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        ◎開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君） 休憩を閉じてですね、ただ今から産業建設常任委員会を開催

いたします。 

 

○委員長（加藤正恭君） 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありません

か。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定

により、委員長において傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について事務

局の方から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） それではこの後の予定につきましては観光行政の現状と

課題にテーマ に所管事務調査を行ないます。産業経済課上坊寺課長にお越しをいただき

まして現状等のについての説明を求めております。また、すでに終えておりますが白老

観光協会との懇談の内容なども含めまして委員会のまとめにつきましては、本日または

明日ということで後ほど協議されることになっておりますので、一応予定としては以上

であります。 

○委員長（加藤正恭君） 観光行政の現状と課題については今、事務局からお話のよう

に上坊寺課長においでいただいて資料に基づいた説明を受けるわけですが、先ほど観光

協会の幹部の方々といろいろと懇談をした、それと今日のこれからの課題とまとめ、そ

れを明日ですね。今日はしません、しないで明日の午前中にそのまとめをしてみたいと。

そういう日程をしたいと思います。それから、前もってご案内のように土木課から道路

の認定の委員会協議会を招集することになっておりますので、それ終わった時点で午前

中の範囲の中で土木課の方においでいただいて説明を受けると。こういう日程にしたい

と思いますので、明日もう一日ですね、午前中でだいたい終わると思いますので、その

ように日程を決めたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは上坊寺課長、資

料に基づいた説明お願いをいたします。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） それでは観光の現状を若干。先ほどの協会の方の内

容ともちょっと重複するところあるんですが、それはご容赦いただきまして資料に基づ

きましてご説明申し上げたいと思います。 

  まず、白老町の観光の入込み状況でございますが、平成１４年度におきましては１，

８１５千人。日帰りが１，６８４千、宿泊が１３１千人という状況になっております。

昭和６１年に初めて２００万台の白老町の観光入込みを突破しましたが、ピークは平成

３年２５０万人でございました。それを境にしまして 減少傾向にあるという現状であり

ます。１５年度の見込み数につきましては１，０６３千人。前年度対比０．８％、先ほ
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ども説明あったかと思いますがこういう状況になっております。 

  これの大きな要因でございますが、春先の長雨がたたりまして、各イベントにおいて

大きな減少をみたと。特に港まつりは１万人程度落ちるというような状況で、こういう

ような要因がまず１つあるだろうと。それともう一つは今、国有林の中にありますイン

クラの滝、これの行く道の途中に崖崩れのおそれがあるということで現在通行止めの処

置をとっております。これに伴いましてインクラの滝の方については途中から人が入っ

ていない状況でございますので、これも大きく落ち込む要因になったんじゃないかと思

います。 

  もう一つは増える要因としましては、アイヌ民族博物館が７年ぶりに増加に転じそう

であると。前年度対比、今の見込みですが約３万人近く増えるんじゃないかと。昨年２

６万人でございましたが、３０万まではちょっと届かないんですが２９万ぐらいという

ことで今、財団の方では推計しているようでございます。あとグラフが付いてございま

すが、これも見ていただきたいと思いますが、黒で書いてあるのが虎 杖浜ですね、虎杖

浜も減少傾向にあります。それからアイヌ民族博物館も平成３年度に８６万人ででした

っけね。これが落ち込んできまして昨年度は２６万４千人と。急激に落ちてまして経営

も大変厳しい状況にあるという現状になっております。 

  その下でございますが、平成２年度と１４年度の入込みの構成比をグラフで表わして

ございます。これを見ていただいてもわかるように、大きく文化にかかる比率が落ちて

おります。これは中心はアイヌ民族博物館でございまして、平成２年当時は全体の３５％

あったんですが、平成１４年度には全体の１５％にとどまっていると。それの他に増え

ているのは日帰りですね。これは体験とかそういうものも諸々含んでございますので、

これがウエイトとしては大きくなってきているという状況であります。これが入込みの

状況。簡単にご説明申し上げました。 

  次のページでございます。次のページは白老のお祭りとイベントの状況を示してござ

います。一応、私どもの課の方で取り扱ってますのは６月の白老牛肉まつりに始まりま

して、２月ポロトコタン冬のくらし展、こういうことで６つ程度のイベントに関わって

おります。最後のポロトコタン冬のくらしでございますが、これは従来どさんこ冬まつ

りという形でやられてきたものが３年前に文化とイベントを分けようと。文化的な事業

にしようということでポロトコタン冬のくらしということで２回ほどやってきましたが、

これも今年はまだやられておりません。というのは、どういう文化的な行事にしていく

かというのが内部でもいろいろございまして、果たして雪まつりの時にやるのがいいの

かどうなのかと。これをちょっと時間かけて検討したいと。出来れば３月にやりたいと

言っているんですが、これも状況的には今はわかりません。来年、きちんとした文化的

な事業で組み立てをし たらいいんじゃないかということが実行委員会レベルでは出てご

ざいます。 
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  １点目の牛肉まつりでございますが、昨年度は２日とも天気が良くて３６，０００人

