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平成１８年白老町産業建設常任委員会会議録 

 

平成１８年７月３１日（月曜日） 

開 会  午前 １０時００分 

閉 会  午後  ５時０３分 

  

○所管事務調査 

 観光行政の今後の取り組みについて 

  

○出席委員（５名） 

委員長  小 西 秀 延 君      副委員長  玉 井 昭 一 君 

委 員  吉 田 正 利 君            氏 家 裕 治 君 

斎 藤 征 信 君 

   

○欠席委員（１名） 

委 員  中 出   正 君      

 

○説明のため出席した者の職氏名 

産   業   経    済    課    長     三 戸 功 二 君 

観 光 ふ る さ と づ く り Ｇ 主 幹    寺 田 正 行 君 

観 光 ふ る さ と づ く り Ｇ 主 任     貳 又 聖 規 君 

＜参考人＞（株）ＪＴＢ北海道 市場開発室 

市  場  開  発  担  当  課  長         鈴 木 紀 彦 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事  務  局  長      上坊寺 博 之 君 

書        記      久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（小西秀延君） それでは、ただ今より産業建設常任委員会を開会いたします。お謀

りいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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、事務局長から説明をさせます。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の所管事務調査でございますが、午

前中に観光行政の今後の取り組みということで、産業経済課担当課の職員並びに参考人を今日、

お招きしております。株式会社ＪＴＢ北海道市場開発室、市場開発担当課長であります鈴木紀

彦様に参考人としておこし願っております。午後からは、観光協会の方に行きまして、観光協

会の役員さんと懇談をする予定でおります。一応、予定は２時。白老観光センターに場所を移

してやるようになっております。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） それでは、これより観光行政の取り組みについて、所管事務調査を

行いたいと思います。産業経済課三戸課長及び職員の皆様並びに株式会社ＪＴＢ北海道鈴木市

場開発担当課長様、本日は誠にありがとうございます。それでは、現在の観光事業等について、

担当課からご説明を願います。三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 事前に資料を配布させていただいておりますけれども、資料

の確認からさせていただきたいと思います。産業建設常任委員会資料という綴り、５ページほ

どの資料が１つ。それから、白老町観光事業報告書平成１７年度という資料。それと、観光戦

略だより。今日１部、本日配布のものを含めて、４月、５月、６月の観光戦略だよりというこ

とで、先ほどもお話ありましたように、この４月からＪＴＢ北海道から社員の派遣をいただい

て、白老町に在籍していただいて、観光振興のいろんなご努力いただいておりますけども、そ

の月ごとにこういう観光だよりを出していただいておりまして、これまでの取り組み状況につ

いては、この４、５、６の３枚のペーパーで後ほど説明をいただくことになっておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

それでは、私の方から産業建設常任委員会資料、これに基づきまして、白老観光の現状につ

いてを若干申し上げたいなというふうに思います。めくっていただいて、観光入込み客数の推

移という表があろうかと思います。昭和６１年から平成１７年度までの、白老町における観光

入込み客数の推移をここで示してございますけども、これをご覧いただいてもお分かりのとお

り、処遇は６１年度から逐次延びてきて、平成３年度には２５０万という、これまでの最高に

達しております。しかしながら平成４年度、主な出来事の中にもありますけれども、バブル景

気が崩壊したというようなことを一つの節目として、それ以後年々白老町における観光客の入

込みについては、減少傾向をたどっているというような状況がございます。平成１７年度にお
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いては、１８４万７，０００人というようなことで、平成３年度のピークからすれば、ご覧の

とおりかなり落ち込んできている状況が垣間見えるかなというふうに思います。いずれにして

も、こういうような経過をたどって、白老町の観光というのは、たいへん厳しい状況にあると

いうのは、この表から見てもお分かりいただけるかなというふうに思います。確かにその間に

は、平成７年には阪神淡路大震災があったとか、平成１２年度には有珠山の噴火があったとか、

いろいろそういう外的要因があったのも事実かなというふうに思います。それと、観光の動向

そのものも従前の団体から、いわゆる個人志向といいますか、そういうような方向に変わって

きているというようなこともあろうかというふうに思います。いずれにしても、そういう社会

的な変化だとか、観光者の動向、そういうものをやはり的確に捉えて、それなりの手を打って

いかなければ駄目かなというふうに思っておりまして、そういう意味においても今回ＪＴＢさ

んから派遣をいただいというのは、それを一つプロの目で見ていろいろ消化、分析していただ

くと。 

今後に向けての対策を練っていくというような所から、そういう取り組みをしているもので

ございます。それから、この表の中でも特に白老観光のある面、バロメーター的としても良い

かと思いますが、アイヌ民族博物館についても、同様に各年度の数字に示してございますけれ

ども、博物館におきましても平成３年度、白老町全体の入込みのピークと同じくして、平成３

年度が８７万１,０００人ということで、これが博物館においても一番多い年度でございまいし

た。これが、平成１７年度においては、２３万人と。これはかなり大きな減少となってござい

まして、財団運営そのものにも影響を及ぼすような、そういう状況になってございまして。財

団においては、いろいろ今取り組みをしてございますけれども、もっともっと抜本的な取り組

みをしていかないと、存続そのものが危ぶまれるというような状況にあろうかなと。しかしな

がら、それなりにいろいろ皆さんが努力されていることだけは申し上げておきたいなというふ

うに思います。 

２ページ目については、北海道全体で白老町がどういうような入込みの状況になっているか

という表でございまして、札幌市は抜群に１，０００万台を超えるというような状況にござい

ます。白老町は、全体の中で今１４番目位の入込みになっております。これは、全体を比較す

る資料としては、直近としては１６年度しかありませんので、１６年度の数値ではございます

けれども、だいたい各年度見ても、この１３、１４、１５この位の位置にあるのが白老町の現

状ということになろうかと思います。それから（２）としては、宿泊客延数の市町村ランクで

ございます。全体の入込みについては、全道１４番目１９８万ということでございますけれど

も、宿泊客にいたっては１６万人ということで、これは２０位までのランクここに載っており

まして、白老町のランクが入っておりませんけれども、いずれにしても１６万という数字は宿

泊客としては、白老町の場合は低いランクになるということでございます。したがって、これ

から見える所はやはり通過型の観光というのが白老町の現状なのかなと、そんなふうにこの数

値からも見られるかなというふうに思います。 

それから、３ページ目については、これは胆振管内における白老町観光の一部で、宿泊部門
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ということでございますけれども。特に登別、虻田、壮瞥、登別温泉、洞爺温泉、それらとの

比較でございますけれども、そういう部分で、だいたいの全体の数の違いはあるんですけど、

月ごとに見たときにはだいたい同じような推移を描いているというのが、胆振管内の状況でご

ざいますけれども。ただ、虎杖浜地区については、登別あるいは洞爺との比較から見たときに、

大きな月ごとの変化が若干違ってる部分があるというようなことからすれば、やはり登別ある

いは洞爺湖への来られるお客さん方の層が若干違う部分があるのかなというようなことがちょ

っと見られるのかなと、そんなふうに思っております。それはやはり、はっきりした状況が掴

めれば、やはり虎杖浜、竹浦という温泉の特徴、そういうものをもっともっと活かせば、もう

少し伸びる可能性があるのかなと、そういうようなことも考えられます。それから（４）につ

いては、ポロトコタンの関係でございます。これ見ても、ポロトコタンの場合もやはり一年間

を通して見たときには、６月、１０月これがやはりピークとなってございまして、各年だいた

い同じような状況が見られます。これは、いわゆる修学旅行関係が主となってございまして。

先ほどちょっと若干触れました、団体から個人というふうに変わってきているというお話を申

しましたけれども、やはりその中でも修学旅行の受け入れといいますか、この営業をもっとも

っと勧めることによって、安定した入込みが考えられるのではないのかなと思っておりまして、

これは後ほどの資料の中でも、鈴木プロデューサーの方からもお話あろうかと思いますが、最

近いろんな修学旅行の関係については、飛行機の解禁がなったとか、いろんな要因はございま

すけれども、もちろんこれまでの営業活動がようやくここに来て目を出しているというような

状況。そういうような状況の中で、修学旅行の関係が若干伸びてきている状況でございますし、

そういうものを恒常的につなげていく、その辺の努力がポロトコタンの場合は必要になってく

るのかなと。これは、もちろん白老町全体についても言えることでございますけれども、そう

いうような現状があるということを、まずご報告を申し上げておきたいと思います。 

それから、二つ目の資料でございますけれども、これは１７年度のおける白老町観光事業の

報告を付したものでございます。 

１ページ目、裏に目次がございますけれども、この構成としては、まず白老のまつりイベン

トの状況。白老牛肉まつりあるいは港まつり、登別漁港まつり、しらおいチェプ祭。これらの

まつりイベントの状況をこの中で記してございます。 

大きく二つ目では、食材王国しらおい。これは、昨年札幌グランドホテルといろんな連携事

業やってございますけれども、その概要について記してございます。それから、第２回の食材

王国しらおい誇りある故郷づくりシンポジウムの概要。 

それから、大きく３つ目では、いわゆる体験事業の概要。昨年取り組んだワールドラーニン

グ体験国際交流あるいはしらおいカルチャーナイト。しらおいカルチャーナイトについては、

昨年第１回目ということで開催をしてございます。それから、ポロトコタンの夜。このポロト

コタンの夜については、登別、白老の観光連絡協議会の中で取り組んだ事業で、三ヵ年事業の

ちょうど三ヵ年については三ヵ年目というようなことでございます。 

それから、４つ目としては、物産販路拡大事業。ここに掲げておりますけれども、千歳駐屯
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地の記念事業であるとか、白老町の物産市。これは、千歳ポスフールでの展開の物産市。それ

