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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

 

期 日 平成２９年９月１９日（火） 

時 間 午前１０時００分 

場 所 議  場        

 

１．開 会 

 

２．町長あいさつ 

 

３．合同委員会案件の説明 

  ＊産業教育常任委員会所管 

   議 件 １ クアプラザピリカスキー場関係の補正予算について 

 

４．その他 

 

 

 

 

○出席委員（１２名） 
１番 岸   徹 也 君     ２番 小 川 ひとみ 君 
３番 加 藤 三 明 君     ４番 向 井 孝 一 君 

     ５番 芳 賀 芳 夫 君     ６番 徳 田 栄 邦 君 
７番 日 置 紳 一 君     ８番 村 上 忠 弘 君     

９番 川 上 絹 子 君    １０番 山 崎   仁 君    
１１番 上 村 義 雄 君   （議長） 村 瀬   廣 君 

 
 
 
 
〇欠席委員 （０人） 
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〇出席説明員 

町 長            外 崎 秀 人 君

副 町 長            中 島 光 弘 君 
教 育 長            田 中 俊 一 君 
総 務 財 政 課 長            森   朋 彦 君 
総務財政課長補佐            住 吉   淳 君 
まちひと交流課長            山 田   薫 君 
まちひと交流課長補佐            田 中   崇 君 
教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 

教育委員会事務局次長            宮 崎 吉 広 君 

 
〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 君 
議 会 事 務 局 係 長            佐 藤 直 樹 君 
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開議 １０時００分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） おはようございます。 

本日は今金町の八幡宮の例大祭を控えながら、ご出席を賜りまして誠にありがとう

ございます。 

実は台風１８号、大変心配しておりましたが、何か所か被害があって詳しい内容に

ついては後程、理事者の方からご報告があると思いますけども、心配されたような甚

大な被害に至らなかったということで、胸をなで下ろしている次第でございます。 

本日の合同委員会の内容につきましては、ピリカスキー場の今後についての補正予

算の説明でございますので、未来に繋がるような質疑を積極的にやっていただきたい

と願いながら、開会の挨拶といたします。 

よろしくお願いいたします。 

     

    ◎町長あいさつ 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちご

あいさつをお願いいたします。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） おはようございます。 

  ただいま、委員長の方から話がありましたように、１７日から昨日にかけての台風

１８号がこちらの方に上陸し、様々な被害が出ているところです。 

  改めまして後程、その他の事項の中でその概要につきまして報告をさせていただき

ますが、実はきょう朝からＪＡとは農作物の被害調査に入っておりまして、このごに

国営事業の工区について、国営の担当者等々含めて巡回して回るという話になってお

ります。 

  詳細については正式に整理をしてからになるわけでありますけれども、きょうは概

要ということでお願い申し上げたいと思います。 

  きょう、合同委員会をお願いしている事案につきましては、ピリカスキー場に関す

る補正予算を上程しておりまして、先の全員協議会等々を含めた中で改めてまた私の

方で調査をし、検討してまいったわけであります。 

  概要とその考え方につきまして、きょうは合同委員会、本来でありますと産業教育

常任委員会の専掌事項であるわけでありますけれども、全議員さんに説明させていた

だきたいということから、場所をとらせていただきましたので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

   

    ◎開会の宣告 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） ただいまの出席委員は１１名で、定足数に達し

ておりますので、会議規則第７１条の規定による合同委員会を開会いたします。 
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  それでは、初めに議件１、クアプラザピリカスキー場関係の補正予算についてを議

題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） この間、ピリカスキー場に際しましては、様々な経過がありま

すが、その都度、その都度、その時点で町長の考えを述べてきているところでありま

す。 

  ピリカスキー場の歴史的な経過につきましても十分に承知をしていますが、ピリカ

地区の施設群の管理運営につきましては、町長就任時からとても重要な行政課題とし

て取り組んでいるところであります。 

  スキー場につきましても、今金町の美利河地域の振興における必要性と存在の大き

さ、この間、協力をいただいておりますスキー関係者等の努力に感謝の気持ちを持ち

続けているところでもあります。 

  町長としては、何とか存続していくための常にそういう姿勢を持ち続けていますが、

現状のリフトは３年間の状況を見据えて、将来の在り方を考えるとして、平成２６年

にマックアースリゾートと協議を行い、採用したところであります。 

  ３年間の状況という話をしましたが、この時に３年間の修繕ということで、１億な

にがしかの予算を投入して、まず３年間を見据えようということのイメージでござい

ます。 

  通常、リフトにつきましては２５年位の耐用年数ということであるわけであります

けれども、今年になりますともう２８年目のシーズンになるわけでありまして、既に

通常言われているところの耐用年数が過ぎてきているところであります。 

  私としましては、この今シーズンを含めて、そのために多額の経費をかけて修繕を

行いましたが、このシーズンの運営にあたり、新たに７，５００万、あるいは８，５

００万くらいの修繕が必要とされたことを受けまして、町長としては現状のリフトは

更新、稼働せずに撤去するという考えに至りました。 

  この考えには変更はありません。 

  しかし、議会議長からのピリカスキー場存続に関する意見書を受け、存続に向けて

努力をされたい、とする意見を重く受け止めて、そのことにどう対応できるか検討し

てまいりました。 

  今後の美利河地区の振興には、冬期間のスキー事業だけではなく、春、夏、秋を含

めた年間を通じてのプログラムの開発が必要であり、このことにつきましても先般の

全員協議会の中でご意見をいただいた部分もあるわけでありますけども、その中にお

いて、いまのゲレンデをどのように利用するかで、新たな道を開くことになるものと

考えております。 

  スキー関係者との度重なる協議では、今シーズンはリフト修繕をし、そして早急に

新設リフトにしていただきたいという要望でありますが、多額な経費をかけていまの
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リフトを修繕は行えないとする町長の考えとは一致を見ることにはなってはおりま

せん。 

  しかし、どうしたらスキー場の存続ができるのかということを考えているというこ

とでは目指すところは同じであると認識をしているところであります。 

  町長としては、この冬の事業を止める、あるいは休止するということは次につなげ

る、先程言ったような今後の方向性について、次につなげることを閉ざすことになる

ことから、リフトを利用しない方法で、スノーキャットを導入して、スキー授業やス

キー振興を行う事業計画を持つことにいたしました。 

  考えの基本的なことにつきましては、先の全員協議会におきましてその概要を述べ

てきていますが、スキー関係者にも提示をしてきているところであります。 

  これまでのリフト運行に比べますと、回転率も下がり、搬送数や利用回数が減少す

ること、利用者の減少もあると思っているところでありますが、休止を避けるために

何とか現実的に実現できる方法として考えたことであり、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

  このことにつきましては、今後の美利河地区の観光をベースとした振興策として、

継続して国有地の利用を行う計画に向けて、渡島森林管理署とも相談をして、この度

の計画に生かしております。 

  更に、スノーキャットの導入に向けましては、業者にも現地を見ていただき、相談

をし、アドバイスも受けておりますことから、このごに事業内容について説明をいた

します。 

  この度のスキー場課題は、特に近隣町の利用者も多く、この間４町、今金町、せた

な町、八雲町、長万部町の４町の町長、副町長会議においても話題として取り上げら

れており、今後のこの圏域における美利河地区の振興策について、検討が行われる環

境づくり努めてまいりたいと考えております。 

  このごに担当の方から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君。 

○まちひと交流課長（山田 薫君） 私の方から資料の説明をさせていただきます。 

 （まちひと交流課長朗読説明、記載省略） 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） 冒頭、町長からもお話がありましたけれども、台風１８号に関

連してなんですが一言だけ、職員の方々は本当に数日前から対応していただいて、広

報車でも町内各地、安全に気をつけるよう町民の方に周知していたことについて、大

変ご苦労だったと、そのことに関しては感謝を申し上げたいなというふうに思ってい

ます。 

  本題に入りますけれども、大きく２つ聞きたいなと思いますが、まず細かいところ、

細かい部分をお聞きしたいんですが、事業の概要についていま課長からも説明があり
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ましたけれども、スノーキャットで今シーズンはやっていくんだというお話ですが、

それに対して業務委託料として６７０万程計上されています。 

  どういう形で、どういう業者で、どのようなところ、実績を含めて委託をするのか、 

その辺りお聞きしたいと思いますけど、いかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君 

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。 

   ６ぺージの関係団体との協議経過というところで記載しておりますが、８月２９日

に指定管理者との協議ということでと副町長とうちの関係職員が兵庫県に出向いて

おります。 

  これはいまクアプラザピリカで指定管理を受けておりますＴＴＮコーポレーショ

ンの方に出向きまして、この事業を展開するのにあたり業務の内容及びこれからの協

議ということで、うちとしてもいま現在指定管理で担っていただいております業者に

お願いしたいということから、今回協議をしておりますので、ＴＴＮコーポレーショ

ンということで契約したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） ＴＴＮの職員の方が運行の方に携わって行くんだというふうに

理解はいたします。 

次にスノーキャット、この資料で言えば７ページになるんですけれども、観光客の

新たな誘客に繋がるんだという説明が書いてあるんですけれども、その新たな誘客に

繋がるような告知とかＰＲですね。 

   または戦略、このあたりをちょっと説明をお願いしたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君 

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。 

   スノーキャットについては、近隣の町や村で色々導入している実績もございますの

で、そちらの方はただいま外国人の方だったりとか、色んな観光客に好評だというこ

とも聞いておりますので、まずはそちらの先進地のご意見等、色んな助言をいただき

ながら、私どもでどういうふうに進めて、どういった新たな展開をしていくかも検討

していきたいなと考えています。 

  具体的には、いまホームページだったりとか、ＴＴＮコーポレーション自体のデザ

インの人材を活用しながら、色んなチラシ作成等で今後打合せをしていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） スノーキャットで進めたいということを明言されているわけで

すから、それについての戦略というものが、いま具体的な話はなかったということな

ので、言えないのか無かったのか分からないですけれども、少し残念な気分になりま

すね。 

  美利河でそういう方向で、今シーズンやるんだということであれば、その辺りはし
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っかり戦略を立てて進めていただきたいなというふうには感じます。 

  もう１点なんですけれども、８ページ、コースレイアウトが載っています。 

  Ａコースでキャットの運行をしていくんだという説明でした。 

  ３台という数字もありましたし、もしかしたら中型でもう少し増える台数でのＡコ

ースの利用ということも検討されているという話でしたので、そこで長野からも先日

何か視察に来られて、ご助言もいただいたという話でしたので、お聞きしますけども、

Ａコースの斜度も含めてコーナーも含めて、安全性の部分で本当にＡコースでの往復

で運行することについて問題がないのかどうかということを、その辺りをお聞かせ願

いたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君 

○まちひと交流課長（山田 薫君） 私どもも議員のおっしゃる通り、それが安全性が

一番第一優先に考えていかなければなと思います。 

  そのことについて、事業者にお願いいたしまして、来ていただいて直にコースの斜

度などを見ていただいて、どういった問題があるのか、どういったことをすれば可能

なのかということも全体を含めて見ていただきました。 

  本来であれば車で山頂まで行きたかったんですが、当日、雨が結構な降りでござい

ましたので、斜面も滑りやすくなっておりましたので、徒歩で現場を確認いたしまし

た。 

  急斜面といわれるＡコースの急斜面、左側のカーブしているところの膨らみがある

ところですけれども、そちらに急斜面が想定されるということで、そこまで徒歩で上

がらさせていただいて、そこが急斜面ですねということでお話をし、どういった手法

で運行すれば良いのかということもご助言をいただき、またその先にですね、先程説

明いたしました、馬の背というようなコースレイアウトがあるということで、ちょっ

と斜めにコースが設定されているところがあります。 

  スキー団体関係者の皆様に詳しく説明をさせていただいて、理解をいただいて、今

回、大型から中型の方が安全性が保たれるということで変更することで、今回、大型

車両から中型車両に変更するということで検討している最中でございますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） 現地に行って初めて分かることもたくさんあると思いますので、

そこは現場で実際仕事もしているスキー関係者の方々等を含めて、しっかりその辺り

は調整をして、連携を取りながら進めていただきたいなというふうに思います。 

  私からもう１点ですけども、大きな話にはなるんですが、これは是非、町長に答え

ていただきたいんですけれども、美利河地区の再開発を含めて様々な観光資源という

ものがあります。 

  その中での今後、美利河スキー場、クアプラも含めて、ダム湖周辺の施設を含めて、

今後、やはりスキー場はどういうふうに進めて行くべきなのか、先程、冒頭の話でも

ありましてけれども、何かせっかく唯一の観光資源がありますので、それを利用して
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いる方々、町民の方々、たくさんおりますので、そういう方々には希望を持ってもら

