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第１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８月 31日（木）14:00～16:00  

                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（市 長）  

・委員のご就任をお願いしたところ、快くお引き受け頂いたことに対し、御礼を申し

上げたい。 

・黒部市宇奈月温泉スキー場は、昭和 31年にオープンしたスキー場で、大変の歴史の

あるスキー場である。 

・宇奈月温泉を構成する施設の中でも、誘客、スポーツ振興に大変重要な役割を果た

してきた。 

・自分も小学校、中学校の頃に東三日市駅から地鉄電車で宇奈月温泉スキー場に行っ

た。 

・身近なスキー場として、これまで本当に大きな役割を果たして来たと思う。 

・しかしながら、冬のレジャーの多様化或いは最近の雪不足、そして交通網の発達な

どによって、他のスキー場に割と簡単に行けるようになった。 

・スキー人口も減ったというようなこともあって、今現在、宇奈月温泉スキー場の運

議題（主旨） 

１ 開会 

２ 挨拶（市長） 

３ 出席者紹介 

４ 委員会設置について 

５ 委員長の選出 

６ 協議事項 

（１）委員長職務代理者の選出 

（２）スキー場の現状について 

  ①宇奈月温泉スキー場の現状について 

  ②県内スキー場の現状について 

  ③今後の予定等について 

（３）意見交換 

（４）その他 

７ 閉会 
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営、経営状況は、大変厳しい。 

・今後はやはり中長期的には、現在の体制或いは経費でこのままスキー場の運営を続

けるということは大変厳しい状況だと言わざるを得ない。 

・今後このスキー場をどのように活かしていくのか、そして今の現状や今後の運営、

これまでの運営等について、市内の関係団体から 13名の方、今回、有識者２名の方

に入って頂いて、総勢 15名の委員の方々によって、この委員会が構成されている。 

・様々な角度から今後のスキー場のあり方の協議、検討をして頂きたい。 

・来年の 3 月末までを目途に今後の方向性について、一定程度のとりまとめを是非、

行って頂きたいというふうに思う。 

・今後のスキー場のあり方については、宇奈月温泉街はもとより黒部市全体の観光振

興や誘客面において、喫緊の重要な課題と考えている。 

・皆様方には忌憚のないご意見を頂いて、是非、検討のとりまとめをして頂きたい。 

 

３ 出席者紹介（事務局）  

―委員名簿に沿って委員紹介― 

―事務局紹介― 

 

４ 委員会設置について（資料１－１～１－３） 

（事務局） 資料１－１～１－３の説明 

 

５ 委員長の選出 

―委員長選出― 

（富山大学教授 森口 毅彦 氏） 

（委員長）  

・専門分野は、会計学で、その中でも管理会計である。 

・現在、大学の地域連携推進機構で、地域活性化にも、携わっている。 

・まさに、このスキー場をどうするのかということは、地域振興、地域活性化に関わ

るところだと思うので、微力ながらお役に立てればと思う。 

・管理会計は、一見すると企業経営に対して、数字で冷徹に判断を下すようなイメー

ジがあるかもしれないが、やはり企業というのは、人でできていると思う。 

・最終的には人が集まって人が動かしていくのが企業だし、それがあって初めて企業

経営もうまくできていくと考えている。 

・地域活性化についても、人が集まって、みんな同じ方向を向いて、みんな力を合わ

せて、そして力を出し合っていくことで、より良い地域活性なると思う。 

・この検討委員会についても、思いを同じ方向に向けて進み出すお手伝いができれば

良いと考えている。 
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６ 協議事項 

 

（１）委員長職代理者の選出 

―委員長職務代理者選出― 

（宇奈月温泉自治振興会会長 河田 稔 氏） 

（委員長職務代理者）  

・宇奈月温泉にとってスキー場とは、どういうところかということについては、意

見交換で話させて頂きたい。 

・この委員会が宇奈月温泉、スキー場の活性化に是非、役に立つ委員会になってほ

しいと思う。 

 

（２）スキー場の現状について（資料２－１～２－５） 

 