から、札幌で行われましたリンケージ・アップフェスティバルあるいは東胆振物産まつり。こ

れらの内容について、報告がなされております。この他にも、１７年度においては、これも新

規事業で取り組みましたけれども、揖斐川町のいびがわマラソンへの参加。マラソンへの参加

じゃないですけれども、そこへ相当数の人が集まるということで、そこで物産。町が直営でや

りましたけれども、そういう取り組みをさせていただきました。また、愛知県のトヨタ生協に

も白老町から、これは牛の里さんのハンバーグを持って行っておりますけれども、そういう取

り組みもさせていただきました。 

４つ目としては、広域連携事業。登別、白老との観光連絡協議会の取り組みの状況。 

それから、２つ目として、登別、白老町生活関連産業事業化推進協議会との取り組み。事業

化推進事業につきましては、平成１７年度、１８年度二ヶ年事業で取り組んでる事業でござい

まして、いわゆる観光コンシェルジュセンター。そういう機能を持ったものがどうやって立ち

上げていけるか、その実証実験含めて共同研究をしているものでございます。この１８年、今

年が最終年度になります。時間の関係ございますから、これ１つずつ説明申し上げませんが、

後ほどこの件についてのご質問をいただきながらお答えをさせていただきたいなと、そんなふ

うに思います。私の方からは、だいたい以上のようなことでございますけども、この後、鈴木

プロデューサーの方から、これまでの取り組み等についてのご報告をいただけるかなというふ

うに思いますので。 

○委員長（小西秀延君） 続きまして、ＪＴＢ北海道の鈴木課長より白老町から観光振興アド

バイザーとして委託を受け、取り組まれている内容等の概要についてご説明をいただければと

思います。鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） おはようございます。今年度、４月から白老町役場の方

に派遣としてＪＴＢ北海道の方から派遣を受けまして、駐在させていただいております。現在、

産業経済課の方にデスクをお借りしまして、月曜日から木曜日を中心に、平日の月木を中心に

役場の仕事、金曜日、市場開発の札幌の方の仕事と、そことの連携を図りながらやっておりま

す。 

計画はいろいろと半年位かけて調査等も含めてやってきましたが、現状の白老観光について

は、４年前位から北海道営業本部の前々任の時代に、いろいろと企画のお手伝い着手等させて

いただいて、徐々に数字も動いてきたなという実感をしております。特に今年の２００６年度

については、北海道、決して景気が良い中ではありませんでしたけども、４、５、６の四半期

ついては非常に健闘していただいているなというのが実感でございます。 

今日はちょっと時間の限りがございますので、ペーパーを事前にご用意しまして、４、５、

６、三ヶ月間の事業の概略、そういったものを皆さんに、後ほどゆっくりお読みいただきなが

ら主要ポイントだけご紹介していきたいと思います。前半ちょっと三戸課長の方から数字の話

がありましたので、私も数字の話からよろしいですか。 

お手元の資料は、今日配られました６月の観光戦略だより。後半の方に３枚ほど付いてるか
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と思います。ちょっと、ページがふっていませんが、Ａ４の横版で４、５、６の月次、料金区

分別入場者数実績というのがあるかと思います。全てが財団の数字で計れないんですが、バロ

メーターということで分り易い数字ですので、ちょっとこの表を使って解説をさせていただき

ます。まず４、５、６のトータルですけども、これは非常に先ほどご紹介あった営業努力です

ね。 

財団さんのこの３年位かけた特に修学旅行。このマーケットに力を入れていただいたことに

よって、前年比もかなりクリアをしております。北海道全体でどうかというと、今現在の４、

５、６の第１四半期の北海道の入込みというのを見ると、６月はまだデータが揃ってないよう

ですけども、道関連発表の４、５二ヶ月の航空機利用の累計値が出ています。 

北海道に来る方の、要は総数ですね。こちらは前年比で１０３．５％。これが北海道の現状

の数字になっております。これは、主に新千歳空港、函館、旭川、中標津、女満別、紋別空港、

そういった空港で前年比プラスになっている影響が大きいと思います。おそらく、札幌圏は別

として、知床効果がかなり空港別に出ているかと思います。よくライバルで比較されます沖縄

についてですね。沖縄県の数字も出してみましたが、こちらは４、５の二ヶ月で１０３．２％

と。北海道が１０３．５％ですので、この３年位負けていたと思いますけども、かなり北海道

も健闘しているのかなというふうに思います。そういった数字をちょっと参考にしながら、先

ほどのデータに戻りたいと思いますが。今、財団さんの数字の速報を出していただいたのです

けども、６月までの累計で、この３ヶ月の総数です。第１四半期の総数が入込み７万７，８６

６名が６月いっぱいの数字になります。これは、団体も個人も含まれております。前年と比較

しますと、１１３．１％。先ほどの北海道全体の入込みから比べても、かなり大幅にクリアし

ていると。実数では８，９９７名がプラスになっています。総数で見ると、この後の分析が非

常に重要になりますので、形態別にちょっと調べさせていただきますと、表にあります団体と

いう所の小学校、中学校、高校。この３つの数字を見ていただくと、特に中学生ですね。これ

が４、５、６の前年比で１３９％。１４０%近く伸ばしているということになります。実数で

いくと、中学生で昨年の同期比で２，５００名位増えております。今、３０人学級が主流です

ので、あえてそこに平均値を出すと、８０クラス分増えているのですね、中学生で。これ、か

なりの努力をしないと我々旅行業をやっている現状でもいきなり学校のクラスを８０校プラス

取るというのは、非常に難しい所です。これだけの数が増えていると。先ほど、三戸課長がお

っしゃったとおり、関西圏からの航空機の解禁というのが、非常に大きいのだと思うのです。

関西からの修学旅行が今までは北海道に飛行機が来られなかったのですね。これが今年から、

昨年から実験的に解禁をされて、今年の年度、非常に増えているということで、そこに上手く

財団さんが営業をささっていただいたという所がおおきな所だと思います。合わせて、高校生

も東名台を中心とした首都圏から増えておりまして、前年費１１３％。全体の数字を大きく押

し上げている形になります。 

どこが減っているかと言うと、表の個人ですね。個人を見ていただくと、トータル０．２ポ

イント落としていますので、総数の実数もそんなに大きくありませんけども、わりと高校生、
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中学生、小学生、道内の個人で来るようなファミリーの旅行ですね、そういったものが減って

きているのかなという所です。そちらの方をトータルしても、合計の４、５、６のトータルが

全体で１１３．１％という所で、今現状を推移しております。 

ここで忘れてならないのが、外国人の入込みですけども、その次のあたりに立ての外国人入

場者の月別推移というのがあろうかと思います。こちらの、今国別でいくと６カ国出ておりま

すけども、かなり国別に前後されています。アップダウンがございます。増えているのが、韓

国、シンガポール、マレーシア、中国と、４ヶ国ですね。逆に昨年から減っているのが、台湾、

香港です。これは、１２月に台湾の方に誘客宣伝で行って来ましたけども、間違いなく台湾の

場合はチャーター便が非常に増えていまして、定期便のエバー航空が増便した関係もあって、

旅行業界も飽和状態にあります。簡単に言うと、１０万円以上出さなければ北海道に来られな

かったものが、８万、７万で来られちゃうという現象が続くことによって、パイがそれだけ増

えるんですね。間違いなく増えるのです。北海道に来ている総数２０数万人から３に増えてい

ますので、パイは増えてくるのですけども、旅行代金が下がることによって、観光地からの競

争がかなり激化しています。具体的に言うと入場施設、有料な所がほとんど切られちゃったの

ですね。ほとんど無料施設に流れてしまっていると。これが２、３年の現象になります。ここ

にあいにくヒットしてしまったのが白老町と。通過型になってしまったと。その影響で前年比

が４、５、６で３５％位落ち込んでいるということになります。これに対しての戦略は後ほど

お話したいと思います。香港については総数も少ないですので、さほど上限ないと思います。

中国も前年比何百％という伸びがありますけども、これは中国の場合、日中間の観光大臣会議

ですとかいうこともありますので、そんなに異常現象というか、急激には上がって来ないのか

なと。一番顕著なのは韓国ですね。実数、伸び率共に顕著なのは韓国になります。こちらは非

常に重要なマーケットになりますので、今後誘客宣伝等には力を入れていく国であろうと思っ

ております。 

国内と海外と合わせて最初にご説明させていただきましたが、一つちょっと数字を申し上げ

ますと、まず日本政府が昨年発表した数字の所からいきますと、インバウンド、アウトバウン

ドというふうに大きく分けられますけども、アウトバウンドというのは、日本から出る方にな

ります。インバウンドは日本に入って来る外国人の方になります。アウトバウンドは２，００

０万人ですね。要は日本人が海外旅行にどんどん行ってくださいという促進の目標値が２，０

００万になっております。これは、ジャッタという日本旅行業業界という所が発表した数字に

なります。対して、インバウンド。外国人については、２０１０年、あと４年ですけども、２

０１０年に１，０００万人と。テンミリオン計画というのを推進をしております。大きく言う

とそういった数字になりますけども、それに合わせて各北海道都道府県ですね。それから市町

村、目標設定をされているということになります。これはちょっと参考の数字になりますけど

も、１９９１年のデータと２００４年のデータとちょっと拾ってみましたが、国内で宿泊をす

る泊数が、今減少しています。日本国内全体です。泊数が減少するということは、足が伸びな

くなっているということと、人が減っているということになりますけども、１９９１年に国民
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一人当たりの宿泊回数が１．７３回。泊数で３．０６泊あったものが、一昨年２００４年度、

