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        ◎開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君） ただ今から昨日に引き続きまして産業建設常任委員会を開催いたした

いと思います。 

 

○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。昨日に引き続きまして観光行政の現状と課題についての

所管事務調査を行ない、これから委員会としての報告をまとめたいと思います。ご意見ありませ

んか。そういうことで進めて行きたいと思います。昨日、観光協会の役員の方々、それから産業

経済課長の方からるる説明がありました。これらについて、午前中１時間半程度をかけてまとめ

てみたいと思います。それで各委員から昨日の帰りがけにお願いをしておきましたが、どういう

ことを問題にしたらいいか、皆様方の忌憚の無いご意見を賜りたいとこのように思いますのでど

うぞよろしくお願いいたします。 

  私の方から一つ提供しますが、一つ問題としてなったのは観光協会として、観光協会との懇談

についての方ですが、観光協会と財団との関係ですね。会長から議員としての意見を求められま

したけれども、一時そういう財団と観光協会、または商協３つですね、その間にぎくしゃくとし

た問題があったということは我々は聞いてはおりますけれども、最近はそういうことがないとは

私自身、個人的には認識しておったんですけれども。まだ完全には、妥協という言葉は変ですが

スムーズに３者が全幅の信頼をおいてポロト観光にあたっているかと言えば、必ずしもそうでも

ない部分があるやに聞いておりますが、これらの問題については各委員さんどのようにお考えに

なっておられるか、ご意見があれば承りたいと思います。 

  それから次は登別と白老町との問題ですね。宿泊は登別と、それから体験観光は白老町という

ようなことでまず出発しておるようですけれども。そういうような問題があったかと思います。

大きくそのようなもの。 

  それから竹浦・虎杖浜温泉に関してはあそこに海浜公園というものが町としては確保して表面

的には整備はされておりますが、あそこに公園らしきものはまだ出来ておりません。昨日の要望

では情報館を設置してもらいたいと。兼ねておそらく公衆トイレという問題もあろうかと思いま

すが、そういうような問題が提起されておりました。 

  それから、どこからどこまでが虎杖浜温泉郷なのよというようなことで、さっぱりどこが温泉

街だかわからんと。一般の住居とドライブイン、一般住宅と旅館と、そういうものが渾然と立っ

ておると。そういうような状況をどうするかとこういう問題があったかと思いますが。 

  それから傾斜護岸を早急に。これは白老町の問題じゃないですが、開発の方の問題でしょうけ

れども、傾斜護岸を早急に整備してもらいたいと。現在もやっておるようですけれども、より早

く進めてもらいたいという要望もありました。 
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  大体、大きく分けてその程度じゃなかったのかなと思うんですが、その他にありましたら提起

されていただきたいと思いますがいかがでございましょう。ご意見のある方はどうぞ。はい、山

本委員、どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 一つですね、意見として述べさせていただきたいと思います。昨日、

盛悦子さんの方からですね、副会長の方から、体験観光における森野地区の活用を出来ないかと

いうような提言があったと思います。今日の道新に出てましたけれども、白老の昨年閉校した森

野小中学校をふるさと体験館にと。スポーツ、学習に活用をというような記事で載ってたんです

けれども、これを読む限りで、この記事を見る限りにおいては教育委員会が主体となって生涯学

習のための活用というのがメインになっているというふうになっておりますけれども。私、昨日

のお話を聞いてましてですね、森野という所は四季彩街道のちょうど通る場所でもございますし、

平成１７年に全面通年開通の予定にもなっているわけでございますので、そういった意味合いか

ら考えますと単純に、いわゆる生涯学習的なことばかりではなくて他に利用価値があるんであれ

ば、産業経済課といわゆる教育委員会と話を持っていただいて他に有効に使えることもやはり模

索すべきではないのかなとそのように考えましたので一応提言させていただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） そうね。それちょっと私も言うの忘れてましたが、これは大きな問題