（事務局） 資料２－１～２－５の説明 

（K委員）  

・以前からスキー場のイベントに携わっているが、５年前くらいからスキー場とい

う感覚からスノーパークという考え方に代わってきた。 

・スキー場はご覧のとおり、リフト１本しかないちょっと寂しい状態である。 

・市内、例えば、生地の方がまったく雪が無いときでも、雪というものに、直接触れ

て、いろんなことができる場所がスキー場がある大原台である。 

・そういった考え方の中で、これは、公募もしたが、雪の公園ということで、宇奈月

スノーパークという形で呼んでいる。 

・正式名称は宇奈月温泉スキー場であるが、ホームページやいろんな告知をすると

きには、スノーパークという名前で、スキーだけではなくて、いろいろな雪のア

クティビティを体験して頂く場所という位置付けで、運営してきた。 

・毎年、雪のカーニバルの翌週にスノフェスタ―というイベントを開催しているが、

この日は、ゲレンデには、お客さんがいない場合でも、ロッジ前にたくさんのお

客さんがいる。 

・スノーパークとして位置付けるという考え方は、正しいと感じている。 

（Ｊ委員）  

・第２回検討委員会で現地視察となっているが、時期的に雪の降ってないスキー場

を視察するのか。 

（事務局）  

・本来だと、オンシーズンを皆さんにご覧いただくのが、一番よろしいのかもしれ

ない。 

・２回目で現地視察をする意図は、今日は第１回目ということで、現状確認が主で

あり、２回目以降、具体的に課題の洗い出しとか、或いは、改善策の検討を行って

頂く上で、やはり、その前に現地を見て頂かないことには、検討できないのでは

ないかという思いである。 
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・地元の方々で良く知っている方は無理して現地視察を行って頂く必要はないと思

う。 

・今回、委員をお願いした方で現場を良くご存じでない方もいるかと思い、具体的

な検討の前に見て頂きたいという主旨でお願いするものである。 

 

（３）意見交換 

 （委員長）  

・協議事項（３）の意見交換に移らせて頂く。 

・検討課題について、委員の皆様でご自由に意見を出してほしい。 

 （Ｇ委員）  

・市内小中学校のスキー学習については、宇奈月小学校、中学校だけが、宇奈月ス

キー場を利用している。 

・なぜ他の小中学校は県外のスキー場又は近隣のスキー場に行くのか、また宇奈月

スキー場でスキー学習をする予定があるのかないのか、次回の検討委員会まで、

調べてほしい。 

 （Ｊ委員）  

・宇奈月温泉地域にとって、スキー場というのはどういう存在なのか、どういう成

り立ちでどうなってきたのかということをまず改めて委員の皆様に理解して頂き

たい。 

・会議資料の中に宇奈月温泉のスキー場というのは、昭和 31年２月設立となってい

るが、これは、あくまでも宇奈月スキーリフト株式会社が設立されたのが昭和 31

年であって、実際は、宇奈月温泉の開湯或いは開湯以前からあそこでスキーをし

ていた。 

・これは、北陸地域、また全国的に見ても早い時期にスキー場であったということ

である。 

・大正の終わりから昭和、戦後にかけて、多くの方々がスキー場を利用していたと

いうことになる。 

・単に観光だけではなくて、地域の人たち、みんなに愛されてきたスキー場である

ということの認識をして頂きたい。 

・観光面についても、いろいろ紹介されて、様々な宇奈月に関わる歌とかにも反映

されているし、例えば、短歌でも与謝野晶子や鉄幹の詩にも宇奈月温泉のスキー

場が出てくる。 

・林秋路という高志の国文学館でおわらの絵を描いている作家の作品に「宇奈月の

雪」というものがある。 

・この作品は展示されてないが、この作品の中にも、スキー場の絵が描かれている。 

・宇奈月温泉スキー場、大原台地域というのは、宇奈月温泉にとって、体の一部で

あった。 

・今、かなり厳しい部分はあるが、しかし意識の中では、この宇奈月のスキー場と

いうのは、宇奈月温泉にとって、大事な体の一部であると、そういう認識を地元
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は持っている。 