直近データでいくと１．１８回。一人平均１．１８回の泊数が１．９２泊。これだけ減ってい

るのですね。半分までまだいきませんが、おそらく２、３年するとまたデータが動いてくると

思います。それだけ、国民全体が動かなくなってきているというふうにも捉えられますけども、

当然人口減少もありますし、少子高齢化ということもあります。そういった現状もあるという

ことだけちょっと念頭にお願い出来ればと思います。 

白老町は先ほど通過型観光だということがありましたけれども、この件について、ちょっと

２分位よろしいですか。私も札幌に３年ほど出たり、苫小牧に１年半ほど、ちょっと地元見さ

せていただいて、ちょっと距離を取りながら見ていたのですけども、白老町は通過型観光では

ないと思いますね。小樽こそ今通過型と言われていますけども、何故なら３大温泉地と言われ

ている登別温泉、支笏湖温泉、洞爺湖温泉と。道内の御三家も揃っています。空港からのアク

セスも４０分、５０分と非常に近いアクセスの距離なのです。つまり、白老の先にも目的地も

ありますし、白老の方にしかないもの。これを抱えているから通過型ではないということにな

ります。自然環境とか歴史ですとか、あるいはオンリーでいくとアイヌ文化という資源を抱え

ていますので、ここの強みを出し切れてないので今、通過型観光に捉えられがちだという所に

なります。決して通過型観光という、割り切ることないように私はむしろ滞在地としては非常

に適地だという考えでやっておりますので、機会あるごとに事業者の皆さんにもそういった認

識で進めていきたいというふうに考えております。皆さんの方に、お手元の方に４、５、６、

三ヶ月間でありますけれども、月ごとにまとめたレポートがありますので、ちょっとかいつま

んで主要な所をご紹介していきたいと思います。こちらの観光戦略だよりについては、月一回

の町長と助役、課長同席の、観光協会の局長同席の情報連絡会で使っている資料になります。

今日、初めてご覧になった議員さんもいらっしゃると思いますので、一応毎月出していきます

ので、特に常任委員会さん、該当委員会さんにはお配りしていきたいというふうに思っていま

す。一部、ＪＴＢ内部の情報ですとか、または外に出しづらい内容も含まれておりますので、

観光事業者の方にもし配布するということになれば、ちょっとここからピックアップしたもの

をダイジェスト版で出す考えもございます。一応、一旦は議員さんの方にはお手元の方にその

まま出させていただいております。 

４月から申し上げます。着任が４月の２日ということで、１ヶ月間は非常にマスコミ等、取

材に追われた１ヶ月でありました。そのお陰で注目度が高まって、露出も増えていったのです

けども、特に４月に調整したことは、今のＪＴＢで移住促進事業というのを新年度スタートし

ておりまして、昨年度から実験的にやっておりましたものを、白老町の移住政策と合わせて、

ちょっと今連携をして、こういったおためし暮らしというパンフレットを先日作った所であり

ます。ここに白老町がご紹介されておりまして、こういった形で道内の連携事業ということで、

昨年北海道庁さんともタイアップ。今年はＪＴＢの事業としてご賛同をいただいて、白老町の

方もご紹介をされております。これ、特に４月に力を入れて、政策推進の高畠参事の方と、タ

イアップしてやってきております。つい、先週も実は一組石山地区の方に名古屋からの方をお
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受けした所でして、我々やっているのは、おためし暮らしといって、まず１ヶ月おためしで住

んでいただきましょうという事業です。それによって住む側の課題、それから受ける側の課題、

そういったものを抽出していって、新たなビジネス素質のつなげていきましょうという所が目

的でございます。まだまだ事例は少ないですけども、おそらく道内の市町村から比較をしても

新聞等に出て来る含まれている記事も含めて、白老町の注目度は高いと思いますので、観光政

策と連携をして移住促進事業も同一に進めていきたいというふうに思っています。 

それから４月、二つ目にやってきたことは、外の専門家というかブレーンさんというか、専

門家との連携を４月の新年度でつないでいこうという所が、私自身目標がありまして、外部の

方はかなり白老町の方と職員さんとマッチングですとか、または事業に巻き込んでいく、また

は参考で来ていただく、そういったことに力を入れてやって参りました。具体的には、この間

キャンプ場のポロトの森３０周年の中に事業ありましたけれども、バーベキューカレッジとい

う組織の方をお呼びしたり、または北海道大学の来年観光学の学部が立ち上がりますけども、

新学部の学部長に就任される石森修三さん。元国立博物館の館長ですね。そういった方とのつ

なぎ。水面下だったりしていますけども進めております。なるべく白老町の方に関心を持って

いただいて、一度足を運んでいただくという所から、時間かかりますけども、徐々に徐々に進

めていきたいというふうに思っています。当然ながら、町長とも情報交換をして協議した上で

進めていきますので、よろしくお願いいたします。 

三つ目に、４月は訪日教育旅行のプロモーション事業をスタートさせていただいております。

これは、冒頭に財団のインバウンドの方の数字の方からも受け取れるように、訪日教育旅行非

常に増えています。まだ教育旅行にはなっていませんけども、今は団体旅行です。その団体旅

行で来られたお父さん、お母さんのお子さんのお子さんが、いずれ韓国から台湾から修学旅行

として来られる日も近いと思います。今現在は関西ですとか九州の方に非常多く来ていますの

で、北海道としてはこの訪日教育旅行をぜひ北海道で受けていきましょうという所で、いま白

老町と函館市の１市１町が手を挙げまして、我々市場開発の方の事業と連携をして事業をスタ

ートさせております。こちらもわりと２、３年、もしかすると３、４年時間がかかるかもしれ

ませんけれども、逆に今手を打っておかないと３、４年後、非常に苦労しますので、ちょっと

早期に議会の方もご理解をいただきながら進めていきたいと思っております。当面は、１２月

に招聘事業を予定しておりまして、１２月に中国、台湾、こちらの方から関係者を来ていただ

いて、ポロトコタンの夜ですとか、そういったことも実際見ていただくという事業を計画して

おります。それから４月については、だいたいそういった形でほぼ取材対応で追われておりま

したけれども、そんな１ヶ月でございます。 

５月、その後に付いておりまして、５月につきましては、観光戦略の非常に難しい所は、戦

略を立てながら力ずくで人を入れていかなければならないという使命をおっています。ですか

ら、戦略ばかり立てても、その間立てている間に手を短期的に打っていかないと、人はどんど

ん減っていくという所で、私もどちらかと言うと、宣伝、誘客の方に力を入れてやってきまし

た。併せ持って、力ずくで引っ張って来るという所で幾つかやっております。 
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一つ目にリムセツーリズムというのが５月のレポートに入っていると思います。リムセ、ア

イヌ語で踊りという意味ですけども、あまりアイヌ語に関係しない組織ですが、健康保養ネッ

トワークというＮＰＯの組織がございます。そこでリムセツーリズムという会を立ち上げて全

道展開を今図っております。これは長期滞在ですとか、または上士幌町のリトリートツアーで

すとか、そういった健康に、花粉症のツアーですとか、そういったものもやっております。北

大の阿岸教授がトップになっていますけども、副委員長として大塚教授。こちらは町立病院の

方に勤めてらっしゃるドクターですけども、白老の方に実際いらっしゃるのです。そういった

ネットワークもこっちに来てから分かりまして、今アプローチをしている所であります。非常

に有力な方ですので、いわゆる温泉学として権威の阿岸先生と上手くつながりが持てれば、町

として虎杖浜温泉もお湯の泉質、そういったものも売り込みしやすいのではないかというふう

に思っています。 

二つ目に、これは面白い話と言っちゃうと失礼ですけども、私、観光戦略で着任してから実

は電話が結構あって、町民の方から旅行会社だと思われて、フェリーのキップをお願いします

とかいうことも実は受けております。航空券お願いしますと。そんな時は苫小牧支店をご紹介

していますけども。そういう類の電話を一回受けて、娘さんが旭川に勤めてらっしゃるそうで

す。萩野の方です。旭川の方の看護学校に入ってらっしゃって、そこで研修旅行を今企画をし

ていますと。そこの幹事に私の娘がなっていますということで、今白老の方に研修旅行先とし

て検討しているのだというお電話を１本ありました。これ、ほぼ１ヵ月半位かけて、つい先週

決まった所ですけども、４５名の看護学校が９月に来られます。あまり期待してなかったこと

ですけども、町民の方もそういった興味でご相談をいただけると非常にありがたい話でして、

そういった電話が１本ございました。看護の研修旅行ですので、私もお勧めしているのは、ポ

ロトコタンの夜を、ぜひ癒しとして看護の観点から非常に参考になると思っていまして、人々

の心を動かすような、そういった所の精神文化を学んでいただくものをぜひご覧くださいとい

うセールスをさせていただいております。岩崎さんでお昼のバーベキューを食べたり、白老ら

しさもちょっと出して研修旅行を計画していると思います。こちらもいわゆる力ずくの所にな

りますけれども、今年度の入込みに繋がっていきます。 

それから、次のページの方に３点目ですけども。ご記憶があれば、５月２８日に函館で、杜

の賑わい函館というイベントをＪＴＢが実証しました。こちらは、江刺追分ですとか、北海道

に残された文化遺産、お祭りですとか、そういったものを再現をして函館市民会館でイベント

としてやったものです。そこに財団の伝承員さんが行かれて、アイヌの古式舞踊を皆さんの前

で披露しております。私はちょっと応援ツアーということで、２，０００円で往復函館、お昼

弁当付きということをやりました。残念ながらあまり人が集まらずに５０名少しでしょうか行

かれまして、本当はバス２台８０名位行きたかったのですけども、６０弱位で終わったと。何

でやったかというと、町民の関心を高めたいということです。白老町で見るのと、古式舞踊を

また函館というとこで見るのと全然意識が違うと思いまして、こんな函館の所でも白老町が出

ているのだという所を実感していただきたいとうので、ちょっと捉え的に、試行的にやってみ
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たものです。経費は、予算として全く私持っていませんので、ＪＴＢの社会貢献事業の費用か

ら出させていただいて、当然赤字ですけども、一旦は試行的にやらせていただいたという所で

す。この後６月に１本やっていますけども、５月については、ちょっと力ずくの所と合わせて

セールスを中心にさせていただいております。 

あと、誘客宣伝で２月に観光協会さん、財団さんと東京、大阪、名古屋あの辺行っています

けども、そのフォローとして横浜の出張なんかもさせていただいております。４、５は一応そ

んな所でして。 

今日お配りしました６月の方、最後になりますけども。６月１枚目からご紹介をしますと、

６月は非常に全体としたイベントが多い月になります。町も多いですし、北海道全体も多い１

ヶ月になりました。全国的に梅雨明けが遅れていますので、わりと北海道の入込みも増えたの

じゃないかという所もあります。北海道観光の動向としましては、先ほど申し上げた輸送実績、

これも１０３％とプラスという所で、６月減ったのは、よさこいソーラン祭りだけです。これ

は天候不順が結構続いて、前年比８７％、１８６万、２００万人超えた年もあったですけども、

１８６万に落ち着いたということになります。対して、白老牛肉まつりも６月ありましたけれ

ども、公式発表３万９，０００名、前年比プラス６，０００名というふうに変わっております。 

非常に健闘されたと思います。財団の状況についても、先ほどご紹介したとおりです。非常

に中学生を中心に６月だと１８６％と、前年の倍近く中学校の受入れをしていただいています

ので、かなり職員さんも負担かかったと思いますけども、６月は非常に多かったという所です。 

あと、ＪＲウォーキングですとかいろんなイベントも６月は重なっております。６月の動き

ですけども、５月に引き続いて力ずくの所ですと、牛肉まつりのツアーを今年初めてＪＴＢで

開催をしました。札幌発の有料のツアーです。こちらは格安で大人３，９００円で募集をした

所、二日間のトータルがバスツアーが５５名。現地集合、白老に直接来られた方が４０名。社

員の関係で１２名。役員を含めて１０７名の参加者を白老の牛肉まつりに来ていただいてござ

います。これは、非常に人気があるツアーです。他社の普門エンタープライズさんもやってい

ますけども、ホリデーさんも毎年お客さん集めていますし。ただネックは事前の座席が確保出

来なかったりいう所もあって、受け入れサイドの所を整理しないと来たい人がたくさんいても、

バスをたくさん出せないという現状にあります。ちょっとそういった試行的なものを見るため

に今年は２台バスを動かしていただきました。そこに引き続いて、下の方に牛肉まつりの感想

と提言ということで、幾つかのポイントを出させていただいております。これについては、す

ぐに単年で解決出来る所はわりと少なくて、やはり２、３年かけて、長期的に取り組んでいか

なければ難しいのかなという所はありますが。私一番重視するのは、お客様の声ですので、あ

えてその下の方にお客様の声、一つお手紙をピックアップしたものを、ほとんど原文のまま載

せさせていただいております。お読みになると、非常にヒントがありますので、後ほどじっく

り読んでいただきたいと思いますけども、いわゆるお客様から見たのはこういった意見です。

そこにどこまで対応出来るかというのが、今後のポイントになると思いまして、財団もかつて

そうだったとおり、右肩上がりの数字というのは続きません。いつかは右肩下がりになります。
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牛肉まつり今の所右肩上が上がっていますけども、そこを持続的にしていくためにも、課題を

