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第３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 12 月 27 日（水）14:00～17:00  

      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）  

・スキー場は去る 12 月 23 日に、今シーズンの営業を開始した。 

・昨年よりは１ヶ月以上早い営業開始である。 

・第１回目、第２回目の検討委員会では、皆様よりたくさんのご意見を頂いた。 

・本日は、皆様から頂いた意見を集約して、当面のスキー場の運営のあり方、それか

ら、周辺地域を含めた中長期のスキー場のあり方、具体的な方向性について、前向

きかつ建設的なご意見を賜わりたい。 

（事務局） 配布資料（資料１～４）の確認 

 

３ 「宇奈月大原台」がこれまで行ってきた取り組みについて（映像、写真紹介） 

 

４ 報告事項 

 

（１）第２回検討委員会における資料作成要望等について（資料１） 

（事務局） 資料１の説明。 

（K 委員）  

・登山道の準備と片付けの有無について教えてほしい。 

議 題（主旨） 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 「宇奈月大原台」がこれまで行ってきた取り組みについて 

４ 報告事項 

（１）第２回検討委員会における資料作成要望等について 

（２）前回までの意見及び課題の整理について 

５ 協議事項 

（１）課題に対する改善策の再検討、今後の方向性の整理について 

（２）報告書とりまとめ骨子（案）について 

（３）その他 

６ 閉会 
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・入山者数の推定方法について教えてほしい。 

（事務局）  

・宇奈月方面山岳遭難救助隊、富山県警山岳警備隊、市役所で現地確認を兼ねて６

月に倒木除去、８月に宇奈月方面山岳遭難救助隊で草刈を行っている。後片付け

はトイレの雪囲いくらいである。 

・人数の推計方法は、シーズン中の休みの期間の日数に大体、車の台数を加味した

上で、１人当たりの乗車を２人、３人で積算すると大体このような人数になると

思う。 

（K 委員）  

・僧ヶ岳関係者と宇奈月大原台で連携ができれば、入山者数が増加するのではない

かと思う。 

（委員長）  

・来シーズンに向けて可能な事があれば、検討して頂きたいと思う。 

 

（２）前回までの意見及び課題の整理について（資料２） 

（事務局） 資料２の説明。 

（委員長）  

・ここまでは皆さんのある程度の共通認識になっている部分だと思う。 

（L 委員）  

・恒常的な赤字ということで、課題となっているが、どの辺で赤字と見るのか。 

・利用収入で、全体の運営費を賄うということは、所詮、無理なことだと思う。 

（事務局）  

・利用料収入を以て、コストを賄えないという、そういう状態になってしまってい

るという状態を課題としたところである。 

（M 委員）  

・平均 17,000 千円の赤字であるが、収支の分岐点はどの辺に置いているのか。 

・具体的に何か数字は持っているのか。 

（事務局）  

・17,000 千円を改善するのは、困難であり、これまでの議論を踏まえると経費をこ

れ以上節減すると安全性を担保に関わる。 

・17,000 千円をベースに議論をお願いしたい。 

 

５ 協議事項 

 

（１）課題に対する改善策の再検討、今後の方向性の整理について（資料３） 

（事務局） 資料３の説明。 

（委員長）  

・資料３－１では、改善への考え方、そこから効果、影響、課題と考えられるもの

ついて、整理をされている。 



3 

 

・資料３－２では、今後の方向性の整理ということで、まず、１番目は宇奈月温泉

スキー場のあり方、２番目については、当面の運営について、方向性が出されて

いる。 

・次の資料３－３にも深く関わってくるが、収支の面とそれから利用者数について、

目標値の設定を検討している。 

・３番目では、大原台地域を含めた今後の方向性等について、もっと大きな枠組み

で考えていくような方向性が打ち出されている。 

・基本的には３年間で、収支については、17,000 千円程度の赤字を見越した上で、

利用者数増の方で少し取り組みをしていく形である。 

・利用者数を増やすということであれば、何らかの新規の取り組み等が必要なって

くると思う。 

・取り組みを図っていく事で、利用者数の目標達成していく形になっている。 

・最後に改善が見られない場合の措置ということについても、触れられている。 

（Ｂ委員）  

・人件費は変動費の中に入ると思うが、何割が固定費なのか。 

・利用者を増やすつもりで、営業日数を増やすと赤字が増えるのではないか。 

（事務局）  

・施設の工事請負費を除いての運営費で大きいものは、施設管理公社への委託料で

17,000千円、内訳は人件費等である。 

・一定程度の期間雇用しているので、雪が降らなくても、６割補填をしている。 

・営業が増えることによって、４割分の増があるが、大きな変動はない。 

（Ｅ委員）  

・目標値の設定は、結構ハードルが高い。 

・目標値を定めて、それに達しない場合は、何らかの措置をとるということなので、

この目標値の設定の仕方によって、今後にかなり影響が出てくる。 

・高い目標値にするのか、或いは実現可能な目標値に設定していくのか、ここは考

えるところである。 

・例えば小学校の児童を無料にして、利用者数を増やすということについて、何か

しらの補填措置を考えているのか。 

（事務局）  

・目標設定については今日、委員の皆さんでご議論頂きたいということで提案した。 

・シーズンの営業日というのは、シーズンごとにバラつきがある。 

・一旦、仮に 50日という日数を設定した。 

・50日営業できないことも、十分想定されるので、１日当たりの利用者数もという

ことで、事務局からの二本立ての提案である。 

・子供さんを無料することによるメリット、デメリットがあると思うので、補填に

ついては、現段階では申し上げられない。 

（委員長）  

・この目標値の水準をどうするかというのは、やはり大きな問題である。 
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・あまりにも簡単に達成できるということでは、現状と変わらないということにな