・観光の側面から言うと、以前は「パパ、ママ温泉、僕スキー」という標語があるく

らい、アピールをしてきたという事実がある。 

・昨今においては、宿泊には必ずしも結び付いていないと思うが、しかし、ポテン

シャルとしては、まだまだあるのではないか、という気がする。 

・今、宇奈月温泉は市の観光政策の中で、冬の誘客とか、或いは外国人の誘客とか、

いうものが、一つの柱というものになっているが、やはりその冬の誘客の柱は、

地域資源として、スキー場を活かしていくことだと思う。 

・外国人も、雪に対する関心というものもかなり多いと聞いている。 

・残念ながら、宇奈月は雪不足、施設の改善等の問題はあるが、例えば雪不足なら、

降雪機を導入して、年中、雪があるというような形を取れば、良いのではないか

と私は思う。 

・再生させていくといったら、そういうことも考えてみても良いと思うし、体育、

スポーツレクリエーション施設として、スキー場のあり方を考えたときに、地域

の人たちにとって、スキー場は、冬の楽しみの一つであり、スポーツであり、リク

リエーションのための施設である思う。 

・宇奈月小中学校というのは、伝統的に宇奈月でスキーをやってきた。 

・黒部市に合併して以来、その黒部市以外の他の小中学校はまったく宇奈月のスキ

ー場を利用していない。 

・地域にとって、このスキー場をもっと活用していくことが、宇奈月を活性化して

いく、スキー場を活性化していく大きな要因になっていくと思う。 

・宇奈月のスキー場は、単に経費が掛かるということではなくて、やはり、ここで

働いている人たちもいる。 

・夏場はトロッコで働いて、冬はこのスキー場で働いているという人たちも、現実

にいるということを認識して頂きたい。 

（委員長）  

・電源開発が始まって 100 年という中で、宇奈月もかなり全国に先駆けて、いろい

ろなレクリエーション施設等、非常に先進的な取り組みをしてきた歴史も伺って

いる。 

・歴史的なものも背負っている中で、このスキー場をどうしていくのかというとこ

ろで、委員の皆様のお知恵を拝借したい。 

 （Ｌ委員）  

・平成 25年度から施設管理公社が一部の業務を担っている。 

・このスキー場というのは、鉄道事業法に基づき、安全性が非常に大事な事業であ

る。 

・また、スキー場は索道技術の資格を持った人がいないと、業務展開できない。 

・宇奈月温泉スキー場についての考え方は、先ほど出た意見は非常に理解できる。 

・これは次回の会議の洗い出しとか、改善策のところで議論すべきかと思うが、と

にかく経営的には大変厳しい状況にあるというところを、どう判断するかいうこ
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とである。 