なんですが。せっかく提言されましたから、これについてどうでしょう、ご意見はありますか。 

○委員（大渕紀夫君） 頭出しの部分でもう１点だけちょっと議論しておくべき必要があるなと

思われる点が一つ。昨日行って、懇談して感じたのはですね、観光協会としての政策・方針が見

えないと、伝わってこないんですよ。これをしてほしい、あれをしてほしいというのはあるんだ

けど、観光協会としてじゃあ白老の観光をどうするのかというのが何か見えてこないような気が

するんですよね。例えば、協会に加盟しているところ、それから今、お客さん来ているところは

いいんだけど、例えば白老で言えば園芸、それから釣船、釣船かなりたくさんありますよね。今、

すごいんですよ。もちろん時期的なものありますから年がら年中ということはないと思います。

それからマリンクラブですか。大山さんかどなたかがやっていた・・・ありますよね。それとや

や似ているんだけど鮭釣り。これは多いときは土日、千人も来られると。全体を視野に入れた観

光計画と言うか、方向が見えないんだよね。何かどこか、何かやってくれっていうような印象が

非常に僕は強く受けたのさ。で、数年前に商協さんに行った時も同じことがありました。随分、

叱られましてね。一体、議会は何をやっているんだ、お前らと。ちょっと違うんじゃないかと僕

は思うのさ。独自の努力や独自の将来計画がきちんとあって見えてきて、その上で町にこういう

援助が必要じゃないか、議会はこうやるべきでないかというのがあるんならいいんだけど、何と

かしてくれやというような印象を受けたわけさ、私は。そこら辺の協会の姿勢と言いましょうか

ね。夢あるのかな。例えば、虎杖浜のお祭りで、何か思わない、どういうふうになっていくとか、

ひょっとしたら潰れるんじゃないかと僕は思っちゃったんだ、はっきり言って。あれでは。そこ

ら辺が僕は根本としてあるんでないかというところは一つ議論はしてほしいと思ってます。本当

に観光行政としてやるんだったら、それは経済人が経済活動として利益を目的にやるなら人に頼

ってやったら駄目ですよ。自分でやる方針を出して、その上で援助してほしいというなら僕は話
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しわかるけど。そうでなかったらね、議員の皆さんどうですか、何考えてるんですかという話に

は僕はならないんでないかというふうに思います。ですから、それは私の個人的な意見ですから、

そこはやっぱり議会としてきちんとしておく必要があるんでないのかなと思うんですけど、いか

がなものでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君） 山本委員のやつもひとつ後からちょっと議論しましょう。 

○委員（大渕紀夫君） もちろん、頭出しという意味で、今ね。 

○委員長（加藤正恭君） それで今、大渕委員の方から観光協会との懇談で観光協会の存在、こ

れが実際どのような働きをしているのかと。存在的な意味ですね。なるほど、そう言われればそ

うですね。このメンバーを見ると、観光協会のメンバー、別に観光ばかりじゃない、土建屋から

何からいっぱい入ってるね。すごいね。観光というものに直接関係してない。北昭興業も入って

るし。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっといいですか。釣船の船主に聞いたんだわ。これは中出組合長の

方が詳しいのかも。ただね、すごいんですって。地元の人ほとんど乗ってないって。旭川、札幌、

帯広だって。今、桜鱒なんだそうですけど。すごい人だって言ってましたよ。すごくないですか。 

○委員（中出正君） 週によっては土曜、日曜、祭日についてはかなりの人が来てるんですね。 

○委員（大渕紀夫君） 観光というのは、そういうすごい観光だと僕は思うんだけどもね。 

○委員長（加藤正恭君） なるほど。それは白老の港から。それで商売やっている人いるわけで

すか。事業として成り立っているわけだ。 

○委員（中出正君） 漁船でやって、そして遊漁と漁業と兼業でやっている漁業者も２０人てこ

とは２０隻ぐらいいるのかな。 

○委員長（加藤正恭君） 釣り人というのは観光客なんだろうな。どうだい。釣り人も観光客の

入込み数にカウント出来るの。それは入っているんだろうか。カウントはしてないね、釣り人は

ね。また位置づけはどうなんだろう。釣り船。 

○委員（小西秀延君） レジャー目的で来町していただける方はやっぱり観光じゃないですかね。 

○委員長（加藤正恭君） はい、大渕さん。 

○委員（大渕紀夫君） いや、難しいことはいいです。そういうことも視野に入れないと白老の

観光はこれ以上発展しないんじゃないかということ、僕が言いたいのはそこですから。 

○委員長（加藤正恭君） これはまた後にしよう。釣り人の問題はね。それで観光協会の位置づ

けというのはどういう立場なんですか。観光協会の元に旅館組合だとかポロトの商業協組合があ

る、ところが博物館は観光協会に入っているんですよ、中にね。ということは上とか下とかじゃ

なくて観光協会を組織している一部であるわけだな。そういう考え方でいいんだろうかね。どう

なんだろう、その辺り。その辺り意見どうだい。はい、大渕さん。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、それでいいと思うんです、僕は。昨日からの議論にありますよう

