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開議  １５時４９分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） こんにちは。 

  議員の皆様におかれましては、午後からの議員活性化の特別委員会のあと、お疲れ

のところ、本日の会議に出席いただきましてありがとうございました。 

  また、３月定例会におきまして、スキー団体の皆さんから請願が出されまして、そ

れを議会が取り扱うということの中で、スキー場存続に関する調査特別委員会の設立

となったわけです。 

  その、委員会の委員長として私が選出されたわけでございますけれども、大変難し

い状況の中での特別委員会の委員長ということで、大変責任を感じているところでご

ざいます。 

  またきょうは、スキー団体の皆さん８名出席をされまして、それぞれの思いをこれ

から委員会の中でお話をさせていただいて、そののち質疑の方に入りたいと思います

ので、そういうことで一つよろしくお願いいたします。 

    

    ◎開会の宣言 

〇委員長（向井孝一君） 只今の出席委員は１１名で定足数に達しておりますので、第

２回ピリカスキー場存続に関する調査特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

  始めに議題１、請願者等からの意見聴取についてを議題といたします。 

  まず始めに、今金町スキー連盟から、ピリカスキー場に対する思いや、今後の運営

方針等をお聞かせ願えればと思います。 

  始めに、今金町スキー連盟会長、村本君 

○今金町スキー連盟会長（村本智之君） 皆さんよろしくお願いいたします。 

  今金スキー連盟会長の村本と申します。 

  まず請願と要望書を町と議会さんの方に出させていただきました。 

  その中身をまず報告させていただきたいと思います。 

  平成２６年より、スキー運営会社マックアース北海道がピリカスキー場再建のため

に、たくさんの種を撒いてくれました。 
３年目の今年、その種が徐々に実り始め、いま現在たくさんのお客様がピリカスキ

ー場に足を運んでくれています。 
また、次期事業者（ТТN）がピリカスキー場の運営をしないという回答のあと、

町民の皆様や関係団体から、スキー場存続の多くの激励と署名をいただいております。 
町民や道南地域を中心とした署名は５，０００筆を超え、それに背中を押され、ス

キー団体自らが運営をしていく決意をいたしました。 
その背景には、いままで社会教育現場として歴史を積み上げてきた町をはじめ、学

校教育での理解、「北海道の子供はスキーができて当たり前」というフレーズは、こ
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の地域の冬の文化の象徴で、これからも大切な財産として守っていきたいという想い

からです。 
また、ピリカスキー場は観光施設の一つとして捉えていた部分がありますが、いま

までの観光振興のツールとして捉えるのではなく、近隣４町との人づくりのツールと

して、私たちスキー団体が連携をして発信し、４町連携モデルの一つとしてウインタ

ースポーツの拠点になれると考えおります。 
  今金町スキー連盟及びスキー関係団体は、「スキー場営業継続」をするための可能

性や道筋を模索してきましたがその中で、スキー団体による新組織を結成し、この地

域にピリカスキー場を残していくために、運営をしていくことに対して、過去の第３

セクターや指定管理制度で支援していただいてきた時と同様に、町はこれからも存続

して、同様の支援をしていただきますよう、次の事項について町に対して働きかけい

ただくことを強く要望そして、請願いたしました。 

１、スキー場を維持するための費用を、いままでと同様に支援していただきたい。

（人件費を抜く） 

２、国有林を町有化して、初心者向け受け入れやすいコースレイアウトの変更。 

３、今後、索道の新設を検討していただきたい。 

  以上３つですが、今後、継続して行った場合に、必ず問題となる部分だと考えてお

ります。 

  どうかこの部分を、ご理解とご協力お願いいたします。 

  これが要望、請願の理由になります。 

  まだあるんですがよろしいですか。 

  ちょっと長くなりますけど。 

  署名活動に至るまでの理由なんですが、昨年１月に北海道マックアースリゾートが

本社、親会社であるマックアースの持つ本州のスキー場の雪不足の煽りを受け、ピリ

カから撤退することが報告ありました。 

  その話を受け、私達スキー連盟を中心に、各スキー団体と様々な存続に向けた活動

をしてまいりました。 

  特に受け皿となる企業探しに時間をかけましたが、受け皿となる企業などが中々見

つからず、町にもお願いいたしまして、当時ピリカに次期入る話のあった業者のТТ

Ｎさんの方に懇談を開いていただきました。 

  スキー場も一緒に営業を考えていただけないかとお願いしましたが、やはりノウハ

ウがないということもあり、お断りの連絡が昨年１２月の中旬にありました。 

  また町長と直接、スキー関係団体と懇談していただき、そこでは次の受け皿がある

のであればできない話ではないと言葉をいただき、また企業が見つからない場合も自

ら私達スキー団体が会社を立ち上げた場合、受け皿となるとしたらどうですかと話を

した中で、その場合も協力できない話ではないと、お言葉をいただきました。 

  このことから、最悪、受け皿が探せないとしても、自ら会社を立ち上げ受け皿とな

り、存続させていかなければという気持ちで、受け皿探しとともに、自ら会社を立ち
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上げ運営していくことまで視野に入れながら、いままで活動してまいりました。 

  また、町民や利用者からなど、ここピリカをなくしてしまったら今金町に何が残る

んだ、唯一の観光施設なのになどスキーに来ている利用者から、ここで練習ができな

ければもうスキーはできない、子どもにやらせてあげられないなど、様々な声を聞き

ました。 

  我々スキー団体が１軒１軒、町を回らしていただき、署名活動をしてきた中で、住

民のほとんどの人からは応援すると、スキー場はなくしてはならない、との声をいた

だき、とても感謝しております。 

  また、町民の方々は、それだけピリカスキー場に対しての思い、実際スキー場を使

っていなくても、そういう町のシンボルとしての思いが町民にはたくさんあるんだと

感じました。 

  また、ピリカスキー場は冬の農家の閑散期の雇用も多く、雇用の場としても大きな

影響を与えてきました。 

  このことから、この声を町に伝えるべく署名活動が行われました。 

  署名の数は、町民で２，３３０人、町外で３，３３１人、併せて５，６６１人も声

が集まりました。 

  町民の全体が５，５００人程度ですから、町民から約半数まで行かなくても、３分

の１以上は有に超えております。 

  また、町外の署名は町外からお金を貰っていないからという声が多々聞こえてくる

こともありますが、町外から残してくれという声のほとんどの方は利用者であり、言

わばピリカのお客さんであり、ファンです。 

  ずっとピリカを利用して、お金を払い続けた方々の声を無視はできないと私達は考

えております。 

  どうかこの声を前向きに捉えていただき、存続、営業継続ができますよう、町への

働きかけをどうぞよろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

  どうも有難うございました。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、今金町スキー連盟事務局、鈴木君。 