・地元の希望とか熱意だけでは、果たしてスキー場を持続できるのか。 

・安全性のことについて、スキー場を持続する場合、相当の財政的な負担を覚悟し

なければならない。 

・やはり冬場だけではなくて、オールシーズンというか、やはり大原台だけではな

くて、とちの湯からスキー場への遊歩道のも含めた大原台の魅力といったものを

捉える必要があると思う。 

・次回、是非お願いしたいが、これまでスキー場を巡る、平成７年から町営スキー

場になったこと、それから平成 20 年 11 月に宇奈月大原台設立と、これがどうい

う経過を辿って、今日に至ったのか、やはりこの部分の検証をしっかりしなけれ

ばいけないし、議論していく必要がある。 

・経営体としてのスキー場という側面は冷静に見ていかなければいけない。 

（委員長）  

・今までの経過等の検証についても、必要ではないかというご意見を頂いた。 

・これは次回の論点でもある。 

・重要な問題点を提起して頂いた。 

（Ａ委員）  

・スキー場経営としては、非常に厳しい。 

・教育、地域振興、観光の側面から検討すべきである。 

・地域振興、観光については、宇奈月温泉との連携とか、温泉利用客のどれくらい

の方がスキー場を利用しているのかというデーター等をベースに議論していけ

たらいいと思う。 

・今後、行政コストの妥当性についても協議し、判断をしていけたらいいと思う。 

・今後の安全性についても踏まえると、既に 20 年、30 年と経っているリフトにつ

いては、近い将来、中規模、大規模修繕ないしは更新の必要がある。 

・それらの金額もある程度、念頭に置いて、持続可能性みたいなところも検討すべ

きである。 

・前向きな議論になるかもしれないし、休止とか廃止とかの議論になるかもしれな

い。 

・休廃止の場合も、実際のところ、休止にした場合の点検にも少なからずコストも

掛かるし、その間はどういう風な形で使うのかというのも、また議論になる。 

・撤去になるとこれもまた、少なからず投資が必要ということで、こういうことも

10年、20年の大計で考えることだと思う。 

・数字の整理とか事実関係の整理とかをいろいろと事務局の方にお願いしたい。 

（委員長）  

・今後、必要な議論の方向性をいくつかご指摘頂いた。 

・いろいろなデーターを基にして議論していくことで、より明確に方向性が見えて

くるのではないかと思う。 
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（Ｆ委員）  

・小中学生向けの黒部ジュニアレーシングは、実際のところ、ずっと糸魚川のシー

サイドスキー場で練習をしているが、最近、コーチ陣の都合で練習回数が少なく

なっている。 

・練習の日数が少ないということもあって、土曜日は宇奈月の方で練習できないか、

ということで、いろいろと検討もしているが、なかなか実現できていない。 

・やはり、何か黒部と宇奈月という見えない壁みたいなものがあるのかなと感じる。 

・そういう見えない壁みたいところを壊していかないと元々の黒部市民が黒部の施

設として、スキー場を利用するということに繋がっていかないような気がする。 

・そういうところも皆さんと意見を出し合って、改善していかなければいけないと

思う。 

・全国に宇奈月温泉スキー場のような小さなスキー場がたくさんあって、無くなっ

ているスキー場もあるし、或いは再生しているスキー場もあると聞いている。 

・スキー場再生を専門にしている事業者もあると聞いているので、そのような事業

者の事例も研究することで、ヒントも出てくるのではないか思う。 

・現状を掘り下げても、多分、マイナスな志向しか出てこないような感じがする。 

・成功事例みたいなものも情報として頂ければ、宇奈月温泉スキー場なりの打開策、

方向性というものを見い出せるのではないかと思う。 

・是非、そういった部分を次回又はその次の回でも資料が出して頂きたい。 

（委員長）  

・黒部市と宇奈月町の壁みたいな目に見えないものについても、大きな問題がある

かもしれない。 

 （Ｋ委員）  

・地元小学校のスキー練習会の件について、やはり多くの小学校がシーサイド等に

行っている。 

・実は３年前から学校行事としてではなく、ＰＴＡとして、毎年スキー場に来て頂

いている学校もある。 

・ＰＴＡの冬の活動で、宇奈月温泉スキー場を利用したいという雰囲気になってき

ている部分もあると思う。 

・高学年の方はシーサイドに行っているが、１年生、２年生、スキーを履くにはち

ょっと早いかなという子供たちをＰＴＡとして、冬の間、宇奈月温泉スキー場に

連れて来るようになればよいと思う。 

 （Ｃ委員）  

・先ほどの話にもあったように、過去にはツアーなり修学旅行なり、旅館の集客と

スキー場というのは、非常に関わっていた部分があったが、最近は全然関わりが

ないのが現状である。 

・昨年からインターンシップで、タイと台湾の方から、４月から３月まで滞在して

いる。 

・雪の印象が非常に良かったらしく、スキー場にもインターンシップの方が多く行
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っていたということを聞いている。 

