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午前９時５９分 開会 

○田村委員長 それでは、おはようございま

す。 

 会議の前に、まず事務局のほうからパソコン

の持ち込みの申し出ありましたので、これを許

可してまいりたいというふうに思います。 

 それでは、ただいまから北海道新幹線等新交

通体系と観光資源の利活用に関する調査特別委

員会第５回目の会議を開催したいと思います。 

 上野委員より、本日の会議を遅参する旨の届

け出がありました。 

 それでは、御案内しておりました前回２月１

０日、約３カ月後になりましたけれども、大変

遅れて申し訳なかったのですけれども、２月１

０日に現地を調査いたしました。４カ所を見ま

して、これについて検討をそれぞれしてまいり

たいと思いますが、まず現地を見て課題という

か、そういうものをお感じになったことが多々

あろうと思いますけれども、まず現地を見て、

これからそれらの４カ所あるいは５カ所、城岱

のほうはちょっと見なかったですけれども、５

カ所候補上がっておりますけれども、それらの

地域、これをどうあるべきかといいますか、そ

ういうどうあったほうが特別委員会の目的であ

ります観光資源、こういうものに利活用できて

いくのかという、これに向けてそれぞれ検討を

して協議をしてまいりたいというふうに思いま

す。 

 本日は、きょうそれぞれの皆様方の感じたも

のを率直に出していただいて、今後どうあるべ

きなのかという議論に向けてまいりたいなとい

うふうに考えておりますけれども、その方向で

よろしいでしょうか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 それから、その方向で進みたい

と思います。 

 それから、お手元にお配りした参考資料とい

いますか、これは前、山田学芸員より説明あり

ました大沼に関する本多静六博士という方が大

沼公園改良案、一番最初が大沼公園創設案とい

うものがあったのですけれども、その後、改良

案ということで、それぞれ記載したものをお手

元にお配りさせていただきました。 

 なかなか興味深い内容といいますか、こうい

うものが記載されておりますので、ぜひごらん

いただきながら、またどうあるべきなのかの方

向づけの、一つの参考にしていただければとい

うふうに思っておりますので、ひとつよろしく

お願いいたしたいと思います。 

 それでは、まず早速。 

 若山委員。 

○若山委員 この本多博士のこの文書というの

は、いつ発行されたものとかというの、どこか

でわかるのでしょうか。 

○田村委員長 これについては、ここにも書い

ていますけれども、本多博士の公園設計という

ようなことで大正３年に出されて、その前に横

山さんという者が設計しているということで、

相当古い書物でございます。 

 前ちょっと話、山田先生のほうからしていた

だいたときには、こういうものがあるというの

は、なかなかわからなかったのですけれども、

探していただいて、こういうものが出てきたと

いうことで。 

 若山委員が言うように、いつ出てきたかとい

う、あるいはいつつくったかという、それは大

正３年ころというようなことで押さえていただ

いて、あくまでもこれはこれに基づいて議論す

るということではなくて、あくまでも参考程度

にとどめていただいて議論をしていただきたい

ということで、よろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 済みません。 

 このちょっと古い計画だというのはわかるの

ですけれども、この第９号というのはこれ何年

に出されたものなのかなという。古い内容のも

のを昭和に出されたのか、平成に入って出され

たのか。その年号というか、発行年みたいなの

が、むしろわかれば記録しておきたいなと。 

 本多静六通信第９号というのが。（発言する

者あり） 

 もしあれだったら、後でも構わないです。わ

かれば。メモしたいので。 

○田村委員長 後で、お知らせしたいと思いま
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す。ほかに、何かこの参考資料について。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 もし、なければ早速どうあるべ