解決出来る所から、一つずつやっていく必要があるというふうに思っています。多分、来年か

ら直ぐ出来そうなのは、会場立地のレイアウトですね。レイアウト関係、係りの誘導。そうい

ったものもお客さんの声から出ておりました。ちょっとこれは極論になりますので、オフレコ

で聞いていただければと思いますけど。白老町に牛肉まつりに来られて、実際に経済効果はど

の位あったかという所を正確に取ってないと思います。経済の循環としてもどういうふうにお

金が動いているかと。おまつりの会場後にしてからどういった動線でお客様動いているかとい

うのは、あまり今まで捉えてなかったと思います。であれば、私今年直に見させていただいて、

ほとんど半分以上は往復されています。インター降りられて食べられて、そのまま帰ってらっ

しゃると。特に札幌ナンバーです。ポロトコタンまでは当然来ません。いろんなちょっと手を

打ってきましたけども来ませんでした。極論で言うと、それであれば、ステージが白老である

必要があるのかという所も今、実は私も考えています。極端に言うと札幌にステージを持って

行っても良いのじゃないかと。町内に人が回れないのであれば、逆に攻めていくと。市場のあ

る所に攻めて行って、そこでイベントを大々的にやっても良いんじゃないかという提言は、実

は３年前に赤平の欄展でもさせていただいております。今までのイベントは来ていただいて経

済効果を残すというとこですけども、これからのイベントは攻めて行って、そこで知名度を上

げていくというのも一つの手法かと思います。次に白老町に来ていただく動機付けをするだけ

でもイベントの効果は十分だと思いますので、ちょっと蛇足ですけども、そういったことも考

えております。おまつりの課題については、産業経済の課の方になりますので、また農協さん

の方にもフィードバックしていきたいと思っています。 

とばしまして、動きとしては白老観光協会の会長に飴谷町長が就任をされております。これ

によって、行政一体型といいますか、観光政策については非常に連携しやすくなったと思いま

すので、逆に言うと、スピード感が増していかなければ意味がないと思いますので、スピード

感を持って進めていきたいとなと思っております。最後ページになりますが、６月の最後のペ

ージですと、お手元の方には今ないと思いますが、ポロトコタンの夜の今年のパンフレットは

ご覧になっていらっしゃいますでしょうか。今年は６日間限定です。昨年と違う所は、札幌か

らのバスを、登別からのバスと切り替えて、札幌からのバスを無料バスとして運行をしており

ます。この経緯についてご説明をしますと、実は北海道新聞の苫小牧支社長の今変わりました

が、高橋さんという支社長さんがいらっしゃいまして、こちらの方に直談判をさせていただい

て、北海道新聞社の共催で出来ませんかと。目的は広告宣伝費を浮かすためです。我々、今回

ポロトコタンの夜実行委員会というのを立ち上げましたので、いわゆる実行委員会形式にする

ことによって、メディアも非常に入り易いという環境を作って、今回は北海道新聞の実は苫小

牧支社が共同主催ということで参画をしていただいております。これによって、実は道新の朝

刊でご覧になっていただいているでしょうか、半５段の広告が一回出たと思います。これが実

は３回も出ます。あれ一回出ると５０万位しますので、３回出ると１５０万、これが全く無料

で掲載をされるということで、非常に我々にとってはメリットになります。実はそれを見て、
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今この６日間に参加される方がほぼ９割以上です。広告を見て電話来る方。昨日も３３名の方

を札幌から斡旋しましたけども、多分６日間でいくと平均３０超えるか前後位になるかと思い

ます。登別の倍と思って結構です。私もこれだけ人が来ると思いませんでしたが、間違いなく

札幌にそういう市場があるということですね。潜在事情があるということで、往復３時間かけ

て誰が来るのかなというのはあったんですけども、実はその３時間というのは難じゃないと。

目的はあくまでもポロトコタンに来たいという方がいらっしゃって、しかも手段は無料である

という所で非常に反応を良くいただいております。残り４日間ありますけども、健闘して４５

名の満席で近く行きたいというふうに考えています。本当に申し上げた持続です。持続するこ

とによって、やっぱり道民への周知を図っていくと。必ずしも観光客は道外客だけではありま

せんので、道内客にもそういう潜在ニーズを持っているということはあろうかと思います。実

は往復３時間というのを一番気にしていまして、工夫したのは、来る時に１時間半、９０分の

間にアイヌ文化のビデオを車内で流しております。これで事前学習をしてくださいという皆さ

んにご説明をしています。事前にそういう知識を持って来られると、全く見方が変わってきま

すので、そういった工夫と帰りは札幌市内の観光ビデオを流しております。帰られた時に札幌

圏でこういった所ありますというご紹介を。お客さんは札幌から奪ってくるという印象になら

ないのですね。相互に相乗効果があるという工夫はさせていただいています。逆に言うと、往

復３時間だから出来ることもあるということですね。１０分だと出来ないという所になります。 

それから最後に、一番下の方にリクルートじゃらん。じゃらんは、非常に観光雑誌として有

力な雑誌になります。全国的に見てもじゃらんほどの媒体は北海道一番すごいのじゃないかと

いうふうに言われています。そこの編集長のヒロ中田さんと非常に今良い関係を築けておりま

すので、食材王国しらおいの方にも来られますけども、大事にしていきたいなと思っています。

ヒロさんは食に関しての提言鋭い方ですので、外から見た白老もよくご存知ですので、切り口

としては非常に有力者だとそういうふうに思っています。特に、サッチェプについては、非常

に関心を高く持っていますので、来年度、いろんなパッケージの例えば工夫ですとか、そうい

ったこともヒロさんの意見も取り入れていけると、じゃらんの媒体にも非常に良い効果が出る

のじゃないかと思っております。ちょっと補足をしますと、ポロトコタンの夜の今回の工夫と

して一つ、昨年と違うのは夕食をアイヌ伝統にこだわらずに、町内のレストランに持って行っ

ています。実は、当初の計画では白老ゴルフリゾートのレストランを計画をしておりましたが、

その後の売却等もありまして、対応の問題で、岩崎さんに今回切り替えて試行的に白老牛とい

うメニューを出しています。実は、お客様が集まっている要因の１つにこれもあると思います。

白老牛も楽しみに来られている方もいらっしゃいます。私がバスに実際乗っていて見た雰囲気

では、７割はアイヌ文化に関心の高い方。３割は時間を上手く使いたい。白老牛を食べられる

なら安いから行ってみようという方だと思います。いずれにしても、こういった工夫を幾つか

やっていくことによって、お客様の動向も見られますので、来年度またレストランを、例えば

Ａ、Ｂ、Ｃのチョイスにしたりということも可能だと思いますので、お客様にまず来てもらう

という所の試行的なものを、まず今年やらせていただいた所になります。最初に配りましたパ
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ンフレットは、こちらの方の見開きになったものは、セールスで実際に使っているパンフレッ

トです。常任委員会の皆様にはご報告させていただきますが、先々週最終決定しましたが、Ｊ

ＴＢのメディア販売事業部というのが首都圏にありまして、メディアですから新聞にぽんぽん

出す広告の箇所です。そこで、この秋６０本のポロトコタンの夜の買取を受注しました。これ

はアイヌ民族博物館の営業担当の岡田さん非常に頑張っていただいて、６０本が成約です。そ

れから、もう一つＡＮＡセールスです。全日空のグループ会社で旅行会社があります。ＡＮＡ

セールスの方も今年度秋に７本買取をしていただいております。６７本ですから、かなり人数

も期待出来ますし、一番良いのはリスクがありません。買取ですので、何人来てもワンステー

ジ幾らという裏の料金。この料金で受注をしていますので、ちょっと試行的にやってみました

が、今年こんなに来るとは思いませんでしたが、逆に受け入れが大変かなと。エカシが人材育

成を含めて一人しかいませんので、そこが６０日、仮に来た場合は続くかどうかと。実際には、

募集のツアーの場合は半分中止、半分来れば良いと言われていますので、３０本やそこらは期

待していますけれども、３０の夜、そこで対応しなければなりませんので、人材育成が急がれ

るとこだと野村専務ともお話をしております。ちょっと早口で申し訳ございません。４、５、

６の月ごとのレポートと全体動向ということで、まず最初に申し上げさせていただきましたが、

ご質問があればまた後ほどお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） それでは、これより質疑を受けたいと思います。お聞きしたいこと

があります委員は挙手の上、お願いいたします。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今、鈴木さんのご報告を聞きまして、一つ感じたことなのでございま

すが、過去に無い企画と評価と実績を短期間の間にまとめられて、レポートされているわけで

すが、非常にそういうふうな意味で分かり易くて、現実の問題点と今後の対応について、よく

判断出来るなという印象がございます。そういうふうな意味では、これからもこのような戦略

だよりそのものについて、しっかりと現代の問題を摘出してもらって、お互いに対応する考え

方が必要ではないかと思って聞いておりました。非常に素晴らしいことだと思います。これか

らも一つ頑張っていただきたいと思います。それで今、鈴木さんがこのような仕事に入られま

して、白老町の現状の課題をいろいろと注視されているわけでございますが、白老町の産業経

済課との関連について、鈴木さんのやってられるこの事業と町の職員との関連について、何か

間柄についてやりにくさとか問題点が現実あるのか無いのか、この点についてまず一つお伺い

したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） 率直に申し上げて、４、５、６、７と４ヶ月ですので、