・今後は是非、インターンシップの方に協力してもらって、もっと発信を行いたい

というのが、旅館側の考え方である。 

・今までいろいろなところで、スキー場の話をしても、見向きもされなかったが、

インターンシップと連携すれば、うまくできるのではないかと思う。 

 （Ｂ委員）  

・海外向けには「雪」が商品になってきているのは間違いない。 

・しかしながら、海外の人でも「スキー」となると、白馬に行ってしまっている。 

・宇奈月についても、今のようにスキーにこだわっていたら、やはり難しいと思う。 

・宇奈月は雪がある場所が魅力的で、泊るところがすぐ近くにある、これは逆に言

うと他にはない特徴であるので、これを活かさないといけない。 

・このスキー場の利用日数は、スキーが使えなくなったら終わりという意味の利用

日数なのか、それともスキーは不可だが、例えば、麓のところでは、スノーシュー

で散策可能な場合、それも含めた意味の利用日数を意味しているのか。 

・スキーだけで収入が厳しいのであれば、スノーシューの散策、つまりスキー意外

の利用を考えるべきではないかと思う。 

・大原台では、スキーが出来なくなった後、スキー以外の利用をしてはいけないの

か。 

（事務局）  

・スキー場については、基本的に営業終了というのは、営業最終日を以て、営業終

了としている。 

・大体、その時期には雪質はスキーに耐えられないようになっているのが、最近の

現状である。 

・その後、自らスノーシューで入るというのは、ある意味、少し危険だが、バックカ

ントリーの部類に入る。 

・ただ、バックカントリーをやってはいけないとスキー場の入口には書いていない。 

・現状では冬山登山と同じような形になると思う。 

・スキー以外の利用については、市に相談頂きたい。 

（Ｂ委員）  

・スキーだけで、募集するとなかなか難しいので、例えば、冬のテーマ―パークみ

たいな形で営業期間を打ち出された方がいいと思う。 

・雪がある期間は、その雪を使っていろいろことができるので、スキーができなく

ても営業できるという感覚で考えていった方が良い。 

・それで、いろいろな業者が出てきて利益が生まれてくれば、そこは負担金か何か

で、リフト以外の収入が入ってくるのではないかという考え方である。 

（Ｊ委員）  

・宇奈月温泉スキー場については、先ほどの冬の観光や外国人ということのポテン

シャル等も考えながら、観光振興や宇奈月温泉における体育施設としてのコスト

等も含めて考えて頂きたい。 
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・体育施設に関しては、黒部市にはいろいろな体育施設があるので、そういった施