○今金町スキー連盟副会長（鈴木 忍君） 今金町スキー連盟、鈴木です。 

  きょうは、よろしくお願いいたします。 

  今金町スキー連盟では、僕の方からは事業内容の説明を簡単にさせていただきます。 

  今金町スキー連盟では、いま現在活動している内容といたしましては、スキー授業

の小学校、中学校のスキー授業の派遣、一般の級別テスト、ジャニアバッチテストの

開催、そして小学１年生から４年生までを対象とした、ウインタースポーツを始めて

取り組む入口としてスキーの初心者向けのジュニアクラブ活動を行っています。 

  過去５年のデータではありますが、ジュニアクラブ会員数は毎年２０名を限定とし

て行っておりますが、２０名を超え２４名、２５名と言うような形で、毎年多くの応

募をいただきながら、運営をしております。 
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  過去５年間で、１１５名の方が在籍してスキーを習っております。 

  検定におかれましても、級別テストでは毎年１７名から２２名、ジュニアバッチテ

ストでは毎年２０名から４３名の方が受験いたしまして、その半数以上がバッチを取

って、更にスキーがしたいというような形で向上心を持ってスキーに取り組んでいた

だいております。 

  スキー授業に関しましては、小学校では毎年１６回の派遣依頼がありまして４０名

の、延べ回数４０名の連盟のスタッフを送り込んで、小学生のスキー授業のお手伝い

をさせてもらっています。 

  中学校におかれましては、５回から８回、毎回２名のスタッフを派遣しまして合計

１６名の派遣を毎年行っております。 

  続きまして、ピリカスキー場はいま現在、スキー場と温泉施設がございまして、生

涯スポーツとして、保養の場として活躍もされています。 

  複合的な施設のおかげで、町民の健康維持に対するニーズや、町民の憩いの場とな

っております。 

  これは町民だけにとどまらず、多くの近隣町民の方も利用し、今金町の観光や流動

人口としても大きく寄与いたしまして、お金を支払って利用してくれているような状

況です。 

  また、スキー連盟にはいま現在、教育部と競技部という組織を強化しておりまして、

スキー場をホームゲレンデとしてスキー少年団が中心となって選手の育成を行って

おります。 

  その中でも、今金町応援大使でもあります、プロスノーボーダー松井克師氏、登山

家の栗城氏は、ピリカスキー場で研鑽をつみ、いま現在では、日本や世界を舞台とし

て活躍しているような状況であります。 

  その他にも、ピリカスキー場で研鑽をいたしました方では、全日本ジュニアチーム

に所属をしたり、国体に出場したり、ナショナルデモンストレーターになったりと、

あらゆるスキーの分野で活躍している実績もございます。 

  ピリカスキー場を舞台として、多くの町民が２６年間歴史を歩んできました。 

  町民の社会教育施設の現場、町民の健康維持・増進の現場、そして町民の夢を叶え

る現場として活躍してきました。 

  これからも子どもから大人まで、今金町も近隣町村もピリカスキー場がキーワード

となって、多くの交流人口を創出するツールになると今後も確信しております。 

  私の方からは以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、スノースクールピリカよりお願いいたします。 

スノースクールピリカ代表、白岩君。 

○スノースクールピリカ代表（白岩正美君） スノースクールピリカ代表で、白岩と申

します。 

  私の方からですね、スキー連盟と若干かぶる部分もございますけれども、いまの私

達の気持ちをお話したいと思います。 
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  まず、ピリカスキー場はですね、函館圏、また後志圏との境にございまして、大規

模リゾートとは異なる小さなスキー場ならではの魅力があると思います。 

  最近では、外国の人のいないスキー場、あとはあまり混まないところのスキー場、

適度に楽しく滑れるといったスキー場、ネットでですね検索しながら道南、道央、各

地からですね、友達を誘いながら、お客さんが徐々に増えてきている状態であります。 

  スキー場の役割は、底辺拡大の為に、幼児から大人までスキーの楽しさを教えてい

く過程ですのでいま、我々一応スキー場に行くと、先生と呼ばれます。 

  その中で、先生滑れるようになったよ、またきょうは一回も転ばないで上から来れ

ましたよ、そういうことを聞く度に、その子ども達と一緒に喜びを分かち合いながら、

子ども達の為に、また冬場の健康維持の為にと汗を流す、若干年を取ったナイスミド

ルの為にですね、このスキー場は是非、存続するべきだなというふうに強く思います。 

  人格形成という面からもですね、学習の面でも、今金の子ども達はスキーが上手で

すねと良く言われます。 

  これは今金としては大いに誇れることであり、体力の向上に役立っていることだと

自負しております。 

  つい最近ですが、小学校１・２年生ですね、まだピリカに行けない子ども達に、３

年生になったらピリカでスキー学習できるんだね、こう言われたことがあります。 

  その時私はですね、こういう状態を分かっておりましたので、なんと答えて良いか

言葉を詰まらせたわけですけれども、低学年でしっかり基礎等を学びですね、３年生

になったらピリカデビューをするという子ども達の夢、そういう子ども達の多くの夢

をなくするわけにはいかないと、本当に強く思います。 

  これが１つの切っ掛けとしてですね、署名活動をはじめ、私達の思いを町民の皆様

にお話しし、ご理解をいただきに歩いたわけでございます。 

  町民の皆様には、たくさんのご意見をいただきました。 

  今更、どうのこうのということもいただきました。 

  また、教育施設として体育施設としてどうかなと、そういう意見も数多くいただき、

署名いただいた皆様に、総じてはこのスキー場は閉鎖するべきではないという意見が

ですね、数多くあったことは事実でございます。 

  これを励みにですね、我々がいまできることは何か、どうすれば継続営業ができる

のか、そういうことを考えながらですね、いまこの場に我々スキーを愛する者達が集

まって、皆さんにお願いをしているところでございます。 

  最後になりますけれども、将来を担う子ども達の為に、また今金町の活性化を願う

若者達の為に、そしてこの町に住んでいて良かったと思うシニア層の為に、是非、ス

キー場を残していただき、特段のご配慮を皆様方にお願いをして、私の私見といたし

ます。 

  ありがとうございます。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、今金スキー少年団よりお願いいたします。 

  今金スキー少年団代表、小林君。 
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○今金スキー少年団代表（小林 実君） スキー少年団の代表指導者をしております、