まだ走り出したばかりでで、課題もそんなに私は大きく感じてない所でありますけども。現状

として、動きとしては全てこの観光グループのメンバーが私を含めて３人になりますけども、

一体化して動けているかというと、動いてないと思います。これは、時間的な要因が非常に大

きいと思います。私が動く場所、動く時間。また、町の方で抱えてらっしゃる通常業務、それ

からイベント。または、町内事業者との調整。そういったものが上手く重なってくるまでには



 15 

ペースを掴まなきゃいけないなと。そのペースが４ヶ月で掴めてないというのが現状にありま

す。これが徐々に掴めてきますと、例えば１日のうち半日でも、また１週間のうち２日でも一

緒に動ける時間が作れると、益々非常にやり易くなるのかなというのを感じています。特に町

内の事業者さんとの連携。これは絶対外せませんので、どっちからと言うと私は外から上手く

つなぎをしていくと、そこで町内事業の方との連携まで１００％出来てないというのが現状だ

と思います。そこに観光グループのメンバーが上手く動きマッチしてくると、町外からのいわ

ゆるネタと町内からのネタを上手くつなげていける。その渡し役は一応担えますので、そうい

った連携のペースを今探って所でもあります。そんな所でよろしいでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 現実的に、鈴木さんの戦力情報、今までの３ヶ月間の経過を聞いてお

りまして、はっきり言いますと、役所ペースと企業ペースの流れのスピードが違うと思うと思

いますので、非常に双方にやりにくさが出て来るのじゃないかなという印象があったものです

から、今質問しました。そのようなことで、今後そのような内容についていろいろと問題があ

っては困るなという見解でございます。次に、町長に対して現状の仕事の内容をいろいろと連

携、報告をしながらということでございました。今回の鈴木さんの政策については、町長の考

え、思惑があってやられていることだと思いますが、これについてどの程度まで町長サイドと

の報告とか業務の打ち合わせとか連携をされているのか、その点についてお伺いをしたいと思

います。 

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） ４月の年度当初から、町長とお会い出来ているのは月２

ペースだと思います。現状公式な場としては、月１回を予定しています観光情報連絡会のよう

な場がございまして、そこでどっちかと言いますと、事後報告が７割、８割。それから、今後

の方向性のような所が２割、３割という所だと思います。これは、先ほどのスピード感を持っ

てということでいくと、本来は今日出たネタは今日のうちに出来ればご報告をして、そこで動

きをしていかなければといけないということですので、町長の予定が許す限り私からも町長の

方にまた積極的にお会いしてお話をしたいと思っていますし。具体的な事例としては４月、植

樹祭というのが苫小牧で来年度ありますけれども、植樹祭の情報なんかもＪＴＢサイドで取れ

る情報もあります。そういった動きを事前に察知をして、町の方の連携事業と含めて、いわゆ

る町の強みとして連携してくというのも、実際４月にやったこともありまして、それもやっぱ

りスピードがなければ出来ないということですので、お互い時間調整難しい中ではありますけ

ども、こういった紙なんかも使いまして、出来る限り調整をしていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） １つだけちょっと僕は、鈴木さんが４月に入られて、町内の資源調査

という部分について、現状しっかり取らえて、まずは白老町における現状をちゃんと見ている

なということが、僕は素晴らしいことだなと思うのです。とういことは、白老町がどうしてい
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ろんな自然があり、美味しいものがあり、温泉があり、これだけいろんなものがあるのにどう

して活かし切れてないのかということが、やっぱり町政についてのコメントにも書かれている

ように、例えばホテル業だとか、水産業、レストラン。また、他とのいろいろな連携が出来て

ない。個々の資源だけが残っているという形で考えられてきた部分だと僕は思っているのです

ね。それをじゃあどうしたらいいのだということを白老町でも、多分今までずっと考えてきた

ことなのでしょうけども、なかなかそれが出来なかった。これを今、鈴木さんが入られて来て、

これから本当に連携というものを上手く利用して、観光に結び付けていく。ここをもうちょっ

ともし詳しく話が出来ることがあれば、どういった考え方で進めていくというのがあればお聞

かせいただきたいなと思うのですけども。 

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） おっしゃるとおり連携については、白老に限らず、全道

各地で課題になっています。一番早い方法という方に言い切れちゃうか、ちょっと分かりませ

んが、私の経験で言えば一番近道なのは、まず外部からの率直な指摘でしょうか。現状の認識

を教育化しないとその後進まないので、ちょっと言葉が過ぎる場面もありますけども、ずばっ

とまず言って、そこでやっぱり地元はそうなのだという認識を持つことからスタートするとい

うことです。 

次にステップとして大事なのは、地元の方がその気になるとうことですね。自分達の問題と

してそれを捉えて、主体的に地元が動くという所が、最大のポイントとなりますので、そのス

テップで虎杖浜についても、温泉連携をやっていきたいと思っています。 

出来る範囲というのは、やっぱり限られています。私の提案一つで物事は動きなせんので、

あくまでもきっかけとして気づいていただくという所まで。その後は、地元の方が主体になれ

ば幾らでもお手伝い出来ますので、商品を開発したり、商品を売り込んだりということは、我々

観光協会との連携と十分出来ますので、きっかけをまず、糸口を見出していきたいというふう

に思っています。 

具体策としては、共通券って、実は非常に簡単な手法でして。地元も温泉それぞれ良さがあ

ります。お湯はかなり似ていても、やっぱり雰囲気も違いますし、露天があったり無かったり、

また泡風呂だったり、水風呂があったり。そういった特殊な自分の所に無いけども、他の所に

あるという所であれば、連携して共通券なんか、非常に導入しやすい地域だなというふうに感

じています。既に幾つかのホテルさんを回って、支配人の方にはお話を打診的にはさせていた

だいていますけれども、出来れば８月中にそういった提案書をまとめて、そちらを実際に具体

策として共通券の導入の仕組みまで作って賛同いただければ、この秋にでも試験的にやってい

きたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 先ほど白老は通過型でないとはっきり言われました。これ、私も

そう思っているのですよ、実際。素晴らしいことだなと思うのです。通過型と今までは決めつ

けていたから、泊まるのは登別だと。これは私も不信に思っていた。何故かというと、温泉の
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量は同じ位あるのですよ、量的には。ただ、個人にあるか、ホテルのあるかという違いはあり

ます。そんなことで、これは今全国的に民宿というのがかなり流行になっているのですよ。流

行っていると言うか。白老町ではそれが無いのですよね。これも、何とか開発すべきでないか

なと。これは、私の提案なのだけど、そんなふうに思うのですよ。町民がみんなで協力し合っ

て、そんなことが出来れば、一躍また白老町が売れるのでないかなと、こんなふうに思うので

すけど。この辺について、何か考えがあればお伺いしたいと思うのですけど。 

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） このことは、ちょっと２点述べさせていただきたいと思

いますけども。１つは、日帰りと宿泊と比較した場合に、必ずしもお金が落ちるのは宿泊とは

限らないということです。特に北海道内そうなのですけども。日帰りでも、家計の財布から出

る消費額というのは、調査をしてもかける層によっても違いますし、また旅行代金、新聞見て

いても分かると思いますけども、パッケージツアーほど安くなっています。でも、日帰りでわ

りと伸びている商品というのが高かったりするのです。それで、豪華お昼付きで８，０００円

台とか、７，０００円台。１万２，０００円というのもありますね。マグロの日ありますけど

も、白老でも出来ると思いますけども。そういった付加価値を付けて、日帰りというのも一つ

の戦略なのです。 

ですから、簡単に言うと滞在時間を長くするということなのです。宿泊、日帰りに限らず、

１時間だったものを２時間、３時間。そのためにどうするかという策を今考えています。例え

ばその一つが駐車場です。白老町で唯一有料駐車場なのは財団法人博物館の駐車場ですね。マ

イカーで３００円。これは私は止めるべきではないなと逆に思っていますけども。取り方を要

は変えるのですね。駐車料金ではなくて、例えば環境保護に対する基金として、それはご理解

いただいた上で寄付していただく、払っていただく。額を３００円高ければ、２００円でも良

いと思います。ただにする必要はないと思います。もっと言うと、試行的にただに近づけてい

くために、日帰りの方を対象に通常はデパートに入ると２時間までは無料ですけども、白老は

逆に２時間以上滞在すれば無料にするとか、そういったいろんな手法があるかと思います。そ

れをちょっと今年無理であれば来年位に試行的にやってみたいと思いますけども。 

人がまず交流しないとお金が落ちないということと、良い例が先週金、土にやったカルチャ

ーナイト。札幌から総勢１１０名少しＪＴＢの無料バスで来ました。無料バスですから、お金

一銭も持たなくても、行って帰って来られるツアーです。食事も付いています。ボランティア

作業していただいて、アイヌ博物館で伝統料理食べていただいて。それってゼロでも入れるの

ですね。でも、ゼロで帰った方は一人もいらっしゃらなくて、寄付金が２万少し集まりました。

これは、財団法人の方に寄付させていただいております。それから、消費額でいくと、額はつ

かめていませんけど、ななかまどさんに行った時に、シフォンケーキが非常に殺到されて、こ

こでしか買えないシフォンケーキありますよという一言で、多分７０人位の方がわっと行って、

多分５０位のシフォンケーキ売れていると思います。 

目的と手段と分けると、手段はやはり究極は無料の方が良いですね。でも、目的に対しては、
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お客様はしっかりお金を使う世の中ですので、そういう意味で日帰りと宿泊というのは、端的