の入込み数となってます。前年度対比５，０００人の増ということで過去最高の記録じ

ゃないかなと思っております。 

  ２番目の元気まちしらおい港まつりでございますが、これはその反面２日とも雨に当

たったということがございまして、入込み数が前年度比から１０，０００人減るという

状況で終わってございます。 

  ３番目、虎杖浜温泉湯まつり。これは８月に行なわれますが、これにつきましても６，

０００人ぐらい減ってございます。 

  ４番目の登別漁港まつり。これにつきましても１０，０００人ぐらいの減となってご

ざいます。 

  しらおいチェプ祭。これは逆に天候が良くて若干６，０００人ぐらい増えたという状

況になってございます。 

  あと３回目のポロトコタン冬のくらし。これは今、未定でなってございます。 

  それともう一つ、３番目の物産でございますが、一応これは特に観光という位置づけ

ではございませんが、白老の観光情報を提供するということと、地場産品の消費拡大と

いうことで各事業をやってございます。大きく分けますとポスフールで行ないますしら

おい物産市、それと西胆振フェアですね。それとリンケージ・アップ、こういうのが大

きな事業かなと思っております。 

  １点目のリンケージ・アップフェスティバル。これは毎年９月に札幌市の大通で行な

われますが、これは全道各地から出店をするものでございますが、入込み数としては約

３０万弱ぐらい来るだろうという中で行なってございます。これは本年で１０回目とい

うことで全道１２３市町村５団体の出店がございました。 

  次に２０回東胆振物産まつり。１０月、４日間。苫小牧の丸井今井の催 事場で行ない

ました。町からは６社。フロンティアをはじめ、たらこ家まで６社出店してございます。  

  ３番目のしらおい町物産市。これは単独でポスフールにやっているものでございます

が、１３回目を数えてございます。次のページの上の方に表にございますが、各１２年

からの売上げ実績を挙げてございます。若干でございますが売上げ実績が少しずつ減少

していると。これは牛肉の落ち込みが大きいんですが、これは既にポスフールの方に長

い間お付き合いさせていただいているものですから、白老の商品がポスフールの方にも

う仕入れられているということで、あえてその日にやらなくても買えるような状況にな

ってございます。今、町内で何か所かポスフールに商品を入れてもらえるような実績が

出来つつございます。 

  それとその他としては千歳の駐屯地の広場でございますとか、西胆振フェア、それか

らサプリシュ・フェスタ、このような形のもので白老町の特産のＰＲ、観光ＰＲをさせ

ていただいてございます。 
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  次、４番目。ツーリズムという形で書いてございますが、これは昨年度新たに町と観

光協会のタイアップに基づきまして、受け入れをした事業でございます。６月の６、７

日、これは石見の会と言いまして、郵便局の退職者の会が全国組織でありまして、その

一行さんが１２０名白老町に入ってくるということで、これはコタンの夜の一応モニタ

ー的な形でやらさせていただきました。これもＪＴＢの支援をいただきまして、ポロト

コタンの夜のモニターと言いますか、そういう形でトライアルでやろうということで受

け入れをいたしました。 

  それから６月から９月にかけましてＪＲのタイアップのヘルシーウォーキング。萩の

里自然公園、ポロトの森、この２回でございましたがポロトの森の方はたまたま熊の出

没の件がございまして中止になったと。 だいたい約５００人ぐらい、それぞれの森に入

って散策される事業でございます。 

  それから７月に４０日間、ポロトコタンの夜、コタンナイトということで実施をいた

しております。 

  それと９月の７日、９月の下旬に予定してございましたけども、ＪＴＢの社会貢献事

業ということで、クリーンアップキャンペーン。これはポロトの森。ツアーと清掃活動

を兼ね備えたものでございますが、これを２つ計画いたしましたが、苫小牧の部分につ

きましてはこれも熊騒動で中止をいたしました。 

  ＰＯＳＴサークル石見の会の内容は下の方に出てございます のでご覧をいただきたい

と思います。 

  次のページでございますが、これはポロトコタンの夜でアンケート調査をいたしまし

て印象がどうだったかというものを取ったものでございます。まず、一番上の表は興味

があったものは何かというグラフでございます。これは複数回答、要するに何ぼか選択

してもらったような回答ですので、出してもらえたりもらえなかったものもございます

ので全員の数字ではないですが。一つは剣の舞、これが４４人で一番人気があったと。

あと多い部分につきましては全体の雰囲気、これが４２ございました。それと鶴の舞。

あとは導入の初めのところの神の祈りですね、これが興味深かったという回答が出てき

ております。 

  それと全体の印象はどうでしょうかということをお聞きしましたところ、非常に満足

できたというのが６１％ございました。まあまあ満足できたというものを合わせますと

約９５％ぐらいの人が満足して帰られたということであります。次の表はどういう料金

設定だったら来てもいいかという質問をさせていただきました。現在１，５００円でや

ってございますが、中には２，０００円、２，５００円でも来たいという方も合わせて

３０人ぐらいいたと。将来的に広域の事業から外れて普段のベースで行くときの料金設

定をどういうふうにしていくかというのはこれで探れるのかなと思ってます。 

  それとＰＯＳＴサークルの方はトライアルということでコタンナイトをやったんです
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が、虎杖浜の漁港なんかの部分で朝市を試しにやったんですが、これのアンケートをし

