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第４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２月 23 日（水）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（委員長）  

  ・今年は大雪によりスキー場は近年に無く、賑わっている。 

  ・２月 19 日現在で積雪 175 ㎝、営業日数 45 日、入込が 7,703 人、1 日平均 171.2

人となっている。 

・２月 11日、12日のスノーフェスタは 991人の来場があった。 

・前回の委員会の後、持ち越しとなった目標の設定について、委員の皆様方に、改

めてご意見を照会させて頂いた。 

・本日はその意見を基に、皆様と十分に議論を重ね、納得のいく目標を定めたい。 

・委員の皆様には、スキー場に対する様々なお考え、思いがあると思うが、これま

での検討、現状及び課題を認識の上、前向きかつ建設的なご意見を賜りたい。 

（事務局） 配布資料（資料１～３及び参考資料）の確認 

 

３ 報告事項 

 

（１）前回の主な意見について（資料１） 

（事務局） 資料１の説明 

質疑なし 

議 題（主旨） 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 報告事項 

（１）前回の主な意見について 

（２）その他 

４ 協議事項 

（１）当面の目標設定等に関する再検討について 

（２）報告書（素案）について 

（３）その他 

５ 閉会 
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（２）その他（参考資料） 

（事務局） 参考資料の説明 

      質疑なし 

 