に宿泊をさせれば落ちるということではないなという。していただいた方がビールも出ますし、

旅館の方でも物が売れたりしますので、良いに越したことはないですけども、ちょっと二つ目

の答えになりますけども、一つの課題としてはキャパシティは無いですね。民宿が少ない。じ

ゃあ、何が活用出来るかと言いますと、手っ取り早く出来るのは貸し別荘です。貸し別荘が非

常にまた注目しています。これは石山地区の空き家を含めて、かなり空き家ありますし、実際

先週愛知県から受けた一組のご夫婦の家賃形式で、１ヶ月おためし暮らしをしていただいてお

ります。庭付きの非常に中二階立ての小奇麗な建物です。苫小牧のオーナーの方で貸していた

だいたと。これ何で貸せるかというと、１ヶ月幾らという、金額の設定が非常にポイントでし

て。我々のおためし暮らしのポイントは、敷金、礼金入れちゃうのです。要は、敷金、礼金払

うと、１ヶ月だけ住んでも家賃１０万円で、敷金が１０万円で、礼金が１０万円何ていうと３

０万出さなければならないと。考え方としては、１２ヶ月、敷金、礼金全部含めちゃうのです

ね。それを１２で割るのです。で、１２組の方に貸せば家賃でかなり落とせます。そういうち

ょっと発想でやっているのが、このおためし暮らしの事業です。愛知県の方は７万円で、敷金、

礼金含めて、たった７万円で１ヶ月、１戸立てが借りられてしまうという事業をやっておりま

す。そういった手法で貸し別荘を上手くやると、弾はたくさんありますので、活用の次第では

非常に有効じゃないかと。ホテルが無くても貸し別荘で、白老の特種性も出していけます。ち

ょっと雑駁ですけども、そんな形です。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 話聞いていて、素晴らしい実践だなと思って聞いております。最初に

三戸課長の方から説明あった数値の中で、ちょっとお伺いしておきたいのですけども、お客さ

んの入込み数が、こうやって比べてみますと、道内のお客さんがここ横ばいなのに対して、道

外からのお客さんが半減していますよね。うんと減っていますよね。ということは、道外のお

客さんが半減しているということ、民族博物館の入込みも半分になっているのですね。道内の

お客さんというのは、だいたい同じようなそれほど減ってない。観光の一番大事な部分がやは

り地元の人達をきちっと捉まえるということが大事なことかなというふうには思うので、これ

は素晴らしい数字かなという気もするのだけども、そんなふうに捉えて良いのかどうなのか。

道外がどんと減ってしまったのは、何かやっぱり大きな訳があって、全国的な流れの中でこう

なっちゃっているのか。これを取り返す方法というのが、また別にあるのかどうなのか。これ、

ものの考え方を一つお聞きしておきたいなというふうに思うのです。そんな中で、修学旅行で

財団の方も何とか健闘しているというご報告あったのですけども、この修学旅行目当ての観光

が今の状態。ただ、学習をさせるという形、そしてここで学習をした中で、またここへ泊まっ

ていくというような、そういう施設だとか食堂だとか、食べる所、そういう所が。本当に白老

まだそういう基礎的な部分というのが、まだ揃ってないのではないかなという気がするのだけ

ども、その辺の戦略というのが何かあるのかどうなのか、そのあたりちょっとお聞かせ願いた

いなと思うのですが。 
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○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 的確なご答弁になるかどうかあれですけれども、いずれにし

ても先ほど申し上げました平成３年度、白老町の入込みピークから、これから見ても年々道外

客については減ってきている状況がある。これは、何点か要因上げられるかと思いますけれど

も、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、一つは観光の動向そのものが団体から個人志

向に変わってきているという部分が一つまず上げられるかなというふうに思いますし、それと、

これは全ての年度についてそういうわけではないかと思いますけれども、やはりいろんな、先

ほど申し上げた、阪神淡路の大震災であるとか、あるいは有珠山噴火による風評被害だとか、

いろんな部分がマイナスに作用してきている部分は多分にあるのだろうなというふうに私共は

考えております。 

特に北海道の場合、道外客の入込については白老町のみならず、北海道全体というふうに捉

えていただいても結構だと思いますけれども、例えば観光客の入込みそのものも、白老町はず

っと右肩下がりできていますけれども、北海道の場合、全体的に見たときは、なんとか維持し

ている部分あるのですけども、それはどこへ行っているかというと、知床行っていたり、旭川

行っていたりとか、そういう状況実はあるのですね。それが全て道外客ではございませんけれ

ども、そういう道外から来られている方も、やはりその時その時の光の当たっている所に行っ

ている部分があるでしょうし、大きな所でいけばやはり団体から個になってきている部分は大

きな要因にあるのかなというふうに、私詳しく分析して申し上げているわけではございません

ので、的確な後答弁かどうか、ちょっとあれですけれども、おおよそはそんな所があるのかな

と思います。 

それから、確かに修学旅行の関係について、特に宿泊施設含めて、一つの塊の方を収容出来

る施設が乏しいというのは現実かなというふうに思います。修学旅行来られて、体験について

は、この周辺の中でもいろいろ白老は体験関係なんかについて、いろいろこれまでも構築して

参りましたから、そういう受け入れについてはそれなりのあれはあるのですけども、いざその

人方を白老の地で泊めてという部分については、やはりまだその環境には不足している部分が

ありまして、当然宿泊については、登別とか洞爺とかそういう方面に行ってしまうという現状

があろうかなと。その辺は、宿泊施設をそれだけの規模に拡大して云々というのは、簡単に出

来る話ではないと思うのですが、ただ先ほど来、鈴木コーディネーターもおっしゃいましたけ

れども、修学旅行に限らず白老の温泉というものを、どういう特徴を出してＰＲしていくか。

そこの所は修学旅行は結構大きな人数で来ますから、特徴を出したからといってそこへ泊めら

れるものではないかもしれませんけれども、全体的な宿泊のことを考えた時に、やはりそうい

うような特徴は出していく必要はあるのだろうなというふうには思います。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） どこの町もこういうふうにお客さんを呼ぼうという活動というには盛

んにやるわけですけれども、今の景気が回復してきたとは、このことで、この数値というのは

右肩下がりにぐっと下がってきたものが、今のこの景気の中で、北海道の観光というのはまだ
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まだ戦力的に伸ばすという余地というのは、十分にあると捉えているのでしょうか。頭打ちで、

かなり厳しい状況である。その中で、一つ頭を出すために必死にならなければならないという

ような状況なのか。本当にやり方によっては、まだまだ未来的な希望というのが持てるのかど

うなのか。このあたり、どんなふうに捉えているか、そのあたり、捉え方教えてほしいですが。 

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） これは、やり方が答えにはならないかと思いますけども、

私の推測というか、期待というのも含めて、北海道観光は、冒頭に申し上げた沖縄と何故比較

するかというと、工夫に変化されてない。変化に対応出来てないというのが一番の課題だと思

います。沖縄はもう既に今の現状に、毎年変わる変化に常に対応していっているのですね。リ

ピーターがもの凄く多いのです。何で多いかというと、本屋さんに行くと分かりますけれども、

ガイドブックなんかも、北海道の場合、初心者向けのガイドブックが非常に多いのですね。初

心者向けに作られたもの。でも、実際にはリピーターの方が圧倒的に多いのです。沖縄なんて

いうのは、既に二回目からの沖縄なんていうガイドブックが売られているのです。三回目の沖

縄なんかも最近出そうかなんて、出版社の方言っていましたけども、そのくらい次に来る人の

ためにどういうものを提供するかということを真剣に考えてらっしゃる県だと思います。北海

道はそうでないいうふうに言い切れないのですけども、まだまだその辺が甘いのでしょうね。 

希望的観測を含めて言うと、今だいたい年間６００万人くらい来道客いますけども、道民の

その弱くらいいらっしゃるわけですね。同じ道民以上の方が来ているわけです。でもそれは、

札幌市も上田市長は１千３００万人、今誘客しようというふうにおっしゃっていますけども、

何にも手を打たなければ、目標は達成されないのです。次のリピーターのための対策ですとか、

または大自然だけのそのままの売り物ではなくて、ちょっと一工夫加えたものを、各市町村単

位の地域がやると一番良いと思うのですけど。北海道全体でやるのではなくて、白老町なら白

老町のある地域がそういったことに着手をすると。実は、それで北海道全体の観光を増やすと

いうことも可能なのです。それは、旭山動物園で証明されています。北海道観光全体を上げよ

うと思って、旭山動物園に焦点を当てたわけではなくて、旭山動物園がたまたま全国的に注目

をされていって、北海道の観光全体が上がっているわけですよね。それは白老町も十分なり得

ると。その素材が何かということを、地域で言えばオンリーワンのものに光を当てていくこと

によって、それがもし当たれば、十分あり得ると。ちょっと希望的観測の話が多くて申し訳な

いですけども、そんなふうに思っています。 

先ほどの質問ともリンクしますけれど、白老の観光にとって、財団というのは確かにバロメ

ーターなのですけども、私がここに４月に来た時に一番やろうと思ったのは、白老町観光の入

り口を変えようということをマスコミにも話をしまして。今まで財団が入り口だったもの。で

も、虎杖浜が入り口かもしれませんし、もしかすると登別が入り口で、これなんかもそうです

けど、来る方が年間１，０００人。延べ３年間で３，５００人の半分位が登別を入り口で来ら

れています。 

入り口を一つにすると狭まりますけども、入り口をたくさん作ることによって、お客様がや
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っぱり気づくきっかけが増えるのです。チャンスが増えるのですね。ポロトコタンに来る方は、

もしかするとわずかかもかもしれません。先ほどの牛肉じゃないですけども、白老牛があるこ

とによって、行こうという動機付けの方が３割いらっしゃれば、７割の方がいらっしゃらない

ですね。でも、３割の方が白老牛が目的で、でもそのきっかけチャンスでたまたまポロトコタ

ンに寄られると。いかに入り口をたくさん作るかということによって、地域が全体に良くなる

という自論をちょっと持っていまして。釣りかもしれませんしですね、養殖のありますね、ニ

ジマスの。ああいうのも、あまり全道では知りませんけれども、知るとそこに来て、そこが入

り口で、そこによって帰るとか、町を循環する仕組みを作れますので、ちょっとその手法を今

直ぐぱっと答えが出ないですけども、それを幾つも入り口を作っていきたいというのが今年の

目標であります。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話聞いてよく分かったんですけど、食材王国しらおいのグランド