えるような、是非、発言をお願いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） お答えいたします。 

  いま岸議員からあったように、美利河の開発、ダムを契機として地域振興を図ると

いうことで、様々な事業展開をしてきたわけでありますけれども、基本的には中々多

くの方々の利用を見出せなくて廃止した経過があるわけであります。 

  そのことを私ども受け止めてきているわけでありまして、しかしながら止めること

は段々段々とやっぱり物事減少縮まることになりますので、自分としましても地域振

興をしていかなければいけない。 

  あそこの先程申しましたように国有地でありますから、利用についてもきちんとし

た計画を持たなければ、国としても貸すということには中々ならないという状況にあ

るわけであります。 

  議会にもこの前報告しましたけれども、今年度また全国にある様々な森林を確保す

る地域の指定がありまして、二股温泉から美利河温泉に繋がるところも指定されたと

いうことから、新たに長万部町と連携体制を取りながら振興策を図っていかなければ

いけないのかなと思っておりました。 

  そう考えた場合に、いま議員がおっしゃったように、この間、私が述べております

基本姿勢は、何よりも何よりもいまのスタイルでということには決してならない。 

  段々段々じり貧になって行く状況から、国の方も地方戦略ということで町の戦略と

して提出した事業が認められまして、国の創生事業として美利河の開発に拍車をかけ

るための支援を受けているということから、この間、第１段とし産業振興を含めてＴ

ＴＮコーポレーションに係っていただくことと、もう１点はプール棟の改修のことも

着手するわけであります。 

  それに向けての様々なプログラムは、いまはスキー場に頼っている要素があるわけ

でありますけれども、どう考えてもこれからは、春、夏、秋も含めたプログラムを考

えていかなければ、いま議員がおっしゃるように、他の議員さんもおっしゃたように、

全体を見て行かなければいけないということになるだとうと。 

  現状を考えた場合に夏を含めてそうであります。ほとんど他に地域の方に夏のプロ

グラムがないものですから、自然がある、それだけでも良いわけでありますけれども、

福祉、観光資源に乏しい状況を打破していかなければいけないだろうということが１

点あります。 

  加えて、打破するためにはどういうプログラムを作っていくかということが重要で

ありわけであります。 

  そう考えた場合に、１つはダム周辺から様々な分野あるわけでありますけれども、

スキー場、ゲレンデを考えた場合に、春、夏、秋、冬、トータルで考えていかなけれ

ばいけない。 

  冬だけということには中々なっていかないし、状況を考えてもそういう方向にはい
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かない。 

  私はスキー団体との色々な協議の中でも話をしているわけでありますけれども、こ

れからどういうプログラムを作るか、あそこは坂ですから登坂というんですね。 

  登る手法として必要なプログラムができた場合には何を目指すか、多分その選択肢

の中に、私的には最も望ましいのはある程度どこでもやっているようにリフトという

ことになるのではないでしょうか。 

  日本全国の様々なスキー場も大きな転換をしております。 

  これは先程私が言ったように、スキー場だけを稼働しているわけですけれども、そ

うではなくて、グリーンシーズンって言うんですけれども、春、夏、秋を含めたトー

タルでもって、スキー場のゲレンデを活用して行こうという動きは全国津々浦々であ

るわけでありまして、そのことを含めた私の提案であるし構想でもあるわけでありま

す。 

  その登坂の手法として、どういう手法があるのかどうか、少なからずキャットとい

うことにはならない、それは雪上車みたいなものになりますから冬に限定にされるだ

ろう。 

  ですから先程から申し上げているように、次のものを目指すための１つの段階とし

て止めることなく、何とか道筋をつけていきたいということが、今回のキャットの導

入であるわけであります。 

  このことは非常に重要な要素で、前回の全員協議会の時にもある議員さんがおっし

ゃっておりましたけれども、他の町の方々もそういう話をしていました。 

  私の職員であったわけでありますけれども、あのリフトがいま現状１本でもって走

っていますけども、一時は２本立てでやって行こうじゃないかという構想も当然あっ

たわけでありますが、それぞれ頂上に行くという形になったわけであります。  

  その弊害がないわけではないんです。 

  やはり初心者にしては、上まで行くのはどうだとか、途中から下車できるようなコ

ース利用ができるのが良いのではないかと、様々なこの間の意見があったわけですか

ら、先程言ったようにこれから山をどう使うかというプログラムの中では、１つの手

法として、私は一番効率的なのは何よりもリフトだなという認識は持っておりますけ

ども、いまからスキー場のためにリフトということではなくて、スキー場も含めた通

年を通じた、美利河振興の全体を含めた中での傾斜の国有林の活用というものも、是

非、考えていきたいなと思っています。 

  ですからスキー関係者には何度もおいでいただいて、色んな話をさせていただいて

おりますけれども、シーズンを止めるのではなくて、シーズンから係っていただいて、

スキー関係者が一番冬のシーズン、トータルで見ているわけで、一番詳しいわけです

から、これを夏のプログラムにしたらどういうことが展開できるかなというアイデア

なんかも是非これから、ご意見なりアイデアなんかもいただきたい。 

  常に私としてはスキー関係者を含めて、これからどうするかという協議の場を、あ

るいはプログラムを作る場を作りたいと思っていました。 
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  先程言ったように、スキー関係者の願いは何よりも止めないで、今シーズンをリフ

トを稼働して次に繋げていただきたい。 

  次に繋げていただきたいというのは、新しくして下さいというのがベースですから、

私もいまの状況の中で多額な金額をかけられない。 

  目指すんであれば、スキー場だけのリフトではなくて、全体で考えていきませんか

ということでは、将来を見るということではスキー関係者と一致しているわけであり

まして、そういうことを目指してまいりたいという大きな構想を持っておりまして、

あそこの国有林野の森林管理署が管理しているわけでありますけれども、そこの署長

さんを含めてこの辺の見解は一致しております。 

  そういう構想を持って是非、町長これからも努力してまいりますので、頑張ってい

きましょうというエールもいただいておりますので、是非、目指してまいりたいと思

っております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ありませんか。村上君。 

○８番（村上忠弘君） リフトからキャットにするという、形態を変えるという自体、

私はまだしっくりしないわけで、この間、昨年の１０月からスキー利用団体の人方が

色々試行錯誤をしながら、情報を集めながら、何とか既存のリフトでお願いしたいと

いう気持ちで議会にもそれなりの請願が出ました。 

  議会としても、それを受けて行政に判断してもらいたくて、それなりの議会として

の見解を出しました。 

  そこでキャットはキャットで、スキー場を営業するという部分でキャットはキャト

でよろしいです。 

  だけども、そういうふうにして希望した人方に対して、どうこれから今金町の町づ

くりだとか、そういったものに対して生かしていくのか。 

  要するに町づくりは人づくりだと、そういった部分でもう少しその人方に理解をで

きるような説明だとかそういうものをしてほしいなというふうに思っております。 

  それともう１つは、事業調書の中に要するに予算が２９年度分１年しか見えられて

ないと。 

  要するにこれは単年度でしか考えていないのか、その辺まずお聞きしたいと思いま

す。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） いま申し上げたように、私は議会から継続に向けて努力をして

下さいという言葉の意味の中には、あの美利河を含めて議員のおっしゃる通り、トー

タルでもってスキーという部分については存続できるような道を歩いて下さいとい

うことで受け止めております。 

  いまのリフトを使って存続という前提にはあるかどうかということについては、こ

の間の議論の中で私も提案申し上げておりますけれども、経年劣化しているリフトに

ついてはこれ以上のお金をかけられない。 
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  かけるのであれば、新たにした方が良いでしょうということが基本ベースになって

おりまして、多分その辺は多分そういうやり取りはしていませんけれども、私の受け

止め方としては現状のリフトを使っての存続ではなくて、美利河のスキー場の存続に

向け努力しなさいという受け止め方をしております。 

  先程来、これは何度も申し上げておりますけれども、マックアースに３年間の計画、

約４シーズンあったんですけれども、３年間の計画で将来を考える、ですから本当は

廃止するというリフトを３年間マックアースの方で将来を考えるので、まず３年間の

修理をすることで１億数千万かけたわけです。 

  それが終わって私がビックリしたのは、そこまでかけてきて何も問題なく使ってお

ります。 

  多分、普通であれば使えます。事故もないです。でも見積もりを取ったらそういう

情報をいただきましたので、実際、マックアースリゾートの方が管理しておりました

ので、そちらの方から情報が入りまして、結構修繕かかりますよと。 

  今シーズン非常に大変ですよという情報をいただいて、正式に見積もりを取ったら

７，５００万から８，５００万かかるということなんです。 

  それは当面は１０年間というスパンで物事を考えての修繕に当然なるわけであり

ますけれども、また、７，０００万も８，０００万もかけるのかと。 

  １０年間かけた場合に、スキー連盟の意向は聞いていますけども、私もいまのリフ

トはダメだっていっているわけなんですよ。 

  そうすると１０年間また新しいリフトができるという状況はないんですよね。 

  １０年間なんだかんだベースになるわけです。 

  ７，５００万、８，０００万というのは、見積もりをいただいているのは７，５０

０万、８，０００万は一応１０年間トータルでもって３５年利用するという限度を設

けての７，５００万、８，０００万でありますから、非常にその辺はハードルが高く

なるわけであります。 

  スキー関係者も部分的には、今シーズンまず何とかできる方法の中では見積もりを

取っていただきました。 

４５０万前後の数字をいただきましたけれども、今年度だけの問題であって、今年

度やってしまうと、また来年度どうするんだと。 

結果的には将来が見えないわけであります。そう考えたらきちんと将来を考えまし

ょう。 

  そういうことから、このキャットにつきましても今年度ということで、多分次は２

年、３年ということで計画を持つわけでありますから、初めからそういう計画は私は

持っておりません。 

  とにかく早く次の段階、次のプログラムを展開して、新たな地域振興を図っていき

ませんか。 

  その中にきちんと埋め込んで冬はスキーで任せてくれ、ウインタースポーツに任せ

てくれというようなプログラムを作って、それをフォローするために春、夏、秋のプ
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ログラムをやって、その登坂の手法として何が望ましいかといったら、計画書の中に

リフトという声があれば当然そちらの方にも向くことはあり得るのではないのかな

と。 

  そのことでは、考え方としては一致する部分もありますし、要するに私はそういう

認識を持ちながら議会の意見書の受け止めもしてきました。 

  現状のリフトを存続してということではなくて、スキー場存続に努めなさいという

ことを考えた場合に、長い将来を考えて今シーズン泳ぎきれるのであれば、８千何が

しか、その部分をチェックをしながらやりますけども、それは今シーズン手をかけて

しまったら、来年も再来年もという形になってきてしまいます。 

  非常に難しさがありまして、私の方では何とか早く方向性を導き出しましょう。 

  スキー連盟の願いは新しいリフトと言っているわけですから、それは私どもの見解

と一致しているわけであります。 

  村上議員さんもおっしゃたように、町全体で関係を作っていくことが重要でないか

なと思います。 

  いまいったようにキャットは１年という形で見ています。 

  その将来の計画構想がなければ次に引き続きなるかもしれませんけれども、いまか

ら初めから２年、３年という計画は持っていません。 

  まず今シーズンを休むことなく、休止することなく、未来に繋げるための期間とし

て今シーズン、スキー場を運営したいという思いであるわけであります。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） ということは、来年は来年で今年の経過を見ながら考えるとい

うことなのかなというふうに思っております。 

  そこで先程、町長の方からもオールシーズンで斜面を活用したいというようなこと

なんですけれども、冬にスキー場に来てもらって美利河っていうところの印象付けが

良くないと夏場、さぁ色々やりますからって言ったって、中々呼びかけても来てくれ

ないんじゃないかなって。 

  やっぱり美利河っていったら俺はイコール、スキー場なんだよねって私は思ってお

ります。 

  多分町外の人も美利河といえば道南唯一のスキー場ですよねって。 

  あそこのスキー場は雪質も良いよねって。内地の人もそういう希望で来ている人も

いるって聞いております。 

  そういった中で、そのキャットでやる部分で事業者があの斜面の登坂についての安

全性だとかそういったこと、いま雪も何もない時期に見て、それは事業者は営業する

ためには危険ですなんて言う訳ないですよね。 

  安全ですよ、大丈夫ですよって。もし、何かあった時には、そういった危険リスク

だとかそういった部分については、これから委託するところだとかそういったところ

に、大きく不安を抱えさせてしまうことになるんじゃないかというふうに私は思うん

ですよ。 
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  いま既存のリフトがあるにも係らず、なぜこういうことをしなければならないのか