にね、当然、入込みということで言えば文化を標ぼうしようと何を標ぼうしようと、少なくとも

それは結果としては観光に繋がってる部分あると私は思いますから、それは構わないと思います。

ただ、協会さんが白老の観光をどうしようかというところがよく見えなかったということなんで
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すよ、僕が言いたいのはね。ですから、そこがやっぱり協会として議論して練って、こういうふ

うにしていくというようなものがあっていいんでないかと。体験観光と財団と温泉郷だけではや

っぱり行かないんじゃないのかなという気がしてるということなんですよね。要するにね、問題

点が明確になっていないと。観光協会として。昨日の議論の中ではここが問題だと、こことクリ

アすればここまで行くんだと。もちろん、絵に描いたようなわけには行かないと思いますけども。

一つはやっぱり問題点がきちんと明確になるということと、それに対する対応策、方向、こうい

うものがやっぱり僕は出されてしかるべきだろうと。そこの分析がきちんと行なわれているのか

どうかという気がしました。ですから、それで前段のようなことを申し上げたんですけれども。

私はそういうことの努力はされていると言えば、それはそれで結構ですけれども、私はそういう

ところがちょっと薄く思えたものですから、それで議会の方々はどう考えているんですか、町は

何やろうとしているんですかって言われたものですから、それはちょっと違うんじゃないでしょ

うかというご意見を申し上げたいということであります。  

○委員長（加藤正恭君） 休憩します。 

                         休憩            午前   １０時２２分 

 

                         再開            午前   １０時５９分 

○委員長（加藤正恭君） 会議を再開いたします。今、課長においでいただいて観光協会等のこ

とについてのいろんな話が休憩中に出ました。これについてはどうでしょう、所管事務調査とし

て載せるべきか。載せるとしたらどういう意見にまとめるか。その辺りちょっと議論してもらい

たいんですが、どうでしょう。はい、中出委員どうぞ。 

○委員（中出正君） すでに遅いような話にもなるかもしれないけどね。観光というものの原点

に帰ってさ、そして、人を求める、これを各関係機関がどうあるべきかという内容をもっと詰め

てほしいなと。それで行政として支援されるものが見出せたら支援するというようなことをしな

いとね。今、ただ声の大きさによって支援するだけでは駄目だと思うんだわ。 

○委員長（加藤正恭君） 産建の所管事務調査としてはどういうふうな方向に持っていったらい

いか、書き方として。観光協会のあり方とか考え方について産建として意見を述べた方がいいの

かどうか、その辺りはどうですか。こうあるべきだとか、こうすべきでないかという提案的な書

き方をすべきかどうかさ。触れるべきかどうか。観光協会のとこ行ったんだから、そういう書き

方はせざるは得ないにしてもどういうふうに持っていったらいいものか。いろいろ聞くと以前と

違って商協も財団も仲が良くなってきつつあるという印象は来たんだけれどもね。はい、大渕委

員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 私は協会を直接そういうふうに言うかどうかは別にして、やっぱり議会

という立場ですから我々は、そこのところはやっぱり鮮明にして言わないと駄目だと僕は思いま

す。もちろん表現の方法はいろいろあります。議会と町民の方々とトラブルを起こしていいなん

てことじゃないですから。私はそんなことを言っているんじゃないです。ただ、今のままで行っ

て本当に白老の観光がきちんとなるのかどうか。今、中出委員が言われたような原点に戻るとい
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うことを含めて、今のままでやっていて発展すると皆さんが思われるなら僕はそれで構わないで