た結果でございました。朝市で試食させたり、そういうものをさせて、そういうものの

アンケートをとったものです。味噌汁が一番興味深かったと。これは三平だったと思い

ますけど。こういう状況になってございます。 

  それでは次行きたいと思います。次は コタンナイトでございます。これは７月から８

月にかけてまして４１日間、アイヌ民族博物館の１号チセでやりました。入場者数は１，

６００名。一日平均３９名。これの詳しい内容は先ほど協会の方からご報告ありました

ので入込みの内容は省きたいと思いますが。これは一つにはアイヌ文化を日中見られな

かった方に夜に見ていただいて、理解していただこうという主旨の元で始まってござい

ますが、これは一つの試みとして登別・白老町観光連絡協議会が１４年の１０月にでき

たということで、それのタイアップ事業という形で進めさせていただきました。コンセ

プトはお泊まりは登別市、文化体験については白老町というコンセプトの中でＪＴＢを

巻き込んでやったものであります。これは財団の職員の意識もそうですが、総じて結果

は評価は高かったんでないかなと感じております。 

  次にＪＲヘルシーウォーキング。６月２１日に萩の里自然公園の方でやった時のもの

でございますが、入込みは３０５名入りました。ＪＲのヘルシーウォーキングというの

は汽車に乗ってきてそのまま自然散策して帰るだけなんですが、昨年度から物販もやり

まして、萩野の駅前にテント立てて少しでも物を売ろうという形でたらこですとかそう

いうものも販売して、逆にお客さん、来てもらった人かた見たら喜ばれていると。ただ、

何もなしに歩いて帰るだけですから。それも白老の方でやろうかという話だったんです

が、熊のために出来なかったと。ポロトの方はたまたまチェプ祭と併せてやったもので

すから、それと相乗効果を出そうと。それと今、ポロトの奥で自然ガイドの養成してま

すが、それとも絡ませてやろうという計画だったんですが熊のため出来なかったという

ことであります。 

それと次のＪＴＢの社会貢献事業、クリーンアップキャンペーン。これは今、ポロト

の森の中で自然ガイド 養成中でございますので、それとのトライアルと言うか、絡みも

あってやろうとした事業であります。室蘭の方は１回出来たんですが、苫小牧の方は熊

のため出来ませんでした。自然散策をしてもらって、一つはゴミ拾いですか、ポロトの

中の社会貢献事業としてのゴミ拾いをやって財団でアイヌ文化の体験をしていただくと。

アイヌ文化の理解体験をしてもらうと。アイヌ食ですとか、いろんなもののプログラム

をやってみました。これは全額ＪＴＢの方で負担する事業です。 

  続きまして次のページをお願いいたします。５番目、健康保養型観光ロングステイツ

アー実証実験ということで、これは道の方で委託事業でＪＴＢとＮＴＴデータがコンペ

により受託した事業で、この事業も白老町と登別が広域連携を図っているとそういう評

価がありまして、白老で実証実験をしたいという申し出がございまして、白老、登別も
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受けてどういうような体制が取れるかという協議の中で組み立てをさせていただいたも

のです。これにつきましては、１２月に一応実証実験が終わりましたが、これを持って

６カ月かけて事後評価をするそうでございます。ＪＴＢの商品として６カ月過ぎまして

来年度に実際のモデルとして提案していきたいと いう考え方はＪＴＢで持っているよう

です。今、白老と登別がモデル地として選定されておりますが、これが発展していけば

北海道何か所か決めて事業を起こしていきたいと。首都圏の大きな会社の保養事業。要

するに勤続何十周年ですとか、そういうようなものに適合していきたいという考え方を

しているようです。これが実際に動いていけば北海道における経済効果はかなり高いと

いうような考え方を持っているようでございます。これは一つは登別を宿泊地としまし

て人間ドックを受けていただいて、あとは健康保養に繋がるプログラムを白老町で組み

立てをするという役割分担になっております。白老のアイヌ民族博物館の儀礼的な体験

ですとか。これは１２月だったんですけど、ポロトの森の自然散策ですとか、あとパー

クゴルフ、そういうような白老にある資源で活用を図っていきたいと今後考えておりま

す。 

  次のページでございますが、ＪＴＢの体験型学習プログラム。これは先ほど協会の方

でもご説明ありましたが、ＪＴＢとタイアップしまして白老で体験型のプログラムの充

実を図ろうということで８本のプログラムを立てました。これは先ほどから言ってます

とおり、登別の宿泊、白老の体験という役割がございますので、白老の体験を充実させ

ようということで作ったプログラムでございます。これは既にプログラムとしては完成

してございまして、ＪＴＢの社内ＬＡＮで全国に発信してございます。ＪＴＢの営業マ

ンは全国で３千人いるんですが、３千人がその商品を持って各学校に入ると。これは全

国で３００本ぐらいのプログラムがございます。で、北海道では４０本ぐらいでしょう

かね。その内の８本は白老町ということで、今後、期待がかかるものでございます。先

ほどパンフレットも見ていただいたと思うんですが、結構、白老のウエイトが大きいと

いう認識をし てございます。これが今、全国発信してございますが、修学旅行は次の年

じゃなくて２年後になりますので、平成１７年度に入込みが期待されているということ

でございます。 

  白老町の今後の対応としては、これらのプログラムの受け入れの母体となる組織作り

が今後必要になってきます。というのは全国のＪＴＢの支店から、それぞれの体験プロ

グラムごとに照会行くんじゃなくて、白老町の受け皿組織を一つ作りまして、そこで一

括対応しなければならないということで、体験協議会になるのか、体験型協議会になる

のかそういう形のものを一つ今後作っていかなきゃならないだろうなと思っております。

これは今の形では広域法人という観光協会にはならないものですから、ひとつ組織立て

をして観光協会内に事務所をおくのか、そういう形の中でちょっと検討していきたいと。

その協議会が予約の受付、体験事業者の調整、体験事業者のレベルアップですとか料金
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の収納、体験事業者への料金のお支払、それが一括してそこでしなければならないとい