小林と申します。 

  スキー少年団としては、子どもの活動をして行く為にも、是非、スキー場の継続を

していただきたいという思いは、他の団体と同じでございます。 

  ただ、スキー少年団は子ども達を中心として活動をしている組織である為、請願書

にも出ていました、スキー団体が運営していくという部分については、少年団の目的

趣旨からはちょっとかけ離れている為、自らの運営の部分については差し控えさせて

いただくことになるかと思います。 

  また、教育的施設として考えた場合、各学校のスキー授業、冬期の子ども達の体力

増進、また土日は家族でのスキーを楽しむ場としては、ピリカスキー場は大きな役割

を果たしていると思います。 

  また、今後のピリカ地区のことを考えた場合ですね、日本一の長い築堤を誇るダム、

それから海牛の里、また今年から、はまの野菜を栽培するＴＴＮコーポレーションの

誘致、それからピリカのスキー場、これらの施設が整えば小規模ながらも観光商業の

施設として、経済効果が期待できると思います。 

  またそこには雇用も生まれてくるものと思われます。 

  以上のことから、是非、スキー場の存続をお願いしたいと考えております。 

  簡単ですけども、以上でございます。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、請願者スキー団体が所属する今金町体育協会より、ス

キー団体への支援方針等の考え方についてお願いいたします。 

  今金町体育協会副会長、山田君。 

○今金町体育協会副会長（山田 悟君） 体育協会副会長の山田でございます。 

  まずもって今回請願が出されたことに対して、私は加盟団体でございますので全面

的協力をしたいと、役員一同そう思っているところでございます。 

  とにかくスキー場がなくなると、子ども達の運動する場所というよりも、いままで

あった物がなくなることに対しては、なくすることは簡単ですけども、再度作ること

は非常に難しいと思います。 

  子ども達の夢は、先程、白岩さんが述べたように、３年生になったら行けるんだと

いう夢を潰さないようにするためにも、できれば残していただきたい。 

  その為には、我々は全面的に協力もしていきたいと考えています。 

  それと、スキー場がなくなることに対しての、議員さん達の考え方もちょっと、私

達も聞いたことがあまりないもんですから、この場を借りてお伺いできればなと考え

ております。 

  あと体育協会としては、スキー場だけを残すという部分では考えていませんので、

今金町全般の体育、健康増進等にこれからも行こうと思っています。 

  その部分についても、今回のこのスキー場を維持できるか、できないかということ

に対して、皆さんのご協力を切にお願いをして私の答えとさせていただきます。 

〇委員長（向井孝一君） 最後に、クアプラザピリカより、スキー場運営上の諸課題等
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についてお聞かせ願えればと思います。 

  クアプラザピリカ支配人、佐藤君。 

○クアプラザピリカ支配人（佐藤芳暢君） クアプラザピリカの佐藤と申します。 

  スキー場の環境について、私、ここのスキー場に来たばっかりの時には、最初ピリ

カスキー場の場所すら本当は知らなかったです。 

  ゲレンデの状態もどのようなものかも分からない状態で、一度ここに最初に足を踏

み入れました。 

  その時に、ゲレンデの状況だとか、この辺の環境とかって色々と勉強いたしまして、

ニセコから函館まで行く間に、本格的なスキー場というのはここしかないんだなと。 

  他に小さなスキー場だとか、ロープトウがあったりとか、小さなスキー場は確かに

ありますが、ニセコから函館まで長いこの広いエリア、檜山地区、この辺には大きな

本格的な斜度とか斜面の大きさとか、こういった本格的なスキー場っていうのはここ

しかないんだなんというふうに思いました。 

  当時、当社のオーナーというか会長であります一ノ本がここのスキー場を見た時に、

絶対ここのスキー場は潰すべきスキー場ではないということも一言いいながら、この

辺でもしスキー場がなくなれば、この辺のスキー人口の底辺が少なくなってしまうな

とか、そういったことも危惧して、ここを何とかやりたいというふうに当時は言って

いたのを覚えております。 

  こういった環境の中から、このスキー場の役割とは何なんだろうなというのは、私

も考えまして、この辺のスノースポーツ、先程も何度か言葉が出ていますが、スノー

スポーツの底辺となるような、ウインタースポーツ、スキー、スノーボード、色々あ

ります。 

  それがこの辺からなくなってしまわないような、そういったところを底辺に、ター

ゲット層というか環境としてここは必要な役割を持っているだろうと。 

  もう１つが、地域住民が冬寄り合う場所と言いますか、スキー、スノーボードしな

くても冬に遊べる場所、雪遊びができる場所だとか、スキーを小学校に入る前にスキ

ーを体験しようと思った時にスキースクールがあったりとか、連盟さんが色々活動し

ていたりだとか、スキー場の中にキッズエリアがあってそこでスキーを体験できると

か、そういったところで小さな子どもの内から雪に触れて遊べる場所というのを、提

供できるような場所じゃないかなというふうに思っておりました。 

  スキー場の役割としては、そういうふうに考えておりましたので、実際に自分達が

営業する上でターゲットは地域住民の方だったり、ファミリー層であったり、それか

ら先程もスクールですとか、連盟さんからもたくさんの選手が出たという話も出てい

ますので、この辺の地域で、本格的な場所はスキー場としては、ここしかなかったの

でね。 

  急斜面だったりとか、トレーニングするには最適な場所だったり、そういうような

二面性を持っている山だなと感じておりました。 

  なので、ここのスキー場のしている役割は、大きな体育施設として選手を育てたり
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とか健康増進の為になる。 