きかに向けた現地調査を踏まえた中での課題等

について感じたものを。 

 総論的なものもあるでしょうし、それから各

論的なものも、それぞれあると思いますので、

そこら辺はもうざっくばらんに出し合いなが

ら、議論を深めていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 坂本委員。 

○坂本委員 ４カ所、実質見たのを順番にみん

なで協議していったほうがいいのでないの、順

番に。どうだろうな。 

○田村委員長 どうでしょうか、皆さん。 

 前回の２月１０日の現地調査に回った順番に

題目を挙げて、いろいろばっと出すよりも順を

追ってやったほうがいいのではないかというこ

とですけれども。 

 ほかに、何かありますか。（発言する者あ

り） 

 それでは、順を追ってということで１番目は

大沼、それから道の駅、そして車両基地、赤松

街道というようなことの順で議論を深めてまい

りたいと思いますので、ひとつよろしくお願い

します。 

 まず、大沼について、回ったときにはちょっ

と冬場ということで、なかなかちょっと物足り

なさもあったかもわからないですけれども、新

しい取り組みとしてアイスカルーセルという、

氷に乗ってぐるっと回るというような、そうい

う試みのところにもちょっと参加させていただ

いたというようなことで、民間は民間なりにそ

れぞれ努力をしているという、そういう部分も

ちょっと見させていただきましたけれども。 

 大沼について、何か。話によると、公衆便所

というか、そこら辺が非常にちょっともう少し

改良の余地ないかという話と、それから先般、

経済産業常任委員会、これの報告書を見ます

と、やはり駐車場の問題なのかも報告に出てい

ますね。値下げだとか、あるいは無料化に向け

た考え方、そういう関連ある団体の人といろい

ろより多くの利用者が利用しやすいような取り

組みを求めたいというような、そういう話もあ

りますし。 

 平松委員。 

○平松委員 今回のコロナ騒ぎが収束するま

でって、恐らく年単位でかかると思いますの

で、まず今回のこの特別委員会でまとめ方とし

ては、二通りのまとめ方が必要かなと思いま

す。 

 それは、近々の大沼の観光客が元に戻るまで

の対策を含めたことを、やはり討議すべき。 

 それと、見に行ったときにはコロナはなかっ

たわけですから、その先といいますか、普段ど

おりで例えば観光客が来ている状態に戻ったと

きのことという二つの視点でまとめるのが、ま

ずいいのかなと思うのですけれども。 

 先ほど経済産業常任委員会の話がちょっと出

ましたけれども、やはり３０年、４０年前と現

在の大沼とでは、地元の人たちの訪れ方が全く

違うというのが、大きな問題になっています。 

 このコロナ騒ぎの収束過程で、地元の人たち

に少しずつ来てもらうという、昔のようにとい

う表現が当たるかどうかわかりませんけれど

も、ちょっと時間あったら大沼へ行ってみよう

かという、そういうところを目指すことが、ま

ず今まではちょっと欠けていましたよね。 

 どっちかというと観光客観光客、観光バスを

どうするのだとか、そういう話が中心でしたけ

れども、やはりお年寄りの方とお孫さんと一緒

に家族で来て半日過ごしたり、食事も食べてか

ら帰るだとか、そういうことに必要なものが施

設的にだとか、サービスの面でどうなのかと

か、こういうことを話していく必要が、まずあ

るのかなと思うのですよ。 

 今回、この学芸員さんがいろいろ資料を出し

てくれましたけれども、私含めて、ほかの方ど

うかわかりませんけれども、結構うちの周りの

年寄りと話しても、大沼の歴史なのということ

を知っている人、ほぼいないのですね。極端に

言うと大沼に行ったことないという年寄りも、

つい最近までいたのですよ。もう８０幾つの人

ですよ。大沼へ行ったことないという人がね。 
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 だから、この辺の洗い出しというのをやはり