うことで、そういう組織作りが必要になってくるかなと思ってます。ちなみに基本的に

は平成１７年度から入ってくるんですが、来年３件か４件ぐらいもうすでに予約が入っ

てきてます。 

  これは大きく言うと、一番目のまな旅というものがすでにもう２本入ってきてます。

だいたい３００人規模が２回という連絡を受けてございます。まな旅につきましてはで

すね、高校生のハイレベルのプログラムという考え方していただければといいかと思い

ます。Ｌｅｔ’ｓＪＴＢというのは中学校、高校クラスの体験を主にしたプログラムと。

まな旅については本当に学習効果の高いものということで時間もかなり３時間という時

間を取らなきゃならないと。集合的に講演とかを聞いた後に、分散して帰っていくとい

う形を考えてます。というのは、一つはアイヌの自然観。山に入ったり、例えばウタリ

政策室の町の姿勢というものを聞いたり、陣屋のアイヌと昔の人の関わりをお話を聞い

たりと。こういうような学ぶというのが主のプログラムでございます。 

  で、Ｌｅｔ’ｓＪＴＢについては、それぞれの体験プログラムを体験するというよう

なことになってます。これの総体的なものにつきましては、学習教材ができます。ひと

つの事前学習、事後学習に使うような教材がそれぞれ生徒に１冊ずつ渡って、白老に入

ってくる前にそれに基づいて学習をしてから実際に体験に入ってくると。この８つのプ

ログラムはすべて学習教材ができます。そういうことでより学習効果の高いものになっ

ていくんではないかなと私どもは判断します。Ｌｅｔ’ｓＪＴＢの中に白老牛の飼育／

改良センターでありますとか、ノーマライゼーションって何だろう／フロンティア、ポ

プリの受け入れですとか、こういう、町内で今まで受けてないプログラムが新しく出て

きてます。 

  協会としましても、町もそうですが、今、観光の方の考え方としては学習もそれこそ

福祉も全部そういうような観光に入ってくるだろうという考え方してますので、こうい

うプログラムをたくさん作って多岐 に渡るような提案をしていければ、もうちょっと魅

力が付いてくるのかなと思っております。そんなプログラムも増やしていきたいと。１

次産業も含めて括っていかないとならないかなと思っております。 

  次、お願いします。登別市・白老町観光連絡協議会の取り組みでございます。これは

先ほど資料も十分付いておりましたので、これについては後の質疑の中でお答えしたい

かなと思っております。 

  次、お願いいたします。ポロトの森「遊歩百選」の取り組みということで、これは一

昨年に読売新聞社で公募した全国から歩いて楽しめる場所を百選選びましょうというこ

とで白老町も公募いたしまして、百選の中に受かったということになってございます。

これは白老町が一旦公募しまして第１次選考として、北海道は９カ所、エリアとしては

第１選考に残りました。結果、この内の３エリアが百選に選ればれました。厚沢部町と
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東川と白老と。これにつきましては、町が応募して第１次候補として選ばれた段階で町

と協会でタイアップしまして、ポロトの森に入ってくる人に投票を呼び掛けて、全国で

は６万通、複数併記では２０万通とこうなってございましたが、白老の数が４，２８２、

これは多い数字だという結果を ちょっと聞いてございます。１次候補に２００選ばれた

中の４，２００は少ないように思われますが、かなり多い数字だったという形で聞いて

ございます。９月に認定式を行ないました。これを受けて協会もポロトの森の活用を図

らなきゃならないということで、今年町から緊急雇用のお金を付けていただきまして、

やっぱり選ればれた以上はレベルを上げていかなきゃならないだろうということで、自

然ガイドを出来る方、これは環境を守るという役割も当然あるでしょうし、そういう方

を作りたいということで今、７名がお互いに勉強しながら、前期は講師呼んでやったん

ですけど、今はお互いに勉強しながら来年のプログラム作りという形で動いてございま

す。４月以降はあそこの中でひとつの事業者として展開していけるように育てていきた

いなと。将来的にはＮＰＯまで育ってくれればいいかなとは思ってますけど、あせらな

いでゆっくり見守っていかなきゃならないかなと思ってます。できれば、ビジターセン

ターの管理と言うか、業務もしながらビジターセンターの機能が上がるような形の運営

をしていきたいなと思ってます。 

  一応、雑駁ですが資料に添付させてもらった１５年度の事業内容でございます。以上

でございます。 

○委員長（加藤正恭君） ありがとうございました。今、上坊寺課長から観光事業の概

略についての説明がありました。これらについてご質問を各委員さんからお受けいたし

たいと思います。ある方はどうぞ。僕から、課長、２、３聞きたいんだけどね。９ペー

ジの体験学習型プログラム、まな旅についてって、班別行動で白老町役場というのが載

っているんだけど、これは何を見にくるんだい。はい、どうぞ、課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） これはですね、アイヌ民族の歴史について考えよう

ということでございますので、今、白老町の行政 的に施策としてとってます、ウタリ推

進室の機能を学ぶということで室長からお話をいただくような形になってます。 

○委員長（加藤正恭君） そういう意味か。そういうのに利用している。それから１０

ページのね、先ほどもちょっと聞いたけど観光連絡協議会。これの予算だね。負担金だ

とか何かがいっぱい載っているんだけど、これは１５年度で計上されてたかな。俺ちょ

っと勉強不足なんだけど。その辺り何ぼになってたんだっけ、これ。はい、課長どうぞ。  

○産業経済課長（上坊寺博之君） 一応、基本的にはこの協議会は登別市と白老町の拠

出金、半分ずつを持って運営しましょうと。 

○委員長（加藤正恭君）    フィフティフィフティかい。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） はい。それとあとは協会と加入している団体のそれ

ぞれから５万円、１万円ですかね、そういう形で分担金を取って運営しましょうと。今、
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広域という形の中で動きをしますと、結構国の方ですとか道の方で補助金付くんですよ

ね。ですから、そういうものをうまく活用させていただきながら・・・。今、それぞれ

合わすと３００万ぐらいあるんですよ。負担、登別と白老との分で。それに倍にして６

００万ぐらいの事業でやっております。 

○委員長（加藤正恭君） １５年度は何ぼだったかい。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） ここに書いてありますように１，２９５，２００、

これ掛ける２ですから２５０万ぐらいになりますよね。 

○委員長（加藤正恭君） 全部５０％、５０％だ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） そうです。協会が５万ずつですから、約３００万近

くなると。 

○委員長（加藤正恭君） ただね、パンフレットでも１万部作って、その内の白老町は

２千部もらって、登別は８千部いくわけでしょ。そして負担金はフィフティフィフティ

とかさ。お世話になるという気 持ちはよくわかるんだけどね。観光協会の規模から言っ

たって、白老よりは３倍くらいか４倍くらいになってますよ。だから、登別市におんぶ

に抱っこという面はあるにしても負担金が５０％、５０％というのはいかがなものかと。

それまで弱い立場にあるのかどうかね。こういう決め方はどういうふうにしてそういう

ふうになったのか。経過はあるんだろうけども、その辺りの内容について教えてくださ

い。どうぞ、課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） パンフレットの１万部の内、８千、２千というのは