４ 協議事項 

（１）当面の目標設定等に関する再検討について（資料２） 

（事務局） 資料２の説明 

（委員長）  

・当面の目標設定等に関する再検討について、４つの項目をまとめて報告頂いた。 

・ここからは、４つの項目を一つずつ順番に検討していきたい。 

・まず、先ほど報告頂いた、収支の改善目標のとりまとめ（案）について、ご意見

を頂きたい。 

（委員長）  

・この収支の改善目標については、前回からそれほど大きく変わっていない。 

・基本的には、現在の収支状況を悪化させないということを前提にした上で、少し

皆様の意見を取り入れ、料金収入の増加ということも念頭に入れた形で収支改善

を目指すという目標になっている。 

・その他付帯意見を４つに集約した形でまとめてある。 

・ご意見を伺いたい。 

（Ｈ委員）  

・「最低限の環境整備を行う」というのは（ ）書きのトイレの環境整備を行うと

いう理解でよろしいか。 

（事務局）  

・頂いたご意見を考慮する必要があるという意味で記載した。 

・考慮すべきということで載せたものであり、「行う」ということではない。 

（委員長）  

・特にご意見が無いなら、①収支の改善目標については、このような目標というこ

とでお認め頂いてよろしいか。 

（Ｅ委員）  

・リフト運行に支障が出るような大規模修繕とあるが、どの程度だったら、修繕す

るのか、或いは廃止するのか。 

・17,000千円という一つの枠があるが、大体の金額とかはあるのか。 

（事務局）   

・委員の方からも明示すべきというお話は頂いているが、現在、提示できる状況で

はない。 

・線引きできれば、それに越したことはないが、なかなか簡単な話ではないので、

そこはご容赦頂きたい。 
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（Ｃ委員） 

・赤字も少なくするとなると、利用者数を増やすか、単価を上げるか、あとは上山

リフトを有料化するか、この３つしかない。 

・利用者数を増やしても、３号リフトに乗らないと、収入が増えない。 

・そうなると、上山リフトの有料化するかは、３号リフトの単価を上げるしかな

い。そういう理解でよろしいか。 

（事務局）  

・委員の皆さんから収入増への思いが強かったということを受けて、収入増という

ことを盛り込んだ。 

・企業に無記名の会員券のようなシーズン券を買ってもらう取り組みとか、委員の

皆様からアイディアを頂いている。 

・そういった取り組みを地域一体となって進めながら、是非、収入増を目指して行

こうという委員の思いも受け取れたので、加えさせて頂いた。 

（委員長）  

・①収支の改善目標については、このような形で認めて頂いて、よろしいか。 

（承 認） 

（委員長）  

・①収支の改善目標は原案通りとさせて頂きたい。 

（委員長）  

・②利用者数の目標については、委員の皆様のご意見もかなり分かれている。 

・委員の意見を踏まえた上で、取りまとめ案については、7,500人、１日170人×営

業日数45日としている。 

・降雪等の影響があった場合には、１日平均利用者数を目標とするということにな

っている。 

・そのほか付帯意見として、皆様から頂いた意見を２点、記載させて頂いている。 

・ここについては、根幹に関わるところなので、皆様のご意見を頂きながら、検討を

進めていき、納得の行く形で目標値を定めたい。 

（Ｌ委員）  

・休日の利用者数と平日の利用者数のデータはあるのか。 

（事務局）  

・集計はしてないが、参考資料１で配布している。 

（Ｌ委員）  

・傾向としては、年末年始が多い。 

（Ｈ委員）  

・来年の年末年始はどうなるのか。 

（事務局）  

・今まで通り、雪が降れば、営業する。 

・12月23日スキー場開きで固定にさせて頂いている。準備が整えば、年末年始から

営業する。 
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（Ｌ委員）  

・現在、（火）・（水）を休業しているが、この休業日をわかっている人がどれく

らいいるのか。 

・現地まで来て、初めて休業日と知る方がたまにいると聞いている。 

・このデータを見たら、週末の方が圧倒的に多い。 

・平日に来場者を増やすためには、仕掛けが無いといけない。 

・（土）・（日）は大原台が中心になって、いろいろなイベントをしているが、平

日もイベントを企画し、その上で営業日を絞った方が良い。 

・単価・収入を上げようとして、代金を上げるというのは、あまり現実的ではない

気がする。 

（Ｂ委員）  

・冬期の話については、結局、積雪次第である。 

・宇奈月の観光案内所から見ると、スキー場の来場者は、ほとんど県東部にお住ま

いの方々である。 

・特に子育て世代のお母さん方は、こんな近い所にこんなに遊べる場所があるのか

と言っている。 

・スキーができない子供でも十分楽しめる場所が、遊具がたくさんあるエリアであ

る。ここの認知がまだ足りていない。 

・この目標設定を見てみると、スキー場運営側からの視点が大半を占める。 

・利用者側の調査、いわゆる市場調査、その辺の話が出てきていない。 

・スキー場にとってのお客様は誰なのかという議論を置き去りにして、目標を設定

していくというのは、少し中身がない。 

（委員長）  

・今、非常に良い点をご指摘頂いた。 

・利用者というか市場の観点ということでいうと、次の３番目の関係者の取り組み

とも関連するが、お客様のニーズと数値目標をうまく組み合わせる形で、目標値

や取り組みも検討頂きたい。 

（委員長）  

・１日平均170人、シーズンで7,500人という案であるが、これでは足りないとか、

高過ぎるとか、いろいろなご意見はあると思うが、基本的には、営業日は現在と

同じような前提であると思う。 

・（土）・（日）のみ営業というのは、付帯意見として、検討材料になるかと思う。 

（Ｃ委員）  

・基本的にはこの目標値で良いと思う。 

・年末年始の10日間、この時の積雪有無によって、かなり差が出てくる。 

・この部分は考慮して頂きたい。 

（委員長）  

・今年のデータを見ても、年末年始で大きく違いが出るのがわかる。 

・最後の検討事項になるかと思うが、目標を達成できなかった場合というのは、こ
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れは、必ずしも目標を達成しなったからといって、直ちにやめるというわけでは