すよ。僕はそう思わないのさ。そうだとしたら、それはやっぱり何らかの表現をして相手に伝え

るということしないとですね、白老町の産業全体がマイナスになるわけでしょ。ですから、観光

だけがということがないけれども、何か観光の部分がそういうところが多いような気がするわけ

さ。だから、そこはやっぱりきちんと書くべきだというふうに思います。  

特にポロトのことで言えば、さっき小西委員も言われましたけれども、イオルも含めてどうい

う視野で見るのかと。要するに教育・文化活動で人が来るということも観光だとしたならば、何

をメインにすればいいかということをきっちり考えて、あそこにいる人たちが本当にわかるよう

に、そこを理解してやらないとね、協会さんも含めてですよ。いや、理解されてるとは思います

けども。そうでないとね、イオルが来れば人が集まって金が儲かって、人が来るんだよという感

覚なんだよ、僕に言わせれば。違うと思うんです、僕は。結果としてそうなる部分はたくさんあ

ると思うの。それは必要だと思うの。だけど、根本はイオルというのは生活空間を再現するんだ

から、それを白老に来るわけだから。そこをやっぱりきちんと精神文化を理解してやってもらう

と。そのことによって、それを見に人がたくさん来るんだよと。文化施設を見に来るんだよとい

うような、そういう位置づけをはっきり僕はした方がいいと思うんですよ。だから、今ね、メイ

ンが修学旅行になっているわけでしょ。僕は修学旅行にすべきだと思っているの。それで、それ

はベースをちゃんと作って、そこできっちり財団なら財団が運営出来る状況を作ると。その上に

大人の観光エージェントを含めたら、ここに乗せれば、それはある意味で言えば利益じゃないけ

れども何と言うんですか・・・。そういう形にしないと修学旅行というのはやっぱりベースにす

ると決まりますからね、数が。それが毎年来てくれればそこはベースになるわけだから。３５万

なら３５万押さえてしまえばいいわけだから。僕は議会で何度も何度も修学旅行やりなさい。町

が金を出してもいいからやれと言った意味はそういう意味なんです。だから、そこら辺ね、もち

ろん私の意見でない意見もたくさんあると思いますけれども、そういうことも協会の中で議論す

べきでないかと思うんだよな。されてるのかもしれないけど、ちょっとよく分からないけどさ。 

○委員長（加藤正恭君） ただ、イオル構想というやつは・・・。 

○委員（大渕紀夫君） ここは触れなくていいよ。 

○委員長（加藤正恭君） まだ調査費がついただけでね、どういうものになるのかということが

まるっきりわからないでね、ただ我々は漠然とイオル、イオルと言っているけどね。そこにまで

触れると果たしてイオルって何よって言われたらわけわからないんだから。今の段階ではね。町

が出してやるわけじゃないから。国営だからね。ポロトに関しては何らかの表現で観光協会を含

めて書かなきゃ駄目だということは理解しました。他に何かこれについて意見ありますか。何か

あれば言って。小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君） 委員長言われたとおり、ちょっとイオルを入れちゃうと別ものになって

しまうのであれなんですけど、やっぱり先ほど言った何と言うんですかね、トータル的に見た観

光、釣りを出来るとこなら釣りを出来るとこ、泊まれるとこなら泊まれるとこ、それを巻き込ん

だ中でどういう方向に、文化中心なら文化中心で白老の観光を盛り上げていくんだという、そう
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いう総合的計画をこれからやっぱり観光協会なら観光協会、町も町としてというふに持っていか

