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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２５年１２月１６日（月）  

                          時 間 午前９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 

 議  件 

 

 ＊総務厚生常任委員会所管 

     議案第１号 今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定について 
 
     議案第２号 今金町職員の定年等に関する条例制定について 
 
     議案第３号 今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定 

について 
 
     報告事項  今金町職員の再任用について 
 
 ＊産業教育常任委員会所管 
     報告事項  クアプラザピリカについて 
 
 
  ４．その他 
 

 

○出席委員（１１名） 
委員長 １番 村 上 忠 弘 君      ２番 山 崎   仁 君 

３番 向 井 孝 一 君      ４番 加 藤 三 明 君 
５番 芳 賀 芳 夫 君      ６番 上 村 義 雄 君 
７番 川 上 絹 子 君      ８番 日 置 紳 一 君 
９番 上 村 義 雄 君     １１番 村 瀬   広 君 

１０番 山 本   豊 君     （議長 徳 田 栄 邦 君） 
 
○欠席委員（０名） 
 
 
○出席説明員 
    町    長            外 崎 秀 人 君 
    副  町  長            清 水   寛 君 
    総務財政課長            北 見 伸 夫 君 
    総務財政課長補佐          岸   貴 之 君 
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    まちづくり推進課長         山 田   薫 君 
    まちづくり推進課長補佐       松 村 康 弘 君 
    産業振興課長            森   朋 彦 君 
    産業振興課長補佐          津 山 康 彦 君 
    産業振興課長補佐          川 平 秀 明 君 
 
     
○出席事務局職員 
    議会事務局長            柏 田 泰 明 君 
    議会事務局係長           中 川 真 希 君 



 - 3 - 

                           開議 午前 ９時００分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（上村義雄君） 年末の忙しい中、合同委員会に出席いただきありがとうご

ざいます。１２月の定例会に向けての案件の中で、総務厚生の方から合同委員会に

よる案件が３件、報告が１件がございます。産教のほうでは報告事項があるようで

すので、私の方から最初努めさせていただきます。宜しくお願いいたします。 
 
◎町長あいさつ 

○委員長（上村義雄君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちあいさつを

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。今回の定例会向けまして、私の方から

合同委員会をお願いしたところであります。 
  今日私の地域にも除雪が入りました、産業教育常任委員会のほうでも話をさせて

いただきましたが、昨年の初雪も１１月１９日と遅かったわけでありますけども、

しかし１２月７日にもう既に今金では根雪になったという状況にあるわけで、すこ

しく流れが変わるかと思いますが、ちなみにこの町の雪は嫌でありますけどもスキ

ー場に関しましては、今日の朝の情報を支配人に方に掛けましたら、頂上の方に４

０センチくらいあると。下の方で２０センチぐらいで、まだスキーの出来る状況で

はないわけでありますけども、この２１日にオープンを予定しておりますので、そ

れまでにはなんとか叶うのではないかと情報が入ったところであります。 
今回お願いしている分に関しましてはそれぞれ常任委員会のほうで、提案説明し

ているわけでありますけども、取り分け、定住圏を取り上げても、その条文だけで

はなかなかどうなんだということで、解りずらい要素があります。手続きの１段階

であるわけでありますけども、その辺、全体知っている範囲内の中でどういう進め

をするのかということで、きちっと説明をしなければいけない案件だということを

思っているわけであります。承知のとおり個別で時々に情報を出しております、ド

クターヘリなんかもこの定住圏の中で取り組んでいこうということは既に、その前

段として進めてきている経過もありまして、そのことをベースにしたり、もう一点

私の方からこの渡島檜山、南北海道の市町村連絡協議会の中で定住自立圏で取り上

げてほしいということで常々申し上げてきました消防の広域化の問題、これについ

ては国、道含めてそういう要請の動きがあるわけであります、それに向けて対応し

ていかなくてはならない。私の持論でありますけども消防はご存じの通り自賄いで

あるわけでありますけども、それは業務であって事務については檜山では既に広域

行政ということで進めている訳でありますから道南圏、全部広域的な事務的な体制

はこの自立圏で可能性があるのではないかという動きをしてきた訳でありますが

今のところなかなかそういう方向にいってない。しかしながらこれからどうするか

ということについては、まだ細部についてはこれからの調整でありますけども今日

は今まで連携が想定される項目としてピックアップしているものがありますので、

おおよそのこれからの取り組みについてきちっと説明をしながら議会に向けてい

かなければいけないということから提案しておますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。あとは内容等々につきましては所管のほうから説明させていただ

きます。あと報告事項でありますが、クアプラザピリカの在り方につきまして今ま

での経過等々含めて私のほうから説明をさせていただきたいと思いますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。 
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◎開会の宣言 
○委員長（上村義雄君） ありがとうございました。 

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

の規定により合同委員会を開会いたします。 
 
◎議件１ 議案第１号 今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定につ 

いて 
○委員長（上村義雄君） 議案第１号 今金町定住自立圏形成協定の議決に関する 
条例制定についてを議題といたします。副町長清水君。 
○副町長（清水 寛君） 私の方から議件に入る前に一つご報告を申し上げさせて 
いただきたいと思います。本来は報告事項でありますから４件目の部分でやればよ 
ろしいのでありますが、実はそれぞれ所管の常任委員会の中でこの１２月１日に人 
事異動を曳いたということで該当する部分だけお話をさせていただきました。今日 
は説明員としてはその該当する人間はおりませんけども、１１月３０日をもって前 
保健福祉課長の小林君が依願退職という形になりました。やむおう得ず私達も受理 
する形となりましたが、そのことをもって１２月１日に後任に成田光康君をあて、 
公営施設課の課長には安達君を課長に上げました。課長補佐には小西康友君を上げ 
ております。そういう異例の年度の途中の人事異動でありますので、本来の所管の 
部分含めまして前段でお話をさせていただくのが筋かと思いまして、ご説明をさせ 
ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村義雄君） では合同委員会の議案に入ります。議件１、議案第１号 
今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例制定についてを議題といたします。 
理事者の説明をお願いします。 
まちづくり推進課長、山田君。 