ると思う。 

（Ｅ委員）  

・小学校の無料券だが、各学校のスキー大会でも、無料にするというような考え方

もあるのか。 

（事務局）  

・学校、市民スキー大会については、申請に基づいて、減免、減額という措置は行

っている。 

・小学校の無料配布等を行った場合、そのような申請があれば、個々の申請に基づ

いて判断していく。 

（Ｍ委員）  

・利用者数の人数で収入を出していると思うが、単価的にはいくらに設定している

のか。 

・前々から宇奈月地区の小中校だけが大体利用している。 

・そういう状況の中で、旧黒部市の小中学校から来て頂くような活動をしてきたの

か。 

（事務局）  

・宇奈月温泉スキー場でスキー学習会を開催する意向について、市内の小中学校に

アンケートを実施したが、一校を除いて、利用は難しいという返事を頂いている。 

・そういう中で、さらに踏み込んでということは難しいと思う。 

（Ｍ委員）  

・単価はいくらに設定しているのか。単純に割算の平均なのか。 

（事務局）  

・過去４年の収入は 2,480 千円、人数で割り返せば単価は出るが、小学生を無料に

して、単価がどうなるとか、今はそういう部分は一旦、議論から外して、利用者数

の伸びについて、前向きな議論してはどうか、ということである。 

（Ｍ委員）  

・小学校、中学生に来て頂いて、さらに家族、親類も来て頂くということについて

は、やはり効果的なものを考えていかない。 

（Ｌ委員）  

・これまで、いろいろな取り組みがされていなかった訳ではない。 

・いろいろやってきたが、例えば、長続きしないといったようなこともある。 

・10年前に遡るが、前回の答申の後、地元の関係者が法人化を目指すということを

打ち出されたが結局、実現しなかった。 

・関係者が残してほしいと言ったのに、結局、大きなエネルギーにならなかった。 

・本当に宇奈月温泉、スキー場を何とかしたいなら、司令塔的な役割、組織をしっ

かりしなければいけない。 

・スキー場だけで集客は、物理的に無理である。 

・もう少し実現可能なものを精査して、取り組むべきではないか。 
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・燻炭施設もほとんど休業状態だと思うし、芝桜も１年だけだった。 

・宇奈月は地権者との関係とか、いろいろな条件があり、クリアしなければいけな

い問題がたくさんある。 

・そういうハードルをクリアしていく時には、やはりしっかりとした組織体制を構

築しないといけない。 

・砺波の夢の平はスキー場の規模としては、宇奈月温泉とそんなに変わらない。 

・しかし、あそこは秋には、100万本とも言われるコスモスが咲いてイベントも開催

されている。 

・あそこまで持って行くには、相当な年月と、地元の関係者の熱意が有ったと思う。 

・通年とおしての宇奈月温泉の魅力をどうするのか、その観点については、やはり

長期的な目標を立てないといけない。 

・３年間では、なかなか厳しいと思う。 

・利用者数を 160 人とかにすると、正直ハードルは高いと思うが、目標がないとま

た、同じことの繰り返しになる。 

・目標に達するためには、もう少し、具体的なアイディアを出していく必要がある。 

（委員長） 

・やはり取り組みを実行していくには、しっかりとした組織体制が必要である。 

・目標を持って取り組んでいくということについて、ご意見を頂いた。 

・組織体制ついても、少し留意して頂きながら、ご検討頂きたい。 

（Ｊ委員）  

・大原台地域を含めた方向性及び管理・運営方法については、スキー場の検討委員

会で具体的に話をすべきものではない。 

・周辺のとちの森遊歩道との一帯活用を考えるべきと言いながら、先程、とちの森

遊歩道については、かなり否定的な感じで書かれていた。 

・この委員会というのは、あくまでもスキー場をどうするのかということを中心に

考えて、整理した方良い。 

・改善が見られない場合の措置として、設定期間中の各年度について、収支面かつ

利用者数における目標を達成しない場合というふうに書いてあるが、３年という

ことではなくて、最初の年度でも達成しなかったら、考えるという意味なのか。 

・利用者の目標設定をしないとまた同じ事の繰り返しになる。 

・設定するのは、大事だが、現実的に可能なものに少し近付けないといけない。 

・平成 24年では、166人／日の数字がある。 

・利用者数目標は、むしろ、運営に関係している方々の意見を中心に考えて頂きた

い。 

（事務局）  

・中長期な大原台地域を含めた方向性及び管理・運営方法について、発言の趣旨は

大いに理解できる。 

・スキー場そのものの方向性を出すときに大原台一帯の、中長期的な部分も見据え

て検討しなければいけない。 
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・大原台地域全体の今後をどうしていくかという結論までは、この委員会で答えを