  もう１つが、ファミリー層だとか、シニアの方々がお孫さんを連れてきて、スキー

場で雪遊びができるようなというような二面性を持った役割があるかなというふう

に思って、ここにターゲットを絞って営業しようという形できておりました。 

  その為に、このスキー場で思ったのが、賑やかさが足りないなとか、色が足りない

なということを感じました。 

  そこで賑やかさを出したりとか、認知度を上げるためにどうしたら良いかというの

は、副支配人とも相談をしながら、毎週必ずイベントをやろうと。 

  毎週イベントを必ずやるということで、賑やかさを取り戻したり、何らかの切っ掛

けで、お客さん達が集まってくれたり、それから色んなイベントをやることで、色ん

なところでスキーヤーだったり、そうでない人達であったり、取り上げていただいた

り、自分達が告知する為の基になるものは、どんどん作られるということで、毎週イ

ベントを行おうというふうに努めてまいりました。 

  イベントについても、スキーに偏ったりとか、そういう統一感を逆に持たないで雪

で遊ぶ方はどうだとか、スキーとかスノーボードを関係なしに、レストランに足を運

んでもらうにはどうしたら良いかだとか、色んな分野でイベントとかを組み込んでや

ってまいりました。 

  そういったところで、一生懸命やってまいりましたので、最初の内の３年間につい

ては、スキー場のお客さんがたくさん来ていただくための、認知度を上げるための投

資がかかるだろうと。 

  場合によっては５年間かかるかも知れないという覚悟でやってまいりましたので、

自分達の中では販売促進費と広告費というのは物凄く頑張りながら、そこで営業して

まいっております。 

  こういった形でずっと続けておりましてので、あとはスキー学習ですとかそういっ

たところも、色んな学校さんにもご利用いただいたりもしていますし、今年、私自身

も送迎バスを運転して八雲の小学校に行ったりだとか、せたなの方の小学校に行った

りしているんですが、その時にも学校の先生からスキー場がなくなるのはやっぱり寂

しいし、是非、来年も頑張って欲しいという言葉をいただいております。 

  幸せなことに、今金町は皆さん、町のバスでスキー場に来られるんですが、他の町

になりますと貸切バスを使用しなければならない、貸し切りバスを利用するのに金額

が高騰しているのでスキー場に送迎バスをお願いできないかという相談の中で、やり

繰りをしていましたので、スキー場として送迎バスを運転して迎えに行ったりしてい

ます。 

  その時に、色々な声の中には、貸切バスも高騰していて中々行く回数が減っちゃう

んだけど、スキー場が送迎バスを出してくれているので例年通りの回数行けるように

なりますとか、そういった形の言葉もいただいているんですね。 

  先生方もやっぱり生徒達にスキーを教えるということ、それから広い大きな斜面で

長いリフトに乗ってレッスンができる、授業ができる、子ども達も長い距離を滑られ
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るというところで、凄く喜んでスキー場に来ていただいておりますので、そういった

ところでのスキー学習についても、大事なものだったんじゃないかなというふうに思

っております。 

  以上、そのような形でスキー場を運営しておりましたので、ここでそういった話を

させていただきました。 

〇委員長（向井孝一君） 以上で、スキー団体の皆様の説明を終わります。 

  これより委員の皆様から、質疑等がございましたら、お願いいたします。 

  ありませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） きょうは、スキー関係団体の皆さん、議会の参考人というこ

とで、出席をいただきありがとうございます。 

  何せ私達も初めての参考人に来ていただいたということでは、こちらも緊張してい

ますけども、なるべく分かりやすい話で、お互いやり取りができればなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  まず、お願いが１つあります。 

  先程、スキー連盟の副会長、鈴木さんから話があった活動の実績。 

  これはもし良ければ、議会の方に資料として提出をいただければ、有難いなと思い

ます。 

  スキー授業の回数、お客さんの数だとかって、５年間の数字が出たようですけども、

是非、それを資料としてお願いできればっていうふうに思います。 

  それから、具体的になんですけれども、先程、お話があった、ニセコとかルスツに

ついては、多くの外国人スキーヤーが来ているということ。 

  この外国人スキーヤーが来ることによって、日本のスキーヤーはどうなるのかって、

一緒に滑るということに対して、テレビでよく見るとヘルメットをかぶって親子連れ

で来ているようですけれども、今金、特に日本のスキーヤーはヘルメットもかぶらな

いし、家族で楽しむという感じなんですけれども、客層の違いでピリカスキー場がい

まどういうお客さんが多いのか、あんまり外国人の方は見かけないと思うので、例え

ば札幌から来ているだとか、函館は元々エリアかなと思うんですけれども、どっか遠

くから来ているような人があるのかどうか、お客さんのエリア、この辺で特徴的なも

のがあればお知らせをいただきたい、委員長１つずつ聞きますか。 

〇委員長（向井孝一君） そうですね。 

○１０番（山崎 仁君） はい、それをお願いします。 

〇委員長（向井孝一君） まず、一番最初の資料提出については、後程でよろしいんで

すが、事務局長、よろしいですか。 

  鈴木君。 

○今金町スキー連盟副会長（鈴木 忍君） 過去５年間の資料はいま手元にございます

ので、後程、お渡しできると思います。 

  以上です。 
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〇委員長（向井孝一君） 次の質問に答える人は。 

  クアプラザピリカ支配人、佐藤君。 

○クアプラザピリカ支配人（佐藤芳暢君） いまちょっとターゲットの話もさせていた

だいているんですが、実際に現実どの位のお客様がその地域から来ているかというと、

近隣町村で９割くらいはいきます。 

  マニアな大会も行っていますので、例えばその大会を目的に来ていらっしゃる方は、

札幌の方面ですとか、あとは旭川の方から足を延ばしてくる方も中にはいらっしゃい

ます。 

  ちょっと外国人の話も出たんですが、私としてはここのスキー場はあんまり積極的

に外国人の招致をやっておりません。 

  ただ時代の流れとして、外国人に視点を向ける部分も必要だと思ってはいるんです

が、基本的にこのスキー場はどちらかというと、地域の方だったりとか、日本の方が

滑ってくれた方が良いのかなと思っておりまして、理由として外人さんが多いところ

って日本人行きたがらない部分が多かったりするんですね、他のスキー場の方で、例

えば、ルスツもニセコもそうです、外人さんが多い時にリフトのゴンドラ乗った時に、

例えば家族４人くらいで乗った時に、外人さんが２人で乗ってきた。 

そうしたら外人さん２人で、ばーっと英語で会話されると、普通に楽しげに乗って

いた４人の家族が無言になったりするんですね。 

  なので外人さんに対して慣れていない日本人の方って凄く多く感じます。 

  ここら辺の地域で言えば、ルスツだったりニセコというのは、外人さんがとても多

いので、そこにはたくさん集まって来ます。 

  だからそこは嫌だ、外人さんが一緒に滑るのは嫌だな、怖いなと思っている日本人

は結構たくさんいます。 

  そういった方々の話を聞いていると、やっぱり町営スキー場の方が落ち着いて滑れ

るとか、ニセコの方に行きますと料理１つ、昼ご飯食べようと思っても３０００円、

宿泊１泊しようと思ったら２万円、こんなんになったら家族で全然旅行ではいけない

となると、中堅どころのスキー場を選びやすいというパターンがあるかなと思います。 

  最近の様子を見ていますと、北海道のスキー場で外人を入れているところだと、ど

んどん値段が高騰してきているので、そういったところから長野の白馬の方に外人さ

んがたくさん移ってきたりとかという状況も実際にあったりします。 

  そんな中で、いまここでピリカスキー場としてターゲットを外国人の方に引っ張っ

て行くというのはちょっと難しいかなというのは、僕は感じているところです。 

  よろしいですか。 

〇委員長（向井孝一君） 他にありませんか。 

山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） スキー場というのは、それぞれ同じことを狙っても、同じ結

果が出るかどうかというのは、多分難しいと思うんですよね。 

  その地域にあったスキー場の運営方針でもってやっていかれるべきだと思って、３
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年間マックアースには経営をしていただいたわけですけども、さっき言った小さい子