なという、そういった学校授業だけの部分でスキー場をやるというふうにおっしゃっ

ているんですけれども、中々これその一般のスキー利用者が美利河に来て１回は物珍

しさに乗るかもしらんけども、２度、３度と足を運んでくれる人はいないんじゃない

かなと、これは素人考えですけども、私はそう思うんですけども、その辺については

どうなんでしょう。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） １点目は、この事業を含めて、先程私の方から冒頭にあいさつ

をしましたが、美利河の地域の在り方というのは、４町の中でも非常に注目をしてお

りまして、先程も言ったように４町の町長レベルの中でも話題にしておりますし、何

か全体で物事を考えていく時代ですね、４町連携のテーマとして１つ取り上げていき

ましょうというところまではきているわけでありまして、トータルで考えていかなけ

ればいけないと思っていました。 

  村上議員は色んな町のイベントに行事に顔を出していただいていると。 

  十分私は承知をしているわけでありますけれども、私も町長の立場として美利河の

地区に行くわけでありますが、連休だとか、春夏秋冬、秋含めてですね、中々土日を

含めて美利河の方の足を運んでいただける観光客みたいな方々はほとんどおられな

いんですね。おられない状況なんですよ。 

  それは町としてやはり振興策を考えていかなければならない。 

  冬は冬なりの集客があるわけでありますけれども、冬だけの施設ということではこ

れからは決してなっていかない。 

  指定管理者として町としてもお願いしているわけですから、そのことを含めた様々

なプログラムの開発、あるいは何かということについてはこれからの問題であります

けれども、町としてそれだけの施設を守るために投資をしていくということも当然必

要だろうと思っていました。 

  そのプログラムどう考えても、私は町長として色々見てきて、町の中もそうであり

ますけども、本当に中々人が訪れていただける状況が薄いということから、薄いから

こそ議員じゃないですけども、これから何とか足を運んでいただくような形をとって

行きたい。 

  それは何かと言いましたら、来ていただけるような何か楽しみを求めるようなプロ

グラムを作っていかなければ私は来ないと思います。 

  いまのままで自然があるからだけという話では中々なっていかない。 

  そのための一環としてスキー場がノーだとか決して言っているわけではないし、あ

そこを生かすためにも春も夏も秋も来て、スキー場あるんだなんという方もいるとす

れば、非常に私は望ましい方向になるのかなと。 

  実際、函館地方の方々はニセコよりも美利河のスキー場に来ていただいている方が

少しく増えてきている要素も私は知っておりますので、足を運ぶことによって親しみ

を感じ利便性も考えられるわけであります。 
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  広域的に考えると、将来的に考えると、新幹線効果はどうなんだという色んな議論

があったり、質問があるわけでありますけども、その一環として様々なプログラム、

冬だけのプログラムで果たして良いのかというのは当然行き着くだろうと。 

  そういうことを含めての私の在り方であります。 

  いまあるものをなして使わないんだっていうことですけども、何度も申し上げます

けども、いまあるものをいつまでも使えるものではない。 

  早くに見切りをつけて新しいものを目指すということは、私は重要ではないのかな

と。 

  経年劣化することについては、先程言ったように不安なり心配はだんだん増えてく

るわけですから。 

  物事は全て、物は年数がたてば古くなったり、衰えてくるわけですから、そこには

大変な投資をしなくてはいけない。 

  投資効果が私は額が少なくて投資効果が上がるんであればそれはそれとして目指

して行きたいと思いますけども、私が知っている範囲内では２５年位を含めて境目だ

よという話は聞いております。 

  ですから２５年の平成２６年にマックアースさんで１億なんぼもかけたんですよ。 

  その前の毎年何百万もかけてきています。 

  今回も８千何百万、これがあるものあるもの使うとすれば、いつまでもあるものあ

るものを使ってしまう。 

  やっぱりどう考えても、いま８千何百万、８千万前後の金額になりますけれども、

かけたとすれば１０年間また同じものを使っていくということが基本ベースになる

わけであります。 

  そのことは、ちょっと大きな課題として受け止めていただかなければならないなと。 

  私はそういう判断から新たな方向性を見出したい。 

  何度も申し上げますけども、キャットについてはまず色んなプログラムと含めて、

先程言ったように４町の中でもこれからどう考えていくかという議論をしておりま

す。 

  既に今年のシーズン止めないように、途切れないように長万部町の町長と一緒に理

科大学にも行って、引き続きの利用をお願いいたしますということで、概要について

は説明させていただいてきております。 

  そういう努力もこれからしていかなければならない。 

  あくまでも今金町独自で考えるのではなくて、このエリアで全体で、この美利河が

どういう位置付けをしていくのか、どういうことが美利河としてできるのか、何が担

えるかということは私は重要なインパクトとして町民にも、議員さんじゃないですけ

ど町民に訴えれる要素にあるということで考えております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） 町長の思いは確かに分かります。 

  新しいものを目指してやらなきゃならないというのも、私も承知しております。 
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  したけども、要するに耐用年数、耐用年数って、物には耐用年数ってあるんですよ

ね。 

  その耐用年数をいかに長く使うかっていったら、日頃のメンテナンスとか修理で延

ばしているんですよね。 

  我々、農機具でもそうなんですよ。耐用年数ごとに替えていたんじゃ、これはもう

中々営農はできません。 

  だからその耐用年数を倍に延ばすということが、これは個人の努力なんですよ。 

  その中で色々それに代わるものでやるとうことは、それなりのランニングコストが

かかる、費用がかかりますよね。 

  今年は１，６００万、キャットでやると、来年以降は違う方法でそれなりの金額が

多分予算化されるだろうと思います。 

  私は常日頃から中途半端なことをやらないで、やるんなら思い切ってやりましょう

と。 

  部分改修でもいいから、長いスパン使えることを考えてまずやるべきじゃないのか

なというふうに日頃思っております。 

  そうやっていまこれから、その若い人方が今金町をどういう目で見るか、我々議会

だとか理事者側に対して不信感を持たれないようなことを、この時期が一番大事じゃ

ないかなと思います。 

  これも私と町長の話なんですけど、町の１００周年の時に今金町にナイター照明が

必要だということで体協、当時、町長は事務局をやっておりました。 

  その時にナイター照明ということで色々準備したんですけども最終的に議会で蹴

られたと。 

  それが現実問題として、檜山管内で唯一ナイター照明のない今金町になってしまっ

たんですよね。 

  それがいま今年１２０年で、それから２０年経過した中で今金だけにこれから必要

だというものをきちんといま考えるべきではないかなと。 

  そして若い人方に対してそれなりのきちんとした根拠を示すことも、大事ではない

かというふうに思っております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 色々ご意見ありがとうございます。 

  基本的には施設を含めて国を含めて長寿命化計画ということから、議員のおっしゃ

る通り、様々のものについては長く使うようにしましょうということの基本姿勢は私

も持っているわけでありますけれども、やはりそのことが叶わない場合は新しくして

いく、更新していくということが基本ベースにあるだろうと思っております。 

  そういう考え方を持ってきているわけでありまして、今回は６００万何がしかとい

う数字でありますけれども、これも以前議会の方にも資料等出しておりますが、今シ

ーズンに向けてリフトを使うと。 

  修繕費は別にしてもトータルで大体２，０００万かかるという数字を出しておりま
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す。 

  通常、去年までと同じようなパターンでやっても２，０００万は経費がかかるんで

すよという数字は出しております。 

  今回は、今年度のシーズンについては通常ということになりませんので、単発的な

ことという認識を私は持っておりますけども、６００万何がしかでできるわけであり

ますから、それについては何故かと言ったら、次の投資に向けた私は財源確保にも結

び着くんではないかなという認識を持っています。 

  だから何度も申し上げていますけども、町民、町民といっても様々な年代層もいま

す。 

  いま必要なんだという方、これからどうするんだという議論があった場合、いま必

要なんだという方については、今年なんだかんだ修繕をしても良いから乗り越えて行

こうじゃないか。 

  ４００万、５００万、８００万それはどの部分、それも町長としては困るんですよ、

８千万何がしかの数字があるのに、スキー関係者の方がとっていただいた数字という

のは、ほんの一部の５００万位なんですね。 

  それはどこの部分だ、私はトータルで８千何百万とう数字をいただいて見てきてい

るわけですから、それをどう見るんだ。 

  町は手抜きするのかという話にもなりますよね。 

  ８，０００万という数字が出てきているのに、今年すみません、５００万修繕をか

けてやらせてもらいます。 

  そういうことになり得るかと言ったら、それは決してなっていかない。 

  その前提は何度も言いますけども、いま今年手をかけるとすればやっぱり８，００

０万何がしかかけた中での、方向性を持たなければいけない。 

  いまいただいた見積もりの部分でありますけども、その他に多分様々な修繕がかか

るわけでありますから、それも確保しながら進めて行かなければいけない。 

  新規に作るとすれば、決してそういうことにはなっていかないということで考えま

すと、私としては色々不信感をいただくようなやり方をしているんではないかと言わ

れますけど、決してそうではないし、これだけオープンな話をしておりますし、色ん

な前に向けた方向性を私としては提案しているわけでありまして、そのことについて

はご理解をいただきたいなと思っております。 

  他にございませんか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １０：５９ 

開議 １１：００ 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  他にございませんか。 



- 17 - 

 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） 先程から話を聞いておりましたけれども、１年間のスキー場の

空白を作りたくないということで、まずスノーキャットを１年試してみたいという町

長の考えのようですけども、私は町長がスキー場を廃止するということで話をしてき

て、存続してくれるという話になったので、そのへんは全く感謝をしている一人なん

です。 

  そうは言いながらも、スキー連盟の署名活動の中でかなりの人数の方が存続を求め

ていた。 

  そこはちょっと私達議会とは、スキー場の存続なのか、リフトの存続なのか、ちょ

っとズレ、町長の言う通り私もちょっとズレがあるんですけれども、１年間やってみ

て、あと４町連携の中でも話し合いの中でやはり美利河スキー場にはリフトが必要だ

というような話が今後も出て、新設のリフトの可能性もあるということの考えで良い

でしょうか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） やってみてではなくて、やりたいんですよ。 

  このことについては、町長方も認識をしています。 

  残さなければいけないこのエリアとしては重要なものである。 

  ただ、状況を考えればスキー場だけということには中々ならないなと。 

  これは一致するんですよね。それは期待感、私は良く言うんですけれども、長万部

も八雲もせたなの町長も言うんですけれども、観光客がこちらの方に来られた場合、

様々な人もいるんですけれども、１日いっぱいその町で観光できる施設とか何かある

かどうか。 

  みんな半日くらいで終わっちゃうくらいの要素だよねって。 

  それを考えた場合には、それぞれの町で特色のあるものを、これからもどんどんど

んどん開発していかなければいけない。 

  加えてもっと重要なのは、４町の連携の中に道の補助をいただいてパンフレットを

作ったりしていますけども、そこに奥尻も入れましょう。 

  奥尻のラインで、この行ったり来たりのお客もどうにか集客できるという形を考え

ていかなければならないだろうと。 

  これも見解を一致して、そのことを含めて町長方から私の方で連絡をし、町長方か

らそれぞれの担当に周知をして、そのプログラムについても奥尻のエリアを含めた計

画を持ってきたと。 

  そういう考え方をこれからもっていかなくてはいけない。 

  何よりも重要なのが、この事業は今金町が主導権を取って当然いかなければいけな

いわけでありますけれども、４町の事業、２町の事業、３町の事業になるかもしれま

せんけれども、広域事業として私はやって行きたい、やって行かなければならないだ

ろうと思っています。 

  これは何よりも１つは、そういう時代であるということ。 
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  １つの町、１つの団体、個人でやる時代ではない、大きくトータルで考えて、これ