○まちづくり推進課長（山田 薫君） （まちづくり推進課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対して、質疑があれ

ばお受けいたします。 
向井委員。 

○３番（向井孝一君） この定住自立圏構想の一番のメインはドクターヘリのことだ

と思うのですけど、これを見ると中心地は函館で、そこには４千万の交付金があると、

残りの１８合わせると２億２千万程の交付税がくる訳ですけども、現実的に運用する

となると、年間にどれくらいの維持費が必要なのか。この交付税が永久的に法制化さ

れて約束をされるものなのかどうか。 
○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） ドクターヘリに関しての運用の状況等の経費

の負担については、保健福祉課と病院事務長も構成委員として入っております。協議

会の方で話あわれていますが、参考程度に定住自立圏構想の協議会でもこういうこと

で進んでおきますということで説明を受けておりますので、今現状どうなっているか

わかりませんが、当時の私が説明を受けた時には、函館市等を含めた市町で負担割が

設定されまして、函館市が経費を負担するものと、残りの１７市町で経費を負担する

ものを分けて経費分担されておりますので、今提示されたものは、均等割りと利用割

が各市町村ごとに分けられまして、今金では、案では１６１万６千円の経費負担とな

っております。また函館市においては１千６百７４万２千円というような形で経費負

担となっておりますので、それを今回の定住自立圏構想の構成ビジョンの策定に入れ

ますとこの分が特別交付税の措置というふうになりますが、確約されるものなのかど



 - 5 - 

うかは、今、特別交付税措置という国からの指示がありますので、これは交付される

ものと考えますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） 他にありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長（上村義雄君） ないようですので、議件１の質疑を終わります。 
 

◎議案第２号 今金町職員の定年等に関する条例制定について 
○委員長（上村義雄君） 議案第２号 今金町職員の定年等に関する条例制定につい

てを議題といたします。理事者の説明を求めます。 
  総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見信夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。ございませんか。よろしいですか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で議件２の質疑を終わります。 
 

◎議案第３号 今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定

について 
○委員長（上村義雄君） 次に、議件３、議案第３号 今金町職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例制定について、を議題といたします。理事者の説明を求

めます。 
総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対し、質疑があれば

お受けいたします。ありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○委員長（上村義雄君） ないようですので、以上で議件３、議案第３号の質疑を終

わります。 
 

◎報告事項 今金町職員の再任用について 
○委員長（上村義雄君） 次に、議件４、報告事項、今金町職員の再任用についてを

議題といたします。理事者の説明をお願いいたします。 
総務財政課長、北見君。 

○総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 
○委員長（上村義雄君） 報告事項でございますけれども終わりました。質疑があれ

ばお受けいたします。 
 山崎委員。 
○２番（山崎 仁君） この再任用制度については以前条例化してますから、内容的

には条例を作った時の状況とは変わらないということでよろしいですか。 
○委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見信夫君） 条例上の内容とは変わらないということでご理解い

ただきたいのですけども、部分年金との接続ということで、例えば平成２５年です

と６１歳までというそれは規則で定めるものでございますので、その点ではよろし

くお願いしたいと思います。基本的に条例制定した時点との考え方とは変わらない

ということでご理解お願いいたします。 
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○委員長（上村義雄君） 山崎委員。 
○２番（山崎 仁君） 併せてお聞きをしますけども、定年年齢の延長というんです

か。今６０歳定年ということなんですけども、将来的には定年年齢が６５歳になる

とかそういうことも視野に入っているのかどうか。その辺はどうですか。 
○委員長（上村義雄君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見信夫君） 従前の国の考えなのですけども、再任用制度という

考えではなく進んでおりました。それは定年の延長ということで国家公務員の場合

は従前まで考えられてきておりまして、年金との接続は定年を延長するという考え

で進んできておりました。民間の考えが定年の延長ではなく再雇用ということで、

６５歳まで年金の支給年齢が上がった時に、民間では定年の延長ではなくて再雇用

と形で実施されていることを考慮されましてこのような国において再任用制度、定

年の延長ということではなく再任用ということで、今回の義務化ということになっ

てございます。ただ人事院につきましては定年の延長ということを視野に今後も検

討して行くという方向になっているところでございます。以上でございます。 
○委員長（上村義雄君） 他にございませんか。ないようですので議件４の報告事項

に対する質疑を終わります。これで私の分が終わる訳ですけども、只今日程にはご

ざいませんが、あったからんどで不具合が生じたということで、それの説明をいた

したいというお話でございますので、日程にはないことですけれども説明を受けた

いと思います。 
  副町長 清水君。 
○副町長（清水 寛君） 申し訳ございません。実はあったからんどの源泉に若干不

具合があるということで休館をし、その調査をしたいという部分であります。所管

のほうから今説明資料の配布をしていただき、内容についてご説明をさせていただ

きますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君）まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） 急遽で大変申し訳ありません。皆様に配布し