ない。 

・目標に向けて、どういう取組をしていったのか、このあたりも、判断材料になる。 

・少し高めというか、少しチャレンジするのが目標設定を行う１つの意味だと思う。 

（Ｊ委員）  

・今回の検討委員会が作られた意味を考えると、やはり目標設定は必要だと思う。 

・目標は、やはりこれからの利用増に向けた取り組みも含めた形で考えていかなけ

ればならない。 

・そういう面で、今回の事務局が提示した、この数値については、いろんな考え 方

もあるかと思うが、私はこれで良いと思う。 

（委員長）  

・利用者数の目標については、原案でお認め頂いてもよろしいか。 

（承 認） 

（委員長） 

・それでは、利用者数の目標についても、この原案通り、お認め頂いたということ

で、お願いしたい。 

（委員長）  

・③関係者の取り組みについては、非常に良い意見が多く寄せられている。 

・皆様から頂いた案について、●黒丸印・◎二重丸・○1つの丸という形で、案を整

理して頂いて、「今後、推進すべき取り組み」、「整理をした上で必要になって

くる取り組み」、「多少課題がある取り組み」、「ご意見」というまとめになっ

ている。 

・是非、いろいろなご意見を伺いたい。 

（Ｃ委員）  

・「観光局を中心にスキー客や雪に親しむツアーの誘致などを進める。」というのが

あるが、実際、宇奈月に宿泊しているツアーの中には、上海から来ているインバ

ウンドのお客様がいる。 

・１週間滞在の中で必ずスキーをやるというのが入っている。 

・大半は、夢の平でスキーをしている。 

・富山県内滞在のツアーで、飛行機の都合で、夢の平で出来ないときに、宇奈月ス

キー場という声も上がったが、休業日で、実現しなかった。 

・ツアー催行有無は約１週間前に分かるので、例えば、このような形での休業日の

営業ができるのかどうか聞きたい。 

（事務局）  

・１週間前に聞いて、従業員を確保できるかという問題もある。 

・ツアー人数もあるが、働く方の都合もあるので、検討が必要だと思う。 

（Ｃ委員）  

・毎年のツアーで、特に２月、しかも平日が多いので、スキー場の休業日と重なる。 

・ツアーは大体１ヶ月前に集客が分かる。休業日の営業は可能か。 
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（事務局）  

・市もインバウンド或いは、冬場誘客に力を入れているので、早め分かれば、対応

するようにしたい。 

（Ｋ委員）  

・実は、先週、外国のお客様から、今週月曜日の朝７時30分にスキー場を利用させ

てほしいというお願いがあった。 

・時間外であり、急な話だったので、お断りした。 

・外国人はスキーよりも、雪を体験したいということが多い。例えば、７時30分か

らということであれば、現地のロッジは対応できる。 

・インバウンドを迎えるための連携や窓口の一本化を考える必要がある。 

（事務局）  

・収支の改善目標、利用者の目標については、事務局の提示をご承認頂いたと思っ

ている。 

・この関係機関が連携して推進すべき取り組みが、非常に大事な部分だと思う。 

・ここをしっかりやらないと10年前と同じになる。 

・今シーズンの非常に雪が多いこと、入込が大変多いことで、安心感が出ているの

ではないか。 

・この安心感により、取り組みが進まないということは、あってはならない。 

・市も関係の皆さん方も危機感を持って頂いて、この宇奈月温泉街にとって歴史的

にも、非常に影響力がある大事なスキー場を廃止することがあってはならないと

いう共通した思いで、取り組みを進めていくことが非常に大事だと思う。 

・●「今後、関係機関が連携して推進すべき取り組み」は今すぐにでも、少し頑張れ

ば、取り組みが進められる事項として、整理をしている。 

・例えば、「企業、団体向けシーズン券の販売を行う」は、商工会議所等を通じて、

各企業にシーズン券を買ってもらうようなことを考えている。 

・他の取り組みについても、観光局、旅館協同組合等、本気でどこが中心になって、

行動を起こすか、このことは、非常に大事である。 

・関係者で連携を図りながら真剣に考えて頂きたいと思う。 

・◎「推進に向けて課題の整理が必要な取り組み」は具体的に前に進めるには、課題

の整理が必要であるということで、整理してある。 

・○「推進に向けて課題の整理が必要な取り組み」は、推進に向けて大きな課題があ

るという整理をしている。 

・そのようなことで最終的な報告書には盛り込んでいきたいと思う。 

・重ねて申し上げるが、決して他人事ではなくて、それぞれ関係の皆さん方には、こ

この部分は我々が中心になって進める、という思いをしっかりと共通認識として、

持って頂きたい。 

（Ｌ委員）  

・今、従業員の確保というのは、非常に厳しい状況にある。 

・既存従業員の老齢化に加え、冬場４か月間だけの雇用ということでは、なかなか
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人は来ないとう現状もある。 