は国もしっかり言っています。 

  広域でやる事業については、重点的に応援しますよと言っているわけでありますか

ら、そのことを含めてやること。 

  もう１つは単体で行う、そのことは単体で行う場合については補助のつけ方とか起

債を含めて支援の仕方が随分変わっていくと思います。 

  ２町なり３町なり４町でやる場合は、やっぱりレベルは上がると思うんですよ。 

  尚且つ、いま言ったように早くにプログラムができて、素晴らしい計画ができれば

私はどんどんどんどん前に行けると思うんですよ。 

  来年でも再来年でもいつでも着手できる環境をこれから作っていかなければいけ

ない。 

  直ぐに着手したいと思っています。協議の場というのは。 

  そうすると、補助金とか起債とかって順番ですから中々時間がかかるわけですけれ

ども、それを早める要素がある。 

  国なり道が、そうだよね４町でやっている事業だから早めてあげなきゃいけないな、

地方創生のそういう観点からのれるようになれば、私はいま議員がおっしゃる通り次

の道に進む道筋になるだろうと。 

  今金単独で考えるのではなくて、今金の施設ですけれども、この署名の中に今金町

外の方のたくさんの署名をいただいて、そこに期待感があるということが私の基本の

ベースになるわけでありますから、そこはきちんと各町長方にも訴えておりますので、

今後、４町町長、副町長会議の中には、きちんとテーブルに上げていただきながら、

担当者会議なり様々なものを含めた議論、検討に入らせていただければなと思ってい

ます。そういう期待感を持っています。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） 分かりました。 

  その４町の中で、先程、議員の中で休憩中に話をしたんですけれども、もしリフト

が新設という時になった場合には、眺望客というんですか、景色を見るのに途中で降

りたいとかってという場合に、リフトを２段にするなり、途中で降ろせるような形も

できるわけですから、そこで初心者もそこから滑れるとか。 

  そういうことも是非、話の中に入れてもらいたいと思うんですけども、いかがです

か。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） それは様々なプログラムの中で、春夏秋冬を考えて、あの山を

どう使うかというプログラムができた段階で、１本で行くのが良いかどうか、あるい

は途中で２本立てにして、ちょっと下げて直ぐに乗れるようにとか。 

  様々なプランが考えられるだろう。 

  そこに多分いままで活用をしていただいているスキー関係者の方々の声は、相当大

きく反映して行く可能性は大だろう。 
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  いままで、夏に使ったことがない、冬もあまり使ったことがない方に、その辺はど

うですかとことも中々難しい要素があるとすれば、そここそスキー関係者の方々は毎

日乗っているわけですから、このアイデアというのは多分出てくるだろう。 

  そして未来に繋げられると。いま自分達がこうだった。こういうふうにして不都合

を生じた部分、不便なところはあったけれども、これから子ども達のために、こうい

う登坂の手法があるなということの提案というのは、私はどんどんどんどんあるべき

だし、あっていただきたいなと。 

  そこにやっぱりこれからのプログラムへの期待がかかっていると思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

山崎君 

○１０番（山崎 仁君） この美利河スキー場の話をするには、一度総括をしなければ

ならないと思う。 

  この山が今金町にどれだけ貢献をしてきたか、このことをまず考える必要があると

思う。 

  美利河というのは美利河ダムを建設するにあたっては、地区の開発をしていこうと

いう、この一連の中でのスキー場、それから温泉の整備、それからテニスコート、そ

れに４，０００万かけた浮桟橋、色んな総合開発をしてきました。 

  テニスもお客さんが少ない、それからボートも風向きが良くない、プールもあんま

りお客さんが来ない、どんどん廃止をしています。 

  残ったのはスキー場と温泉、スキー場はどうだったかというと、平成２年にオープ

ンをして以来、様々な人材を輩出をしてきた。 

  これは当時、いまから２０数年前なんですけども、私達、私を含めて現役世代、当

時３０代のものが子ども達を連れて美利河に集う。非常に賑やかでした。 

  美利河も赤字、赤字と言っているけど実際黒字の年もあったんですよ。 

  平成１４、１５年位には確か黒字経営、決算で黒字になっているという記憶もあり

ます。 

  その時は民間の支配人が一生懸命、黒字を出すべって、１円でも良いからだ出すべ

って、頑張ってやったという記憶もあります。 

  さっき言った人材の輩出というのも、これは特に小学校、中学校、ジュニアスキー

においては、檜山管内から中体連では全員が今金出身だと、男女全てが今金出身とい

うこともありました。 

  やっぱり地元にスキー場があるということは、こういうことなんだなという思いが

ありました。 

  当時、西の杜というこの裏のゲレンデで滑っていたんですけれども、スキー関係者

はみんな美利河というか大きなスキー場で、私達存分に滑りたいと、子ども達にもそ

れを繋いでいきたいと、こういうふうにやってきました。 

  町長は採算性を求められる観光施設においてという発言でありますけども、以前、

美利河の経営に色んな話、質問をしていく中では観光施設という雇用の場なんだと、
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こういう答弁が当時、これ以前、町長から出た言葉なんですけどもありました。 

  採算をど返しをするという意味ではないにしても、その目に見えない人材育成等に

関しては、お金では評価できないわけなんですよ。 

  実際に全道規模で人脈ができたとか、いまでも各地から大勢の方が来られる。 

  これは、道南の中ではスキーの私は聖地だというふうに思っています。 

  技術を磨くもの、初心者も滑れる、そのスキー場の営業を存続してほしいというの

はスキー関係者、それから多くの町民が署名という形で表したわけです。 

  この中に町外からも半数の方が署名をしていただいた。 

  私は今金町ってあんまり観光がない町なんですけれども、美利河のスキー場が果た

してきた役割というのは非常に大きなものがある。 

  これは当然、温泉もそうですし、全部相乗効果ですよ。 

  これがいま岐路に立って町長はスキー場のリフトに関しては耐用年数が到来して

いるので廃止をするという話が以前からありました。 

  それを受けて色んな要請活動がありながら、じゃあマックアースリゾートにお任せ

をすると。 

  これは１０年を見据えた中では１億を超えるような投資、３，０００万、マックア

ースとはそういう契約ですけれども、まだスキー場のリフトを延命するとすれば、そ

のくらいできるような投資をしたというふうに私は認識しているわけですよ。 

  これはいまここで色んな事情によってこのような形になった。 

  町長がキャットでやりたいというのは、これはもうスキー場の営業を継続するとい

う意味では、物凄い歩み寄った話なんだなというふうに思っています。 

  しかし、さっき言った色んなところに対する町内、町外に対する効果、目に見えな

い効果というのは、これをやることによってどうなんだという疑問が最近思うように

なってきた。 

  というのは、狩場の山でヘリスキーをやって、ヘリコプターで上がりながらキャッ

トで頂上まで行く。 

  これは新雪の中だから効果的だなという話なんだけれども、いまスキー場でやって

いるところはあるかというのはちょっと疑問に思う。 

  色んなことを考えたら来年の３月までに美利河のゲレンデを含めてどうするんだ

ということをここで委託料をもってコンサルにかけるという。 

  その時まで、これは意見が分かれるところなんだけれども、いまのリフトを回して

その結論に委ねるということはないんですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 質問に答えたいと思います。 

  前段、色々美利河のスキー場の存在、それからスキーに係る方々の様々な人材の輩

出もあったわけであります。 

  私も教育委員会の職員として、スキー振興に係って、例えば子ども達を仁山のスキ

ー大会に私が引率をして、バスで何十人も連れて行くわけでありますけれども、当時
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は子ども達の活動が少なかったわけでありますが、今金町が７割くらい占めて、交通

渋滞をして３０分も４０分も遅刻したわけでありますけれども、開会式は今金町が来

なければ大会が存在しないということで、待っていただいて、スキー大会をやってい

ただいたという経緯もあって、そういう時代から今金町が道南におけるスキーの振興

に大きく関わったということでは重要な要素もあるし、加えて当時の今金高校を含め

て、檜山北校を含めて、高校生の存在なんかも非常に高いものがあったと。 

  今金町出身ということでありますけれども、インターハイだとか様々なところで優

勝者も出しておりますし、中体連の全国にも出ている生徒もおりますし、そのことで

は様々な人が輩出し、その影響を受けて私はスキー振興、こんにちまで保っているな

という認識を十分承知しているわけであります。 

  だからこそ、１つのスポーツのエリアでありますけれども、この地域おいてのスキ

ーの在り方、私も檜山北校の振興会の会長をやったり、せたなの顧問をやっておりま

すけども、事業を中止するという段階で、是非、町としても応援しますので、スキー

授業は存続してくださいということで、こんにちまでお願いをしているわけでありま

す。 

  この動きは止めることなく進めて行きたいなと。 

  そういうことでは、目に見えない部分の中では努力をしてきているつもりでありま

すし、先程議員がおっしゃったように、リフトありきのスキー場の部分があった場合

に、リフトが存続できなければスキーができない、私もはっきり言いまして、次のプ

ログラム、リフトに代わるものというのは何がなるかなということは非常に悩んでき

た１人であります。 

  考えられるのは、誰しも考えるＴバーリフトしかない、傾斜の良い所にＴバーリフ

トの限度が当然斜度の問題で影響があるわけでありますから、アイデアが見つかりま

せんでした。 

  でもそういう方向性を出した以上は、議会を含めての重い声もありましたし、スキ

ー関係者の方々も存続に向けての声、加えて新しいリフトといった部分もありました

から、これを考えた場合に、色々悩んで悩んで考えた場合に、森林管理署の署長にも

色々相談をして、色んな方法、手法があるよねって、先程、議員がおっしゃったよう

に、様々キャットの話も２人でさせていただいて、そういうことであれば何とか可能

性があるし、国にもスキー場を返還しなくても良いと。 

  返還手続きということになりますから、そういうことをしなくても良いということ

も留まりますよねっていうことで、そうだよね、是非、考えてみたいと思いますとい

うことで、すぐ帰って職員の方に相談をしながら、何とか存続する道を歩むとすれば、

私としては目一杯色んなことを考えてきましたけれども、もうこれしかない、存続す

るとしたらこれしかない、ということの考えにたどり着いて、このことについて提案

をし、議員がおっしゃるように、スキー関係者がおっしゃるように、いままで通りに

は決してならないです。 

  リフトはリフトなんです。だからこんにちまでリフトできたわけでありますけれど
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も、それが叶わないとすれば、議員もおっしゃったように今シーズン、今シーズンか

けてしまえばまたあれなんですよ。 

  私はそこまできちんと将来を踏まえて考えておりますので、以前から申し上げてい

るように、リフトの存続とスキー場の存続は一体化したわけでありますけども、そう

いう面では将来の構想を描いた場合には、早めにそういう考え方を示していかなけれ

ばいけないと思っておりますので、こんにちまで相当こう職員を含めて色んなところ

にも相談をしながら掲げてきた今シーズンを、何とかしのげば次に繋がる道筋を当然

できていくだろうという私の思いもありますので、是非、このことについてはご理解

をいただければなと思っております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君 

○１０番（山崎 仁君） いま町長が答弁したのは、そう以前から聞いている話です。 

  私はやっぱりチェアリフトというのがスキーを滑るものにとってみれば一番乗り

やすいものだというふうに私は思っている。 

  雪上車もいまの話では２５名乗りですか、これが話を聞いた中ではちょっと危険な

ところもあるようなので、それを１０名乗りに変更するという話があったようだ。 

  定員が１０名になると、この輸送計画もだいぶ変わってくるし、その場合には収入

に関してもおそらく変わってくるのかなという気がする。 

  これらを考えた時でも、これ２６年から２８年までリフト収入、１，９００万から

１，８００万あるという。 

  そういうバランスを見ながらどうなんだという話が、ちょっと欠けているのかなと

いう気がする。 

  確かにスキー場のリフトを８，０００万もかけて直すのは、これだけ聞くと大変な

話だ。 

  しかし、一部ではこれは内容は定かではないかもしれないけども、例えば民間でや

るともっと安くできるという話があったり、色んな話が出てきている。 

  それは何かと言ったら、民間が経営をしているスキー場だったら、もっと安く修理

もしているし、改修もしているという話があった。 

  役所が発注するから高い、これは当然だということ、役所が発注するんだから高い

のは当たり前だというのであれば、民間がやったらもっと安くなるのかって話、ここ

もまた出てくることです。 

  私はこれまで平成２年から２８年までずっと営業をしてきて、役場が果たしてきた

役割というのは大変大きい、役場がやらなかったら、行政がやらなかったらできなか

ったかもしれない。 

  いま更新時期、いわゆる耐用年数が過ぎているんであれば、民間がこのスキー場を

活用できるということを考えられないのかという話。 

  私は当然するべきだという気がする。 

  今金町が指定管理でこれからずっと経営をしていくといったら、同じことの繰り返

しです。 
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  だったら、もう役場としての使命はここで終わるから民間で自由にこのスキー場を