ども達からということでは、例えば、スキーとかスノーボードだけじゃなくて、スノ

ーパークと言うんですか、言葉は見つからないんですけど、いま日本ハムがボールパ

ークとかというのを求めて、新しい球場を作ろうとしているようですけれども、その

スノーパークとして、小さい子供が雪に親しんで、ミドルになってくると健康増進だ

とか、色々考えられるんですけども、そういう可能性というのはありますか、このス

キー場に。 

  スノーパークのような考え方で、これから運営するということができそうに思うか、

思わないか、その辺はどうですか。 

〇委員長（向井孝一君） どなたが。 

  クアプラザピリカ支配人、佐藤君。 

○クアプラザピリカ支配人（佐藤芳暢君） スノーパークという方針っていうのは、私

自身賛成かなというふうに思っております。 

  スキー、スノーボードに特化してというか、やはりスキー場という名前でいると、

どうしてもスキーをしないから行く場所じゃないというイメージになってくると思

うんですね。 

  ただ、お孫さん達とか、小さな子ども達とお母さんが一緒に遊ぶとかと言う時に、

スキーに関係しないところでソリだとか、今年始めたばっかりなんですけども、スト

ライダーと言って、夏に幼児が三輪車のような幼児が使う自転車にスキーを履かせて

ゲレンデを滑るような物とか、色々とやっているんですが、ゴムタイヤを使ったチュ

ービングとか、確かにそういうものを利用する人も多いんですね。 

  なのでどちらかと言うと、スノーランドとして、スキー場というものよりも敷居を

下げて、色んな方が来られるようにすることの方が、今後スキー場というよりも進め

て行くのには都合が良いというか、お客様が集まりやすいんじゃないのかなというふ

うには感じております。 

〇委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 実際にスキーを滑られている方にお尋ねをしたいと思います

けれども、実は平成２年にこのスキー場がオープンをして、そのあとナイター照明が

付いたり、色々拡充してきた訳です。 

  私も、若干でありますけれども、その当時スキーを滑らせていただいて、楽しんだ

中なんですけども、私達の年代から見ると、子ども達がいまのスキー連盟の会長、副

会長の皆さんなんですよ。 

  当時、多分スキーを滑るというのは、年代によって波があるのかなって気がする。 

  私達の時は物凄く盛んにスキー場に行って、待ち時間が１５分、２０分もあっても

それでも滑っていた。 

  その時、初めてスキーを履いたのがいまの会長、副会長の年代。 

  いま、会長、副会長が家族で考えると自分達の子ども、現実小学生とか保育所を含

めて小学生、どうなんですか、スキーに親しむという機会は多いんですか。 
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  どのくらいの子ども達が来ているかなって、いわゆる３世代でいまの６０過ぎ、３

０代、それからいまの１０代までの間で。 

  ３世代、親子でスキーをする、親子でするスポーツは中々ないと思うんですよ。 

  ですから、そういう意味で言うと、継続できているんだなと思うんだけれども、実

際に子ども達のスキー、これは小林さんもそうなんですけれども、レーシングと基礎

スキーあると思うんです。 

  どうですか、そういう子ども達の様子を見て。 

〇委員長（向井孝一君） どなた。 

  今金町スキー連盟会長、村本君。 

○今金町スキー連盟会長（村本智之君） いま山崎さんが言われたように、自分達の世

代が、自分の親の世代がいまここにいらっしゃる石川さんだったり、白岩さん、山崎

さんもそうでしたけど、自分達が習っていた時には、１００人近くの少年団がおりま

して、その当時は西の杜でやらしてもらっていたんですけど、そこからピリカに移っ

て、そのまま人数も大した変わらず、ピリカスキー場で２７年前ですか、初めてスキ

ーを覚えたことを思い出します。 

  その中で、自分達がいま、自分や鈴木副会長は、そのまま続けた人間ですけれども、

一端仕事が忙しかったり、子育てに忙しくて一時休んでいた方も、いま３０代になっ

て、４０代になる前に、子どもが小学校上がるか上がらないくらいになった時に、い

まゲレンデに来て資格をまた取りだしたり、小中学校で取った１級を今度、準指導員、

指導員を取ったり。 

  また、テクニカルだとかというような様々な資格を取り始めて、今度、子ども達を

一緒に滑らせて、色んなスキー場に連れて行ったり、ピリカにもスノースクールピリ

カ、スキー学校ですけど、そこに入れて子どもを習わせている方がかなり増えてきま

した。 

  見る限り、自分の同じ年代の人方がかなり多いです。 

  やっぱり続けてきたから続けるんではなくて、小さいころやっていたからこそ、ま

た子ども達へ同じ体験をさせたいというので、子ども達を連れてきているのかなと感

じています。 

  また自分もいま、子どもが４歳になりましたけど、やっとスキー場に連れて行けて、

自分が教えると喧嘩になってしまうので、スキー学校に預けて色んな優しい先生に習

わして、教えていただいて、なんぼか滑れるようになりました。 

  僕は子どもには、スキーを続けてオリンピック選手になれと思っていないですけど、

スキーを続けて当たり前に、北海道民として続けてもらえれば御の字かなと思ってお

ります。 

  自分達もスキー連盟、スクール等皆さん同じ考えだと思います。 

  オリンピックだけじゃないんですけれども、まずスキーをやるこういう底辺拡大と

いうところを重視してやっていますので、まずそこに底辺拡大の入り口を広げて、そ

の為には、スキー場がなければならないということを大事に思っていましたし、そこ
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からスキーが本当に好きであれば、またそこから本当に競技志向だったり、色んなと

ころを勉強させてやっていけるのかなと思います。 

  特に、スキー少年団は底辺拡大を目的にやっていますのですけど、スクール、少年

団となりますと競技志向になりますので、技術の高い部分も網羅できているんです。 

  特に、スキースクールでは技術戦に出る子ども達、全国、今年もルスツでありまし

たけど、スノースクールピリカのＯＢで、今年、全日本で活躍した選手も何人もいま

すし、ジュニアの全国大会も、今年ルスツで３月の２５、２６日であるんですけども、

そこにもジュニアの子ども達一生懸命練習しています。 

  そういった中でも、高い技術までもできるスキー場であり、そういう環境がここの

ピリカにあるのかなと思いますので、いま山崎さんが言われたように、親の世代から

自分達、子どもの世代まで、３世代繋がりながら色々やれているなというのは実感は

あります。 

  以上です。 

〇委員長（向井孝一君） できれば、他の方お願いしたいんですが。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） ご苦労さまでございます。 