ないといけないと思うので、やっぱりそこを問題視した方が僕はいいと思います。  

○委員長（加藤正恭君） 山本委員、何かある。はい、山本委員。 

○副委員長（山本浩平君） 漠然とした意見になるかもしれませんけども、昨日の懇談会を通じ

てやっぱり感じたことは、登別と白老の広域観光とですね、あとは今ポロトで力を入れている体

験観光、これがやはりこれからも重要なことになっていくというふうに思います。以上です。 

○委員長（加藤正恭君） それでは観光協会におけるポロト地区としての財団とか商協のあり方

について、表現はいろいろあると思いますが私の方で文章的には書いてみます。書いてみますが

ご批判は後からいただければありがたいと。添削は構いませんから、そんなようなことで書いて

みたいと思います。時間の関係上前に進みます。先ほど、山本委員の方から森野小中学校跡地の

問題。これは私も新聞見てきたんですが、生涯学習的なものに再利用したいとこういうような報

道出てましたが。昨日も盛さんから出てたのに、何かあそこにも観光的な要素を含めた施設の、

跡地の活用を考えていただきたいというふうなことを申し入れはしてあるんだそうですけれど

も。おそらく今回の３月の議会で条例化が出るやに聞いてます。条例化をするということでね。

ですけど、そこに観光的な要素と言うか、体験学習から行けば同じようなことになるのかもしれ

ないけど、観光客を森野小中学校に行くと。しかし、あそこは宿泊は管理上しないと言ってます

ね。ですから、宿泊が出来ないとすれば何を見に行くのと。学習と言っても何があるのとこうい

うような問題もあるし。その辺り俺、定かじゃないんだけども。この辺りについても観光的な観

点を視野に入れていただきたいという書き方をしようかなというふうに感じているんですけど、

それについてはご意見いかがですか。森野小中学校の跡地の活用について。観光協会としては要

望しているというふうに言ってましたけれども。何か載ってないんでないかと。我々は条例とか

何かは全然見てませんからよく分からないんだけれども。その辺りはどうですか。具体的に観光

の跡地利用というのは何よと言われたら、具体的に何かあるのかどうか。ポロトで体験学習した

やつをわざわざ森野小中学校まで行かなきゃならないのか。自然環境とか何かというのがいろい

ろあるんだろうけども。それはある程度ポロト湖畔辺りでも出来ないわけでもないしなという気

もするんだけど。盛さんがそんなようなことを要望してましたけれども、その辺りについては各

委員さんどのようにお考えになりますか。森野小中学校の跡地。条例化してしまうとなかなか改

正、改正はもちろん出来るでしょうけれど、後から継ぎ足すということも出来るでしょうけれど

も。その辺りの意見として、産建としてそういう意見を述べるべきかどうか。その辺りについて

の皆さんのお考えを伺います。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 一つ分からないのは、どういう利用の仕方をするのかと。将来、利用し

たいからということなのかね。そこがちょっとよく分からなかったんです、僕はね。山本委員、

さっき言われたことはよく分かります。それはそれでそういうニュアンスを残すということは構

わないと思うんですけど。ただね、結果としてまたおんぶに抱っこに肩車になるんじゃ駄目だと。

はっきり言えば。また町、金出してください、あそこで何かやりますからというのは駄目ですと。

やっぱり僕はそういう考え方に基づいているのならやらない方がいいと、はっきり言えば。きち
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んと自分たちが自助努力をしてやれると、管理を含めてですよ。オールじゃなくても、その期間

なら期間含めてですよ。それをどこかがやってくれるというのは、もういいですよ。駄目だと思

いますよ、はっきり言って。財団と協会は僕ははっきり区別してますから。財団というのはやっ

ぱり教育文化施設だと僕ははっきり思ってますから。だから、そこに町が援助するというのと、

民間の場合はやっぱり自助努力のベースの上に援助をして、それを１＋１が３とか５にするとい

う意味だと思うんですよね。それが感じられないような利用の仕方、ただ出しておいて何とかう

まくやったらちょっと使うかという、そういうんじゃ駄目ですよ。計画をきちんと出してね、こ

うこう、こうこう、こういうことでこういうプランでこうやってやりたいと、それは全道の今の

旅行者が要求しているんだと、要望しているんだというようなことがわかるような仕組みじゃな

きゃ僕は駄目だと思います、はっきり言って。それはね、それをやるとアートインレジデンスと

同じくなりますよ。飛生と同じくなります。 

○委員長（加藤正恭君） ああいうふうに直せ、こういうふうに直せなんていう問題も出てくる

だろうしね。 

○委員（大渕紀夫君） 必ずそうなります。そうしたら出るのは宿泊施設作るね。それは後の議

論だからいいんだけど、そんなこと関係ないから。だから、そこをはっきりやっぱりしないとね、

駄目だと思うんです、私はね。 

○委員長（加藤正恭君） という意見に対していかがですか。はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 大渕委員さんの言われることはごもっともでないかなと私も思いま

す。私が先ほど冒頭にお話したのはですね、ちょっと記事を読ませていただきますけども。町民

参加型の検討会が９月から４回に渡って開かれていたようですね。そして、自然体験学習、文化・

スポーツ・レクリエーション活動など森野の環境を活かした利用を図ることが大切というふうに、

町民参加型の検討会では意見が出されたということになってます。そういったことも踏まえてで

すね、ただ単に教育委員会主催のものだけではせっかく残す跡地の施設を、年間の利用の回数が

やっぱり少しでも増えた方がいいのかなという観点もあってお話したわけで、逆に先ほど言われ

たように持ち出しになるようなことが増えたり、おんぶに抱っこという状況の中での提案であれ

ば、これはやっぱり考えなきゃならないと私も思います。 

○委員長（加藤正恭君） その点では大渕さんと考え方が似てるね。小西さんは何かありました

か、それについて。 

○委員（小西秀延君） お二人の意見でいいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） それじゃあ、そういう書き方をしてみたいと思います。それから次は