活用して下さいと、そういうことも含めたコンサルとの来年３月までにできるものに

はそういうものも入るかもしれない。 

  色んな可能性は私はあると思う。その可能性を探っていく時に、いま言ったような

あまり例のない、これはダメだとは言っていないですよ、だけどあまり例のない、ゲ

レンデで利用する例のないキャットで、しかも定員を半分以下に落とすような状況の

中でやるよりも、去年までで１，８００万位の収入がスキー場であるのであれば、こ

こはリフトの整備をして、改修をして、それから来年に備えると、こういう考え方っ

てあっても良いのかなという気がするんですよ。 

  特に今回、スキー関係の皆さんが議会に請願を出したり、町長に要請をしたり、こ

の資料を見る中でも物凄く協議をしている。 

  行政と関係者がこんなに協議をしているのかっていうくらい協議をしている。 

  署名活動をするのも町始まって以来じゃないかなと思う。 

  私の知っている限りでは初めてです。これだけスキー関係が盛り上がっている。 

  町長に期待をしている。問題は来年の成果品が出るまでの間、リフトでやるのかキ

ャットでやるのか、ここなんです。 

  私はリフトを最低限というか、安全第一なんだけれども、費用をなるべくかけず、

改修をしながらやった方が良いと思うんですけれども、いかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 前段ありましたキャットの導入に向けての収支等々を含めて、

後程、副町長から答弁をさせます。 

  基本的な考え方のベースの中に民間という言葉がありましたけれども、見積もりを

いただいたのは行政が作ったのではなくて、民間からいただいたわけであります。 

  既に経営に係った方をベースとしたところからお願いをしているわけであります。 

  それが１つ。実際、事業を行う為には、いま議員がおっしゃったように、それは自

ずと民間が直接事業を行う場合と、行政が行う場合については、様々なルールがあり

ますので、そういう面では少しく差異が生じるだろうということは当然認識として、

以前から議員おっしゃっていますように、行政だから高いということには決してなっ

ていかない。 

  そのものによってはそういうことはあり得るだろう。 

  今後を含めての考え方の話がありましたけれども、私はこの間、スキー関係者と色

んな議論をしています。 

  スキー関係者から色んな提案をいただいております。 

  例えば、いまのリフトを新しく作った会社の方に貸していただくことはできないか

とか、あるいはどうのこうのと、様々なアイデアを含めた議論をいたしました。 

  それはそれとして、１つの要素がありますけれども、例えばいまのリフトを民間の

方に地元を含めて民間の方に、お貸ししますのでどうぞ使って下さいといった場合に、

行政としては、町長はそれなりの手をかけて、改修をして、使って下さいという話に
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なりますよ。 

  そのまま使って下さいという話にはとってもそういう考え方には私はなりません。 

  そのベースになるのが、町長、８，０００万という数字が出てきている時に、それ

でどのくらいかかるんですか、この８，０００万が以前から８，０００万前後という

数字が私の頭をよぎっちゃたんです。 

  今年、いま議員もおっしゃっていただきました、スキー関係者も言っています、今

年は何とか４，５百万という数字が出てきますけれども、その部分だけで今シーズン

しのいでくれないかという意見もちゃんと聞いています。 

  聞いているけども、私は町長の立場として８，０００万というかかる数字を聞いて

いて、そのうちのごく一部で５００万、手抜きでないかという話になりません。 

  その部分、そしたらその８，０００万の見積もりは何だったんだって私は思うんで

すよ。 

  設置者として、責任者として。そこが大きな岐路だった。 

  相当頭が痛かったのはそこなんです。そうでなければ多分スキー連盟が言う、議員

がおっしゃるように、今年何とかしのげる、今シーズン何とかしのげる、新しいもの

の道筋のために、何とか手をかけて行こうじゃないかと。 

  それは最低としていくらなんだってはじいた数字で、いまみたいな数字が出れば私

はそうだよねってなるという基本的なものは持っていたかもしれませんけれども、い

ままでの経過の中では中々それはできなかった。 

  これからのことを含めてそうでありますけれども、いま私的には様々な施設を含め

て事業も含めてそうですけれども、民間の方に移行しております。 

  美利河も含めて民間の方に事業運営を移行したわけであります。 

  これも民間移行でありますから、議員おっしゃるように、これからはそういう方向

をもっていかなければいけない。 

  仮にリフトを作るにしても、行政がなんたかんた作らなければいけないという１つ

の基本ベースは何かと言ったら、町が事業主体となってやった場合にしかつかない補

助金、起債ってあるんですよ。 

  その場合は町がやって、どっかにお貸しするという形になります。 

  民間が、認定こども園ではないですけど、民間がやってそこに補助金をいただいて

何とかするのであれば町はそこに投入をして、是非やって下さい。 

  これは民間手法してやりやすい、最も望ましい方法だと。 

  それは当然目指していかなければいけない。それもどういうやり方が良いか、そこ

にどういう方々が関わっていくか、その会社がどう関わっていくか、これは前回の全

員協議会で上村議員さんがおっしゃったように、若い方々がそういう組織を作ってい

るんだから、是非そういうのを生かして行こう。 

  多分、多分どころか当然私はそういう視点を置いて、地元で何とか運営できるよう

な手法というのは考えていく必要はあるだろうと。 

  いつまでも行政が関わっていくというのは中々なっていかない。 
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  ただあそこの施設は町で借りていますけど、それも森林管理署とも話をしています。 

  国有林を町で借りていますけども、これが民間参入した場合についてのやり取りの

仕方も、それもなしではないよ、既に全国でやっているところもありますから、そう

いう話もしていますし、これを具体的にどう詰めて行くか、いまはどうのこうのとは

言えませんけれども、様々な門徒は広げていますし、議論はこれからしっかりしてい

かなければいけない。 

  行政としてどういう係わりが取れるか、ただ、いくら支援する応援するにしても、

町の責務というのはありますから、そういうことも用いりながら、私としては施設を

含めてそうですけども、ＰＦＩだとか様々な手法でいま事業があちこちでやられてい

ますので、今金町も今後を考えた場合には、議員がおっしゃるような民間のノウハウ

を含めた導入に向けた視点というものを、きちんと持って行かなければいけないとい

う思いは私なりに持っています。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君 

○副町長（中島光弘君） 採算性のお話がありましたけれども、政策的な話は町長の方

からありましたので、私どもにつきましては、一番は安全性ということ、それから連

盟の皆さんの思いでありますけども、継続性というのが一番でありますから、継続す

る方法をきちんと考えていきたいというのが一番であります。 

  料金設定だとか色んなことがありますけれども、今回はどちらかというと継続に主

体を入れているということが一番でありますので、ご理解をいただければと思います。 

  それから、民間導入という話はもう頭の中には入れて動こうとは思っています。 

  それはスキー場だけではありません。いろんなケースがあると思うんですけど、そ

こも検討をしながら、研究をしながらしていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君 

○１０番（山崎 仁君） コンサルにお願いをして美利河のこれからをどうするんだと

いうことは、みんな了解している話ですよ。方向性を出しましょうねということ。 

  その方向性を出すにあたっても、当然いま美利河で活動されている方々、これはス

キー関係も含めて、是非、協議を意見としてどんどん出してもらいながら、将来どう

あるべきかというのは、現地で活動している皆さんにも意見も反映をさせていただき

たい。 

  将来どうなるか、それから４町連携とは言いますけども、行政区域は今金町ですよ。 

  ですから今金町の中で今金がどう考えるかということが、まず基本にあるわけです

から、たとえは悪いですけども八雲の町長、長万部の町長、せたなの町長に美利河ど

うしますかって言ってもこれは今金の行政区域です。今金の財産ですよ。 

  ですから４町連携をする中においても、今金町のスタンスをしっかりしなければダ

メだとまず。 

  これは何かと言ったら、成果をコンサルに方向性を出してもらったら、それを今金

町としては協力を含めて、それから民間の話が出ましたけれども、出しましたけれど
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も、ＰＦＩで来られる企業があるのかどうかというのは、これまた疑問であります。 

  私は逆に言うと、行政がすっかり整備をしてこれを整備したものを民間に受けてい

ただくと、民間はそれを使って２０年、２５年、３０年、利用計画を持ちながら使っ

てもらえば、それはそれで良いことだと思う。 

  だから民間がいきなり工事をやって、起債を含めた事業に該当しない、そのことを

私は言っているのではなくて、やっぱり行政は行政、最後の化粧直しをしながら使っ

ていただくと、私はある話だと。 

  ですから、そのことは多分皆さん一致しているんです。 

  来年のそれに出てくるんだねということは。 

  しかし、それまでキャットでしのぐのか、いまのリフトで継続して営業してほしい

って、ここなんです話は。 

  スキー関係の皆さんもいま言う、コンサルにかかるというのは分かっていると思い

ますから、そこで意見を十分出して反映していただければ良い。 

  しかしいま問題になっているのはリフトなのかキャットなのか。 

  キャットという提案に対して、議会としては、利便性も含めていままでやってきた

ものを継続して、あと１年間できないかということ。 

  それがさっき言いました、関係者、町民の中での熱気ですよ。町民の思いを町長が

行政に反映できるかという、ここなんです。 

  ですから提案は提案として受ける。しかし、議会としては、私としてはこういう署

名活動も含め、懇談会の数多い理事者それから議会との懇談を含めて、熱意を感じる

わけですから、今年１年何とかリフトでしのぎながら来年に向けていただきたいと思

います。 

  これは同じことの質問と答弁になるかもしれませんが、再度答弁お願いします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 再度ということに当然なるわけでありますけれども、私として

はやっぱりもう頭の中には職員を含めて８，０００何がしかかがやっぱり、修繕費が

５年だろうと１０年だろうと修繕費がかかるというリストアップされているわけで

ありますから、それはきちんと手をかけていかなければいけないだろうと。 

  そういうことがきちんと頭にインプットされていますので、それを抜いて今シーズ

ン、こことこことここだけという話で、町長として設置者としてその判断ができるか

といえば中々それは難しい。 

  始めから、４００万、５００万、３００万という数字が出て、今シーズンしのげる

のであればこうだよってことであれば、私は先程言ったように、そういう方向性を選

択肢として１つ有り得たと思いますけども、現段階としては、議会にすでにその数字

を示しているわけですから、ここに来て中々そう言う方向にはならないということで

は、是非、是非、ご理解いただければなと。 

  やっぱり見方によっては、それだけ必要だから修繕をするということで見積もりを

いただいているという経過、その出していただいた業者というのは既に美利河の経営
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に係った方の会社で出していただいたということは、私はちょっと重いなと思ってい

ました。 

  全くどっかの業者からいただいて、多分かかりますよというのなら、それはそれと

して、もう少し選択したり、あるいは検討、精査する必要があるかと思いますけれど

も、こちらから既に関わった方の会社の情報だということでは、相当重く受け止めて

きたところからですね、中々方向転換はいまとなっては中々難しいという状況を、是

非、ご理解いただければなと思っています。 

  共有するのは一緒だよと、これからどうするんだということについてのコンサルを

含めた様々な内容については、山田課長の方からちょっと答弁をさせていただきます。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君 

○まちひと交流課長（山田 薫君） 私の方からは、今後のゲレンデの美利河地区一体

とした利活用の関係で、今回予算提案しておりますので、そちらの方をご説明させて

いただきたいと思います。 

  今回、美利河スキー場のゲレンデを活用して、冬のスキー場だけの利用だけではな

く、そのゲレンデの夏場を含めたオールシーズン含めた活用を、何かできないだろう

か、新たな誘客も夏場のシーズンも向上させたいという意味合いで、今回コンサルテ

ィングの予算の計画をしております。 

  これは新たなアクティビティーの施設を考えたいというところでございまして、こ

れは３月内に成果品として計画書を提案していただくんですが、その提案書をもって

いま、次年度以降、この美利河地区全体の観光振興を踏まえて、何が優先的に必要な

のか、これからどういうふうな方向に進んだらいいのかという提案をいただく計画書

作りでございますので、提案書をもってそれをすぐ実施に向けていくものではござい

ません。 

  先程、町長からありました通り、提案書をもってスキー関係者の皆様や、例えば観

光協会の皆様、また町民団体の皆様の方にご意見を伺いながら、色々な美利河地区の

今後の振興を踏まえてこの計画書に肉付けをしながら事業展開をしていくまでの基

礎資料、基礎計画ということで今回予算を提案しているところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君 

○１０番（山崎 仁君） いまの美利河スキー場ゲレンデ利活用計画策定業務、説明を

いただいたわけですけども、成果品をもって今後の運営とするということではないと

いう話ですよね。 

  成果品ができてから関係者、関係団体なり、いわゆる美利河地区にあるわけですか

ら、当然スキー場利活用ですから、スキー関係にもご意見をいただくんだろうと思う

んですけれども、どっちなんですか。 

  コンサルがスキー関係と話をしながら成果品を作っていくのか、成果品を基に提案

して行くのか、どっちなんですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君 
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○副町長（中島光弘君） 基本的に並行して行きたいと思っています。 