  きょうタイミング良く道新の記事が出ておりまして、丁度、町民を巻き込んだこれ

から運動をして行く上には、非常に心強い記事でなかったかなと思うんですけど、そ

の記事でもありましたけども、これから町長は皆さん方と話し合うって言っていまし

た。 

  私は、楽観視しているんですよ。 

  簡単に止められない要素がある。 

  いまあそこで、ピリカスキー場を止めると、原状復帰して戻さなければならない。 

  あれだけの面積を緑化して植林して返すって言ったら、何億って金がかかるんです

よ。 

  止めるものに何億の投資するんですか、そんなこと町民が認めますか、それだった

らいまのスキー場を何とかみんなでどうすれば存続できるかっていう道を探して、続

けるのが、私は一番先にやるべきことでないのかなと考えるんですよ。 

  丁度、平成２年にこのスキー場できた時に、これ国設ピリカスキー場って言うんで

すよ。 

  どうして国設って言うのって言ったら、営林署から山を借りてスキー場を造れば、

金を出していなくても国設っていう名前が付くんですよ。 

  当時、国設で一番大きなスキー場がワイスにあったワイスのスキー場だったんです。 

  道内はこの２つよりないんですよ。 

  林野庁も金がないから、ワイスも止めてしまいましたし、いま残っているのはこの

ピリカスキー場だけなんで、町長はその緑化する金が勿体ないから、林野庁にこの山

を売ってくれって言っていますけれども、中々林野庁だって年間いま安くなったと言

え、６０万円程度の賃貸料が入ってくるもんですから、うんとは言わない。 
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  いまの林野庁の次長という人が、沖さんと言いまして、この方が丁度スキー場を造

った時の今金の営林署長だったんですよ。 

  この間も私行って、色々と話をしてきましたけれども、実際ピリカスキー場という

物は、どういうスキー場ということは一番知っている林野庁の次長ですから、何とか

この方のお力も借りて、存続できる道をこれからも見つけていきたいと思うんですよ。 

  皆さん方の思いというのは分かりますし、これから運営会社を作ってやると言って

も、これは町がうんと言わなきゃできないんですよね。 

  これまず、営林署から借りるのは自治体から申し込まなかったら、運営会社が貸し

てくれって言ったって、うんって言わないですよね。 

  そうじゃないですか。 

  そういう問題もあります。 

  ですから、これから何とか理事者に理解してもらって、今年、ピリカの温泉棟あそ

こを１億程度かけて温泉棟を直します。 

  バス１台、泊まれないようなホテルじゃだめですから、合宿でも何でもしてきた人

達が安く泊まれるようなそういうところも必要ですし、そういうふうに色々とこれか

らあのピリカの建物を活かして観光施設としてやって行こうという時に、メーンの１

つであるスキー場を簡単に私は止めるべきではないと思うし、止められないというよ

うな意見も持っております。 

  たった１つ残ってしまった観光施設なんですよ。 

  丁度、平成２年にできた時に、はピリカのダム湖を使って、あそこでボートを浮か

べて観光客を呼んで、そして温泉入って泊まってもらって色んな思いもありました。 

  しかし、みんな駄目になってしまった。 

  たった残っているのは、センターハウスとスキー場だけですよ。 

  何とか私達の時代に、これをなくするようなことはしてはならないと思います。 

  ですから、できる限りの応援もするし、協力もさせていただきたいと思います。 

  色々とこれから新会社を作って行くにあたっても、課題は多いと思いますけれども、

１つ頑張っていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 只今のは、意見ということでよろしいですか。 

○６番（徳田栄邦君） はい。 

〇委員長（向井孝一君） 分かりました。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） まず、わざわざこの議場まで足を運んでいただきまして、本当

に有難うございます。 

  皆様方の本当に熱い思いというのは十分感じることができましたし、私は請願書に

対しての紹介議員という立場でもございますので、それはしっかりと受け止めて、自

分ができることをしっかり、今後していきたいなというふうには思っております。 

  その中で、ちょっとお聞きしたい部分があるんですけれども、先程から新会社とい



- 16 - 

 

う話が度々出ていました。 

  これについて、私は多少耳にはしているんですけれども、その部分をどの程度決ま

っている部分で構いませんのでね、全ていう必要はないと思います。 

  分かる範囲で結構ですので、こういういま動きで準備をしているんだと、そういう

話をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、いかががでしょうか。 

〇委員長（向井孝一君） どなたが。 

  今金町スキー連盟会長、村本君。 

○今金町スキー連盟会長（村本智之君） 新会社設立について、いま考えていることな

んですが、いま実際会社立ち上げに動いているんですが、まず立ち上げに対し設立発

起人メンバーとして立ち上げ準備を進めております。 

  現在、八雲の会計事務所にお願いをし、申請手続き中です。 

  また、会社名は株式会社ピリカプロジェクト（仮）なんですけれども、いまそのよ

うな形で進めようという話で動いております。 

  会社設立にあたり、代表取締役社長、他役員など近々決定する予定です。 

  会社立ち上げまでの資金等はスキー連盟、スノースクールピリカ等の有志で準備し、

立ち上げたのちに広く出資を募りたいと考えております。 

  細かくいえる部分はまだそんなにないんですけれども、いま準備段階としてここま

で、あと細かいことを聞くことがあれば何でも聞いて下さい。 

  答えられることは、全部答えます。 

  以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） そのピリカプロジェクト（仮）ということですけれども、そこ

が中心となって運営をしていくということだと思うんですね。 

  それを予定しているということだと思うんです。 

  今後ですね、冬の部分の管理運営、夏の部分も何かそういうイベントも含めてです

ね、こういうピリカプロジェクトとして子ども達であったり、大人を集めて何か夏の

スキー場の活用も考えているんだと、何かそういったお話がもしあれば冬以外の部分、

冬は勿論なんですけれども、ちょっとそのあたりあれば教えていただければと思うん

ですけれども、ありますか。 

〇委員長（向井孝一君） 今金町スキー連盟会長、村本君。 

○今金町スキー連盟会長（村本智之君） いまのところですけど、会社設立にまだ時間

がかかると思うので、夏場の営業とかのことは、まだ考えられていません。 

  スキー場が営業できるまでに立ち上げなければならないので、いま現在、夏場のこ

とは考えておりませんが、もしできるのであれば、来年度以降そういうことまで考え

ていければなと思います。 

  また、夏の人材だとかそういう部分もこれから問題になってくると思いますので、

具体的に町の方で自分達のことを認めてもらえるような立場になった時に、具体的な

ことを考えられるのかなと思います。 
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〇委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） 夏も今後は検討していくんだと、夏冬通して、先程、山崎議員