ですね、これは一見見たら登別が多く取っているんじゃないかとこういう判断だろうと

思うんですが、これは違う角度のもので。というのは、この中からですね、先ほど言い

ましたけど登別は事務局持ってございます。その中でこれは北海道東北を除いたすべて

の県の高校に登別の方から発送させていただいているんですよ。それに大方消費してし

まうということで決して不公平なことになっているということではないんですよ。 

○委員長（加藤正恭君） それならちゃんと説明を書いてくれればいいんだよ。これ見

ただけなら１万部で白老は２千部だってというふうにとられるよ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） それと含めてエージェントの方も登別の方から配布

してますので、ほとんど登別のは残らないような状況にたぶんなるだろうと。足りなく

なってものはそれぞれ融通しあいながら使ってございます。 

  で、負担金の決め方が５０対５０ということになったかというのは、行政の方で進め

た事業でございまして、当初、私は協会にいたものですから、その経過がどうやって決

めたのかがまだ聞いてはございませんが。ただ、規模的には当然登別の方が大きくて、

白老の人口規模からいってもそうですが。ただ、やる行為というのはそれぞれ誘客にし

てもパンフレットにしても、今ご説明したとおり同じ形態でやることは変わらないもの

ですから、それは登別が例えば５００万で白老が２００万こういうことにはならないと
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いう形でフィフティフィフティにしたんではないかなと。これは推測の域なんですけど

も。これは当時の上野市長と見野元町長の話の中で決められたことですから、多分そう

いう経過じゃないのかなという推測はするんですけど。ですから、それぞれやることも

お互いに協議しながら、お互いの利益になること、当然台湾、香港のエージェント受け

入れた時も登別に泊まっていただいて、白老の体験だとかアイヌ文化とか見ていただい

たりという形で、必ずお互いのものを取り入れるようにしてますので条件的には平等で

いいのかなと。 

○委員長（加藤正恭君） 僕はそう思わないんだけどさ。それはそれぞれの考え方だか

らあれだけども、どうもあまり、お金はどっと落ちるのは登別ですよ、宿泊ですからね。

その内の３時間半程度ポロトに来ても、３時間くらい途中ちょっと抜く位のものなんだ

けども。もうちょっと、このフィフティフィフティというのは。財政規模も同じだとい

うんだと言うならよくわかるんだけど。それでの協力ならわかるんだけども。観光予算

規模なんか全然白老の問題じゃないんですから登別の場合はね。それがやっぱりフィフ

ティフィフティはちょっとあまりにもあれだな、頭の下げっぱなしのような気がしてな

らないんだけども。おそらくという言葉あったけど確認しておいてみてくれませんか、

もしあれでしたら。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） はい、わかりました。 

○委員長（加藤正恭君） 他にどなたか何かあれば。はい、山本副委員長どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）    先ほどの観光協会との懇談の中身でもよろしいでしょう

か。観光協会長の方から財団の今後のあり方についてちょっとお話があったと思うんで

すけども、現状と観光協会側として意図しているところも踏まえて差し支えない部分が

あればお話をちょっといただきたいんですが。 

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 私も財団の方を見てたのは協会の今までは立場とい

う形の中で見てましたが、行政の中で正確にそういうのをまだお話してませんけど、協

会の中で私が見てたのがやはりあそこはやっぱり文化施設であって、そういう役割 をき

ちんと発揮していただけることが観光に私は繋がるという考え方してます。ですから、

あそこは観光というものを最上段に掲げなくても私は十分やっていけるんでないかなと

いう思いの中で観光協会で活動させていただいてました。ですから、町の方もあそこは

観光施設だという形では従来からみてませんし、また、そういう文化施設を博物館とい

う機能の中で人が来てもらうということでその周りが潤うと。そういう位置づけで従来

も動いてきておりますので、これは方向性として私は変わっていかないだろうなと思っ

ているんですよね。今は財団の方も、私が当 時協会にいた時と随分大きく変わってきて

ましてですね。私が２年前に行った時はまだ、見せ物じゃないという言葉は確かにござ

いましたけど、私がこちらに戻ってくるぐらいの時については、そういうようなのは少
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し、何て言うんですかね、そんなに神経質に考えてなかったのかなって理解しているん

ですよね。ですから、観光協会も協会という立場で動くんであれば、やっぱり文化施設

をきちんと見てもらうために外の人をどうやって誘導していくかというのが観光協会の

役割であって、その中にまで私は入る必要はないかなと思ってますけど。それはやっぱ

り教育なり、あとはウタリ推進室ですかね、そういうところがきちんとサポート、文化

レベルを上げるような保存・公開していくようなことをやればいいんじゃないかなと。

先ほど会長の話を聞いててそう思ったんですよね。ですから、いかにそういう貴重な文

化を見てもらえるような動きを協会がすればいいのかなという私は思いでありますけど。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）    私ちょっと取り違えていたかもしれませんけども、経済

的な面でのいわゆる援助と言うのか、あるいは町に移管したいとかですね、そういった

ことも含めての何か意図しているようなお話も少し含まれるのかなと勝手に解釈したも

のですから。その点についてはいかがなものでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 私は協会にいて会長といろいろとお話もさせていた