たチラシですが、あったからんどの臨時休館のお知らせということで、臨時休館の日

にちですが、明日１７日、火曜日の１日間ですが、次の日の１８日は休館日となって

おりますので、この２日間を休みにするということですが、臨時休館的には明日の１

日となっております。臨時休館の主な理由と致しましてはこの週末土日ですが、源泉

にあります水中ポンプが、通常ですと毎分９０ℓの源泉を汲み上げる能力があるので

すが、この土日に限っては６０ℓということで、源泉汲み上げる量が若干であります

が少なくなっております。その原因はポンプ自体の不具合なのか、温泉井戸の不純物

が水中ポンプの吸い込み口に付着しての原因なのか不明なため、今回臨時休館をいた

しましてポンプを引き上げて、原因究明にあたりたいということで、現在予備ポンプ

を持っておりますので、引き上げ後はその予備ポンプを新規で入れさせていただいて

休館日を終えた１９日から営業に戻りたいという考えであります。現在６０ℓで、こ

のまま通常業務で全然問題ないのですが、今週末が３連休、その後は年末年始という

ことで多くの来場者が見込まれますので、現状のままの湯量では対応ができない可能

性もでてきますので、今回急遽でありますが１日臨時休館をさせていただきます。明

日の各新聞の折り込みですとか各公共施設等でこのチラシを掲示いたしまして、住民

周知をしたいと思っています。また明日１日ですが、種川温泉の送迎を考えておりま

して、行が３便、帰りも３便ということで設定しておりますので、そちらの方で対応

させていただきたいと思いますのでご報告させていただきます。 
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○委員長（上村義雄君） 今説明が急遽こういう状況だということでありました。皆 
さんの方から何かございますか。よろしいですか。 
村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） 今回のその工事に係る費用というのはどのように処理して 
いくのか教えて下さい。 
○委員長（上村義雄君） まちづくり推進課長、山田君。 
○まちづくり推進課長（山田 薫君） 昨日業者とも話をしたところですが、費用的

なものはまだ見積等どのような持分になるのか話はしておりませんが、春に落雷の

影響があって新しいポンプを入れておりますので、その分でポンプ自体に不具合が

あって原因として確定すればメーカー保証の対応となりますが、先程申しました温

泉井戸の不純物で吸引口が塞がれている等、町側に要因があれば町側の経費負担と

いうことになりますので、それがまだわかりませんので、確定次第ご説明いたしま

すし、予算の方も上程も考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○委員長（上村義雄君） よろしいですか。他ございませんか。以上で議件４の報告

事項の部分、また今日程にはございませんでしたけれども追加で説明を受けたとこ

ろについての質疑を終わります 
次の会議は産教の部分になりますので、５５分まで休憩いたします。５５分から

開議いたします。どうもありがとうございました。 
 

休憩 午前 ９時４４分 
再開 午前 ９時５５分 

 
○委員長（村本照光君） 委員長を交代いたしました。休憩を打ち切り、開議します。 
 

◎議件５ 報告事項 クアプラザピリカについて 
○委員長（村本照光君） 議件５報告事項 クアプラザピリカについて、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） 私の方からこの間の経過を含めて説明させていただきます。

後程ご意見等々賜りたいと思ってました。今日提示しおります資料につきましては

４点を提示しております。とりわけ資料を１と４についてを中心的に説明させてい

ただきます。１につきましては、９月の議会の合同委員会において私の方からピリ

カスキー場につきましては今年度をもって廃止したいという旨の報告をさせてい

ただきましたが、その後の流れ、特に合同委員会の中でもきめ細かくその辺の経過

なり説明をというお言葉をいただきましたのでそのことを含まえまして、できるだ

け努力をさせていただいているところであります。流れ的には一連を出してきてい

るわけでありますけれども、この中で途中経過でありますけども直ぐに表明した段

階で、スキー学校、スキー連盟の方から様々な要請もあったわけであります。そこ

で相談をさせていただいて、できる限りその関係性の多くの方々のご意見をまとめ

てやったほうがいいのではないか。個別の説明ということがあったわけでございま

すけども、より多くの声をいただきたいということから、１１月５日には教育委員

会と相談いたしまして、学校教育を含めたスキーに関する様々な団体を中心に説明

を行わせていただき、これについてこれから説明をさせていただきます。そういう

動きをしながら町内会、自治会長の会議あるいは様々な経過を含めて、取り分けク

ワプラザの社員については少し遅れましたが流れ的には話をした経過もあります
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が、具体的資料に基づいて社員の方にも説明をしているところであります。東京で