からも話がありましたスノーパーク、そういう構想に近づけられるような活動も勿論

視野に入れながら、先程、連盟の会長も言っていましたけれども、底辺の拡大も含め

て、子ども達に広くピリカスキー場、また美利河地区を利用していただくような、様々

な方策を考えているんだというふうに私は考えました。 

  勿論、先程も言いましたけれども、請願書の私は紹介議員ですから、その請願書、

内容趣旨に対して賛同したので、紹介議員になっているわけですから、皆さん方に対

しては本当に是非、頑張っていただきたいし、応援していますし、私のできることは

しっかりとやって行きたいと。 

  今後におきましては、調査特別委員会が数回開催されるんだと思います。 

  そこでの意見集約になり、最終的には議長に提出という形になると思いますけれど

も、皆様方の思いをしっかり汲み取ってやっていければなと思います。 

  本日は有難うございます。 

○委員長（向井孝一君） 意見でよろしいですね。 

○１番（岸 徹也君） はい。 

○委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 多分１つずつクリアをしていかなければならないと思うんで

すよ。 

  さっき聞けなかったんですけど、１つちょっと気になるので分かる範囲で良いです

けども、例えばいま、今金小中学校もそうですけれども檜山北高校、それから長万部

の理科大からもスキーの授業に来ていると思うんですよ。 

  おそらくピリカスキー場が廃止、いまの状況だと廃止という報道もされております

から、このままだとこの方のスキーをする場所がなくなる。 

  もっと小さなロープトウのようなローカルなスキー場はあるにしても、それだけ大

きな大規模のスキー場は中々難しいと思うんですよね。 

  この方達がもし近隣でピリカ以外で滑れるとしたら、どこがあるんだろうなと思う

んですよ。 

  要するにスキーができなくなるか、それとも他に行くかしかないと思うんです。 

  この辺はどうなんでしょ。 

  分かればということで。 

○委員長（向井孝一君） スノースクールピリカ校長、石川君。 

○スノースクールピリカ校長（石川俊典君） 実際にですねいま、当スクールを使用し

ていただいている学校なんですが、中学校が限定で瀬棚中学校がうちの学校を利用し

ていただいております。 

  それにつきましては、３年前からの資料ですけど４５名、５２名、５９名それから

高校につきましては、北高がうちの学校を利用していただいております。 
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  これちょっと資料がないので、申し訳ありません。 

  それから、理科大学につきましては２７年度に３００名×９回です。 

  それから２８年度は３６０名×９回、それから今年はちょっと少ないんですけど、

去年、理科大の方は生徒を取りすぎたということで、８０名×９回でございます。 

  この中で、私ども身が入っているのが、特に理科大が行くことが終わるということ

で、なぜうちの学校が良いのかということと、スキー場が良いのかということについ

ては、いまから説明しますけれども、うちのスキー場は見た通りリフトが１本で必ず

滑ってきたら１か所に来ます。 

  それで先生方が管理しやすいということと、それからもう１つは、３００何名来る

生徒が必ず全員滑られるようにします。 

  それは他のスキー場に行ってはできないことなんですよね。 

  要するにスタッフが確保できないかならなんです。 

  それでうちの学校は、利益の大半を理科大の方からいただいておりますので、当然、

その手当はしなければならないということで、去年につきましては、毎日２５名のス

タッフを揃えております。 

  それだけ苦労するわけですけれども、その結果ですね、生徒全員滑れなくないこと

はありません。 

  いままで、６、７年やりましたけれども、それも怪我をした場合は別ですけれども、

脱落者はいません。 

  そういうことで、理科大の先生からは、是非、何とか我々も協力したいと、協力で

きるところは協力しますので、存続してほしいとのことは、高井教授、それからいま

の中井教授からも言われておりますので、以上足りない点がありましたらお答えしま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 時間がないので、１点だけ確認しておきたいと思います。 

  村本さん、これ理事者の協力がなくてできると思っていますか。 

  どうですか。 

○委員長（向井孝一君） 今金町スキー連盟会長、村本君。 

○今金町スキー連盟会長（村本智之君） できないと思っています。 

  なので、理事者が何とか自分達の意見を取り入れてもらって、良い方向に考えても

らうことが一番大事だと思っています。 

○委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） いま石川さんも言ったけども、スキー場がなくなるって決まっ

てから、本当に八雲の皆さん、長万部の皆さん、本当に応援してくれているんですよ。 

  いままではどうだったか分かりませんよ。 

  なくなると言ったから、なくなったら困るから応援してくれているのかどうか分か
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りませんけれども、随分心配もしてくれております。 

  先日、クアプラザピリカの備品台帳を出していただいたんですけれども、ここにリ

フトがありますよね、伊藤さん分かっていると思うけど雪上車はあれですか、リース

でない方ですよね。 

  ある方は。 

  ２台ありますでしょ、その１台が。 

  １台は町のだけど、１台はリースですよね。 

  あのリースが実際動かなくて、あれを返すには動くようにして、走行のあれから何

からみんなかけて直して戻さなければならない。 

  何か何千万もかかるんだ、そんなようなことも聞いてますしね、色々課題は多いん

ですんで、何としても町長の理解を得るように努力してもらって、そうしなかったら

前に進んで行かないですから、その為に我々は応援団になりますので、頑張っていた

だきたいと思います。いかがですか。 

〇委員長（向井孝一君） どなたが説明します。 

  クアプラザピリカ副支配人、伊藤君。 

○クアプラザピリカ副支配人（伊藤達也君） いまの件に対して、訂正させていただき

たいんですけども、いま現在故障して動かないものに関しては、町の方で購入してい

ただいたものになります。 

  いま現在、スキー場の圧雪をかけているものは、リースしている方の機械になりま

すので、その部分だけ訂正させていただければと思います。 

  以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） そしたら、備品台帳の載っかっている雪上車は、町の方は故障

して動かないやつだってことですか。 

  そういうふうに理解して良いですか。 

〇委員長（向井孝一君） クアプラザピリカ副支配人、伊藤君。 

○クアプラザピリカ副支配人（伊藤達也君） はい、いまの徳田さんの理解で問題ない

かと思います。 

○６番（徳田栄邦君） わかりました。 

○１０番（山崎 仁君） 議会答弁と逆なんだよ。 

  議会答弁と反対なんだ。 

  町で置くんだと言ったやつが、いま壊れているやつだっていうから、そういうこと

だよな。 

○クアプラザピリカ副支配人（伊藤達也君） はい。 

○１０番（山崎 仁君） でも必要だから置くって言っていたでしょ。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

○１０番（山崎 仁君） なかったら最後良い。 

〇委員長（向井孝一君） 最後ですよ。 
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  時間の関係上。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） いまのリフトの話だと議会で質問をした方、質疑を聞いてい