だいてましたから。先ほど話された真意はわからないですけど、そこまでは会長は思わ

れてないんじゃないかなと思うんですよね。というのは過去に会長が発言されると、そ

ういう文化的なものだから観光と触れ合って欲しくないという発言が記事に載ったり、

そういう不満が会長はいっ ぱいお持ちなんだと思うんですよね。ですから、それはどう

いうふうに整理していくんだという発言をされたんでないかなと思ってます。ただ、財

源的にどうすれ、こうすれというのは今の段階では会長は思っていらっしゃらないんじ

ゃないかなと思うんですけどね。将来的にはそういうことも出てくるかもしれませんが。

ただ、今、町の方としては大変入込み数が減って窮屈になってきた時点で、支援策とし

て一回いろんなメニュー出されてますよね。そんな中で今後どういうような形で出てく

るかわかりませんけど、これも観光サイドと言うよりもやっぱり文化とい う形の面から

支援していくべきだと思ってますし、そうであるべきだなと私は思ってますけども。 

○委員長（加藤正恭君） いいですか。課長ね、それに今、関連して、財団の理事長と

いうのと、それからあそこの商協とか、そういう組合関係の人間関係、それから観光協

会との人間関係、それがね一時非常に険悪化した時期がありましたね。そういうことが

ある程度修復されてくると同時にそういう問題がある程度静まってきたけれども、お互

い対立しているようなものが一時はあったように私は聞いておったんですが。だから、

文化だとか観光だとかって改めてあ れは文化的な施設であることは間違いないわけです

よ。それをお互いにうまく利用をしてやるというのが理想なんでね。人間関係が崩れる

と同時にそんなようになったような気がするんだけども。観光協会に上坊寺さんもおら

れたから、その辺りはどのように。今だから言えるというようなこともあるんだろうけ
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ども。その辺りはいかがですか。はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） そういう事実は確かにあったと思います。というの

は川を挟んであまり疎遠な仲がずっと続いてきたんでないかなと思ってます。ですから、

平成３年ですかね、８６万 来てそれが段々、段々落ちてきて商協の売上げも落ちてきて

本当に困った状況になっているにも関わらず、あの地域としてどういうことが出来るか

という相談関係がやっぱり持たれなかったんでないかなと思います。ただ、最近は少し

ずつですけど会話出来るような状況出来てきておりますのでね、一つのあそこの地域と

してやっぱり盛り上げていかなきゃならないわけですから。こないだの商協の総会にお

いても今の危機的な状況を解決するために財団と話し合ってどうするかというのを出し

たいというような話しもされてますのでね。今、精力的に協議はされているようですけ

ど。自分たちが本当にあそこの地域として何を求めてどういうふうにしようとしている

のかというのが出てくるんじゃないかなと思っているんですよ。そうなった時に町とし

ても観光協会としてもどういうことがしていけるのか。町がああしなさい、こうしなさ

い、観光協会がああしなさい、こうしなさいというのを、当事者が何をしたらいいのか

やっぱり出てこないと進まないだろうなと思ってるんですよね。現状として財団はスペ

ース的に施設が足りないんですよ。というのは収容人数から言っても、あそこは２千人

入って一日でこなすといったらもう満杯の状態なんですよね。年に何回かそういう状況

ございますけど、逆に言ったら商協の方の施設は今、売上げが当時のからはもう激減し

てますので、辞める方も何人かぽつぽつ出てきて空き店舗があったりということで、片

一方は施設が足りない、片一方は余っているという状況で。ですから今、財団と商協の

一体としてどういうような協力体制がとれるかというのを話している最中です。それを

ちょっと見てみたいなと思っているんですけど。 

○委員長（加藤正恭君） 会長の方から議会としてはどう考えてるとかね、町の理事者

はどのように考えているんだなんて ね、突然こうやって言われたって我々はあんまり民

族的なことまではなるべくそういうものは避けて通ってきたきらいはあるんですよ。議

会も我々もあんまりアイヌだとかっていうような言葉を出来るだけ使わないようなね、

そういう状況もあって。日本人の悪いところか良いところかわからないけど、まあまあ、

まあまあというようなことでお互いに隠してきている部分も、本当はいつかぶつけなき

ゃ駄目だろうけれども、隠してきて、まあまあ、まあまあお互いにうまくやっていこう

やっていうような雰囲気だけは先行してきたような感じも無きにしも有らずだと、 今ま

でのあれはね。だけど、あえて改めて言われると俺らも具体的にこうあるべきだなんて

結論づけるようなこともなかなか難しいと思うんだけどね。役場だってなるべくそうい

う面についてはあんまり触りたくないと、触れたくないという傾向あると思うんですけ

どね。その辺りはどうですか。考えがあれば。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） なかなかちょっと難しい問題だと思いますけど。た
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だ、今後、たぶん財団も昔みたく８６万は入るような状況には多分ならないだろうなと