出すことは難しいと思う。 

・平和の像一帯の整備とか、或いはゴンドラの構想とかは、夢として、構想を持ち

続けながら、今後、研究を続けていくという部分は、最終的な報告書の中に少し

盛り込ませて頂きたい。 

・改善が見られない場合の措置ということであるが、最終報告書をまとめるに当た

り、今回、少し頭出しをさせて頂きたい。 

・目標値の設定をご提案しているわけであるが、目標設定する以上、目標に満たな

い場合、どうするのかということも答えとして、必要である。 

・例えば３年後に判断するのか、或いは翌年度も達成しなければ、市が廃止の判断

をするのかという趣旨のご質問については、その辺も委員会で議論して頂きたい 

・まったく改善の傾向が見られないということであれば、３年を待たずして、１年

や２年でも市の判断が有り得る場合もあると思う。 

・突発的に大規模な修繕工事が発生して、とても営業できないとそういう場合も市

の判断は有り得ると思う。 

・来年、目標に達しないから、再来年、廃止するということはなかなかできないと

思う。 

・基本的には３年ということをスパンとして設定をしながら、ただ、あまりにも１

年目、２年目の状況を見て、非常に状態が悪いということであれば、その時点で、

市の判断も有り得ると思う。 

・この点は大いに議論して頂きたい。 

・目標設定の話であるが、少し整理させて頂くと２つの視点があると申し上げた。 

・一つは収支改善、先程どこまでが赤字と捉えるのかという大変難しい質問があっ

たが、それはなかなか答えが出ない。 

・ただ、工事費を除いて、概ね 17,000千円の赤字が出ているわけで、本来であれば、

たくさんお客さんを呼ぶために、もっと上山リフトを安全なバー付きなものにし

たり、或いは圧雪車１台を２台にしたり、パトロールを十分にできるように、人

件費をもっと大幅に上げたりということをできれば良いが、市の財政事情からし

て、極めて困難である。 

・収支の面については、現状の 17,000千円という赤字額をこれ以上、増やさないと

いうところで設定をさせて頂きたい。 

・17,000千円からまだ削減するという無茶なことは事務局としては言えない。 

・一方の利用の目標設定は、実現可能なところを考えるべきだということであるが、

例えば平成 24年、1日平均 166人という実績がある。25年度においても 145人で

ある。 

・平成 27年、28年度は落ち込んでいるが、事務局が具体的な数字を出して、利用人

数の目標にしたいということは、なかなか申し上げらないので、こういう３段階

の書きぶりにしている。 

・この点も大いに議論して頂きたい。 
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・ただ、お考えになって頂きたいのは、最初に冒頭で市長のあいさつで申し上げた

ことは、なぜ今、検討会を開いて、皆さん方に議論をお願いするかということに

ついては、現状、赤字の状況、或いは利用人数の低迷、このままでは、存続してい

くことは極めて困難だと、つまり、存続できないということを市長は申し上げて

いる訳である。 

・そのためにどう改善をしていくか、そういう視点で、目標設定ということを考え

て頂きたいと思うので、どの辺が目標値としてふさわしいかというところを、大

いにご議論頂きたい。 

（Ｊ委員）  

・これは大事なことで、３年という数字が資料に書き込まれると、３年が独り歩き

する可能性がある。 

・３年はやる、或いは３年後で終わりというような印象を与えないかと思う。 

・３年は絶対にやるという担保ではないということをしっかり確認しておかないと、

３年という数字だけが、動いていくという感じする。 

・利用者のことについて言うと、確かにこれまでも利用者の低迷というのはずっと

続いている。 

・もう少し地元としては、もっと積極的な関わり方があるだろうなというふうな思

いはあるが、ただ、このスキー場は合併してから黒部市のスキー場になった。 

・毎年 17,000千円赤字を出しているわけですから、やはりもう少しお金掛けていく

ということなると、現場の関係者に全部お願いするのではなくて、市営のスキー

場だという意識付けをやっぱり学校だとか、各種団体とかに、例えば市長名とか

教育長名で、協力要請を出せないものかと思う。 

（事務局）  

・利用者の目標設定にした際には、単なる目標だけではなく、それに向けた取り組

みが必要だという、委員長の方からご指摘を頂いた上で、本日、例えばというこ

とで、上段に市が中心の取り組みというものを掲げさせて頂いたところである。 

・皆さんからのアイディアを頂きながら、利用者数の目標を達成できるように、市

も一緒になって頑張っていきたいという思いである。 

・最初の３年の捉え方のお話は、委員の仰るとおりだと思うので、最終的に報告書

をまとめる場合の表現の仕方に行き着くだろうと思う。 

・この委員会として、委員の皆様が合意できる形の表現にさせて頂きたい思う。 

・利用者増に向けた市の関与ということだが、シーズン中の運営を委託をしている

施設管理公社、大原台に頼るだけでなく、市が関与しなければいけない。 

・しかしながら、関与する中で、人を増やすためにこれ以上の補助金みたいような

ものを、さらに出せるかというと、17,000千円程度を悪化させないと言っている

のに、支出額が増額になり、収支の悪化に繋がるので、実現可能なところを念頭

に置いて、議論して頂きたい。 

・それから学校の要望の話であるが、委員の仰るとおり、黒部市にスキー場がある

から、宇奈月スキー場でスキー教室をしないのかということはよくわかる。 
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・そういうことをお願いすることは可能かとは思うが、強制的に宇奈月スキー場を