れば町が所有しているのは、雪上車、圧雪車これは町が所有しているやつはいま動い

ているやつだっていうことだったんです。 

  それは買取してあるからこのまま置くんだ、必要だから置くんだと言っていた。 

  ところが、いまお話をお聞きすれば、町所有のものが壊れていて、故障で動かない

方だと。 

  圧雪車、いま動いているのはリースだから多分返すということになると思う。 

  この辺のところは、返してしまったら町は必要だから置くって言っているんだから、

これは町内部で今後考えてもらえば良いし、町が必要だから置く、それが壊れている

んだったら壊れていない方を置くような手立てを足らなければならない、これがまず

１つ。 

  それから今回の３月、平成２９年予算の中、指定管理を２，５００万でお願いをし

たんだけども、その管理の範囲っていうのはゲレンデまで入っている。 

  ゲレンデの草刈も入っているし、できないと言っているのはリフトの運行だけなん

ですよ。 

  これだけはできないっていう、いわゆるスキー場としてリフトが動かないから、運

営ができないということらしい。 

  だから、他は全部町が持つという予算のようですから、そういう中でじゃあ、どこ

まで会社としてやって行けば良いかというのは、これから考えていただければ良いと

いう。 

  議会で議決をしたのは、そういうことで議決をしています。 

  さっきも言ったんですけど、３世代で体育施設を使えるというのは中々ない話です。 

  このことを、これからも繋げて行く為には、やはり皆さんの努力が最大限必要だな

って気がする。 

  それと、先程、山田副会長の方から議会で何考えているんだっていう、どんな考え

を持っているんだってお話がありました。 

  議会は実は平成１９年に特別委員会を作って調査をしました。 

  観光施設調査特別委員会です。 

  その中では、安全を考えた時には決断するべき時が来たら町で決断をしなければ駄

目だっていう答申を出した。 

  しかし、それ以来、環境って変わっているんですよね。 

  平成１９年と２９年で、いま質疑をさせていただいて、ピリカのスキー場のいまの

状況、これはスキー授業をはじめ、お客さんの層も聞かせていただきました。 

  それから将来に向けては、スノーパーク、スノーワールド、スキー、スノボーだけ

ではなくて、どうせ北海道に住んでいるんだし、寒い冬を楽しく過ごそうという、そ

ういう考えもあるということも聞かせていただきました。 
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  できればレストハウスに吉野家とか、具体的な名前を出したらまずいかもしれませ

んけれども、有名なそういう食べ物屋でも来れば、ピリカにご飯食べに行くかってい

う、そういうのも、もしかしたらあるんですよね。 

  そういう可能性も探りながら、今回、特別委員会では将来に向けてどうなのかって

いうことも、トータルして考えていきたいと思っているんですよ。 

  ですから、立場は違っても目的が同じになれば、十分後押しはできると思いますし、

その皆さんがやられている活動というのは、これからも丁寧に、そして力を入れてや

っていただきたいなというふうに思います。 

  委員長が時間だっていうからもう止めます。 

〇委員長（向井孝一君） 時間の関係上。 

○スノースクールピリカ校長（石川俊典君） 最後に良いですか。 

〇委員長（向井孝一君） 説明します。 

 スノースクールピリカ校長、石川君。 

○スノースクールピリカ校長（石川俊典君） すいません。 

  貴重な時間をお借りして、ちょっといままでの会議の中で、議論の中で学校の影が

薄いものですから、ちょっと説明したいと思います。 

  先程から、連盟それから少年団につきましては、色々説明ありましたけれども、連

盟につきましては主に底辺拡大ということで、活動していただいているんですけども、

学校としては上乗せと言いますか、より一層のレベルアップを狙っての講習が多いわ

けであります。 

  そんな中で過去、うちのスクールを卒業して、大人の方については全日本の技術戦

に何人も出ておりますし、それからいま現在、村本君につきましては、この間も全日

本の実践の大会もありましたけれども、北海道スキー連盟のヘッドコーチとして活躍

していただいております。 

  当然、村本君やら技術戦に出た吉本君だとかそういうことの憧れてですね、うちの

学校には３０名くらいの会員がいます。 

  その子達が毎週ですね土日、それから祭日にお父さんお母さんに送っていただいて、

日夜練習に励んでいるわけなんですよ。 

  それで私は、なぜスキー場がこれまでにして残したいかという理由が、うちの学校

としては一番の理由がそれです。 

  それで私、大会というのは、当然ジュニアの大会の先程、村本君からありましたよ

うに、全国大会が今年から３年間あります。 

  それに向けて、当然、日夜努力しているわけですけども、数も毎年増えております

し、それからベスト１０に入ると、これは北海道大会ですけれども今年につきまして

は２名、去年も２名、一昨年につきましては１名、それから大人の方でもそうですけ

ども、大人につきましても２７年度には６名が全道大会、５名が全道大会、２９年度

には６名が全道大会、道南の悲願といたしまして道南のスキー学校が主に考えている

ことは、中々いま大人の中でベスト１０というのは道南から出ておりません。 
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  道南の大会で。 

  それで私が校長のうちっていっても３月一杯しかないんですけれども、夢が、是非、

うちのスキー学校から全道の大会でベスト１０に残る選手を育てたいというのが私

の夢でございます。 

  以上、簡単でございますけれども、何とか理解をいただき、継続していただくこと

を、お願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

〇委員長（向井孝一君） ありがとうございました。 

  時間の関係上、以上で質疑を終わります。 

  今金町スキー連盟をはじめ、各団体等の皆様にはお忙しい中、特別委員会に出席い

ただき、ありがとうございました。 

  ここで皆様には退席をお願いいたします。 

  ご苦労さまでございました。 

  傍聴者の皆さんも退席いただきます。 

  次に、次回開催日程を決めたいと思います。 

  本特別委員会については、６月定例にまとめの意見案を出すという日程になってお

りまして、５月中旬までには意見のとりまとめを終了したいという運びでやって行き

たいと思いますので、ご協力方よろしくお願いいたします。 

  いつ頃を目途に開催すればよろしいですか。 

  今月は無理です。４月中旬。 

○６番（徳田栄邦君） 理事者との話し合いが終わってからが良いんじゃないの。 

〇委員長（向井孝一君） 向こうの方向性が見えない状況では。 

○６番（徳田栄邦君） スキー連盟と話し合うって言っているんだから、それ終わって

からで良いって。 

〇委員長（向井孝一君） はい、わかりました。 

 それではですね、日程については正副委員長と事務局調整の上、日程を決めさせてい

ただきます。 

  それでよろしいですか。 

  それでは次に議題２、その他を議題といたします。 

  委員の皆様から何かありますか。 

  ございませんか。 

  他になければ、閉会といたします。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（向井孝一君） それでは特にないようですので、本日の特別委員会はこれを

もって、閉会といたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

閉会 １７時０３分 
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