思うんですよ。今、財団の試算の中でも言っているのは経営として成り立つのは大 体３

５万から４０万来ないと難しいと。それでちょんちょんだと言ってますので。ただ、今

現在はまだマイナスの状況ですから。それと今、お話しましたとおり、財団と商協が協

議の場を設けてお話してますからね、その時にどういうようなものが要望として出てく

るのか、その時になったらきちんと町としても考えなきゃならないんでないかなと。先

ほども言いましたように文化的な側面を支援する部分とやっぱり入込みを図る部分のバ

ランスですよね、そういうものも図っていかないと駄目かなと。ですから、コタンナイ

トも流れで行けば、そういうような一つの文 化を理解してもらいつつ、どうやったら入

ってもらえるのかという方向性なんですよね。 

○委員長（加藤正恭君） その辺りについては大渕さんどうですか。 

○委員（大渕紀夫君）  議会でちょっとやったですからね、僕は。だから、さっきああ

いうふうに言ったんですけれども。会長が言っているのはわかるけれども、彼の立場を

考えてみたらあんなこと言えるような立場じゃないですよ、はっきり言って。 

○委員長（加藤正恭君） 俺もそう思うね。 

○委員（大渕紀夫君）  議事録になんぼ残ったって構わないけども。やっぱりね、それ

はある意味で言えば経済ベースと文化をどう考えるかっていうね。どこで一致点を見出

すかという話しですから、それを一緒に考えたってこれは行かないですよ。僕に言わせ

れば。だから、本当に政策がきちんと確立されて、その中での部分的な政策が確立され

ていかなかったら、この問題というのは私は根本的な解決にはならんだろうという。だ

から、例えば今一つだけ聞きたいのはこの３ページにある冬のくらしというのは文化と

して考えるってさっき言いましたよね。そうだとしたら、僕は考えるのは５番目のチェ

プ祭をどうするかということを考えるべきだと。もちろん、チェプ祭 というのは文化を

考えた上できちんと精神文化が生きるような形が 息づいててやっているということであ

れば構わないですよ。だけど、僕はこういうところをきちんとしていかないと最終的に

難しくなるのは僕はポロトコタンの冬のくらしよりも多分チェプ祭の方だろうなという

ふうに思うんです。それはチェプ祭本来の姿というのはポロトでやるべきものなのか、

川でやるべきものなのか、本来そういうことがきちんとして、それが最終的に経済活動

に結びつくということだと思うんです。観光は何も否定しているわけでもない、駄目だ

なんて全然そんなこと思ってま せんからね。うんと入ってもらった方がいいですよ。そ

れはなぜかと、アイヌ文化を日本の国民にうんと理解してもらえるということなんです

よ。そういう立場に立って、経済活動が本当に精神文化を理解していてやっているかど

うかということが、政策的にきちんとやっているかどうか。それが経済面がぐっと先行

すると、そこに軋轢が出るんでないのかなというふうに僕は思ってますけどね。このチ

ェプ祭の話しはあるかもしれないんだけど、僕はチェプ祭の部分はそういうふうに思っ
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ているんですよ。だから、チェプ祭というのは本来やっぱりあれは川の淵で、湖でやる

べきものではないだろうと。昔は鮭はポロトに上ったかどうか分からないけど、研究し

てないから分からないけど。さっき、ちょっと課長と話したけどコタンナイトというの

はそういう意味では同じなんだよ。ただね、ちゃんと僕聞いたんです。そうしたらね、

熊まつりの時は夜でも踊ったんだそうです。だけどね、ウポポはやらないんです。座踊

りというのは、あれは夜やらないんだそうです。だけど、僕その時直接聞いたらね、例

えば、全部じゃないかもしれない、これはちょっと上坊寺さんの方が詳しいと思うんだ

けど、例えばユーカラなんかも昼間でなくて夜、焚火を見ながらきっとおばあちゃんの

話を聞いただろうというふうに言う人もいるんです。 

○委員長（加藤正恭君） 当然だろうな。 

○委員（大渕紀夫君）  だから、そういうことを考えたら精神文化といのはやっぱり、

駄目だと言うんじゃなくて、よりそれに近くて感動出来るものにしていく方が僕はいい

と思う。それはね、人間なんだからその方が感動するはずなんだよ。だから、電気消す

というのは僕はすごくいいの。昔なかったんだから。そういう視点に立ってやるかね、

いやいや、人来たら、たくさん集めるから電気消した方がいいわいというのと はちょっ

と違うと僕は思ってるわけさ。だから、そういう発想から次に行けるような形が取れれ

ばいいんじゃないのかなと思いますけどね。 

○委員長（加藤正恭君） ただ日本人の発想でやったら困るので、本当はそういう考え

方をアイヌの人たちが考えてやればいいんだけどもね。 

○委員（大渕紀夫君）  そうそう。だから、あれはテーマパークになったら駄目だとい

うことなんですよ。絶対テーマパークになったらこれは失敗します。僕はそう思ってま

すよ。チェプ祭なんかは本当に僕はそう・・・。湖に向けてヌサなんて奉ってはたぶん

チェプ祭はやんなかっ たんじゃないかと思う。これはちょっと聞いてないから僕はわか

らないです。 

○委員長（加藤正恭君） 何か課長コメントある。はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） まずコタンナイトの方につきましては、やっぱり当

初は財団の方で夜のそういう文化はないという話しも現実には実際はありました。ただ、

今の町長が課長時代の時に、これはやっぱり日中の落ち込みも当然そうですし、そうい

うものも当然視野には入ってたと思いますけど、日中来れない人のためにアイヌ文化を

きちんと正しく見てもらって理解してもらうために、日中来れなかったんだから夜試し

にやってみようかという形で進められたとは聞いてます。ただ、先ほども盛副会長がそ

れやってから変わりましたって言いましたですね。だから、実際に夜をやって喜んで帰

ってもらえるわけですよ、来た人に十分満足して。職員のお客さんを見てる目というの

は変わってくるんですよね。ですから、やっぱり日中の演目が増えたというのも僕はそ

ういうところにあるんだと思いますよ。そして、職員が自ら自発的に増やそうやという
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話しにもなったんじゃないかなと思います。それはただ入り方として、夜の文化は無か

ったかもしれませんけども、それは日中見れなかった人に、やっぱりここは公開という

役割あるんだから、日中来れなくて夜そのまま帰っちゃう人もいるかもしれないと、な

らやってみるべと。これがやっぱり昼間来てもらうことに弾みがつけばということでや

ってますので。そういうような入り方だったから整理が出来たんでないのかなと私は思

ってますね。ただ、夜、興行的にやれという話ではないんですよ、その前に全体がいろ

いろあってですね。それとチェプ祭の方につきましては、ここに載っけてございますけ

ど基本的にはウタリ推進室の事業としてやられているものだと思いますし。従 前は港の

方の川で儀式をやったりしてございますよね。今、財団の方では別に一回やっているん

ですよね。あそこは一つの公開というような位置づけにならないと私はおかしいと思い

ますけど、公開という形で理解してもらうためにやっているんだろうとそう思ってるん

ですよね。私もちょっと行って言ったことなんで、そういう本当に場所は違うかもしれ

ないけど理解してもらうためにやるんであれば、ただやるんでなくてちゃんときちんと

解説してあげたらもっともっと理解が進むんじゃないかって言ったこともあるんですけ

ども。そういう位置づけでやっているん だとしたら僕はそういう理解の深まる方法を取

ったらいいんじゃないかなという気はしてたんですよね。 

○委員長（加藤正恭君） 別にやっているもね、そういえばね。あれは野村さんの方が

やっているのかな。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） そうです。財団の方で川で一回やっているんです。