使用ということはできない。 

・仮にリフト代を無料にしたり、或いは半額にしたりすることは十分可能でるが、

そこまで来る交通費や他のスキー場に行けばスキーのセットを持たなくてもレン

タルができるとか、そんなことを考え、他がいいと判断されてわけなので、お願

いは可能だが、強制は難しい。 

・そういう意味では、学校のスキー教室よりも、もっと普段のところで子供たちが

来れば親が来る、そういう家族連れ、或いはグループが足を運んでくれるような

イベント等が大事なところであると思う。 

（委員長）  

・目標値については、委員の皆様の合意が得られるような形で、報告書に記載され

ていくと思う。 

・その点について、スキー場に関わっている方がこの目標値については、適切な意

見を出せるのではないかという発言もあった。 

・３年間という期間についても、独り歩きすると言うようなことについても、ご意

見を言って頂きたい。 

（Ｇ委員）  

・確認させて頂きたいことが、２点ある。 

・市内の小学生に１日券を、無料券を引き換えするという話が出ていたが、各小学

校の配布方法とか、１日券をシーズン中に配るのか、それともシーズン券を渡す

のか、ということを確認したい。 

・課題に対する改善策の再検討ということで、改善の考え方で、圧雪車の削減とい

うことで、効果、課題等で、圧雪車レンタルを行っても、運営経費はさほど変わら

ないとあるが、これは理解できない。説明をお願いしたい。 

（事務局） 

・圧雪車の削減については、現行の老朽化したものを削減するとして、単年度でレ

ンタルした場合、費用については、その年によって、或いは業者によって、相場が

ある。 

・シーズンレンタル費用は何十万とかということではなく必ず何百万になる。 

・そういったことを毎年繰り返しても、結局は運営経費については変わらないとい

うことである。 

・利用者増に向けた関係者の取り組みは、事例（案）ということであって、例えば、

試しにこういうこともどうでしょうかという提案であり、具体的にどのようにと

いうところまで、詰めていない。 

（Ｇ委員）  

・他のスキー場で良くあるのが、おじいちゃん、おばあちゃんがお孫さんを連れて

きて、スキー場が潤うというところはたくさんある。 

・そういった意味では、子供さんを無料にして、おじいちゃん、父兄の方にいろん

なお金を落して頂くのも、いい考えかと思うが、その無料の仕方を再度、また検
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討しなきゃいけないと思う。 

・圧雪車の問題について、そういう考え方では、次年度からレンタルの圧雪車を使

うという考え方でよろしいか。 

（事務局）  

・圧雪車については、現行のままの予定である。 

・圧雪車をレンタルしても経費にさほど変わりないという事であり、抜本的な変更

は行わないということであるので、現行で使えるものは使っていくということで

ある。 

（Ｇ委員）  

・圧雪車は非常に年数が経っていて、オペレーターも、なるべく壊さないように、

燃料もなるべく節約して、注意しながら運転している。 

・古いものだから、毎年、必ず壊れる。壊れたままで営業することはありえない話

である。 

・お客さんにとっても凄く迷惑な話なので、もし運営経費が変わらないのであれば、

次年度からもう、この現状の既存の圧雪車を廃車にして、レンタルで行えばいい

と思う。 

（事務局）  

・レンタルの場合ですと、確実に確保できるかという事がある。 

・また、他のスキー場が優先される場合もある。 

・そういったことを考えると、今あるものを確実に使う方がスキー場を営業できる

と考えている。 

（Ｇ委員）  

・毎年、故障してお客様に迷惑を掛けていると利用者数も当然減っていくわけで、

スキー場にとっても、悪いイメージを与えている。 

・それをそのまま旧の圧雪車を使うとなると、間違いなく故障等々が出てくる。 

・お客様のことを考えて、改善策を取らないといけないと思う。 

・レンタルにしても、今シーズン借りる訳ではないので、対応は十分可能だと思う。

他にやめるスキー場もあるので、レンタルは結構あると思う。 

（事務局）  

・現在の圧雪車は買い取っているので、レンタルすればレンタル費用が増高する。 

・運営経費が変わらないというのは不適切だったと思う。 

・レンタルを新たにすれば費用が増える、そういった費用かけても、一定程度のス

キー場としてのレベルを維持しようということであれば、また委員の皆さんで議

論頂きたいと思う。 

・今、事務局の方では、収入が増えれば別であるが、収支の赤字を増やさないとい

う想定である。 

（Ｇ委員）  

・この運営経費がさほど変わらないというのはミスという認識でよいか。 
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（事務局）  

