安全バーと同じく、圧雪車の修理も収支の外ではないかと思う。 

・圧雪車は先ほど言われた３点セットのうちの一つであるので、必要な修繕は行っ

ていきたいと思う。 

（Ｂ委員）  

・観光局としては、今までスキー場の宣伝は、あまりしていないという気がする。 

・今年度もインバウンドの招聘事業なり、説明会等があるが、これからは誘客の１

つの目玉として、冬の部分もＰＲしていきたいと思う。 

・例えば夏期シーズン中、たくさんのインバウンドの人が泊まっているのであれ

ば、冬の写真を掲示して頂き少しでも見て頂くようにしていけばと良いと思う。 

・イベントも新聞も出したりしているので、なるべくそういったところにスキー場

のことも、どんどん載せていきたいと思う。 

・割引クーポンとかも改善策の中に書いてあるが、今年、実際にスキー場利用者の

方にお食事割引券というのを急遽作った。 

・30年度に実施するということになれば、それも早めに案内をして、スキー場を使

うと、こういうメリットがあるということを出していきたいと思う。 

・観光局の案内所にいると、お年寄りの方から「どんなリフトですか」と聞かれる

ことがある。 

・年配の方は少し怖いのかなという気がするので、上までどうやって安全に上げる

かということも一緒に考えていきたい。 

（委員長）  

・他にご意見がないようなので、これまで、検討、協議したこの報告書について、

このままの形で、とりまとめさせて頂きたいと思うが、よろしいか。 

【報告書の承認】 
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（委員長）  

・最後に皆様から非常に積極的で前向きな形で取り組みができると、そしてこの目

標も達成できるのではないかというようなご意見も頂いた。 

・これからの取り組みについては、非常に楽しみであるし、このような形で目標が

達成できて、スキー場がますます活発化していくことを期待したい。 

・報告書について、このとおりで取りまとめさせて頂きたい。 

 

５ その他 

（事務局） 

・今ほど、とりまとめが終了した本報告について、委員長が本委員会を代表して、

後ほど、市長に提出することをさせて頂くことを、事務局から提案をさせて頂き

たい。 

（委員長） 

・この報告書の取扱いについて、事務局の方から提案を頂いたが、後ほど私の方

から市長にこの報告書を提出ということでよろしいか。 

【市長提出を承認】 

（委員長）  

・後ほど、この報告書を市長に提出させて頂く。 

・他に、この機会にご発言等はないか。 

（Ｋ委員）  

・昨年の秋からこの検討委員会で審議、議論を頂いたことに感謝申し上げたい。 

・これから来シーズン、またその以降のシーズンも、しっかりと運営すべく、皆さ

んの協力を得て、頑張っていきたい。 

・先日、宇奈月大原台の理事会で、検討委員会のことを報告させて頂いた。 

・宇奈月大原台では１万人を目標に行こうという意見も出た。 

・１万人を達成するためには、我々だけではなくて、皆さんのご協力を得てやらな

ければいけないが、少し気になることとして、１万人に超えると毎回、駐車場が

いっぱいになるという話が出た。 

・スキー場の現状としては、無料駐車場という形で、１日100台という契約だと思

うが、そこが、最終的なボトルネックというか、天井になるのかと危機感を持っ

ている。 

・当面の課題として、ファミリー客が来て頂く冬の遊び場としてこれからも頑張っ

ていきたいと思うが、ファミリー客は、スキー場のリフト券を買わないというこ

とがある。 

・スキー場にお金を落としてもらうためには、やはりスキー場の料金体系を少し見

直さなければいけないのかなというふうなことも、大原台では話題になってい

る。 

・この２点は、当面ではなく、直近の課題でもあると思うので、市役所等と一緒に

ご検討をする機会を与えて頂きたいと思う。 
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（委員長）  

・委員の皆様には、今まで５回に渡り、活発なご議論を展開して頂くとともに、円

滑な議事進行にもご協力頂いた。感謝申し上げたい。 

 

６ 閉 会 

（産業経済部長）  

・本委員会最終回の閉会にあたり、委員の皆様に御礼のご挨拶を申し上げたい。 

・本委員会を８月に立ち上げて以来、委員の皆様方には、真剣かつ熱心にご議論を

頂いた。 

・お陰で本日、最終のとりまとめをすることができ、心から深く感謝を申し上げた

い。 

・森口委員長には、大変難しい舵取り役をお願いしたところであるが、円滑な委員

会の運営や我々事務局に対するご示唆等、ご尽力を頂いた。 

・心から敬意を表し、感謝を申し上げたい。 

・昨年８月以来、計５回に渡って、ご議論頂いたが、皆様方の忌憚の無いご意見を

お聞かせ頂き、本当に意義深い委員会であったと思っている。 

・報告書では、中長期的な展望も考慮しながら、当面の運営で目標設定もさせて頂

いたところである。 

・我々、市役所の組織の一員であり、立場上、中間報告という形で、市長あるいは

副市長に報告をしなければいけないということから、いろいろと報告をしていた

訳であるが、前々から申し上げているとおり、この委員会の議論は決して、廃止

ありきではない。 

・いかにして、スキー場を存続させていくか、そのために何を為すべきかというこ

とである。 

・今シーズン、降雪に恵まれたということもあって、目標設定をクリアしている訳

であるが、このような状況が３シーズンずっと続くようなことがあれば、委員の

皆様からご指摘がありましたトイレの整備についても、当然考えるべきと指示を

受けているところである。 

・先程来からご意見を頂いている安全性という面も、しっかりと収支の改善と別の

外枠で、対応をしていかなければならないと考えている。 

・圧雪車についても、直接、営業に関わる訳で、故障によって、営業をやめる日が

起こることが無いようにしていかなければならないと考えている。 

 

・この報告書に記載した「今後、推進すべき取り組み事項」をいかにして、実践、

実行して、成果を上げていくか、ここが一番大事なところである。 

・新年度早々に関係の皆様方とどうやって、取り組みを進めていくかという協議を

行いたいと考えている。 

・運営をお願いする施設管理公社、宇奈月大原台にだけに負担を掛けることなく、

我々、市も一生懸命やっていかなければならないというふうに考えている。 
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・決して、廃止に結び付くようなことが無いよう、皆様方の格別なご支援、ご協力

をお願いを申し上げて、御礼のご挨拶とさせて頂きたい。 