虎杖浜温泉郷の方の問題。情報館的なものをとこういう考え方があるようですが、場所は一応確

保されてはあるんだけれども、これも財政支出を伴う問題なんですがね。どうでしょう。ここに

は今度、管理人というかそういう人も常時置かなきゃならないものだよね。ただ無人というわけ

にはいかないような気もするし。それからトイレは冬場の凍結の問題もあるし。なかなか産建で

はそうやって進めなさいとは簡単には言えないような問題だと思うんだけれども。あるに越した

ことはないけれどもさ。１億円トイレじゃないけど、あんなトイレは別にしても。こういう要望
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をしているというふうに平間副会長さんの方からは言ってましたけれども。はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 作って、それが本当に活かされるものであればいいと思います。一つは

僕はあそこにオンリーでやっても無理でしょうと。率直に言ってね。書くかどうかは別ですよ、

それは皆さんの意見で。僕はやっぱり複合施設的なもの。例えば、どなたか昨日言ってましたけ

ど、出来るかどうかわからないですけど道の駅だとか含めて複合施設的なものを考えない限り単

独では無理でしょうと。まして今、委員長言ったように人を置くなんてことは言語道断です。ラ

ンニングコストかかることはやっちゃいけません、これからは。建物立ててランニングコストか

かるということは、それ以上の利益がきちんと入湯税なら入湯税で戻るということがなければで

すね、私はそんなことはやるべきでないという考えです。ただ、竹浦でございますのでむげに否

定をすることはいたしませんけれども、これは本当の話ね。ただ、平間さんがああやっておっし

ゃったのは駄目だというわけにはいかないからさ。それはよく分かるんだけれども。しかし、そ

れを作って、じゃあ今の温泉郷が温泉郷になるのかという、そこはやっぱり議会としてはちゃん

と考えなきゃいけないとこじゃないのかな。それをやれるのは議会しかないんですよ。観光協会

さんも下から上がってくれば上げてくるわけですから。私は竹浦に住んでますけども、やっぱり

それを町の税金で作る時はきちんと活かしてそれがこういうふうに膨らむんだということがな

い状況の中で、今いいのかなという気は極めてしますね。ですから、やっぱり複合施設にして、

そして、ひとつあそこの温泉郷がこういうふうな構想を持ってやるんだというのが出る、そうい

う中であそこにトイレ作ったら釣り人も少しはいいかも知れないけども、そういう一定の理論づ

けがきちんとない中で要望が出たからいいですよというのは、それを全部議会がうんと言うのが

議員の役割だとは僕は思えないんだよね。地元のことだからちょっとまずいんだけどさ、僕は。

だけど、本当にそう思うんですよ。ましてランニングコストがかかるというのはやっぱり違いま

すよ。それはどこかから違う形で持ってこないとお金。と内部では思っております。書くときは

ちょっとあれですけど。 

○委員長（加藤正恭君） あそこは傾斜護岸になってるんだけど、。あそこは釣り出来ない。昔

の砂場と違うからね。釣り人は出来ないんだ。ただ、散策だけだな。小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君） 海浜公園で土地を取得した所を情報館にということで、今、町の方でも

港を開発している計画の中で防災センターを兼ねた海の駅構想というのも入っていて、町にそう

いうところに、先ほど大渕委員も言われてましたが複合的なものをそういうところで考えていか

なきゃならないと僕も思うんですよ。また竹浦、虎杖浜の人にしてみたら、またこっちの町の方

にばっかりそういうものがという観点になってしまうのかもしれないけど、やはりランニングコ

スト等を考えて簡単にそれは産建の委員会として情報館いいねと簡単には動けないかなという

気がしてます。これはもうちょっと検討する必要があるかなと。 

○委員長（加藤正恭君） 私も実はそう思っています。複合的な施設を検討すべきということで、

ぼやかしの表現で・・・。私も竹浦ですから、そういう施設があれば一番いいなとは思ってます

けれどもね。そういう情勢でないことも十分承知してて、だからと言ってそういう要望があるに

関わらず何も書かないというわけにもいかない。複合的な施設というのは名産館と言うか、何て
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言うの、物産館と言うのかそういうものを含めたことを連想しているんでしょ。そうなんでしょ。