・そういった意味でいけば、間違っていることになる。 

（委員長）  

・15ページ「運営経費はさほど変わらない。」というところを「新たにレンタルをす

ると経費が掛かる。」ということで、修正をお願いしたい。 

（Ｇ委員）  

・例えば、圧雪車が故障して、相当額の金額の修繕額を要するということになると、

廃止に至ることがあると考えればよろしいか。 

（事務局）  

・そういったことについても、金額の多寡を勘案しながら検討されると思う。 

（Ｃ委員）  

・厳しい話ばっかりだが、基本的に結局、目標人数を達成しなければいけない。 

・当然 17,000千円以上は掛けられないということだが、この間も皆さんに見て頂い

ているが、あのトイレをどう考えていくのか。 

（事務局）  

・委員の皆さんでご議論頂きたいと思うが、短期的な話なので、あの地域をもう 1回

スキー場とか、或いはこういうスノーパークとか、方向性がまとまれば、今の施

設をどうするかという議論もあると思う。 

・ここ３年という設定の中では、施設関係ではなく、短期の運営について、議論さ

せてほしい。 

（Ｃ委員）  

・非常に不思議に思うが、誘致しようと言っていて、あのトイレを使わなくてはい

けない。当然、クレームが出る。 

・グリーンシーズンも使うにしても、トイレは必要になる。そこを放置しておくの

は、いかがなものかなと疑問に思う。 

・財政的に厳しいのはわかるが、今の話は残すことを前提に考えていないように思

う。 

（事務局）  

・決して残すことを前提に考えていないということではない。 

・オープンの日、改めてトイレを確認した。確かにもう少し良くできればいいが、

当面の使用には差し支えないという判断をしている。 

・例えば、来年度、１年目の取り組みとして、地元の方々が、大いに熱意を持って、

新たな取り組みを大いに行い、傾向として非常にいい方向に向かっているという

ところが顕著に現れれば、さらに伸ばすために、トイレも直す、圧雪車も抜本的

に考える、ということも有り得ると思う。 

・何もしないのに、利用者だけ増やせるわけないというふうにお考えかもしれない

が、増やす方向に向かって、具体的にどうしていくかという議論の方が大切では

ないかと思う。 
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（Ｊ委員）  

・事務局の言っていることは理解できる。 

・僧ヶ岳の一帯、大原台ということを考えた時にトイレに関しては、新たに 1,000ｍ

のところにトイレを作り、平和の像のトイレについても、改修した。 

・あともう一つ手前のところのスキー場のトイレが残っている。 

・現実的にいうスキー客が中心に使われているが、中長期的に考えた時に、その辺

のトイレ整備も必要だと思う。 

・我々としては、中長期的でなくて、早く改善して頂きたいという思いは強くある。 

・地区要望あたりでも、踏み込んで要望しようか思った。 

・今のスキー場からすると、また今の日本人の感覚からすると、あのトイレは決し

てきれいなトイレだとは言えない。 

・前向き考えて頂ければ、予算付けもしやすいと思う。 

（委員長） 

・トイレについては、非常に深刻な問題となっているようなので、中長期的な方向

性という中で、大原台のトイレの整備が必要だということであれば、今後検討し

てきたい。 

（Ｋ委員）  

・スキー場開きの時に最後の挨拶で、ホームゲレンデという話をさせて頂いた。 

・小さいお子さんがまずは雪遊びからスキーを覚えていくというホームゲレンデが

宇奈月温泉スキー場になったら良いという話もさせて頂いた。 

・黒部市のホームゲレンデはやはり、宇奈月温泉スキー場だと思う。 

・黒部市民で今日の段階で、スキー場がオープンしているというのを実際、知って

いる方は、意外と少ないと思う。 

・とある小学校に伺った際、校長先生に宇奈月スキー場の紹介をしたが、スキー場

はまだやっているのか、という話から始まった。 

・先程スライドで説明させて頂いたが、あのような形でも結構なので、各校長先生

に宇奈月温泉スキー場の存在と低学年の児童には楽しんで頂ける場所であるとい

うことを説明させて頂ける機会があればと思った。 

・低学年の方は、宇奈月温泉スキー場に一人で行ってはいけないみたいな話がある

と聞いた。親御さんの安全管理という部分もあると思う。 

・市民のスキー場なので、ぜひ、まずは利用者を増やすことを改善策として、小学

校向けにアクションを行うことも、取り入れて頂きたいと思う。 

（Ｍ委員）  

・今、小中学生の話をしているが、シニア層に向けたアプローチも非常に大事だと

思う。 

・60代、70代はスキー場で滑った経験もあるし、楽しい思い出もたくさん持ってい

ると思う。 

・そういった人達にも、アプローチする意味で、体育協会にお願いするという方法

もあると思う。 
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（委員長）  

・今、いくつか、利用者増に向けた取り組みのアイディアが出てきているが、皆さ

んでアイディアを出していくことで、利用者増に向けた取り組みが広がっていく

のではないかと思う。 

・そろそろ開始から２時間経過しているが、この目標値の数値の部分については、

皆さん言い出しにくいということもあると思うが、この人数ついて、議論頂きた

いと思う。 

（Ｆ委員）  

・今ほどの利用者人数と過去の実績というのは、どのような形でカウントされてい

るのか。 

（事務局）  

・こちらの利用者人数については、１号リフトの前でカウントした人数であり、リ

フトの乗降人数ではない。あくまでもスキー場に来られた人数をカウントしてい

る。 

（Ｆ委員）  

・その人数で、収入の方を計算していくと、大体あの１人 400 円台ということで、

事務局側の方々はご存知とは思うが、上山リフトに乗っても、リフト券は変わり

ない、そういう部分も含めての目標ということで、よろしいか。 

・今回の目標値について、黒部市民にたくさん来て頂きたいということをある程度、

想定されているのか、それとも、或いはインバウンドの外国人の方々にもたくさ

ん来て頂く事とかも想定しているのか。 

・いろいろ聞くところによると、冬場のインバウンドということで、旅館も台湾と

かで、ＰＲされているということでもあるので、場合によっては、休みの（火）、

（水）でも貸し切りにして収入源を増やしていくという方法も考えられると思う。 

・入込の人数、収支というところについても、黒部市民で達成をすべきなのか、そ

れとも、いろんな方々が来た上で目標達成を目指すべきなのか、事務局の考えを

聞きたい。 

（事務局）  

・利用者数っていうのはリフト券を買われた人数ではなくて、家族連れとかのよう

に３号リフトに乗られない場合も含めて増やしていきたいということである。 

・市民ばかりではなく、旅館の協力が得られれば、インバウンドも含めてスキー場

の賑わいづくりに繋がればと考えている。 

（Ｂ委員） 

・リフト料金が無料だったらどうなるのか。 

・無料にしたら、別の発想が出てくると思う。 

・上がってくる人が増えれば、上山リフトは、これは、入場券みたいなものなので、

上のリフトは無料だけど、下の入場券は有料という考えも出てくる。 

・消費額で考えると、レンタル等の消費額で売上を上げる工夫があるのではないか

と思う。 
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・第３ペアリフトをタダにするという発想は今までまったく無かったのか。例えば、