ホテルでやっている、この間テレビでやっていましたよね、白老の食材を使って、大々的にや

っている姿は、すごいこれはＰＲだなと。あれを見た人はぜひ白老に来たいなという思いをす

るだろうなという気がして見ていたのですけど。グランドホテルのシェフがそういう取り組み

をやって、やはり白老に。札幌でそういうものに出会える人もいいのだけども、やっぱりそれ

を見て白老に来る。白老のどこで食べられるのかなというような。そういうものを食べられる

状況というのは、まだまだ少ない。これまだ実験の段階。子ども達にそういうものを教えたり、

何かするような取り組みはいろいろあるわけだけども、町へ来た時に食べられるというそうい

う構想というのが、ああいうものにつながって考えられるものなのかどうなのか。やっぱりそ

ういう切り口があれば、それでお客さんが呼べるということでいいのかどうなのか。そのあた

りはどういうふうに考えればいいのですか。 

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） この間、地図をちょっと見て、非常に痛感したことが一

つありまして。観光マップです。普通にガイドブックに売られている、巻末に付いているマッ

プですね。白老の地名が非常に小さくなっています。 

１０年前の観光ガイドブックと比べると非常に分かりますけども、太字だったりゴシック体

だったしたものが、明朝体でものすごく小さくなっていて、赤字だったのが黒字になっていま

す。もう、白老自体が目立たなくなっているのですね、地図の中に。でも、他の町村の事例で

いくと、いきなりプリン屋さんというスペースとか、シフォンケーキの店だとかいうのが地図

上に載っているのです、今の観光ガイドブックというのは。昔は地名がどんときて、そこに観

光名所動物園とか載っていたのですけど、今はどこどこのお店と出ていますね。白老牛のお店

と出るのですよ。出せるのですね。 

そこで入り口を作ることもきっかけになるのですけども、今まで白老を売り込もうとやっぱ

りするのですよ。我々誘致行ったときもそうですけども。やっぱりこういうパンフレット持っ

て来て、ポロトコタンへぜひと、白老を。でも、もしかすると、先ほどの変化に対応するとい
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うことでいくと、シフォンケーキの美味しいお店があったら、そこを全面に例えば出版社に売

り込みに行きます。でもそのシフォンケーキが載ることによって、観光客がそこに来る動機付

けになりますよね、それを買うために。または紙媒体が少なくなってきて、カーナビゲーショ

ンですね、車の。そこにプリンの美味しいお店なんかが出ると、そこに来るためにカーナビを

セットして、利用客が空港から来るのですよ。来る途中にポロトコタンのような看板だったり、

または虎杖浜のたらこだったり。そういった要するに看板が目に入りますので、そこでちょっ

と寄ってみようという動機付けになったりします。必ずしも、今までのやり方と同じやり方は

無理ですね。白老を売っていきましょう。白老にこれがありますよ。でも、これって全部見た

ら申し訳ないですけど、資料館だったり、博物館だったり。もう一般的などこにでもあるもの

しかないと。でも、これだと勝ち目が無いのです。 

それで今まで光の当たってない社台から虎杖浜の地区の資源を見直そうというのが、町長の

考えでもあると思うのですけど。もしかすると、こんなの今まで全然光当たらなかったけれど

も、それが地図に載っかるくらいの価値があるものかもしれない。虎杖浜の湧水公園なんかも、

水が一つの資源になって、地図に載っかるかも知れない。それが、観光客にとって入り口かも

しれません。でも、出口はポロトということは十分考えられますので、そういった可能性とし

て私は非常に秘めているとこだと思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほど鈴木さん、韓国、中国、台湾の市場開発の件で話しされており

ました。今、高橋知事が推奨しております海外戦略の展開について、白老町も便乗して誘致を

進めるという考えが主体なのか、あるいは白老町独自で展開をしようという考えが今あるのか、

この点についてどのような方針でございましょうか。  

○委員長（小西秀延君） 鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） 観光誘客というのは、今非常に幅が広くなっていまして、

物産で台湾に行っていたり、でも物産は最後は観光につながったりするのですけれども、観光

をメインに台湾に行って、物産につながったりと、いろんな性格のケースがあると思うのです

ね。道でやっているのはどっちかというと、道産品の売込みが主体ですね。それに、観光もも

ちろんプロモーションとして行っているケースは道の関連でやっていますけども。ちょっとこ

れは異論があれば申し訳ないですけど、私の考えは公に頼らないというか、力のある所という

のは、実は民でも非常に多いのですね。 

例えば、台湾で牛乳なんかを流出させる、成功に今結んでいるとこですとか、リンゴを例え

ば売り込んで青森県だとか、それって最初は行政の力も入っていますけども、やっぱり民間主

導でやっています。そういった所と組んでいくのも一つの方法だと思っていまして、必ずしも

道の事業とリンクしていくよりも、もしかすると民間の力のある所。北洋銀行さんもそうです

けど、中国ビジネスで行っていますよね。そういった所と合わせられる所は合わせていった方

が、いろんな所にネット張っていった方が、海外の場合は非常に当たり易いのかなと。表敬訪

問では終わりたくないですね。 
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要は、公で来たから、向こうも公で迎えますと。でも、５０社行ったら５０社向こうで受け

ますので、極端に言ったら５０社行ったら１００人受けますので、そこでどれ位マッチング出

来るかというと、ほとんど集約にならないです。もしかすると、その時は白老町オンリーで行

った方が良いケースもありますし、どっか強い所と組んでいくのも一つの方法だと思います。

それは、官で限定しなくても、民でも十分あり得るというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ちょっと、三戸課長に質問したいのですが、先ほどのグランドホテル

の件なのですが、いろいろと経過は承知しておりますけれども、白老の食材を使った料理とい

うことで、大々的に展開しているわけです。この白老町に対する経済効果というものについて、

何か測定しているとか、そのような経過を観測しているとか、そのようなやり方はどうなので

しょうか。例えば、農業、食材、水産、畜産含めて、総体的な考え方で見たときに、今どうな

っているのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） グランドホテルさんとの取り組みに関係して、それが町の経

済効果としてどういう把握をされているかという、そこの質問だけに直接お答えすれば、残念

ながらそこまでの調査はしていないということ。 

ただ、今回こういう取り組みをいろいろやっていく中で、それじゃ白老にいろいろあるとい

うけども、何があるのというようなお話もあって、いろいろ海のもの山のものを含めて、季節

ごとに、どういうものがあるかという実は調査をして、そしてそのリストなんかについては、

ホテルさんの方にもご提供差し上げて、そこで必要な季節季節の旬ものについて、直接民間の

方と事業者の方といわゆるそこで経済公営が成り立っているという状況ございますから、この

取り組みの結果によって、そういうような発展がされてきたというのは間違いない事実かと思

いますけれども、これはまだまだ大きなものにはなってない部分ありますけれども、そういう

きっかけにはなったというのは事実ではあります。ただ、先ほどの質問のように経済確保、そ

れじゃどういうふうに測るかということについては、残念ながらまだされてないというのが実

体かと思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ということは、今グランドホテルさんでお使いになっている食材、こ

れは白老の食材を使っているという、それはあまり現実的ではないという考えでよろしいんで

しょうか。例えば、いろいろ野菜とかその他についても白老町の全部使っているという表現で

はＰＲしているわけですけれども、その調達の方法とか何かは、こちらの方で掌握してないと

いうことは、実際どうなっているのでしょうか、その点については。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 実際使われている食材がどういうもので、それがどこから調

達されているなかというのは、それは押さえているのです。 

ただ、それが経済ベースの中で、どういう金額になって、それがどういう効果になっている
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か、そこの所のいわゆる一般的な経済効果という部分では、数値的にはまだ押さえ切っていな

いと、そういうことでございまして、どういうものがどういう業者で成り立っているかという

のは、それは当然押さえてございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。なければ、最後何点か私の方からご質問させ

ていただきたいと思います。 

鈴木課長が４月から来られて、今取り組まれている施策をいろいろお聞きしましたが、短期

的に数字を出していなければならない部分。そして、これから将来に向けての数字を確保して

いく部分で、中期的、長期的にまた動かれている部分。本当に感銘を受けましたし、心強く思

いました。それを受けて、もっと大きく計画的に考えたときに、いろいろ今お話もいただいて

いたのですが、白老町としての魅力、白老町の中にある個々の魅力、またそれを連携させてい

くという部分。また、それらをＰＲしていく部分とか、いろんな考え方が大きく考えられると

思うのですが、今後白老はどこに力を入れてやっていくべきなのか、またそれも平行してやっ

ていかなければならない部分なのか、課長のお考えがどういう所にあるか、ちょっとお聞きを

したいと思います。鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） 非常に幅広い資源を持っている町ですので、これを一つ

これだと決めるのは本当にある意味で決めるのは逆に言うと狭めちゃうことになりますので、

それはいろんなものがまだまだ眠っているものがあると思っていますけど、一つは自然、温泉、

食という過去言われてきた３大要素。 

これは、間違えなく白老持っています。そこにプラスしてアイヌ文化というのも、言ってみ

ればこのエリアがオンリーで資源として持っている町ですので、ここだけはやっぱりイオルの

構想も含めて正しい文化伝承をしながら、外にも訴えていかなきゃいけないなというふうに思

っています。 

当然、観光でも自然連携をして育てていきたいなというふうに思っています。ただ、食資源

とか、今出てきたような白老牛を含めて産業の所でいくと、一つだけ間違えなく言えるのは個々

のもので売っていても、食材、いわゆる第一産品の状態で終わってしまいますね。そこを連携

することによって、一つの商品として何か作れないのかなというのは、いつも漠然と思ってい

ます。だから、食材と食材を組み合わせて何かが出来るというのは絶対生まれてきますので、

それは白老は何を売りにしていくのかなというのは、いろいろやってみなければ分からないの

ですけれども。 

例えば、分かり易い例でいくと、たらこありますよね。虎杖浜のたらこ。これ、たらこのま

ま売ってしまうと、せいぜい味付けして燻製にするか、またはめんたいこにするか、それ位の

ことしか出来ませんけど、たらこに一番合う食材とは何かなというときに、私は結構食べるの

はやっぱり白米の炊きたてのごはんですよね。炊きたてのごはんにいただくのはやっぱりおい

しい。そういうことであれば、じゃあ、ごはんはどこで取れるのかというと、白老町内では作

っていませんと。じゃあ、ごはんのおいしい所と組んでいくのも一つだと思うのですね。この

間、雨竜町の方が米持って来ていましたけども、私全然合併とか関係無くして、もう全然遠い
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所も、米の産地といわゆる虎杖浜たらこというブランド価値の高い所と組んでもいいのかなと。