そんなような表現で書いておくようにいたしますのでご理解いただきたいと思います。それから

もう一つ、ドライブインがあちこちにあって、それが閉店しているのがあちこちにあります。ず

らっと並んで３軒もある所もある。それも観光協会でやったら、それは俺らがやることじゃない

と言うんで、何か町の方で持ち主だとか調べさせたというような話を実はお願いしたとかという

話ししているんだけど、その辺りはどうですか、これ。これは産業経済課に聞いても分からない

んだよな。どうなんだろ、これ。そういうあれが来ているのかどうか。あ、まだこれからと言っ

たかい、これからお願いするって言ってたかい。去年だか、それお願いしたとかって言ってたし

ょ。ドライブインの持ち主がここにいないわけですよ。それからまた転売されてる場合もあるだ

ろうし。で、空き家になってるし、ボロになってるし。これはどうでしょう。この問題書く必要

ありますか。あるんであれば、僕、担当の方と調べて、進めるべきだというふうな表現をしとい

た方がいいかと思うんだけど、どうですか。あのままふっ飛ばしておくというのは環境のために

はいいことじゃないと思うんだけど。 

○委員（大渕紀夫君） 本当にさ、俺、思うんだけどね、それ町がやるって何。だってさ、持ち

主いたんでしょ。 

○委員長（加藤正恭君） いや、だからさ、持ち主が誰かということを調べるのが観光協会でや

ってくれとこういう要望があったらしいというんだよ。 

○委員（大渕紀夫君） そんなの来て調べればいいんでしょ。何も協会の事務局来て。どうして

そんなことぐらい出来ないの。はっきり言えば。 

○委員長（加藤正恭君） 会長はそんなこと言ってたけど。 

○委員（大渕紀夫君） 言ってた、聞いたけど。僕はおかしいと思う。でね、書くんだったらだ

よ、いいかどうかは別にしてやっぱりもうちょっと集約するような努力をすべきだとかって書か

ないとね。今の空き家埋めただけでそんなものね、あそこが温泉街になるわけでもない、ドライ

ブイン以外にならないさ、はっきり言って、私に言わせれば。大体そこら辺の感覚がずれてるん

だと僕は思うんだよな。悪いけど。 

○副委員長（山本浩平君） そんなこと言ったら、空き家になっている例えば美容室やクリーニ

ング屋さんだ全部なってきますよ。 

○委員長（加藤正恭君） いや、その活用までやれということを言っているんじゃないんだけど、

誰が持っていてどうするかという要望を、あのままにしないでボロ屋だから早く壊すなり売るな

りしてくださいよというようなことをお願いしたとかするとかという話らしいから。 

○委員（大渕紀夫君） 分かっているんだけどさ。何のために、そうしたら役場から事務局長行

ってるの、高い金払って。ふざけるなって言うんだよ、本当に。課長職行ってるんだよ。何のた

めに行ってるの。 

○委員長（加藤正恭君） それ昨日言ってくれればいいのに。 

○委員（大渕紀夫君） 言えば良かったね。本人いる前で言うのもかわいそうだとも思ったんだ

けど。いや、本当にそう思わないですか。おかしいよ、そんなの。あそこで朝から晩まで居たっ
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て仕様がないんだから、それぐらいやりなさいよ。 

○委員長（加藤正恭君） どうしよう、これ。書き方として。任せるったって。方針だけ決めれ

ば、書けって言うんだったらいいけども。 

○委員（大渕紀夫君） 協会独自でやるべきだと。 

○委員長（加藤正恭君） やるべきだという結論だね。それであればいいです。 

○委員（大渕紀夫君） それとやっぱりね、出来るものであれば、地元でよく議論してもらって

集約化出来るものはやっぱり集約はしてほしい、それは入れてほしいな。 

○委員長（加藤正恭君） はい。そういうことにします。それで大体だけど、他に何かあったか

な。それと登別と白老とのね、あれは書きます。当然書きます。だけど、ここで書き方というか、

いいことだということは間違いないんだけども、書き方の問題なんだけれども、何かこういうと

ころがまずいという点があったら指摘してください。無ければ誉め言葉という言葉にはならない

かもしれないけれども。こういうところは改善すべきだと、こういうふうにすべきだというよう

なところが何か感じられたら、委員の皆さんからひれきしてもらえないかな。はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 一つ。登別と白老の関係はいいんです。評価すべきだと思います。議会