・現在、現場の一職員の人脈で従業員を集めているところがある。 

・先ほどのインバウンド対応できる従業員をどうするかということが問題である。 

・人件費に糸目を付けなければ、確保はできるが、例えばツアーが30人しかないの

に、10人もの従業員を出すのは、なかなか難しい。 

・窓口の一本化や連携も大事だが、どこかに従業員の確保のことを明記してほしい。 

（委員長）  

・今の従業員（人材）確保のことが、入るようなところはあるのか。 

（事務局）  

・課題の整理等で、少し表現を変えて、反映させたい。 

（Ｄ委員）  

・シーズン券の話であれば、1,230人くらいの会員の会報にチラシを入れるのは当然

可能である。 

・企業には、組合もあるし、若い子もたくさんいるので、掲示等で社員に周知する

ことはできる。 

・ただ、こういう取り組みは、繰り返しやるしかない。 

・会頭、副会頭にも話はしてあるので、できる事はさせて頂きたい。 

（Ｂ委員）  

・関係者の中での問題意識も大事だが、ユーザー側の動向（来場者は何に喜んで、

何に満足してないのか、来場しない人は何が原因で来ないのか）を、調べてみた

方が良い。 

・その結果を関係者の中で共有するというのも、効果的だと思う。 

・その結果を基にスキー場の状況や考えを広く周知するというのも、利用促進とい

う意味では良いと思う。 

（委員長）  

・とてもいいポイントだと思う。 

・我々が良いと思って提供するのと、受け手側の捉え方が違うこともある。 

・なぜ来ないのかということを明らかにした上で取り組みをしていく、或いは何ら

か仮説を立てて、それに基づいて行動していく、そしてそれを検証していくよう

なサイクルが出来上がってくると取り組みそのものに客観的な根拠が出てくる。 

・何かお客さんの声を聞くような機会はあるのか。 

（Ｋ委員）  

・具体的なアンケートは、やったことがない。 

・確かにお客様の考えについては、本当に知りたいという思いはある。 

・ホームページへのアクセス数は、週末になる多くなる。原因は分からないが、な

ぜか多くなる。 

・天候が良くても、アクセス数が上がらないと、やはりお客さんは少ない。 

・今年は、当たり前のことは当たり前にやろうということでいろいろ告知を行った。 

・本年度はホームページ、SNS、折り込みチラシも行った。 
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・知り合いの親子連れに「なぜスキー場に来ないのか。」と聞いたら、「スキー場の

営業を知らなった。」という回答だった。 

・認知できていない人は必ずいるので、そういった方達にどうやったら認知できる

のかなというのが、課題である。 

・そういう意味でアンケートは良いと思う。 

（委員長）   

・以前の動画配信の効果はどうなのか。 

（Ｋ委員）  

・動画を見て来た方は、私が知っている限りでは、数名である。 

・その中に別の動画サイトで配信している方がいて、さらにそこでも発信してくれ

た。 

・そのほか、今度、スキー場で合宿みたいなことをやりたいという方もいた。 

（委員長）  

・いろいろとバラエティのある方のアイディアは刺激にもなる。 

（委員長）  

・取り組み案については、先ほどの、従業員とか人材の件を加える形で、お認め頂

いてよろしいでしょうか。 

（Ｆ委員）  

・取り組みの内容は、問題ないが、主語が無いので、誰が取り組むのかというのが、

不明確だと思うので、そこは、はっきりした方が良いと思う。 

・結局、最後、誰も取り組まなかったということになると 10 年前と一緒の話にな

る。 

（委員長）  

・このことは、根幹に関わってくることかと思う。 

・どこが主体になるかっていうのを入れてはどうか、ということについて、意見を

お願いしたい。 

（事務局）  

・誰がどうやって取り組むかっていうのは、非常に大事である。 

・単独で取り組む場合は、どこかの団体、例えば、観光局で取り組むとか、そうい

うのもある。 

・市が中心になって連携することもある。 

・少し次回まで整理させて頂きたい。 

（委員長）  

・それでは、関係機関を明示した形で次回にもう一度、提出させて頂く。 

（一部修正を行うこととして概ね承認） 

（委員長）  

・４番目の「改善がみられない場合の措置」については、前回からもう少し具体的か

つ、踏み込んだ形でのご提示になっている。 

・ここも大切なポイントだと思うので、遠慮なく質問をお願いしたい。 
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（Ｋ委員）  