こちらはウタリ協会ですから、ウタリ協会の方は一つのイベントの中の一つの儀礼とし

てやっているんですけども。そういう川まで行って見れない人のためにそこで公開する

事業だとすれば、もっときちんと今何しているのは、これは神に祈りを捧げているんだ

とそういう解説は僕はあっていいのかなという気はしてますけどね。ポロトコタンの冬

のくらしも、これは従来は雪まつりの道外から来た人の迎え入れということでどさんこ

冬まつりってやってまして、ウィンターフェスティバルとポロトの方と２枚立でやって

たんですよね。それもポロト地区の方からきちんと文化だけ分離してやりたいというよ

うな要望があって。ですから、これは今どさんこ冬まつりの流れがあって、うちの方で

予算を流れの中で組んできているんですが、本来はやっぱりウタリ推進室の方で、文化

であればきちんとサポートする方が、きちんとした立場の中でサポートすべきだなと。

この話しは向こうの方と詰めてまして。ただ、前にはウタリ推進室が全庁的なそういう

生活から文化から全てを受け持つ係だということで設置されたんですけど、現実には教

育委員会だとかそういうもので整理されてないものがまだいっぱいあると。その中でこ

れは整理したいと。どこが本当に所掌するのがベターなのかと。こういう角度で来たら

やっぱりうちじゃないだろうなと。これについては思ってます。ただ、そこのＰＲだと

か来てもらう行為というのは当然うちの方の役割ですからそれは何も押しつけるもので
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はないですけども。そういうような考え方でいますよね。 

○委員長（加藤正恭君） わかりました。他にありますかな。はい、小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  コタンナイトの決算で、さっき４８万程度の赤字だったという

のが出てたんですけど、ＰＲの部分もあるし文化の振興という部分もあるから、僕もこ

のコタンナイトというのはすごい素晴らしいなと思った一人なんである程度の赤字はし

ゃあないと思うんですけど。これは町からも補助出てましたよね。それも入った上での

４８万の赤字なんですかね。その辺ちょっとわかっている範囲で教えていただければと

思うんですが。 

○委員長（加藤正恭君） はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） これは一つは協議会、登別との連携との中で補助の

導入というのもあったんですけど、組み立てようということでやられてまして、現実に

は協議会の方からは支出もされてます。これは主に送迎バスの確保という形の中で確保

をされた予算組みになっているんですよ。で、財団の方で言った４０万の赤というのは、

財団が１，５００円収納しますよね。で、ホテルに手数料払ったり、エージェントに手

数料払ってりして、差っ引いて自分のとこの人件費とかそういうものだしますよね。そ

れがトータルして赤４０万ということなんです。ですから、全体事業費としては先ほど

言ったんですけど１，５００円の単価で出来る事業じゃないんですよ。まともにやると

３，０００円ぐらい取らなきゃ駄目は事業なんですよね。だから、その部分を協議会の

方で支出させていただいていると。今、来年度の事業も同じように協議会で立上げても

らって、協議会の方である程度そういうものを負担してもらって、財団の方で入込みの

方を多くしてもらって、ペイに近づけようというようなこういう形でやってます。協議

会の方も一時的にはお互いの領域に関わるんですけど、一番販促として、要するに販売

促進してやらならないのは財団なものですから、やっぱりある程度支援してくださいと

いう中で支援してくれるものですから、多分３年ぐらいはそういう形でやっていきたい

なと思います。多分、去年は６月にトライアルをして、告知が１カ月ぐらいしか現実に

なかったんですよ。職員ですとか、財団の職員、温泉まで行ってビラ配りをホテル前で

したり、いろんな形で告知させてもらったんですけど。やっぱり当日ホテルに来てその

まま見るものですから、なかなか足向かないんですよね。ですから、今年は早く動 こう

と思ってますので、そうなれば道外のエージェントにパンフレット送ったり、出来れば

本当はオプショナルツアーって入れてもらうのが一番いいんですけど。それが多分ぎり

ぎりぐらいの時期なんですよね。ですから、そういう形で告知の方法をどうにかすれば、

私はもうちょっと来るんでないかなという気がしているんですよね。ですから、財団で

採算ベースに合うのは８０なんですよ。バス２台分。８０来て採算ベースに見合うとい

うことで、当然バス１台の当初からの考えだったら来ないんですよね。だた、去年も遅

れて白老のホテルの入込みも十分じゃなかったというとこもございましてね。だから、
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そういうものもどんどん、どんどん手を打っていけば私は十分財団のＰＲにかけても、

ペイするぐらいのものは出来るんでないかなとは思っているんですけどね。以上です。 

○委員長（加藤正恭君） 小西さん、いいですか。はい、どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  ちなみに協議会から補填している部分のバス代とかってどれぐ

らいの額になっているんですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君） 去年はロングランで４１日でバス２台を押さえたん

ですよ。というのは、 １台多くなってもすぐ配車出来ないものですから、押さえなきゃ

ならないんですよね。使っても使わなくても。そういうことでバス代にはね、去年確か

３００万ぐらい協議会の方から出してもらって。ただ、今年は１台で行きたいと。そし

て、４１日ということでなくて夏休み期間の２０日とか３０日のスパンで、４１日組ま

なくてもいいんでないかという案も財団のほうで出てますのでもうちょっと圧縮するだ

ろうなと思ってます。そんな関係でもやっぱり１００万くらいは協議会の方で負担して

もらわなきゃならないかなと。ただ、登別とも十分この事業については理解してもらっ

てますので、全部協議会でという話にはちょっとならないかもしれませんけど、白老町

でも少し負担した中で協議会で見てもらうというような、今ちょっと進め方をさせてい

ただいてます。 

○委員長（加藤正恭君） よろしいですか。他にいかがですか。無ければこの辺で閉じ

たいと思いますが、いかがですか。よろしいですか。 

 

          ◎閉会の宣告 

○委員長（加藤正恭君） それでは今日のあれは終わります。どうもありがとうござい

ました。 

 

                                                       （閉会  午後４時４２分） 

 