一番と一番が組むことは非常に良いのですよ。全道でも米の産地というのは空知か非常に有名

ですけれども、でもたらこなんか取れないのですよね。 

だから、普通に考えたらアンマッチな産品同士でも、組み合わせることによって、一つの商

品になり得ることですので、必ずしも何かを合わせてカレーライスを作ったり、何かを合わせ

て鍋を作ったりということよりも、意外とシンプルに何かと何かの組み合わせで一つの商品に

なっちゃうケースもありますので。ちょっと食材については私も勉強中ですので、今これだと

いうことは言えないのですけども、限定せずにいろんな所にネットワークを張って、連携出来

る所は連携出来る所と組んでいくのも一つだと思っております。ちょっと答えになっていませ

んが、すいません。 

○委員長（小西秀延君） もう１点なのですが、登別との連携で、課長おっしゃるとおり、入

り口をいろんな所に置くというのもすごい僕も良いことかなと思っています。それぞれ人とい

うのは好みもあるでしょうし、見たいもの違う、食べたいものも違うと思うのですが、そうい

う関係を登別とももっと深くしていくというのも、また思考の一つかなというふうに私も思っ

ていたものですから、今後の連携をどういうふうに強化していくかという何か思い等がありま

したら、お願いしたいと思うのですが。鈴木課長。 

○市場開発担当課長（鈴木紀彦君） 登別温泉とは、過去も非常につながりが良い関係ですの

で、これは継続どころか、もっともっと連携を深くしていくべきだと思っています。観光面で

いくと、入込み客でいくと宿泊人員で、１５０万人を割る勢いで右肩下がっている登別。でも、

ポロトコタンではありませんが、多少右肩で上がりつつある財団と、そこって切り分けていく

のはいけないと思いますね。 

だから、非常に実務的な話をさせていただくと、セールスに行っている営業マンが、それぞ

れ動いています。登別の温泉は十幾つの旅館があって、何十人の営業マンがそれぞれの場所に

出向い行っています。財団も少ない人数ですけども、営業マンが行って伝承の方で行って一生

懸命営業しています。これらをまず連携していきたというのが一つです。 

つまり登別のある旅館さんが、どこどこ旅館のパンフレット持って歩くのではなくて、我々

ポロトコタンの資源なり、またどこどこの卵なり、どこどこのたらこなり、そういったものを

要は強みとして、動機付けとして一緒にお持ちいただけるような。逆にこっちから頼むのでは

なくて、向こうからぜひ持たせてくれと言われる位の資源持っていますから、それを今ちょっ

と試行的にある旅館さんと今やろうと思っています。ちょっとインバウンドの方でやろうと思

っていまして、分かり易くいうと７５０円で、じゃあ財団法人の博物館に年間５，０００名の

目標作ってあるエージェントと組んで出来るかというと、これは出来ないのですね。台湾がそ

うであるとおり単価がどんどん下がって、来年には半額にしてくれとか、２００円で入れない

かとか、もうその世界なのです。でも、これやっちゃうと歯止めがなくなってしまうのです。 

連携の手法としては、例えば登別の大手の強い旅館さんと組んで、そのホテルさんがセール

スをすることに関しては、財団の博物館の入館料をべた付けにしてしまうとか。８，５００円
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で売りたい所を８，０００円に値切られちゃうのですから、５００円値引くよりは５００円で

財団のチケットを例えば含めてやりましょうと。でも、その５００円というのは表へ出さない

でくれということも可能なのです。 

これ、旅行社の手法としては当たり前のことでして、全部小分けにしちゃうと、要は値ごろ

感が値崩れしますけど、いわゆるセット販売ですね。セット販売することによって、旅館も良

い、受けるエージェント良い、我々も良いのです。３社良い関係が築けますので、そういった

手法も、今まで取れて来れなかったのは、選択と集中出来ないのですね。 

やっぱり行政も含めて、どこもそうですけども、ある所と組むと非常に及び腰になりますの

で。これからは、選択と集中である程度強い所と組んでいかなければ、両方駄目になってしま

いますので、そういった手法を含めて今年度やりたいなというふうに思っています。 

あとは、登別という話が出ましたけれども、市町村合併は関係なくして千歳、注目をしてい

ます。千歳は当然、航空機ゲートで北海道の相当数千歳ゲートで入ってくるわけですけども、

その近くに苫小牧もあって港もあります。空のゲートと港のゲートがこれだけ近いというのは

珍しいですので、白老港には大型フェリー入ってきませんから、強みを持った所と組んでいく

と。千歳なんかも非常に資源が多くありますし、白老には無いものも持っています。逆に千歳

としても白老に、千歳に無いものを白老に求めている所もありますので、もしかすると隣の登

別ではなくて、合わせて空港ゲートのある所と組んでいくというのも、これからの方向性とし

てはありかなと。さきほど触れた、訪日教育旅行プロモーションも函館と組むのはそういう意

味です。 

函館の、実は野外劇と組みます野外劇というのは、夏のイベントで、市民創作劇で毎年やっ

ているものですけども、それとポロトコタンの夜を組み合わせるのですね。場所の不利は意外

と無いのです。素材を二つ組み合わせることによって、向こうのも良い結果がありますし、こ

ちらにも良いと。連携事情については、北海道全体ももちろんそうですけども、あまり限定せ

ずに、登別の関係を深くしながら、他の地域と模索していきたいなと思っております。 

○委員長（小西秀延君） それでは、最後に先ほどパンフレットいただきました、マグロの日。

これ、近々にあるようですので、また新しい事業なのかなと思いますので、ＰＲも兼ねて説明

いただければなと思うのですが。貳又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貳又聖規君） マグロの日ということで、ＰＲさせていただき

ます。今まで、食材王国の事業は、今年で３年目になります。昨年までは、町民向けの啓発事

業、シンポジウムですとか、あと小学生の味覚の情操教育、こちらの啓発事業がかなり多かっ

たのですが、それに去年、札幌グランドホテルも取り組みをして、やっと経済効果的なものが

出て来るような取り組みは徐々に出てきておりました。 

今年３年目につきましては、いかに町内の飲食店の方々との連携を深めていくか、これがポ

イントになりまして、まず一つは、観光的にやはりお客様にインパクトがある食材ということ

で、今回、このマグロ漁も今年で３年目を迎えますが、８月上旬というのが年間８０本揚がっ

ているうち、一番揚がっている時期だということです。ですから、８月上旬に、４日、５日に
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マグロの日ということでＰＲしますよと。こちら、漁協とも調整を図りまして、白老産のマグ

ロというのは、東京築地の方に行って、かなり価格は高いです。価格が高いので町内の飲食店

は、なかなか白老産のマグロを使うことは出来ておりません。近海産のマグロになっておりま

す。ただ、やはり町民の方々にも、白老のマグロというものを食べていただきたいということ

と、外の方々に向けてのＰＲということで、実は町の方でいろいろ補助金の申請進めておりま

した。 

それでこの度、北海道市町村振興協会さんの方から、１００万円の助成金、６月末に決定し

ました。それを使わせていただいて、白老産のマグロ、１３０キロから１４０キロ級のマグロ

を町の方でまず買って、それを飲食店の方々に安い価格で買い取っていただいて、それを町民

還元で出すというような取り組みを進めます。 

それで、実は今回、お寿司屋さん３店舗です。社台の蛇の目さん。それから、大町において

は聚楽さん。それから、北吉原においてはつしまさん。このおすし屋さん３店舗。それから、

居酒屋さんと洋食店のアンジェリカさんが５店舗ということで、タイアップさていただきます。

これはなぜ、お寿司屋さん、居酒屋さん、洋食屋さんなのかというと、マグロ１本あります。 

それ、良い部位の所はお寿司屋さんが使います。ただ、他のしっぽの方にいくと、やはり居

酒屋さんだったり、洋食店の方でさばくことが出来るのですね。実は、１３０キロ級のマグロ

ですと、１本あたり６０万円位します。それを飲食店の方々が買えるかと言ったら買えません。 

ただ、１本のマグロを必要な部位ごとに飲食店さんで分けるということを、今回取り組みの

中で進めていきます。今回、お寿司屋さんにおいては、通常白老のマグロを使った握り。今回、

赤み６貫、中トロ２貫、全部で８貫。一人前で提供しますが、これ通常でいくと２，５００円

以上はするそうです。ただ、これを１，０５０円という価格でお客様に提供しようということ

でございます。 

そしてまた、このマグロの日につきましては、先ほど市町村振興協会さんの方から補助金が

付いているのですが、これは単年度だけではなくて、今後２年間。計３年間、補助金いただけ

ることになっております。ですから、これは継続して、来年以降もマグロの日ということでＰ

Ｒしていきたいという思いがあります。 

ただ、こちらの裏面を見ていただきたいと思うのですが、その他に、この５店舗のほかに、

１３店舗の方々が自分の自慢の一品料理ということでＰＲしております。例えば、２番目の大

きな木さんでいくと、白老の卵をふんだんに使ったオムライスですとか、例えば、１２番目の

萩野のみどりや食堂さんでいくと、白老牛ラーメンですとか、なかなか私達が知らないような

自慢の一品料理が出て来ております。これは、マグロは手が届かないのですが、実は白老の魚

貝類。毛ガニだったり朝いかとうのは直ぐ手に入ることなのですね。また、白老は卵、椎茸も

あります。牛肉もあります。こういったようなことが、１店１自慢メニューというのですか。 

これが展開出来ることによって、先ほど鈴木プロデューサーのお話の中にもありましたが、

白老のランチタイムとして、この飲食店のどこどこのこの自慢料理を食べに行きましょうとい

うことになると、これは白老でいくと、ランチタイムの時間が今まではお客さんは素通りにな
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っていたのですが、滞在時間は必ず増えるだろうと。次につながっていくだろうという思いで

おります。 

これを、ですから来年度にかけては、もしかすると毛ガニの解禁日になると、白老毛ガニの

日が出来るかもしれません。朝いかの日が出来るかもしれません。というような、これは町の

補助金頼らなくても、毎月毎に各飲食店の皆さんが連携して、今日はこの日でいきましょうと

いうような展開は図れるのではないかなという期待はございます。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、ご質問最後にある委員さん、いらっしゃいますか。 

〔「ありません」と言う者あり〕 

○委員長（小西秀延君） なければ、観光行政の今後の取り組みについて、担当課からの説明

を終了させていただきます。産業経済課の職員の皆さん、並びにＪＴＢ北海道鈴木課長様、本

当にありがとうございました。それでは、暫時休憩をいたします。  

休憩 午前 １１時５２分 

  

再開 午後 １７時０３分 

○委員長（小西秀延君） それでは、会議を再開いたします。委員会報告のまとめを明日、行

いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは明日、１０時からまとめをやりたいと思います。以上を持

ちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でございます。 

（午後 ５時０３分） 