  それからもう１つは、できてきたものを新年度予算に盛るつもりはありません。 

  それは当然ながら幅の広い意見を聞いて実施をしていきたいと思っておりますの

で、ただ基本となる叩き台なり、思いなりをまとめて議会の方を含めて相談をしたい

というふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君 

○１０番（山崎 仁君） 新年度に予算を持たないということは３月に成果品ですから、

当然間に合わないという気はします。 

  しかし、これはいつまでもおけるものではないんですよ。 

  成果品が出て話し合いをしながら、じゃあこれは２年、３年、４年後にやろうねっ

て言う話には多分ならないと思う。 

  速やかにこの計画を立てたんであれば実行に移していかなければ、ゲレンデが空く

わけですよ。 

  １年しかキャットの計画を持たない。成果品は出てくるけども、この成果品を基に

何年もかけてやるということにはならないと思う。 

  ですから、新年度予算には出ないけれども当然次年度に反映していかなければ、こ

れは作った意味がなくなる。 

  ですから、同時進行ということでスキー団体と話をしながら進めて、これはゲレン

デの利活用ですから、だから当然スキー連盟、スキー関係は外すわけにはいかない話

ですよ。 

  ですからここのところをしっかりご意見をいただきながら、次の年って言うよりも

３０年の秋には何とか方向性を作って実現していかなければ、私は成果品が無駄にな

ると思う。 

  ですから、この辺のところもどう実行して行くかということに関わってくるんだけ

れども、その辺のスケジュール、いわゆる成果品をいただきました、そのあとのスケ

ジュールはどうなります。 

  ここまで作るべきだという気がするんですけど、この辺はいかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君 

○副町長（中島光弘君） 私どももそのつもりでやるつもりでおります。 

  この成果品と言いますけども、多くの要素があるわけですよね。 

  例えば、このキャット方式の検証もしなければなりません。 

  それから、先程から話題になっております４町連携の中でどう位置付けるかという

ことも同時に動かしていかなければなりません。 

  先程、山崎議員がおっしゃった通り、これは今金町の施設ですからあくまでも、４

町連携の中で私は副町長をしていますので事務的な話を申し上げると、例えば今金町

の施設に各町が負担金という形で参画をするのか、色んなパターンがあると思うんで

すよね。 

  それから各町の温度差もあると思います。スキー場を現実に持っているところ、そ
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れから持っていないんだけれども、美利河スキー場を活用していただいて、今後もス

キー場を活用したいんだというところもありますし、ここは町長の段階での政治的な

部分と、それから各町の議会に色んな相談をしなければならないわけですから、私は

美利河に関しては複合的に色んなものを同時に動かしていかなければならないとい

うふうに思っておりますので、具体的にここでポイントをここでするということでは

なくて、同時進行の中で早めに当然であります、次のシーズンに間に合うか間に合わ

ないかということもありますし、夏場のプログラムというのであれば、夏場に間に合

うような予算提案も、例えば６月補正に間に合うような形というのは時間的なものも

必要だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 今後のことを含めた様々な話になっているわけでありますけど

も、先程から議論になっているスキー場ゲレンデを含めて国有地であります。 

  私の方は以前から議会の方にも大きな課題として、このまま国有地のままで利用す

るのはどうなのかという話をさせていただいて、必要であれば町として購入したいと

いう話も以前から申し上げておりましたが、いままではそういう動きを全くしていき

ませんが、様々な最近の動きの中で八雲森林管理署の署長には正式に何とかそういう

ことも含めて考えさせて下さいということを話をさせていただきました。 

  ご承知の通り、以前から申し上げております色んなプログラム、色んなアイデアが

出てきますけども、いま国有林だから木１本切ってはいけない、あるいは杭１本打つ

ことも、機械がちょっと入って整備すること、全部手続きが必要だと、許認可が必要

なわけでありますから、これから新しい事業展開をどう考えるかという部分の前提で

はやはり私は町有地として求めながら、色んな事業展開をしていく必要があるだろう。 

  いちいち一回一回、様々なことの許可を受けて行かなければならないということに

は中々なっていかないだろうということの思いも持っていますので、これについては

別な視点でまた私の方でも色んな情報を議会にも出しながら、そういう声を出して行

くと、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君 

○１０番（山崎 仁君） 先程から言っているように、今年１年キャットなのか、リフ

トなのか、キャットでやりたいという提案ですから、この部分についてスキー関係と

十分に協議をして、今後においても協議をしながら進めるのであれば、安全に十分な

配慮が必要だと思うし、しかしそのごにおいていま言う来年に向かって色んな計画が

ゲレンデの活用についての計画が出てくるということですから、これはそこの部分が

最も大事だというふうに思う。 

  ですから、この中でさっき言ったように、町が新しく整備をしながら民間にすっか

りお願いをすると、更にいま町長から発言があったように、国有林についてもいずれ

かの考え方を持ちながら使いやすい斜面、ゲレンデっていう町長からの提案があるわ

けですから、この部分も十分に活用しながら考えていただきたいと思う。 

  何につけても今回の美利河スキー場の営業継続というこの町民の思い、これはもう
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ひしひしと、町長は８，０００万が頭をよぎったと、私はその要請、請願を見てやっ

ぱりショックを受けた。 

  やっぱりこれだけのことがあるんだなと。ですから是非このことも十分頭の中に、

町長、お金の問題だけでなくて、政策の面で決定できるのは町長あなたですよ。 

  ですから、是非、そういうところも汲みながら、今後、十分団体と協議をしながら

進めていただきたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 様々なご意見ありがとうございます。 

  先程、いまの議員がおっしゃったように、これからも議会の了解を得ましたら、早

速実現に向けた動きをするわけでありますけれども、スキー関係者これからも色んな

ご意見をいただかなければいけないのかなと思っていました。 

  特に、私も前段話をしましたし、学校関係者にはこれから教育委員会を含めてプロ

グラムの作り方、一気に来るのではなくて様々な分散した形という話も当然していか

なければいけないだろうと。 

  理科大学についても、一気にたくさん来られますので、その辺の話なんかも具体的

にしていかなければいけないのかなと。 

  大学の先生は直ぐその場でシミュレーションをして、午前中に何回しか乗れないな、

様々描きながら話をした経過があるわけでありますけれども、新しい情報の中では先

程あったように、本当にスムーズに走れて安全ということの、いま提案しているもの

については、２０数人乗りでありますけれども、１０人乗りは軽量であるし、コンパ

クトであるし、何よりも何よりも早い、いまのリフトと変わらない速さでもって、下

りなんかはもっと速く来られるという様々な提案もいただいておりますので、その辺

は協議をさせていただき、予算は予算として今回ご審議賜りたいと思いますけども、

そのように新たな修正ありきという認識も持っていただきたいなということで、私の

方からもお願い申し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君 

○１０番（山崎 仁君） いまの２５人乗りから１０人乗りに変えるという、変えると

すればいまこの予算、数字はこのままかもしれないけれども、いつの時点でそれが決

定するのか。 

  本会議まで間に合うのであればそれに合わせた資料を出してもらった方が良いと

思うし、これ２５人乗りでいまこれから協議、議会で審議するわけですから、当然そ

れは運行計画も変わってくるだろうし、その変わったものがいつ出てくるのか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君 

○まちひと交流課長（山田 薫君） いまのご質問にお答えいたします。 

  業者の方が来町していただいて、そのご地元に帰られて、車両の確保をいましてい

る最中で、いまその業者も全国の雪以外の車両も持っておりますので、そういった整

備もいま忙しいということで、いま早急にお願いをして見積もり等をお願いしており

ますが、中々間に合わない可能性もあります。 



- 31 - 

 

  今週中には数字を出していただきたいというお願いはしているんですけれども、

中々間に合うか、間に合わないか現段階ではお答えはできませんが、間に合うのであ

れば定例会に資料提出ということでさせていただきたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君 

○１１番（上村義雄君） もう４分かそこらで１２時になるわけですけれども、その前

にいま各議員から色んな意見をされ、そして町長もそれに答弁されております。 

  町長も何よりも大事なのは安全だといわれていますね、私もそう思います。 

  それからそのキャットの２５人が１０人になるという、それによってまた上り下り

する時の人数の違いもでてきます。 

  現実に２５人の３台で計算して９０日間これは数字ですけれども、計算すると１，

７１０回の往復になるんです。９０日間。 

  その中でもって、Ａコース斜めの上り下りがある。これは業者がリスクがあるとい

う危険度があるということを認めたから２５人が１０人に、１０人にあれするってい

ってもアルミのキャタにするという。ゴムでは危険度があるだという。 

  町長はリフトは動かさない、何回聞いてもリフトは動かさない。 

  また、今金の新しくできた会社、そことも行政で折衝して話し合ってくれているそ

うです。 

  しかし、依然として平行線です。リフトでやるべきだということに危険度、安全性

を確保するのであれば、リフトを動かすべきだという意見に対して、町長はリフトは

動かしません。キャットでやります。 

  安全が第一というのであれば、そこを考えなければならない部分だろうというふう

に思います。 

  同僚議員が言ったように、今年１年だけまずこれをリフト動かしてやったらどうな

んだって。 

  また、民間に委託をするというやり方でもってマックアースに委託しました。 

  ３年間の契約をしました。それが途中で大手の企業だけれども採算が合わんからと

言って撤退しますとなりました。 

  その時にマックアースが受ける条件で１億からかけて、あの大きなワイヤーの部分

を取りかえたわけですね。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 質疑の途中ですが、１２時を過ぎても終了した

いと思いますが、皆さん異議ございませんか。 

（「異議なし）の声あり」 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） ご異議がないようですので１２時を過ぎても終

わるまでやります。 

○１１番（上村義雄君） いまの１億からかけてマックアースの、まず３年受けますと

言って、それだけ金をかけて直しているわけですね。 

  私も産教の委員ですから現地に行って見ました。 

  その時に鉄塔が斜めになって使えないんだという話をされ、どこが斜めで使えない
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のか、具体的にそこの部分ではなんも使えないだしか言わなかった。危険なんだ。 

  例えで言えば、住宅だってリフォームすれば５０年経った住宅でも７０年、８０年

リフォームすれば使えるんですよ。 

  町長はリフォームはしないで、新しいものだ、新しいものだという。 

  それが本当に新しいに越したことはありませんけれども、しかし安全でより身近に

すぐ使える状況がある中で、リフトは動かさない。 

  もう何回も町長それを言っています。その根拠は何ですか。動かさない。 

  これは説明の中であれしている、これは４月の全員協議会で提出されたやつの中で、

その根拠として８，５００万という話を先程町長が言われたんでしょうけれども、新

しく作ったから安全で安心だという、これはどんな遊戯施設であって新しく作ってあ

れしたとしても、危険はあるんです。 

  それを危険のないような方向性でやるという事前の点検であり、人が緊張度を持っ

てやるから事故がないように進めていけられる状況だと思うんです。 

  この７ページに出ている、部分更新では索道の安全は確保されない、安全保障がさ

れない、新しく作ったって安全だという補償はないです。 

  その部分では、まず町長がリフトでなければ、リフトはダメだとキャットでないと

ダメだと、先程言ったような斜めの状況であれするから危ないからアルミのキャタに

変えるんだ。 

  しかも今度は１０人のやつに中型に変えるんだと。机上の計算だけでこう言ってい

るからこういうことになるんです。 

  現場の新しくできたピリカプロジェクトの方々の折衝の中では、どうやってもリフ

トは動かさないという、平行線だったと、そのように聞いております。 

  そこに至る町長の考え方、体育館の時と同じようです。 

  これだけかかる、これだけかかる、町長の思いだけで言っていることであれば町民

のためにどうあるべきが良いのか、いま一度再考する必要があると私は考えます。 

  まずそこらあたりどうですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） この間のいまスキー場に関しては、議論になってわけではない

ですね、ずっと以前から私が町長になる前から議論、話題になっています。 

  いままで様々な美利河の施設があって、その存続についての議論があった時に、決

して私としては良いとするところではなかったんですけれども、やはり議会の声を含

めて、町民の声を含めて、存続できる状態になかったわけでありますから、廃止をし

てきた経過があるわけであります。 

  この間、議会からも随分、美利河に関する様々な施設等々含めて、いま予算の話も

随分私には厳しい声があったことは十分承知しているわけであります。 

  採算性どうのこうのを別にいたしましても、存続に向けての大きな課題を抱えてき

たわけであります。 

  先程言ったように、何度も申し上げますけれども、安全性どうのこうのは当然誰し
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もが基本におけなければいけない要素があるわけでありますけども、このことにつき