の国有林野部長というのは、この開設時に今金の営林署の署長をやられていた方で

ありまして、国有地を借りているという仲から、この間、いろいろお会いしながら

スキー場の話をしてきた経過もありますので、方針を出しましたということをお話

しさせていただきました。ちなみに今、八雲におります今金の所管でありますとこ

ろの八雲の森林管理署の小野署長さんもこの当時一緒にこの方とおられた方であ

りまして、この辺につきましても当時の状況を知っている方でありますので、これ

から十分な協議がされていく形の中では、スムーズな協議ができるものと認識して

いる訳であります。 
１１月１５日は、この間、いろいろと設立なり、運営等々にご尽力賜りました議

会のＯＢの皆さん、前町長さんにこの辺のお話をさせていただいたところでありま

す。後は、今後に含めて大きく関わり合いのあるところでは、せたな町とせたな町

教育委員会の方にはきちっと話をさせていただいて、とりわけ桧山北高等学校のス

キー授業に関することにつきましても相談協議をしまして、学校の方にも話をさせ

ていただいて、教育懇談会もありましたので先般その中でも今後の在り方について

の中で、私の方から現状の話をさせていただいたところでございます。なお、ここ

には書いておりませんが、老人クラブ第１、第３老人クラブも行われておりますけ

ども、その際にもいろいろ質問があったり、私の方から挨拶の中で、話をさせてい

ただいているところでございます。 
  先般１２月の５日ですけども、スキー場の管理運営協議会がありましたけども、

私の方からお話しをさせていただいたり、質問なんかもあったところでございます。

こういうことを踏まえて、経過的な流れ、今後につきましては、以前示しておりま

すとおり、様々な団体とも報告とその内容の説明についてを詳しくして参りたいと

考えております。 
なお、１１月５日の部分につきましての報告会があったわけでありますけども、

その概要についてピックアップして書いております。何点かお話しを申し上げたい

と思いますけども、あくまでも先ほどから申し上げておりますように、この時に行

ったものにつきましては、廃止をするということの表明の報告とそのどうしてとい

うことの内容の説明会ということで行っているわけであります。質問の中には廃止

する場合の併置の方法だとか、費用のご意見なんかもありました。 
次のページをご覧いただきたいと思います。２ページになりますけどもあくまで

も、休止ではなく廃止という話がありました。４番目でありますが、スキー関係団

体の方も来られていた訳でありますけども、議員の中にもこの会議に出席されてい

た方がいる訳でありますが、不信感を持ったのではないかなと思いますけれども、

この間スキー関係団体への事前の相談だとか報告だとか、そういうものは全くなく、

聞く耳持たないで今日まできていると、厳しい、強い発言があった訳であります。

そのことについては私の方で反論するつもりもありませんでしたが、議会にきちっ

と伝えなきゃいけないということから、今日はその資料を提示している訳でありま

す。 
いずれにいたしましても、この間、私としては様々な経過を踏まえて相談をしな

がら進めてきたということを認識しておりますので、今後につきましてもきちっと

対応して参りたいという話をさせてもらいました。後は今言ったようなことが５番

目のところにもなる訳であります。この間、教育委員会の方にもきちっと話をしま

して、今後のスキー授業の在り方、あるいはスキー振興についてもきちっと話をし
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ていることから、教育長の方からもその辺の話をさせていただきました。あと７番

目につきましては、今後のことという部分である訳でありますけども、私の方から

は以前も話をしている訳ですけども、町費を出してクアプラザ全体あるいはスキー

場については運営することを止めたいという話である訳でありまして、思いとして

は何とか協力する流れができるのであればそちらの方向に当然考えるという前提

もありますので、民間企業であの施設を何らかの利用をして町のために役立つ事業

を行いたいということがあれば、これが私どもの将来に向けた利活用という言葉に

なる訳であります。そう考えた場合には一番下に書いておりますように早く方針を

出すということが非常に必要だということでこの度にさせていただきました。 
  右の方に書いておりますが、再度協議の場を設けて欲しいとのことでありますけ

ども、私としてはあくまでもスキー場は廃止するということでお話しをさせていた

だいておりますし、１１番目の最後の最後に書いておりますけども方針を変えず、

この流れの中で事務を進めさせていただきたいということをお話しさせていただ

きました。 
  資料の２につきましては議会の方に提出したものについて、資料の３については

クアプラザスキー場だけに伴った廃止の報告と説明の内容等々、これについては議

会の方にも説明の前に議員さんの方にも配布をさせていただいて、この内容等含め

て私の方か話をさせていただいたところであります。とりわけ最初の質問の方にも

来たわけでありますけども、運営状況どうなんだと、会計、経理の内容を示せとい

いましたけれども、私はそこまでする必要がないということで例えば４番目なんか

を見ますとですね。スキー場がどうやって管理されてきたか、２４年度の２千万の

内訳の１１％といったら２千万を１１％掛けると幾らか、おおよそ金額が想定でき

るような、詳しいことまで出す必要はないと思っていましたので、こういうことで

あらかたの概要説明をさせていただいたところであります。 
本題に入りますけども資料の４を見ていただきたいと思います。これにつきまし

ては議会の方からの特別委員会等々を含めた、ご意見をいただきながら町としても

改めてまた基本方針を打ち出しながら、進めてきた経過がある訳でありますけども

団体との、どういう関わりを持ってやってきたかということであります。ページを

振っております。１ページ目は今回提出したところの状況のピックアップしたとこ

ろでありますけども、毎年スキーシーズン前にそれぞれの団体ととりわけピリカス

キー学校、スキー連盟、スキー少年団を限定して打合せをしてきているということ

でございます。２ページ目をご覧いただきたいと思います。これから改善を含めて

相談をしながらやっていきたい、協力を求めなきゃいけないということから、２回

目でありますけども１１月にやっておりますけども、スキー連盟、スキー少年団、

スキー学校、ジュニアクラブというのはスキー連盟を含めた中の相談であります。

特にこのころから私の方でも非常にお願いあげ、３ページの上の方でございますけ

ども、スキー学校については、なんとかですね、スキーのリフト券、無料で指導員

の先生方が使っておりました。全面無料で温泉も無料で使っていた訳でありますけ

ども、こういう厳しい情勢でありますので、是非協力下さいと議会でもこういう特

別委員会を開催し、方向性をいただきながら私の方でも改善の道を探らなくては、

それだけ大変になっている訳でありますから、お願い申し上げますということで、

発信をしたところであります。その下の方に二重丸で書いておりますけれども、今

いった経営が極めて厳しいと、このままではやっていけないということであった訳

でありますけども上の方に書いてある、今までスキー客を誘致するのにスキー学校
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も協力しているのだからリフト券はただでもいいのでないか、ちなみにちょっとき