設に対して、市はどれだけ負担しているのかということも含めて考慮してほしい。 

・砺波の夢の平スキー場は、リフト１基で、営業日数も決して宇奈月とほとんど変

わらない。 

・ところが入込人数、収入は宇奈月と比較して、かなり多いという状況である。 

・これはどういうことかということをもう一回調べてほしい。 

・多分、これは砺波市がこの地域の中で、自分のところのスキー場だという認識が

かなり強くあって、利用しているのではないかと思う。 

・砺波と宇奈月の差を考えて頂きたい。 

・観光ということから言うと、産経新聞の大阪版のスキー場便りになぜか宇奈月温

泉スキー場の積雪量が載っている。 

・富山県のスキー場で載っているのは、宇奈月温泉だけである。 

・関西版の産経新聞は、宇奈月温泉スキー場に対する何か特別なもの持っていると

いうことを改めて感じている。 

・通年観光、通年利用の観点から言うと、実はゴンドラリフトを平和の像まで上げ

ようというような構想があり、関係者で市の方に陳情したという経緯がある。 

・通年利用については、そういうような構想も含めて考えていかなければならない。 

（Ｈ委員）  

・先ほどの宇奈月と黒部の壁というか垣根、そういうのは、昔から私も感じている。 

・黒部市と合併したときに、どうして一緒にならなかったのかなと思って、合併し

ていれば、もっと大きな組織になっていたと思う。 

・今回の資料を見るとやはり、宇奈月は厳しいということは理解できる。 

・今、我々ができることは、やはり集客することだと思う。 

・宇奈月小学校のジュニアスキー教室は、以前は 30人くらいいたが、今は 10人を

切っている状況である。 

・来年度は宇奈月小学校という枠ではなく、近隣の小学校にも枠を広げて申込書を

配布することを考えている。 

・スキー学校の中には、スノボードの資格も持っている方もいるので、その方も交

えて、スキーのほか、スノボード教室もできないかということも考えている。 

（Ｄ委員）  

・数字だけ見れば、皆さんお分かりになるし、逆に委員長はそのところは分析でき

ると思う。 

・それなら先ほどから話があったようにプラス要因で、いろいろな活用方法を考え

て、その上で、経営的な判断をすればよいと思う。 

・そういう形で皆さんと一緒に考えていきたい。 

（Ｅ委員）  

・今まで黒部市の市民スキー大会は、他のところでやっていたこともある。 

・大会開催については、宇奈月ではないからといって、不都合を感じることはない

と思う。 



10 

 

・この検討委員会の目的についてであるが、今の話を聞いていると、どちらかと言

うとインシーズン、スキーの話に重点を置いて話をされているが、この検討委員

会は、オフシーズンも兼ねたことも考えて、立ち上げられたのではないか。 

・採算的に見れば、当然、全然、合わないのは、この数字を見れば、皆さんわかる訳

で、前進するよりも、後ろ向きな話になる訳だが、やはり今、いろいろな話を聞い

ていると、是非、前進してほしいという話が主となっている。 

・この採算性からすると市が果たして、無制限にお金を出るのかと、この辺も非常

に重要な問題だと思う。 

・先ほどの話にもあったように、他の施設にどれくらい予算を使っているのかとそ

の辺も考えて見てはどうかという意見もある。 

・この検討委員会では、市の予算的な枠も考えて頂かないと、なかなか検討しにく

いのではないかと感じている。 

（Ｍ委員）  

・今後、スキー場をどうするのかとか、前向きに考えていくのか、後退するのか、そ

れをまず考えるべきだと思う。 

・シーズンだけでなくてオフシーズンも、どういうふうに活用するのか、今後検討

して、考えていくべきである。 

（Ｌ委員）  

・厳しい見方が出てくるのは、当然だと思うが、しかし先ほど、成功している事例

の話もあるということで、幅広い検討は必要かと思うが、やはり人の確保が問題

がある。 

・関係者が一生懸命やっている冬のイベントについても、市から若干の助成はある

と思うが、基本的にはボランティア活動の延長のような形である。 

・またスキー場運営はやはり非常に安全性が問われるが、今、従業員も高齢化して

おり、リフト、圧雪車の運転等、人の確保という問題もある。 

・本当に持続するのであれば、ある程度、人の確保を見据えなければいけない。 

・スキー場の安全性から言うと、人の問題は非常に重要であるし、有資格者の問題

もある。 

・今、資格を持っているのは、スキー場の職員１名とあと関係団体で１人いるかい

ないかという状態である。 

・やはりそういう意味では、将来的に人の問題も考えていく必要があるだろうと思

う。 

・先ほどの夢の平の話だが、宇奈月と何が違うかと、やはりフルシーズンの活用だ

と思う。 

・宇奈月も、大原台のスキー場だけでなくて、とちの湯を含めて、それから何より

も温泉を抱えているので、やはりトータルの魅力の中で、考えて行く必要がある。 

・宇奈月で他のイベントにも関わっているが、最近、新幹線の効果で宇奈月は非常

に便利なった、行きやすくなったという話を聞いている。 

・関東方面、東京方面から来た人たちが、新幹線で黒部宇奈月温泉駅を降りて、電
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車ですぐ行けるという、これのありがたみが徐々に伝わってきていると思う。 