ましても、逆に議会からもありましたよね、いつまで、どれくらい、美利河に、平成

１９年に私が方針を出した時にも随分意見をいただきました。 

  どれくらいお金をかけようとしているんだ、どれくらいかかるんだって言う話をさ

せていただいて、１０年計画を作った経過もありますけれども、随分多額の経費がか

かるということもご指摘を受けながら、何とか存続の道を歩んできたことを、それに

ついて一定に理解を示していただいたことについても、感謝を申し上げているわけで

あります。 

  最後の手立てであったマックアースについても同じであります。 

  その別な形の手法でもって、新たな道筋を歩もうということで、マックアースさん

と相談をしながら、そのための前提として大きな多額の修繕費、これまで町長は多額

の修繕費をかけてまでもリフトの稼働はできないという方針を、新たな道筋ができた

わけでありますから、将来に望みのあるベースがありましたので、議会も賛同をいた

だいてマックアースさんに依存したという経過があるわけであります。 

  議員がおっしゃる通り、その当時も１億以上の経費をかけてやってきたと。 

  今回また新たに出てきたわけであります。この同じ繰り返しをするのかということ

には、町長としては中々なっていかないということが基本ベースにあるわけでありま

す。 

  それは何かと言いますと、やはり安心安全というのはいつまでの、新しくても多分

そうでしょうけども、決してそのことをどう追及して行くかということが、非常に私

は重要な要素だと思っています。 

  今回、キャットしかないという提案なんです。私は存続するためには、リフトを稼

働できないとすれば、これはまだなお今回８千何百万何がしのお金をかけてできませ

んということが基本ベースです。 

  そうすると、結果的には新しい道筋もできない、これでもって少ならずも見積書は

約１０年位を目安にした見積でありますから、これでもってやってもそうとは限らな

い。 

  ２、３年じゃないですけども、またまた様々な修繕がかかるかもしれない。 

  今回もらった見積もりよりも。前回は１億何ぼで見積もりもらって、また今回です

から。８，０００万ですから。話は違うわけですよね。議員さんおっしゃるように。 

  私は３年なんとかもつようにと言いながらも、３年少しは当然持つようなベースで

もって見積もりをいただいて、１億何ぼかけてきたわけでありますけれども、今回は

１０年も経たないうちにまた８，０００万という数字が出てきているわけです。 

  これの繰り返しということはおそらくなっていかないと。 

  やはり、新しい道筋を歩もうということが私の基本ベースにあるわけであります。 

  キャットが良いなんてということではなくて、いま存続するために大きな声は、議

会の声は、スキー関係者の声は、町民の声は、美利河のスキー場を何とか存続してく

ださいというベースなんです。 
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  やるんであれば思い切ってやるのであれば、新規にするにしても１年、２年、当然

かかるわけでありますけども、そこは手立てがなければ休むしかないんです。 

  私はいまのリフトにお金をかけられない。同じような手法はできないと言っている

わけですから。 

  そうした場合に、何とかいい方法がないかなと、存続できる道筋はないかなと思っ

て、考えて考えた挙句に何とか様々な問題があります。 

  様々な問題はあるけれども、この道筋にたどり着いたんですよ。 

  結果的にそれの基本ベースとして、アイデアをもらったところについては、２５人

乗りですけれども、現地を見てもらって一番大きな課題は職員も私も行っています。 

  稼働率が当然下がるわけですから。もっと早くに多くの方を回転できるような形の

工夫というものは目指していかなければいけない。 

  今シーズン始まっていないわけですから。それに色々アドバイスをいただいた段階

では、もう少しく稼働率が良くなるよ、小さくなることはその辺の安全性が確保でき

るわけです。 

  いまの２５人でも安全性は確保できますという話はいただいております。 

  そのことについては一部コースに雪を盛ったりなんだりして、より一層の安全性を

確保するということはなっていますけども、そこはそことして、また新たな業者から

の意見なり提案もあったわけですから、私としてはより多くの方々に使っていただく

ための手法というのは、考えていかなきゃならないかなと。 

  このキャットありきでこれからもずっと行くなんていうことは決して思っていま

せんし、多くの方々の望んでいるように、これからどういう道筋を歩むかと、それに

ついて目を向けて行きたいと考えておりますので、何とか何とか今シーズンについて

は、存続、継続できるためにこの手法でやらせていただいきたいなと思っています。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） 安全を確保する、それは大事だ、安全を確保する、大事であ

れば３年前に１億かけてあれしたリフトの方が運搬能力も当然膨大に違うし、リフト

で１時間運行してお客さんを運搬するのであれば５４０人から運べれるという数字

でした。 

  それがキャットで２５人乗ってあれしているやつでもって、１時間で７２人しか運

べられないと、これは数字の計算上です。 

  計算上でも７倍以上の運搬能力があり、安全の観点から私は素人の考えですからわ

かりませんけれども、ゴムのキャタでは滑るからアルミのキャタにするんだ、２５人

から１０人、中型に変えるんだ。 

  それが今月の本会議にその資料が出るのかと言ったら、分かりませんという。 

  できるだけ努力をしますという。全く計画を組んで出すからにはそれだけの、机上

の計算をしていないからこういう状況になっている。 

  私は素人の考えで、坂で真っ直ぐ上るんであればキャタで良いでしょう。 

  この斜めの部分というのが非常に私は素人考えでも、ブルなんかの土建の工事なん
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か斜めになると全部ひっくり返って事故のもとになっているわけです。 

  ユンボなんかもそうです。人身事故があるのも、その斜めに横に滑るそういう状況

から事故になっていると。 

  そのリスクを考えたらＡコースの部分では、私もＡコースをリフトに乗ってスキー

場に行って、リフトで上っていってＡコースを降りてきました。 

  Ａコースであっても非常に急なところがあります。急なところに更に斜めになって

います。 

  そういうところが２ヶ所もあります。またこういうどっちに転がっても分からない

ような馬の背というんですか、そういう状況もあります。 

  そういう現場を考えていけば、現場を見てようやくそのキャットの会社が１０人乗

りに中型で、そしてアルミに変えますと。 

  通常のゲレンデのスキー場で雪上車でもってやっているところというのは、新雪で

新しいところに上っていく、そういうのには利用されているようですけれども、スキ

ー場そのもので往復しながらお客さんを乗せて行くというのはやったことがないよ

うです。 

  ましてや２５人の部分が１０人になり、１０人になったやつを台数を増やすとなっ

たら、絶えず交差をしながら上り下りしなければならない。 

  しかも斜めの傾斜のところがある。これが安全な運行の計画なんですかと私は疑問

に思います。 

  どうしてもリフトは動かしません。８，５００万かければ１０年は使うという。 

  ８，５００万でまた１年後に８，５００万かかるからできないんだと町長は言う。 

  しかし、１億かけたワイヤーのロープそのもの、センサーそのものはまだ有効に使

えるはずです。 

  鉄塔が傾いている、斜めだと、現地調査に行ったら、鉄塔がダメなんだと、鉄塔が

傾いているんだ。 

  それは傾いているんであれば、何番目のどの鉄塔が傾いているのか、きちんと危険

なところを示さないで、ただ危険なんだ、ダメなんだ、もう使えないんだ、修復はで

きないんだ、こういう感覚。 

  これは体育館の時と同じような手法ですよ。これは私は再考するべきと考えますが、

再度お伺いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 議員はキャットを含めて傾斜、傾斜と言いますけども、傾斜を

そのまま利用するという考えは当初からありません。全くありません。 

  傾斜を改善して行うという前提に立って色んなことを進めてきましたので。 

  傾斜のあのままの状態で走らせるということは、当初から全く考えておりませんの

で、それは是非、是非、ご理解いただきたいと思います。 

  あくまでも走りやすい条件を作って導入するということは、この間、スキー関係者

の方にも話をしております。 
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  そのことも私から提案をし、いまなお私も知っておりますので、あの２ヶ所につい

てはきちんと手を入れて対応していかなければ心配の要素が益々増すので、それにつ

いては努力していかなければいけないという話はしています。 

  あとはもう１点、業者は業者としてきちんと見ていただいてアドバイスを受けてい

るわけでありますけれども、いま議員がおっしゃったように、当然新しい手法という

のはリフトではないわけですから、稼働数から人数から減るんですよそれは。 

  いままで通りにはならないんですから。そこは何とか理解しながらもこれでもかこ

れでもかという良い方法を目指すのは当然我々の役割だと思っていますよ。 

  心配な要素、それを何とか打開していくということは、我々は考えていかなくては

いけない。 

  ですから、より現場を見てあれでも十分ですよっていって提案を受けながら、様々

な検討してきましたけども、現地を見てもっと稼働率は高まる方法がありますよ、そ

れはどういうことですかっていったら、もっともっといまのリフトよりももしかした

ら早いかもしれません。 

  そのくらい早い回転数で行える機械もあるんですよ。それはどうなんでしょうか、

もう少し詳しく教えてくれませんかということでいま話を進めていると。 

  私はそれが有効であれば、ただ、いま議員がおっしゃったように、明らかに３台と

いうことを頭にしてしまいますと全く議員が言うように、稼働率は早くなりますけど

も利用数というのは減りますから、これはやっぱり額の問題にもよりますけども、そ

んな多額なものはかけたくないという思いがありますので、少し許せる範囲であれば

あと１台だとか２台増やすだとか、そういうことも当然検討していかなければいけな

いのかなと。 

  業者からのそういう意見をいただきながらも、何とか稼働率を高めて、多くの方に

利用していただく手法というのは、今シーズンきちんと受け止めて考えていかなけれ

ばいけないなと。 

  あくまでもいまの、議員が心配するところの傾斜等々含めては、当然改善して行く

という前提に、このことを導入していきましょうという話をしている。 

  これについては是非、ご理解をいただきたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 徳田君 

○６番（徳田栄邦君） 時間もありませんから少し簡潔にあれしたいと思います。 

  ２８年度予算をもって美利河スキー場については閉鎖するという町長の意向を受

けて、スキー連盟が要望書を出してきて、それに対して議会も意見書で応えたわけで

ございまして、いままで町長が一端止めたというものを議会が何を言おうが変えたっ

てことは余りないわけで、そこには関係者、スキー団体の皆さん方の思いが町長を動

かしたんだなということで敬意を表したいと思います。 

  そこで先程町長は、理事者とスキー連盟と目指すところは一緒だけれどもと言って

いましたけれども、いまの段階において片方はキャットでやりたい、片方はリフトを

動かしなさい、そこに妥協する余地はありませんね。 
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  そこでお聞きしたいんですけれども、もしこのお互いの一致を見ない中で、理事者

としてはキャットでスキー場をオープンするということが有り得るのかどうなのか、

そこのところはいかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 正式ではないですけども、ＴＴＮさんには前段、管理者であり

ますから、そちらに要請をし、願わくば運営について協力を願いたいという話をして

おります。 

  正式に決まりましたら、その段取りをきちんとつけていきたいし、かといってＴＴ

Ｎさん、会社そのもの職員としては関わっている方はいますし、そういうことではな

り得る要素はありますけれども、それにしても多くの人が必要でありますから、それ

については私としては、いままで関わっている団体の方々にも是非、協力をいただき

たいということは、前提に当然あるわけであります。 

  新しい会社も作られているわけでありますから、そこをＴＴＮさんには情報を出し

ておりますので、そこを活用できる手法なんかも、これから詰めていかなければいけ

ないだろうと。 

  何としても私は存続への道を閉ざしたくない、あるいは廃止というよりも休止とい

うことになってしまえば、次のステップを見出すのは中々難しいだろうということの

大変な私は判断をさせていただいていると思っておりますので、存続の道筋、とにか

く歩ませていただくために、とにかく努力をさせていただきたい。 

  スキー関係者にも述べておりますけども、いままで来られている上級、中級、初級

を含めて様々な方々があそこを使っておりますけども、町長としては最低限守らなけ

ればならないのは、スキー振興を考えた場合に小、中学校等々含めて、地元を含めて

そうでありますけども、近隣町、いままで関わった学校教育に関わったスキー振興、

これは未来にも繋がるわけでありますから、その道筋を閉ざしたくはないと。 

  願わくは高校、あるいは大学を含めて、まずそういうところから固定として利用し

ている方々のべんに供するための運行と言いますか、運営については最大限の配慮を

していきたいという話をさせてもらっています。 

  先程言ったように色々意見もありました。 

  圧雪の問題についても、高校生、大学生、学校も含めてそうですけども、必要であ

れば当然その時には臨時的に圧雪するだとか、色んな配慮を当然していかなければい

けないだろうと。 

  利用についても一気にどんと来るのではなくて、２班、３班に分けて、日にちを変

えていただくだとか、そういう工夫をしながら、より多くの方々に利用していただく

ような形を考えていかなければいけないのかなと。 

  ただ、いずれにしても平日はそういうことで調整ができますけども、土日は中々調

整が難しいだろうということを明らかに思うわけでありますけれども、そこを乗り越

えてまでもやっていかなければ、存続の道は歩めないということで、私の最善とした

努力の調査研究した中での運行は、ここにたどり着いたわけでありますから、実現を
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させていただきたいと思っています。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 徳田君 