宇奈月温泉のセットの商品を作ったりすると、宿泊者も増えるという、発想であ

る。 

・今の理屈でいくと、どれだけ頑張っても、上がらないと思う。 

（Ｊ委員）  

・収支のことを考えると、上山リフトでお金をもらって、上に行ったら全部無料だ

という考えはあると思う。 

・しかし、これをやると、人が減るのではないかと言われて、結局、第３ペアリフト

だけになったのではないかと思う。 

（事務局）  

・平成 20年の検討委員会の後、入場者数を増やすために、１号リフトを無料という

ことをやっている。 

・当時も利用者数増を考えて、１号リフト無料にしたという経緯がある。 

・全部無料については、無料デーはともかくとして、すべて無料にするというのは、

運輸局から免許をもらって、スキー場を運営している以上、何らかの料金を頂く

ということになっているので、少し難しいと思う。 

（Ｂ委員）  

・自分のイメージは上山リフトの中にその施設の利用券が含まれているようなイメ

ージである。 

・１つ１つのイベントについても、それを買うとスキー場を利用できる、リフトも

利用できる、それで、１日を過ごすとイメージである。 

・大原台の賑わいを作るということは、上がったところに楽しみを作るわけだから、

上るためには、お金を払わないと上がれない、ということも考え方の一つだと思

う。 

（Ｃ委員）  

・１日平均 160 人とあるが、現状では、週末はイベント時で 700 人とか 800 人とか

言うけど、平日だったら 10人以下の日がたくさんあると聞いている。 

・逆に言うと週末のみだとすると当然、１日の平均の人数は、上がってくる。そう

したら、赤字も減ると思う。 

・人数というものだけ、目標人数というのを出して、達成すると、あと赤字を減ら

すという方向であるのであれば、週末のみという方法もあると思う。 

・例えば、学校やインバウンドの団体が入る日だけを、貸し切りにするやり方もあ

る。 

（事務局）  

・先ほどの改善策の再検討の中でも、いろいろアイディアはあるとは思うが、今、

短期の中では、営業形態を変えずにどうやって伸ばせるか、何もアイディア出さ

ずに（土）、（日）だけやって、１日当たりの人数を増やすとか、そういうことでは

なくて、地域として、行政も含めて、何か改善ができないか、という話で、提案さ

せて頂いている。 
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（Ｃ委員）  

・現状、１日２人とかしかない日がたくさんあると聞いているので、そこを何か、

改善することはできないのか。 

（事務局）  

・たくさんということはないですけど、数日はある。 

（Ｃ委員）  

・要するに、30日間営業をしたら、10日間は一桁だということか。 

（事務局）  

・昨シーズンで３日間である。 

（Ｊ委員）  

・利用者数増に向けた関係者の取り組みの事例について、これは市が考えられたも

のなのか、関係団体と考えられたものなのかは、わからないが、どのくらいほど

増えると想定されているのか。 

（事務局）  

・本来、委員が仰るような組立てをできれば、良いのかもしれないが、そこまでは

できていない。こういうことが考えられるということを事務局が書いたに過ぎな

い。 

・だから、ここに挙がっている組織の皆さんは、こういうことは出来るわけないな

いとか、いやもっとこういうこと逆にできるとか、そんなことを議論して頂きた

い。 

・人数増やすためにこういうことをやればいいということをただ単に並べるだけで、

はなく、主体的にやるところをしっかり押さえないと、今までと同じようになっ

てしまう。 

・市が取り組みのコーディネートをする、或いは司令塔になって、やれるかという

と、大変残念ながら、そういうことはできないと考えている。 

・いろんな試みをしていくに当たり、こういう分野はここが中心にやっていけばい

いとか、全体を統括した指令的な立場とか、そういうところまで突っ込んだ議論

を、委員の皆様方でして頂きたい。 

（Ａ委員）  

・参考として、単価のところであるが、収支差、赤字の単価で見て行ってはどうか

と思う。 

・例えば、17,000千円ということであれば、それを 5,000人で割ると、一人あたり

△3,400円、工事請負等を入れると 30,000千円だから、5,000人であれば、△6,000

円となる。 

・これを発射台として、やはり安全面は削れない。これは大前提だと思うので、そ

うすると、やはり利用者増やすしかないということになると思う。 

・一人に多く払う単価が減っていくというイメージである。 

（事務局）  

・今ほど具体的な話があったので、参考までに申し上げると、利用者１人当たりに
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幾らコスト掛かっているか、いくら税金投入しているかという話であるが、例え

ば平成 28年度を捉えてみると、宇奈月温泉スキー場で、3,700円ほど、市の総合

体育センターで 400 円程度、市民プールで 470 円程度、宮野運動公園で 330 円程

度である。 

・利用者１人当たりに対する税金の投入額には大きな開きがあるが、それぞれの施

設の設置目的や性質も違うので、同様に比べることは非常に無理があるが、やは

りあまりにも経費が掛かり過ぎているということで分析をしている。 

・先程から言っている経費の部分は、これ以上の削減できないので、現状を目標と

して設定しながら、利用者は増を目指す。 

・今の利用者を倍にすれば、一人当たりの単価というものは、半分になるわけであ

る。 

・その辺を目標として、設定させて頂きたいというのが、事務局の思いである。 

・単価の比較をするつもりはないので、そこは誤解のないようにお願いしたい。 

（Ｈ委員） 

・目標の設定の人数は叩き台が 8,000 人になっているが、平日１人か２人のときも

ある。 

・週末に一番お客さんが来ると思うが、それで 8,000人で、１月、２月の（土）、（日）

というのは、大体 16日間ほどあるわけだが、8,000人÷16日は 500人になる。 

・1日で 500人というのは、すごくハードルが高いような気もするし、500人の方が

来て、あのトイレかとなると、やはり、段々減っていくような気もする。 

・本当に 8,000人のスタートラインでいいのかという気もする。 

・５年間の平均値が 5,460 人なのに、いきなり 8,000 人という数が出てくるのか、

教えて頂きたい。 

（事務局）  

・（火）、（水）定休日の中で、１月上旬までを（火）、（水）を休まないとした場合、

営業日数を数えると、約 60日間有る。 

・ただ、なかなか 60日間、フルに営業できるということは、過去を見ても、あまり

ないので、60 で掛けるということは、あまり適切ではないということで、一旦、

50という数字を仮置きさせて頂いている。 

・そういった中で、50日も営業できないシーズンもあるので、40日だったらどうな

るのかということもあるので、１日当たりの人数も併せて、目標にして、それで、

40日しか営業できなかった場合は１日当たりの利用者数で、その取り組みの効果

を推し量るという事務局の提案である。 

（Ｈ委員）  

・１日当たりの平均というのは、宇奈月スキー場の利用者の実績にそぐわないよう

な気がする。 

・平均で割れば、そういう数が出るが、実際、週末しか来ていない状況で、そういう

数の出し方が本当にいいのかという気もする。 
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（委員長）  