・これは、ロッジ側からの意見であるが、現在、レンタルスキー、ソリ等が老朽化

している。 

・今年みたいにたくさんのお客様が来られると対応できない部分もある。 

・更新すべきかどうかということを悩んでいる。 

・ほかのスキー場では、シーズン開始間際で、いきなり営業をやめると言われて、

いろいろなことがご破算になったという話がある。 

・市が判断すると書いてあるが、ロッジ、スキークラブ、施設管理公社、お客様の

立場も考えて、シーズン間際で、いきなり営業をやめるということはしてほしく

ない。 

（事務局） 

・レンタルスキーの更新については、ロッジそのものの経営に関わることなので、

市がコメントする立場ではないと思う。 

・廃止とかに及ぶ場合にその年の 10 月とか 11 月とかいわゆるシーズンオンの直前

に判断するつもりはない。 

・このことは、お約束したい。 

・県内の状況を見ても、このように検討委員会を設置して、議論をして、今後のあ

り方を検討するというやり方を取っているのは、あまり例がない。 

・それぞれの自治体、事情はあると思うが、他の自治体では、委員会を開かずに閉

鎖、廃止をすぐに決めているような状況である。 

・決して廃止ありきで、我々考えてはいるわけではない。 

・どうしたら廃止しなくてもいいのかという思いであることを改めて申し上げたい。 

・しかしながら、止むを得ずそういう場合においても、一般常識的にいうと最低１

年前、又はそれ以前には申し上げるべきだろうと思っている。 

・そうしないと、仕事上の問題とか、当然支障が出てくる。 

（委員長）  

・「改善がみられない措置」については、原案の形で目標に盛り込んでよろしいか。 

（承 認） 

（委員長）  

・それでは、ただ今、協議事項（１）当面の目標設定等に関する再検討について、

①収支の改善目標、そして②利用者の目標、そして③関係者の取り組みについて、

この部分については、次回に向けて、盛り込むべき点があるが、④改善が見られ

ない場合の措置について、原案通りお認め頂いたということでよろしいか。 

 

（２）報告書（素案）について（資料３） 

（事務局） 資料３の説明 

（委員長） 

・報告書素案について構成、内容について、ご意見等をお願いしたい。 

・特に項目３、宇奈月温泉スキー場のあり方については、先ほど協議した目標等が
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入ってくることになる。 

（Ｅ委員）  

・３月末に取りまとめならば、29年度の実績等又は見込を組み込んで頂きたい。 

・今年は特に雪多いシーズンでしたので、それを付け加えた格好で出してもらえれ

ばよいと思う。 

（Ｂ委員）  

・中長期のあり方の部分について、仮に利用人数があまり伸びずに、リフトの更新

の費用が捻出できないとなった場合、別の輸送手段（ゲレンデタクシー等）の導

入ということも検討したのか。 

・リフトに比べると輸送能力と利便性は下がるが、そういうのを検討するという方

向性はあるのか。 

（事務局）  

・リフトの廃止ということも検討して、リフトを廃止した際には、雪上車だったら

どうなるかという収支も提示した。 

・短期的にみると費用は変わらないということで、この件は、中長期の中で検討す

る課題である。 

（委員長） 

・最終的に報告書は、このような形でよろしいかどうか、ご検討頂きたい。 

（委員長） 

・それでは、検討委員会の報告書としては、基本的にこのような形で、進めさせて

頂きたい。 

 

（３）その他 

（委員長）  

・事務局の方から次回の開催時期の連絡をお願いしたい。 

（事務局）  

・次回、第５回の検討委員会については、３月下旬で委員の皆様の日程調整をさせ

て頂きたい。 

・その間、報告書（案）に対するご意見等がある場合は、随時、事務局の方までお

寄せ頂きたい。 

 

５ 閉 会（事務局）  

 

 