つい言葉だったですが、スキー場がリフト券を定額でいいから購入して欲しいとい

うスキー場なんか先はないよという厳しい言葉、いや、そこまで厳しいのです。そ

こまで厳しいのですから何とかご協力願いたいと。この時にはもう既に索道につい

ても耐用年数がきているので、もう長く営業できる状況にはないときちっと述べさ

せていただいてますし、新設の更新もしないと。いくら学校といいながらも特別な

扱いはこれからすることはできませんのでご協力くださいと。その中間あたりに書

いておりますが指導者のリフト券を定額で購入するのは受入られないと、強い言葉

をいただいた訳でありますけども、そこを何とかということでその間動いてきてい

る訳であります。 
その方向付が５ページ目、６ページ目、７ページ目、８ページ目、１１ページ目

を見てください。その流れに応じて、受け入れられないという言葉をいただきなが

らそこを何とかということで、再度の再度のお願いをしてきている訳でありますけ

どもこの時には２階の応接室と書いております。出席がスキー連盟に対してはきち

っとした対応をしておりますので、スキー学校だけでありますが、校長先生と当時

の指導員の方が来られて、ここには書いておりませんけどもそこまで大変そこまで

厳しく、そこまでやっていけないのであれば町長周辺の他の町に頭を下げろと、頭

を下げて懺悔を覚悟しながら運営するにしてはどうだという非常に手厳しい言葉

もこの日にいただきました。でもそういうことについてはできません。なんとか私

どもの中で取組できるようにします。そのためには協力願いたいということで、お

願いのお願いをした経過の中で顛末を書いておりますけども、下の③番目、指導者

用のリフト券については全員ではないですけども共通券としながら一部の先生に

関してはきちっと購入していただくという方向付になったという努力もお互いい

ただいてきていることもご理解いただきたいと思います。後はずっと流れがある訳

であります。特にピックアップするのはそういう努力の中で１７ページを見ていた

だきたいと思います。私どもは公共でやっているスキー場という経過もありながら

もですね、スキーのリフト券は非常に安く設定しているという認識を持ってきてお

ります。しかしそこまで厳しければ、多くの利用客を集めるために料金を下げれと

いう指導もいただきました。そういう努力をしながらも、そこに書いていますが、

開設当時からも日中のシーズン券等々含めて２万１千円から１万９千円にし、下の

段になりますと、わかりましたと。努力しますということで、再度１万７千円から

１万５千円とこういう様々な段階を含めてですね、リフト券なんかもご指導いただ

きながらスキー学校なりスキー連盟との指導をいただきながらですね、なんとか改

善の道を探るべく努力した経過があるわけであります。そういう中でスキー学校に

ついても協力してもらえるよと、次の裏のページ、１８ページなんかもそこに細か

いことも書いておりますけども、温泉券も全員無料でなくて、５枚くらい発行しま

すのでその中で利用してくださいだとか、あるいは光熱水費も 
 スキー場で運営している訳でありますけども、プレハブの油賃なんかも全部出来高 
 を出しておりましたが、それもスキー学校の方で賄ってください、こういう改善、

逆に私どもも努力をしますけども、様々な団体についてもご協力願いますという話

をさせていただいた経過があります。 
２３ページご覧いいただきたいと思いますが、そういう流れを、１９年から毎年

そういう調整をしながら提案を受けながら様々の改善の道を歩んできました。２１

年の１２月９日ですが、そこの顛末に書いてある下の方に改めてこの流れの中でス
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キー学校の方から、前回の会議からこれからの取り組みをしていることは非常にあ