○６番（徳田栄邦君） これから指定管理を受けてくれるかどうか、これから協議する

でしょうけれども、やるからにはすんなり営業できるように、あんまり意見の不一致

がない中で進めていただきたいなというふうに考えるんですよ。 

  この新会社にしても、あくまでもリフトで動かしていただきたいという思いがある

わけですから、それを今年はキャットでやるという意向を持って向かって行くわけで

すからね、指定管理に果たして新会社が応募してくるかどうかは分かりませんよ。 

  キャットでやるんであれば、受けないというかもしれませんし、ほかにどのような

形で指定管理を受けてくれる会社が出てくるかどうかは別として、安全に関わる色ん

な問題もあるわけですから、その辺を十分留意してみんなで、じゃあスキー場をまた

今年も開くぞっていう思いでやっていただきたいというふうに思います。 

  ちょっと長くなりますので、あとは本会議の方でやらせていただきたいと思います。 

  その点だけどうですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 何度も申し上げておりますけれども、当然、いままで関わった

方々を含めて、従前にもおりますけども、そういう方々の協力があってこんにちまで

来ているわけでありますから、その道筋を決して閉ざすことをしちゃいけない、これ

が私の存続の選択肢であります。 

  存続の選択肢は何かと言ったら、この機運を、この状況を止めるということについ

ては、はっきり言って私は１回休んでしまったら何でもそうですけれども、物事次に

行かないんですよね。冷めてしまって。 

  どんな形であろうと、繋がって行けばそこには意見も言えるし、あるいは足も運ん

でいただけるし、そして次の新しいことに目指して行こうと私は言っているわけです

から、そこにきちんとのっていただいて、前向きに進めさせていただければなと思っ

ています。 

  指定管理者と言いますけども、指定管理者はＴＴＮですけども、指定管理者が様々

な方を応募すると思います。 

  手が足りないのでお願いします。手を貸して下さいという中に、いま私が申し上げ

ている様々な会社とか、色んな方々にも声をかけて是非、参入の協力をお願いしたい

ということは言い続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 以上で質疑を終わります。 

  次に、その他を議題といたします。 

  理事者から何かございませんか。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 台風１８号の関係の概要の説明を申し上げたいと思います。 

  資料の方を配布させていただいておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  今回の台風につきましては、台風１８号ということで、１８日に直下をしたわけで
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ありますが、今回、特徴的なのは美利河地区で大量の雨が降ったということでありま

す。 

  ですから、うちの方も対策本部を設置してから直ぐに花石地区の川が異常な流量が

出たということで、その対応を初期ということでしております。 

  美利河の観測所では、２００ミリを計測しておりますし、これは皆さん朝方に凄い

風が吹いたというのも記憶にあると思うんですが、最大の瞬間風速は２５．２という

ことで、５時４分に計測をされております。 

  ２ページをご覧下さい。２ページにつきましては今回の概要、流れについて書いて

おります。 

  主要な部分、黒字の部分だけ説明をしますが、１７日の２２時７分に大雨警報、土

砂災害、浸水害、暴風警報が発表されました。 

  ９月１８日に洪水警報が追加をされ、同日の８時に町長、副町長、総務財政課長が

登庁し、災害対策本部を設置いたしました。 

  ９時に美利河交流センター避難所を開設、そこに住吉の向井さん付近が冠水をした

ということで、知人宅への自主避難をしておられます。 

  ９時１５分、花石交流センターも同じく避難場所を開設いたしました。 

  この地区については、花石の門間さんが自主避難をし、そのご知人宅へということ

になっております。 

  １０時３０分、同じく花石の千葉さん宅で床下浸水ということで、ポンプアップの

ための対応をしております。 

  １０時４０分、土砂災害警戒情報の発令がありました。 

  １１時１０分に災害対策本部会議を開催し、職員招集をしております。 

  避難勧告命令ということで、土砂災害地区につきましては事前の避難をということ

で、老人福祉センターを開設しております。 

  １１時２５分、花石の遠藤さんが花石交流センターへ自主避難をしております。 

  ここはご夫婦で２名ということであります。 

  １３時２０分に土砂災害警戒情報が解除されました。 

  流量的にはその日の３時に、今金地区の利別川が一番流量が増えた時間帯というふ

うに把握をしております。 

  ４時１５分に全警報が解除されました。 

  ９月１９日、本日でありますけれども、災害対策本部を改めて開催をいたしまして、

９時に本部は廃止をいたしましたけれども、以後については所管課ごとに午前中、も

う１２時になっておりますから、各部門の災害被害情報の調査の方を終了していると

いうふうに思いますが、道路関係、公営施設課の所管についてはまだ時間がかかって

いるというふうに聞いております。 

  次のページをご覧下さい。これは主要な部分の写真であります。 

  旧花石橋の増水の模様、それから花石の民家の床下浸水の模様、それから同じく珍

古辺川が氾濫した模様、それから豊田第３樋門でありますけれども、ここもポンプア
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ップをしております。 

  ご存知の通り、利別川の樋門関係は全部止めてしまいますので、当然ながらそこの

水があふれる状況がでております。 

  今回、かつて経験がありませんけれども、健民グラウンド、それからパークゴルフ

場が浸水をいたしました。 

  一時期、全部全て水没という状況になっております。 

  きょう現在ですけども、水の方は引いておりますけれども、こののちグラウンド、

それからパークゴルフ場の点検を実施したいと思います。 

  それから、ティーグラウンドというんですか、ティーマットというんですか、あの

辺も殆ど流されてしまいました。 

  直ぐに確保できるものについてはしておりますけども、危険も伴うということで、

最小限の部分で対応させております。 

  いずれにいたしましても、今回、全国的な台風で、それぞれの町で甚大な影響があ

ったわけですけれども、今金町については、これからいま詳細のとりまとめをしてお

りますので、まとめが終了次第議員さんの方にも情報の方は提出をしたいというふう

に思っております。 

  道道関係でありますけれども、中里７号、これ道路名で言うと７号ってわかります

かね、岡本さんのところの前にも土砂崩れをしたところなんですが、そこがまた土砂

崩れをしておりまして、函バスの関係で言いますと、花石橋から住吉橋の間を部分運

休ということであります。 

  ですから上地区については、花石のメノウセンターのところまで入ってきて、また

出て住吉の住吉橋の手前の停留所をという形の運行ということになっております。 

  復旧の目途については、いまはまだたっていないという連絡を受けております。 

  傾斜なものですから、今後の安全性だとか色々コンサルを入れて調べた上で対応を

するというふうに聞いております。 

  今回、早め早めということで周知をいたしまして、住民の皆さんからは特別直接的

な被害のお話はありませんでした。 

  それから、早めにということで花石地区の皆さんは自主避難にも応じていただきま

した。 

  花石地区一部停電になりました。１０分か１５分ですが、夕方でありましたので、

前回予算をつけていただいて、自家発電、各避難所につけておりました。 

  そこも点検も兼ねましたけども、作動をさせて実際に使っているという状況であり

ます。 

  いずれにいたしましても、この予算的な復旧の関係の予算が必要であれば、また議

会の方に提出をして対応をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

したいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けをいたします。 
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  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 職員の方、そして大変にご苦労様でした、そういう災害の部

分においては。 

  ただ、美利河のダム、美利河地区が大雨だからダムの放水をされたわけですね。 

  それによって、ダムの方と河川の方との連携が取れていたのかどうかわかりません

が、丁度、田代道路の上の田代道路、田代橋の上の方に樋門がありますよね、田代川

の方、そこの樋門を閉じるのが遅れたために、丁度いま国営の工事をやっている最中

の部分が、要するに逆流、利別川の放流の水によって逆流して、樋門から出て、稲穂

に行く道路が冠水していました。 

  １軒、倉庫というか物置というか、そこが冠水して、住宅にもう少しで冠水する近

くまでいったけども、住宅には床下冠水はなく済んで良かったなとは思うんですけれ

ども、要するに樋門を閉めるのが遅れたからこういうふうに、逆流して利別川のあれ

が流れてこういうふうになったんだという説明だったんで、そこらあたりのダムの管

理の開発と河川の開発の連携の部分、多分ダム放水をするにはちゃんと連絡はとって

やるんだろうと思うんですけど、その部分がその樋門を閉めないで逆流して、そうい

う状況になったという、道道の部分のあれが冠水して、乗用車でどうにかギリギリ通

れる状況くらいまでの冠水だったんですけれども、そういうあったことは今後も部分

で検討されていただければというふうに思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） いまの件ですけども、開発との関係の中では、先般も流域の様々

なタイムラインを含めて、洪水対策を含めた、災害対策を含めた会議を行っているわ

けでありますけども、その辺の教訓なんかもいただきながらやっておりまして、既に

以前から町長と所長、ダムの方と河川の方と一緒に管理をしておりますので、ホット

ラインというんですけれども、直接私の方に電話が入ります。 

  昨日も、ぼんぼんぼんぼん入りまして、次こういうふうにしました、こういうふう

にしました、いま言ったように樋門管理人に一斉に指示しました。 

  樋門管理人に一斉に指示をして、全部止めてもらうように指示を出しましたとか、

そういう報告も逐次私の方にきております。 

  ダムの放流関係含めてそうでありますけども、数字的に言うと１，０００が入る量

を想定しているわけでありますけれども、それをあまりやってしまうと超えてしまう

ので、７００レベルでいま進めて、そのため下から放流していますという状況。 

  いまこのくらいになりました。後半になりますと、グラウンドに水が付くという情

報が入りましたので、私の方も極力そのへんの調整はどうですかということでやり取

りした段階では、もうそろそろ雨が降る流量というんですか、流入量がダムに入るあ

れが少なくなりますので、これからいままで通り出さなくて少し調整をしながら下に

出さないように少しく配慮しますという話なんかも、短い言葉ですけどもそういうや

り取りを何回も何回も、常々にそういう情報をいただきながら、併せてその情報は役

場の方にもメールとして届いてきて、そのことを掌握しながら進めてきていると。 
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  あとは、業務の中ではその情報をいただきながら、町でどう動けるかという話、そ

れは特にそういうことを含めてなんですけども、一番ここにも出ていますように毎回、

毎回、そこに水が出ているところの、豊田の樋門、ここは早くに排水対策をしてほし

いという要請をしていたわけでありますから、その辺についての動きも早くに話をし

て、そこで初めてすぐにポンプアップして下さい。 

  常時、私も職員を含めて、開発の方にも指示を出しながら、最近はないんですけれ

ども、田代川、仁木さんも含めて、谷崎さんあそこも結構溢れるだとか、いま言った

ようなことも全部チェックをしなければいけないなということで、職員には管理職で

すけれども、グループを組んでもらってチームを組んでもらって全ての地域を見ても

らって、その報告を受けながら対応してきているということであります。 

  あとは今回初めてでありますけれども、これからそういう形を取りたいということ

で、開発の方から職員を２名配置していただきました。 

  役場の方に、後半ですけど常勤していただいて、そこでやり取りをしながら色々連

絡調整を図ってもらう。 

  私の方から指示を出して、この辺のことについて聞いてくれませんかというやり方

もできる。 

これは今後、多分継続して行くということになっておりまして、その２名は開発の

職員手薄なものですから、その辺の状況に詳しい今回来られたのは同じ開発の職員で

ありますけれども、国営の事務所にいる農業事務所の職員２名を役場に配置していた

だいて、様々な情報伝達を含めて協力をいただきました。 

  そういうことでは、これからもきちんとその辺も何をどうするんだ、誰が何をする

ということでは、タイムラインそれが非常に重要になるわけでありますから、その作

成にいまも既に取りかかりましたので、これに大いに私は期待をしていかなければい

けないなと思っております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございますか。 

  特に無いようですので、その他を終わります。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 以上で本日の合同委員会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

閉会 １２時４０分 
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