・集客的なこと言えば、やはりフルシーズンの魅力、とちの湯も含めたフルシーズ

ンの魅力が必要だと思う。 

・夢の平から学ぶところはいくつかあるかと思うし、他の成功した事例も知りたい

と思うが、そういうことをやるにしても、やはり持続するための組織体、担う人

ということも、是非、考えていく必要がある。 

（委員長）  

・今、人の問題というとても重要な点をご指摘頂いた。 

・おそらくここに出席されている皆さんそれぞれ、熱い思いで取り組まれていると

思うが、実際に現場で働いて一緒にやってくれる人たちがいないとか、足りない

とかになると、やはり思いだけが空回りして、なかなか思うとおりに動いていか

ないと思う。 

・今、地方の方ではマンパワーの不足が大きな課題となっていると思うが、そのあ

たりも含め、実行体制も視野に入れたような形で、方向性も考えていければと思

う。 

（Ｇ委員）  

・先ほどの話と関連するが、以前、大原台では、スキー場一面に芝桜にするという

構想で、芝桜の植栽に取り組んだが、結果的には、雑草に負けてしまった。 

・また現在は、炭焼き事業ということで、炭焼き機を作って、一生懸命やっている

ところである。 

・各スキー場の状況であるが、ほとんどのスキー場はフルシーズンで人員配置して

いるか、常勤の方がいる。 

・グリーンシーズンの活用ということで、いろいろな企画をしても、どうしても大

原台とか、その他の協力して頂ける方だけでは、やはりなかなかうまくいかない

というのが現状である。 

・やはり宇奈月スキー場も、グリーンシーズンというのことであれば、やはりオフ

シーズンも常勤の方々を置いてもらわないと、なかなか難しいのではないかなと

思う。 

（委員長）  

・やはり人の問題というのは、大変な問題になっていると思う。 

（事務局）  

・今日はいろいろと忌憚のないご意見をたくさん頂いた。 

・意見の中には、予算的にどれくらいまでならＯＫなのか、或いは全体的に前向き

なのか、後ろ向きなのか、大変重要なご指摘もあった。 

・冒頭、今回このような検討委員会を立ち上げた原点、現状を事務局から説明をさ

せて頂いたが、ここ数年、いろんな要素が重なってこともあり、経営状況的には

かなり厳しい中で、果たして、それに対して、対策を行ってきたのだろうか、或い

は実行すべきことを考えてきたのだろうかという反省点がある。 

・何もしないでこのまま継続していくことは、冒頭市長が申し上げたように、大変
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厳しいものがある。 

・この厳しい状況にどう対策をしていくのかというところが根本にあることを是非、

ご理解を頂きたい。 

・本日、この検討委員会を立ち上げさせて頂いたが、議会に対しても、８月の下旬

から、検討する旨の報告をしている。 

・議会からは、過去の経緯、現状を知らない人を委員にして、方向を出すようなこ

とはあってはならないという指摘も頂いている。 

・その意味で、これまでの歴史、現状、運営の内容に対して、精通された委員の皆様

に検討をお願いしたいと思っている。 

・これから議論を重ねて頂く課程で、アイディア、創意工夫等、意見を広く吸い上

げたいと思う。 

・組織を代表して委員になって頂いている方々がおられるが、できるだけ一個人と

しての意見ではなく、組織としての考え、アイディアを組織内で話をして頂き、

２回目以降臨んで頂くことをお願いしたい。 

・この検討委員会のために、組織の会合を開いて頂きたいということではなく、た

だ、定例的に集まりで、実は事務局からこういう現状の話があって、これからど

うすればよいのか、考えていかなければいけないので、意見を出してほしいとい

うような形で広く吸い上げて頂ければ、大変ありがたい。 

・いろいろなアイディアをできるだけ広く吸い上げて、委員の皆様にとりまとめを

して頂きたいと考えている。 

 

（４）その他 

（委員長）  

・本日は委員の皆様からいろいろなご意見を頂いた。 

・今日頂いたご意見を参考に、論点等の整理をさせて頂きたい。 

・今、事務局の方からもご要望があったが、各組織で組織としての意見、なるべく

創意工夫に関する意見等を今後、お願いしたい。 

（事務局）  

・次回委員会は、10月末を予定している。 

・資料については、他のスキー場関連で一部取り扱いを慎重にして頂きたいものが

あるので、ご留意願いたい。 

 

７ 閉 会 （事務局） 