りがたいと、成果も見えてきているよと、努力もしてますよという言葉もいただい

ていることも嬉しい話であります。今後についてどうするかということでまた改め

てですね、毎年、毎年、いろんな提案なり、アイデアいただいている訳であります

けども、その裏、２４ページの裏を見ていただきたいと思いますが、そういう中で

はまとめの下の方に３、４に書いておりますように少しく利用客を増やすための

様々な努力をしようと、ピリカのみならず隣接町の宿泊施設にもリフト券の優待券

を配るなり、あるいは合宿プランなんかも作ってですねやりましょうやと、我々も

協力しますよということでスキー連盟、スキー学校からスキー少年団なんかも一緒

に努力していただく道筋もこの間歩んできたところであります。 
  ３０ページご覧いただきたいと思います。そういう中でま益々厳しい状況は変わ

りなかった訳でありますけどもこの時には２２年９月９日、議会にお諮りしており

ますけども圧雪車、この間２台の体制、あまり２台の体制というのは、こういうレ

ベルのところではない訳でありますけども、どうしてもこう不具合が起きて使えな

い状況になったところから２台を１台にしたいということでこの間団体の方にも

お願いを申しまして事務を進めさせていただいたと。意見交換の中に圧雪車を流失

するということは近い将来スキー場を閉鎖するぞということなのかということで

ありますけども、これは、以前からも議会に話をしておりますけども、大きな故障

があったらすぐにでも止めたいということは話をさせていただいている経過があ

りますけども圧雪車の時改めてまたこの時に心配の要素がありますよということ

で団体の方とも話をしながら確認をしながら理解をしていただいている経過があ

る訳であります。それで右側の方でありますけどもこれも全体の説明会の時には意

見がありましたコースについても、いろいろな団体で自分達も協力するからコース

整備しようということだったけれども中々聞き入れてくれなかった。町もコースの

整備についてはやってくれなかったという話も厳しい言葉もいただきましたけど

も、そこに書いておりますようにこの間、あそこは国有地で勝手にコースをいじっ

たり、土を動かすことは全くできないのです。そういうところもあったりですね、

ここにも書いておりますように役場も諸先輩、経験したものの方々、コースに携わ

った方々様々に意見を試みた訳でありますけどもいづれにしてもただ単に砂利を

入れたり水を切った中ではあの整備はできなかったということをお詫びを申し上

げて、努力はしますけどもそういう状況でありますという話をさせていただいて、

最終的には最後に書いてあります一台体制でやっていくことにご理解をいただい

たという経過があります。あと、解りずらい部分がありますけども、４０ページを

見ていただきたいと思いますが、４０ページからは今までいろいろ箇条書き的に書

いていた部分を正式に分類的にわかりやすいようにスキー学校とは、スキー連盟と

は、スキー少年団とは、どういう流れの中でというきちっとした課題と対応につい

てグラフ化してですね、今日までやってきたのは４０ページからでございますので、

是非ご覧いただければと思います。あと、２３年４３ページですけども、そういう

ことを一覧表にしながらもきちっとした整備をして、スキー場の運営に係る取り決

めなんかもまとめて各団体に配布をしながら協力要請を図ってきたということで

あります。その裏については様々なご意見をいただきながら、アイデアをいただき

ながらですね、取組をしてきたという書類も付けております。４８ページが２４年

度、今シーズンに向けては４９ページでありますけども、この間毎年やっている分

の中ではこの２４年度の１２月１３日に打合せをしながら今回に望んでいる。最終
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的には５０ページをご覧いただきたいと思いますが、今シーズンのところにつきま

しては１２月１０日にいつものメンバーである訳でありますけどもこの方々に２

５年度のスキー場の運営協力についてお話をさせていただき、具体的な大きな変更

はございませんけどもなんとかできる範囲内の努力をしてまいりたいと。団体の

方々についてもきちっと受け止めをいただいていると。とりわけ５１、５２に書い

ておりますけども新たな最後のシーズンと、町が運営する部分の中では最後のシー

ズンということから考えますとウインターフェスティバルだとか、あるいはスノー

ボーダーのこういうこと、誘致の話があったりだとか、いろんなアイデア、最終の

シーズンに向けてのアイデアも出てきて、その辺の調整も図りながら今シーズンに

臨みたいということで動いていることもご理解をいただきたいと思います。文章は

ございませんが、先ほど申しました１２月の５日についてもスキー場の管理運営協

議会が行われた訳でありますが、その中で改めて委員さんの中から、この議題では

ないけどもちょっと聞いていいですかということで、議題外でありますけどもどう

ぞよろしくお願いいたしますということでお話しを伺いました。新聞に出ていた訳

でありますけども、スキー場は廃止方針だが、売却先があれば検討したいという言

葉があったようだけどもその辺はどうなのかということでありますけども、私の答

弁としましては、町としてはこれ以上投資ができない、なおかつ一番大事なのが安

全の確保の担保ができないということでこの間廃止をしたいという申し出をして

いる訳でありますが、手を上げてくれれば非常にありがたい部分でありますので、

ただ国有地の問題もあります。国有地の問題もありますので、そういうことで町も

ですね相談を乗ることも十分可能でありますし、そちらの方にも話をしております

ので弾力で対応したいということで無償譲渡となるとかどうだとかこうだとかい

うことは全くまだ白紙でありますけども利活用できるところがあれば是非話を進

めたいし、情報なんかもお願い申し上げたいという話をさせていただきました。も

う一人の方からは、私もその方は４社ほどいろいろな情報も持っているよと、その

情報なんかは私もいただいている部分がある訳でありますけどもそういう情報に

基づいて私もいろいろこれから具体的に動こうとしている訳でありますけども、そ

ういう流れにこれからどうするかということに全面的に取り組んでまいりたいと

考えておりますという話をさせて終わったところであります。そういうことでこれ

まで一連の流れでありますけども、今申し上げましたように今後についてはスキー

連盟、スキー学校の代表の方々とはこれからどう向かうかということについて、お

互い調整を図りながら進めて参りましょうという話をさせていただいている状況

にあることをまずご報告をさせていただきたいと思います。 
まず私の方からは前段の報告をこれで終わらせていただきたいと思います。 

 
○委員長（村本照光君） 只今、町長の方から説明がありました。これについて皆さ

んから質疑があればお受けしたいと思いますのでよろしくお願いします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） この間も申し上げておりますとおり、説明会等々いろいろな

場面でお話しを申し上げました。今もそういうような話をしましたけれどもこれか

らなんとかですね地元としてはあの施設を利活用していただけることを考えてい

かなくてはいけないと。加えてスキー場についても町としては安全確保するために

は担保がとれないのであのリフト等を含めた施設は使うことができないという状

況でこの間の方針になった訳であります。ただ、様々な手法があったり全国的には

いろいろな取り組みをされている部分がある。そういうところを受けていただいて
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いる団体も組織も当然ある訳でありますから、先ほどから言ったようにいろいろな