は駄目だ駄目だ言ってばかりじゃ駄目ですよ。きちんと評価していただきたいと。ただ、一つ出

てたもうちょっとグローバルにやるというお話ありましたよね。そこら辺はやっぱり、書く書か

ないじゃなくて、産建としてどう考えるだということはやっぱりちょっとやっておいた方がいい

なという気がちょっとしたんです。 

○委員長（加藤正恭君） そうだろうね。何かかにかね。その点をお聞きしたいんだけど。広域

行政の一つでもあるし。大変いいことだなと思うんだけど。ただ、僕、不満なのは負担金がフィ

フティフィフティだということはね、これはね、白老の方からお願いしたと非常に卑屈になって、

登別さん協力してくださいと言った手前５０：５０という負担金というのは僕はちょっといかが

なものかなと思うんだけども、その辺りは皆さんどんなお考え持ってますかね。名前は当然登別

ということは日本全国知れ渡ってる場所ですからネームバリューからいったって問題ない、その

お客さんのおこぼれをもらって白老に来てもらうとこういう部分があるわけですね。ですから、

登別の観光予算というのは莫大な、も ちろん大きな、それこそどなたか言ってたけども、二つし

かないうちの観光は最たるものですからね、力入れていることは当然なんだ。白老の場合は必ず

しも２分の１じゃなくて５分の１か６分の１というウエイトの考え方をすれば、財政規模から言

ったって違う、それでフィフティフィフティはいかがなものかなと思うんだけど。これはトップ

とトップとで決めた問題ですから、これは触れないかい。はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） これについてはですね、私の個人的な意見ですけれども、相手のあ

ることですから、相手がどのようにうちに対して、白老に対して思っているかということによっ

てやっぱり違ってくると思うんですよ。やってあげてるんだよという気持ちが強ければですね、

いくらその辺のところの要望を、集客力だとか登別さんの方が多いんだからもうちょっと負担し

てくれと言っても、これはちょっと難しいのかなというふうにやはり思います。ですから、それ

は相手がどのように思っているかによって違ってくるのではないかというふうに思います。 
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○委員長（加藤正恭君） もうこれはフィフティフィフティって取り決めたものだから、今さら

どうのこうのと言うわけじゃないし、我々に別に相談あったわけでもないからね。だから、これ

をどうのこうのというわけには行かないことは分かってはいるんだけれども、改善の方向に持っ

ていくべきじゃないかなと僕は思っているんだけれども。相手のあることですからやむを得ない

のかなという気持ちもありますが。書かないか。はい、中出委員。 

○委員（中出正君） やむを得ないと言うよりもさ、やっぱり皆さんが知ってのとおり、登別と

言ったらもう海外の、外国の人まで知ってる、こういうような仕組みの中でいかに白老にその流

れを作るという願いがやはりこれは仕方ないのかなという感じがするんだわ。白老から登別でな

いんだわ。登別から白老に流れを作ってほしいという願いがあるゆえに、この差がやむを得ない

のかなという。 

○委員長（加藤正恭君） はい、小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君） 昨日、コタンナイトの話の中でも今年度バスを２台チャーターするとい

う時に協議会から３００万というお金も出てると。そのほとんどは白老にしかメリットがない。

逆にすると登別にはデメリットになるかもしれないという事業で、そこまでやってくれてるとい

う部分とかも考慮すると、内部をよく分からないでそこに突っ込んでいいのかなという気がちょ

っと僕はするんですけれども。 

○委員長（加藤正恭君） はい。何かそういう意見が強いようだから、あんまりそういうことに

は触れません。皆さんの考え方だから、それはそれでいいんです。ですけど、その他に何かこの

連絡協議会について書かなくてもいいかい。書くとしたらどういうことを提言すべきだというこ

とを今お聞きしているんだけど。はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） これからも連携を強めて、強化してくださいということだと思いま

す。 

○委員長（加藤正恭君） それだけいいかい。評価はします。今までは評価したと、より強化す

べきだとこういう意味でしょ。そうしたら、この程度で。書き方については私の方で任せてくだ

さい。そして、またそれを文書化したやつを皆さんに提示して、そしていろいろを添削をしても

らいたいと思いますのでよろしくお願いします。他に何かありましょうか。この問題について。

観光協会または観光全般のことについてあれば。無ければ、後でもし、こういうことも書いてく

れというようなことあったら提案してください。 

 

          ◎閉会の宣告 

○委員長（加藤正恭君） それではこの辺で産業建設常任委員会を閉じたいと思います。 

                                                          （閉会   午前１１時３８分） 

 