・今ほど、問題提起があったが、平成 24年度のデーターを見ると、営業日数が 50日

弱、利用者数が 8,000 人で、１日平均 166 人というような実績もあるわけだが、

これは可能だというイメージか。 

（Ｈ委員）  

・この当時は、週休２日じゃないと思う。 

（Ｉ委員）  

・宇奈月は、駐車場がないというイメージがあるが、駐車場が少ないということに

対して、宇奈月の住民の方はどういうふうに考えているのか。 

・宇奈月全体で観光というのは大切だと思うが、宇奈月全体の駐車場について、ど

のように考えているのか。 

・また、第１ペアリフト廃止について、説明をお願いしたい。 

（事務局）  

・グリーンシーズンも含めた駐車場ということになると地形的な問題もあり、難し

いという中で、スキー場に関しては、利用者は地鉄パーキングに無料で駐車して

いる。 

・黒部峡谷鉄道が休止しているシーズンなので、駐車場が満車ということは、あま

りないと思っている。 

・ただ、仰られるように、紅葉シーズンとかは駐車場不足になっていると思う。 

・上山リフトを廃止した場合は、歩いてもらうことばかり考えているわけでなく、

その場合は、雪上車で代替輸送することを想定している。 

・ただ、費用比較をした場合、雪上車のレンタル料を勘案しても、運営費用はそん

なに変わらないので、皆さんの議論の中では、そちらの方は、具体的に議論はし

ないということである。 

（Ｉ委員）  

・第１ペアリフトは廃止が前提になっているのではないか。 

（Ｊ委員）  

・検討したけど、大差がないから、基本的にはそのままということである。 

（事務局）  

・先ほどの週休２日については、平成 24 年度も（火）、（水）は休みになっている。 

・先ほどの利用者数の条件は一緒である。 

（Ｇ委員）  

・利用者数について、県内外のスキー場を見ても、やはり平日は、宇奈月ほどでは

ないが、閑散としている。 

・それで、週末になると、やはりたくさんのスキーヤーが来る。 

・昔と違い、県内外のスキー場は、リフトがペアリフト、クワッドリフト等に改修

されているので、輸送率が上がっており、並ぶことはないが、ゲレンデ自体は、大

変込み合っている。 

・そういった意味で利用者数の設定についても、週末もしくは祭日だけの人数をカ
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ウントして、目標数にすればよいと思う。 

（委員長）  

・平日じゃなくて、週末の実績データーというのは、あるのか。 

（事務局） 

・１日、１日のデーターはある。 

・例えば、今仰られるのは、週末だけの（土）、（日）が平均すると 250 人なので、

400人にするというご提案か。 

（Ｊ委員）  

・目標値だから、現在の数値と比較であり、今の（土）、（日）だけ比較しても、或い

は平日を入れて、比較しても同じである。 

（Ｄ委員）  

・目標数値に関しては、非常に現実的で、目標が本当に妥当なのか、或いは目標設

定期間を３年とすることについても、もう少し議論が必要だと思う。 

・トイレは私も実際に行って、気になったが、先ほど事務局もとりあえず、使えな

くはないと判断されている。 

・大きな赤字を出さないような形で、運営するということであれば、先ほど雪上車

やリフトの老朽化の話もあるが、今のままの状態を保ちながら、どれぐらいでき

るかと考えたときに、事務局は３年くらいが限度と考えられていると思う。 

・それなら、先ほど、ＰＲする機会が少ないと仰っていたと思うので、そこをもう

一つのポイントとして、一生懸命考えていくべきだと思う。 

・当然、黒部の人に説明する。それから、市外の人にも説明する。両方あると思う

が、例えば、商工会議所で９月に黒部フェアで説明する機会を用意することもで

きると思う。 

・結局、スキー場に固執すると、やはり難しいと思う。 

・全体を考えるときに、細部に焦点を当てるのではなく、細部を考えながら全体的

にやれば良いと思う。 

（委員長）  

・先ほども、少し興味深い点があったが、要するに平日と週末の人数の差がかなり

あるということで、平均値を考えるには、平日の人数を増やしていくということ

も必要だと思う。 

・県内のスキー場と比べて、宇奈月温泉はすごく強みがあると思う。 

・それは、温泉街を抱えているということで、近くに温泉があり、周りに宿泊客が

いること、そこには、外国人もおそらくいると思う。 

・そういう方たちを平日に少しでも誘導していけば、週末は勿論であるが、イベン

トにより人を集め、平日も少しでも、宿泊客、外国人も含めてという取り組みが

あれば、少し平日の利用が上がるのではないかと思う。 

（事務局）  

・今、総湯の運営協議会では、スキー場利用者はリフト券を買えば、総湯が半額に

なるというような取り組みも始めて頂いている。 
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・効果はいずれ分かると思うが、そういった取り組みで、伸ばしていければと思う。 