情報も、既に新聞で出たりあるいは私が言明した段階でいろいろなところに情報が

流れていっている訳であります。話をした以上、私としてもそちらの方に持たせて

いただければなと思ってました。そういう中であるところでは正式に活字として出

てきた団体のところもありまして、私としてはその仲介、スキー連盟とスキー学校

の代表の方との話の話題の中にそういう情報もいただいたところでありますので、

非常にこういい話だという認識を私なりにとっています。ここにつきましては、既

にこれから具体的にどうするんだということを探るためにも様々な選択肢が沢山

あっていいだろうという思いも当然ある訳でありまして、その他にもまたいろんな

ところからも具体的な名前は出てきませんが、いろいろ話を聞いたりあるいは、ぞ

ういうこう情報ももらっている訳でありまして、最初きちっとした言葉が出た組織

のところについては私の方からも電話をしまして是非ピリカを見てくださいとい

うことの話をさせていただきました。そこは大きいところでスキー場を全国に２８

箇所運営して、加えてホテルも２４箇所、スキー場と連動したところもバラバラの

ところもありますけども、その他に様々な植物の公園だとか持っていたりと大きな

組織であります。ベースはスキー場で若い方なんですけども父さんがスキー場を運

営していた。そこで大学も行かせてもらって本当にこういい思いをしてきたと、何

とかスキーで世の中に返したいということから全国に目を向け、スキー場の開拓に

努力をされている方でありまして、その方に是非お会いをしながら話をしたら、「町

長、今スケジュールがびっしり入っているので、必ず今金の方に来ていただいて、

見させてもらいたい。」と。私がなぜ早くに言明したかというシーズン中に状況を

見てもらわなければ、夏場にみてもらっても理解が増さない訳でありますから、そ

う考えた場合に、偶然に早く表明したことが多くの所に広まっていってそういう情

報もいただいた訳でありますから私としてはシーズンはシーズン中に見ていただ

きながら判断をしてもらう形としては望ましい方向に行っているのかなと思って

います。そういうことから具体的まだ会社の名前は言明できませんけどもそういう

ことも情報の一つとしてあるんだと、これから何点かあるという話も伺っておりま

すし、ある会社の名前も聞いている部分があります。うちの支配人の方にも情報が

ちょっと入っているということでありますから、いろんな情報が来るだろうと思っ

ています。この辺きちっと対応してまいって、この地にこの地域に合ったような形

の利活用ができればありがたいかなと、願わくば希望の多いスキーができる形がと

れればとても嬉しい状況になる訳でありますから、それについて私としては努力し

て参りたいと考えています。 
○委員長（村本照光君） 他、皆さんのほうから何かございませんか。 
  山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 平成２年にこのスキー場がオープンして、早いものでもう２

０数年経ちました。施設の老朽化ということでは非常に、形あるものはいつかとい

うことで理解をする訳ですが、これまでこのピリカスキー場、クアプラザピリカが

今金町に果たしてきた、貢献してきたもの、これ非常に多くのものがあると思うの

です。美利河という地域の中にあっては、いわゆる自治会の皆さんが各種スキー大

会等に応援にでていただいたり、いろいろな面で協力をしてくれた。それからスキ

ー場の運営でいうと、圧雪車とスキー場があればいいんだじゃなくて当然スキーを

やるには技術が必要となる。その場合には地元にいる西の森のスキー場で技術を得

た皆さんがピリカスキー場でそれを生かして、また次の世代に繋げていくというピ
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リカで育った子供達、一時は檜山の中体連で檜山６人の枠全てが今金中学校の生徒

だったそういうこともありました。残念ながらスキー人口が減ることによってそれ

も変わってきた訳です。スキー場の運営で言うとそのパトロールていうのが非常に

重要な役割があると、各スキー場それぞれ自前のスキーパトロールそれから資格的

に言うと日本赤十字のスキーパトロール、このパトロールの資格一つを取るにして

もまず始めに救急蘇生法資格を取るそれから雪上安全方の資格を取る。それぞれス

キー技術１級程度以上のものがなければできないという。こういう町民の皆さんに

資格を取得していただきながらスキー場安全ということで運営してきたというこ

とは事実ですよ。町長、先日説明会の中でお話しいただいたことがありました。と

いうのは、スキー場ができる前の状況に戻るんだと。よくスクラップアンドビルド

という、新しいものを作るためには古いものが壊されるんだといいますけども、そ

の古いもの、いわゆるピリカスキー場がなくなることによって次どうなるんだとい

うことを町内でスキーを愛好している方、それから冬のスポーツにこれから子ども

達が向かおうという人達は心配になっていると思うんですよ。ですからピリカスキ

ー場ができる前の形に戻すということだけではやはり不安が残る、当然これから先

どうなんだと考えたときに今町長最後におっしゃいました。民間でこれを受けてく

れるのであれば大いにそれに取組んでいきたいという。私はそこのことがこれから

大事だと思うのですよ。リフトの耐用年数が過ぎたというのであればそれを無理し

て１年、２年使って事故でもあったら大変だというのは、設置者としては当然考え

ることです。しかしそれを乗り越えても、民間がそれを活用してくれる、リフトの

更新もやってくれる、そこにどう対応していくか、今金町の対応がそちらに向かっ

ていくという気がするんです。ですからそのことが美利河の地域振興、今金町は農

業の町といいますけども地域によっては酪農あり、畑作あり、水田あり、いろんな

特色を持った地域があります。美利河の地域においては残念ながら山村留学も終わ

ってしまいました。それから小学校も廃校になったという。では美利河に何が残る

んだというのがあります。ここに活力を与えるためにどうするかという話をしてい

ただきたい。これが先ほど町長が言った新しい力をそこに入れてということであれ

ば大いにそこのとこに期待をしたいと思う。スキー場だけの話に聞こえがちなんで

すけども、私はピリカスキー場とクアプラザ、いわゆる温泉とスキー、これは一体

なのかなという気がしてます。オープン当時は温泉があり、スキー場があり、更に

プールがあるという売りでここは売ってきたスキー場であります。ですからピリカ

リゾート、美利河地域の振興を考えた時にはここ一番大いに町が力を発揮しながら

民間の活力を入れていただくという機会になると思います。是非そういうことでは

前向きな取り組みをいただきたいと思うのと、それからクア本体、クア本体は３年

くらい後って言ってましたけども、スキー場とセットということもありうるでしょ

うし、そこのところも柔軟なお考えを持ちながら、いかにしたら、何回も言います、

美利河の地域振興、冬のスポーツを愛するもの、北海道に住んで雪に親しむという

子どの達をこれからどうしていくかということ。これを最優先に考えながら取り組

んでいただきたいと思いますがいかがですか。 
 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎 秀人君） いろいろなお言葉をいただきました。ありがとうございま

す。本当に議員さんのおっしゃったような部分含めて、私のほうもその方向で向か

いたいと思ってました。何はともあれこの間スキー場ができたという経過の中にも

深く私もかかわってきましたし、先ほど言った本当にスキー場に協力をいただいた
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スキー少年団、スキー学校、スキー連盟等々含めて流れも私も全てかかわってきま

した。スキー学校の設置も私が一番最初に声を上げて取り組んだ組織でありますし、

加えて、先ほど言ったパトロールについても他の管内でやったパトロールの赤十字

の講習も今金独自で開催をさせていただいてなんとか広めていこうという動きも

させていただいて、直接自分もかかわってまいりましたので随分思い入れもありま

したし流れ的な苦労も十分承知している訳であります。だからこそ無理なお願いも

できる訳であります。ただ、基本的にはこういうような流になった中では是非ご理

解いただきたいと、理解というよりも納得してくださいという言葉を使ってきまし

たけども、これからどうすんだということを含めれば、今議員さんもおっしゃった

通り、スキー場そのものは無くなるけどもスキー場がなくてもスキーを楽しんだり、

スキーでいろいろかかわった団体、育ってきた団体そういう様々なスタッフの方々、

指導員の方々の活躍の場を逆にこれからも保持していくか、高めていくかというこ

とも私は必要ではないかなということを含めた言葉で今回、これからも向かってい

きたい。そのためにそのことについてはまず、今シーズンを乗り切りましょうと、

今シーズンの中でこれからの振興策を考えていきませんかというお願いも、そうい

う話をさせていただきました。これからどうするんだという話については先ほど言

ったように今シーズン向かえあって進めてきている部分でありますからそういう

意味では私は重要なシーズンになるのかなと思ってました。あと今申し上げました

ように今後の民間の状況等々踏まえても、ただ単なるそういうところが来てやれる

かといったらできないですね。パトロールの問題なり指導員の問題なり、講習会、

研修会できる形ができるかとか、係るところが地元にあるかないかで大きく左右さ

れるものですから、まずは今まで協力いただいている方々と連携を取って次の道筋

を探るために民間に動いていきたい。町長独自で動く場合もありますけども、今最

大のベースにしているのはスキー連盟、スキー学校と連携を取ながらそちらに向け

行ってみますか、お互いそういう面を探ってみますかという話をさせていただいて、

現在私がどこに出してもいいように、プレゼンテーションといいますか今金町のピ

リカスキー場はこういう所ですよというＰＲ用の資料に手をかけておりますから、

そういうことに基づいて、そのバックデータとしては議員がおっしゃるように今金

のスキー人口はどうなのか、スキーを行えるバックの支えというのはどういう体制

にあるのか非常に重要な要素になると思います。そう考えた場合にそういう取組を

して参りたい。あと圧雪車とリフトの話がありましたが、先般歩くスキーの総会が

あって今シーズンの話がありましたけども、来シーズンからは圧雪車が無いのでコ

ースをどうしようか、できるかできないかという話題が上がりました。コメントと

しては圧雪車以外にもやる方法があるだろうし、まだどうなるかわかりませんけど

もお互いにやれる方向で考えていきましょうやという前向きな話をした経過があ

る訳でありますけども、そういう所にも影響が出てきますので、きちっと向かえあ

っていきたいなと思いました。いづれにしましてもこの間の流れの中では自治会を

始め、いろいろな方々の支援協力があって初めて成り立っているという要素がある

ということもご理解いただければなと。加えて、今までかかわった方々について、

止めるということについては、相当大変なつらい状況にあって厳しい言葉にもなっ

たという理解であったわけでありますけども、是非知っていただきたいのは毎シー

ズン、毎シーズンそういうことを大事にしながらも改めて平成１９年から向かえあ

っていろんな相談をしながら協力をいただきながらアイデアをいただきながら提

案をいただきながら今日まで進めてきたと。しかしなかなかそれが叶わない状況に
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なってきたということがなかなか叶わない状況になってきたということが今日に

繋がってるということにつきましても是非ご理解をいただきたいと思います。本当

に貴重なご意見をいただきありがとうございました。 
 
○委員長（村本照光君） 他にご意見ございませんか。ご意見がないようでございま

すので、以上で議件第５を終わりたいと思いますがよろしいですか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長（村本照光君） それではこの件については終わらせていただきます。 
その他で何かありませんか。 

 
（「なし」の声あり） 

 
   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） ないようですので、以上で本日の合同委員会を閉会いたし

ます。 
  ご苦労様でございました。 
 
                           閉会 午前１０時３９分 
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