（Ｊ委員）  

・急に決めて、まだあまり告知できていないが、12月 23日から始めている。 

・とにかく、スキー場の利用と、総湯の利用者を増やしたいという両方の意味であ

り、周知を広めながら、利用者を増やしたいと思う。 

（委員長）  

・この具体的な目標値というところは、非常に難しいと思う。 

（Ｊ委員）  

・現実可能の数字で言うと、平成 28年の数字と比べると、この 1日 160人、170人、

180人というのは、かなり厳しい数字である。 

・しかしながら、先ほどの説明で５年前には、160人を超える数字というのは、出て

いる訳だから、やはり再生を考えるには、それだけの数値、目標値を立てていく

ことが必要と思う。 

・ただ、厳しい数字であることは、間違いない。 

・この３つを並べてみて、この３つのうちのどれだと言われたら、それは、できる

だけ、難しくない方がよいかもしれない。 

（Ｄ委員）  

・段階的っていうことはできないのか。 

・さすがに来年に５年前の数字に戻すということではなく、最終の３年先が１日 160

人か 170人ということではどうか。 

（委員長）  

・一気に１日 170人、180人というのは、やはり抵抗感が強いとは思う。 

・今の話のように、段階的な目標とか、委員の皆さんは、何らかの目標が必要と認

識していると思うが、その水準というところで、１日 170人、180人のような、最

初から無理な数字というのにも、抵抗があると思う。 

・そういう意味で、一つには、１日 160 人ということが有り得るかと思うし、或い

は今ほどの意見のように段階的という考えもあると思う。 

・この設定水準をどういうふうに考えていったらいいかということで、今２つほど

意見があるが、その他にアイディアをお寄せ頂きたい。 

（Ｌ委員）  

・この、20 ページの１番下の、改善がみられない場合の措置の各年度というのは、

相当厳しいと思う。 

・現場に関わっている者としては、やはり３年間を見てもらわないと、単年度で、

というのは、やはり厳しいという感じで、ここは考慮して頂きたい。 

・３年間を見て、最終的に市の判断というのは、ある程度理解できる。 

・初年度は、例えば１日 150 人から始めるとして、最終的には１日 180 人というく

らいにしてもらいたい。 

・こういう単年度になると、やはり厳しいなという印象になるので、ここの表現は

何とかしてほしい。 
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（Ｊ委員）  

・先ほど、その３年の独り歩きということを話した。 

・市の考えは３年後をどうするという数値ではなく、一つの数値を出して、30年度、

31 年度、32 年度で実現できるかどうかえお考えて頂きたいということだと思う。 

（Ｌ委員）  

・要するに、いろんな取り組みを求めていながら、単年度で言われてしまうと、取

り組みも何も、単年度でオール・オア・ナッシングの印象がある。 

（Ｍ委員）  

・３年間を担保するという話にはならないのか。 

（事務局）  

・事務局の考えをもう一度、申し上げるが、基本的には３年間、その経緯を見てか

らという思いを持っているが、例えば、１年目或いは２年目で、目指すべき方向

には行っていないと、或いは、突発的なとんでもない修繕費が必要になって、運

営ができないというような事態になった場合には、例えば２年目であったり、１

年目であったり、そういうときにも、市は判断をしなければならないという意味

である。 

・基本的には、１年目に掲げた数値目標を達成しなかったから、次の年に廃止する

ということは、考えていない。 

・全然頑張りがなく、逆方向に行っていれば、１年目で判断させてもらうかもしれ

ない。そういうことではなく、数字的に上がっていなくても、いい方向に向かっ

ているということであれば、そういう推移を３年間見ていくということである。 

（委員長）  

・ただいま、事務局から話があったが、そういう意味が込められた各年度というこ

とで、ここの表現はこのとおりでよろしいか。 

（Ｌ委員）  

・担保という言い方は行政としては、なかなか使用しにくいと思うが、冒頭にまず、

３年間の期間を見ながらというのがないと、始めから単年度となると、これ以上

だめだったら、休廃止すると思われる。 

（事務局）  

・この文言で決定して頂きたいということではない。 

・これは叩き台であるから、こういう表現は不適切だから、修正という議論の余地

はあるので、この表現を変えないということではないことをご理解頂きたい。 

（Ｊ委員）  

・これは、骨子案が出来たときに議論する話だと思う。 

・今の意見を踏まえながら、骨子案を作っていくことなので、このとおりになると

いう訳ではない。 

（事務局）  

・３時間になろうしているが、特に、利用者の目標設定の考え方或いは段階的に考

えられないのかということについて、いろいろ話とあり、今日、結論を導くこと
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は難しいと思う。 

・事務局から提案であるが、いろいろご意見あると思うので、収支、利用者、それか

ら改善がみられない場合の措置について、もう一度、事務局で整理をさせて頂き

たい。 

・それで、次回委員会までに、委員の皆さんにもう一度お聞きして、次回に臨むと

いうことで、お願いしたいと思うが、お諮りを頂けないか。 

（委員長）  

・今、事務局から提案があったが、本日は具体的な目標設定はせずに、持ち帰りと

いうことで、後日、改めて事務局の提案について、皆様でご意見をお寄せ頂き、

それを基に次回以降、決めていくというような形で進めさせて頂いてよろしいか。 

（Ｋ委員）  

・いろんな目標設定の話等はあるが、11ページの下の方に PDCAサイクルに基づき、 

目標値を設定したいということが、書いてあるが、この検討委員会は来年、再来年

と続く話ではないと思う。 

・PDCA の「C」のチェックの部分をどういうふうに検証するのか、誰が、どういう 

ふうに検証するのか。 

・この検証の仕方も、ぜひ、最終の報告の中にも盛り込んで頂きたい。 

（委員長） 

・それでは、この件については、もう一度、皆さんで持ち帰りということにしたい。 

 

（２）報告書とりまとめ骨子（案）について 

（事務局） 資料４の説明 

（委員長）  

・とりまとめ骨子（案）について、何かご質問、ご意見等はないか。このような形で

よろしいか。 

【報告書とりまとめ（案）について承認】 

 

（３）その他 

（委員長）  

・事務局の方から次回の開催時期について、連絡をお願いしたい。 

（事務局）  

・次回については、以前お配りしたスケジュールに基づき、年明け２月中旬で皆様

に日程調整をさせて頂きたい 

・また、事務局の考え方をお送りさせて頂くので、それに対する目標値或いは収支

に対するご意見をお寄せ頂きたい。 

・目標値達成に向けてのこういった事業をしたら良いのではないかという提案につ

いても、併せて頂きたい。 

・報告書取りまとめ骨子についても、次回、事務局の方で提示できるものについて、

書き込んでいきたいというふうに考えている。 
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・いろいろなご意見は随時、受付をさせて頂く。 

 

６ 閉 会（事務局） 