地元の人間として、いろんな方の、いろんな方

というのは例えばＮＰＯだとか、自然保護活動

をやっている方とか、こういう人たちと少し協

議する場を設けてもらって、何か楽しそうな

テーマみたいなものを提供できるような、何で

も役場がどうだ、国だ、補助金出せだとか、そ

ういう話ではなくて、本当に手弁当で何かみん

なで楽しめるところを目指すというところが

あってもいいのかなというのが、一つ思いまし

た。 

 あと、観光バスだとか観光客が戻ってきた場

合に、鹿部から駒ヶ岳が噴火した場合に赤井川

のインターに向けて避難路の、今、整備をして

いるのですけれども、あそこの見直しを、見直

しというか、今回、全然訪ねなかったのですけ

れども、あれが何年かしたらつながるのですけ

れども、結構観光バスの流れが変わると思うの

ですよね。 

 これを、もう１回追加で現地を見たり、完成

時どういうふうになるのかという話を、この場

のテーマにしたらどうかなというのが私の思っ

たところですね、大沼に関して。 

 ちょっと長くなりましたけれども、以上で

す。 

○田村委員長 今の赤井川の観光バスルート、

もうちょっと話、もうちょっとしてもらえます

か、わかりやすく。 

○平松委員 駒ヶ岳が噴火した場合に、留の湯

だとかあの辺の人たち、どっちに逃げるかとい

うのが噴火の状況で変わるのですけれども、国

道５号線に逃げるといったときに、軍川を通っ

て普通に５号線に向かうルートと、湖畔を通っ

てセミナーハウスだとか、あれの少し鹿部寄り

になるのですけれども、森に抜けていく道路が

あるのですよ、ちゃっぷ林館に行く道路が。こ

の道路の整備が、今、進んでいるのですよ。 

 これは、何の整備かというと避難路なのです

よ。駒ヶ岳が噴火したときに、素早く国道に出

られるようにということで。要するに、大沼の

両側からどっと５号線に抜けられるようにとい

う道路が、結構進んでいて、もうちょっとなの

です、残っているのは。 

 そうなると、例えば高速道路を赤井川のイン

ターで下りてきますと、そのまま５号線を横断

する形で大沼に向かってこられるのです、この

道路は。 

 そうすると、そのセミナーハウスの近所のと

ころで湖畔道路に合流しますので。多分大沼プ

リンスの前を通らずに、この新しくできた道路

で大沼のほうに入ってくると。 

 そうすると、湖畔路を走る観光バスの量とい

うのは、相当増えることになると思うのです

ね。プリンスの前を通らずに、こっち通ると。 

 だから、その辺もそれに合わせた、ちょっと

見直しなのかが必要になってくるかなという気

がするのですよね。 

 わかります。 

○田村委員長 わかります。（発言する者あ

り） 

 青山委員。 

○青山委員 今、平松委員から話いろいろ出た

のですけれども、基本的にこの特別委員会でま

とめという、さっき話ちらっと出たのですけれ

ども、その方向性に関して委員長のほうから、

まだ今、調査の段階でもっと深く調査していき

たいという、その辺の方向性も出していただけ

れば、話の内容も少しはまた変わるのかなと思

うのです。 

 その辺、済みません、お願いします。 

○田村委員長 今、青山委員のほうから調査の

部分もひっくるめて方向性という話だと思うの

ですけれども、この部分につきましては、私は

ざっくばらんに４カ所を見たから、それでもっ

てとにかく議論を深めようということではなく

て、やはり新しい考え方というか発想に基づい

た、必要である、そういう現地調査ということ

であれば調整していくらでも、やはり見ていか

ない限りには、なかなか見えてこない部分があ

るので、そういうものがあればこの次、無理で

あればその次というようなことで、確認をしな

がら議論を深めていきたいなと思っております

ので、それでよろしいでしょうか。 

○青山委員 わかりました。 
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○田村委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 私も今、平松委員の御意見、いい

御意見を出してくれたなと思うのですけれど

も、やはり新しい観光様式というか、今、生活

ががらっとやはりコロナの影響で様式が変わっ

てきているということを考えると、やはりまだ

まだインバウンドの、そういう海外からのお客

さんというのは、まず本当に難しい段階かなと

思うのですけれども、今後はやはりそういった

様式というか、そういうような観光様式という

か、地元の本当にさっき言っていたように七飯

町の人が大沼に行ったことがないということも

ありますけれども、新たな目先というか、まだ

まだ今言ったように、いろんな古墳だとか七飯

町にはたくさんの、やはりまだ観光の資源があ

るということで、人のニーズも変わってきてい

ますので、五稜郭戦争のそういう絡みだとか、

いろんなやはり興味を持って回って歩く方もい

らっしゃるので、やはり今みたい新しい先とい

うか、あるのですけれども、なかなか皆さんが

わからないようなところもクローズアップ、

わっとしてあげると、またそういう興味のある

人が地元であっても何回も大沼に来てくれると

いう、やはり交流人口というか、やはり近辺の

方々が大沼に行ってみたい、また七飯町に行っ

てみたいというような魅力ある、そういうもの

を発掘することも、やはり今後、私たちせっか

くの特別委員会なので、最後あたりにそういう

ものをぱっと地図上でもよろしいですし、何か

しら残していくような、そういうような特別委

員会にしていったらどうかなという、改めて今

回いろいろ勉強させてもらうといえば失礼な

話、学芸員さんにもいろいろ資料を出してきて

いただいて、またさらに七飯町の観光というも

のを、また改めて見直させていただいたという

ところも今回ありましたしね。 

 そういう意味で、今後、いろんなそういう何

年間はそういう海外の方も見込めないような状

態もあるので、そういうことにも力を入れてい

くことも大事かなというふうに感じました。 

○田村委員長 青山委員。 

○青山委員 今、先ほど委員長のほうから方向

性もお話しされたので、平松委員から出た新し

い道路、ルート、高速から確かに下りて真っす

ぐ来られるような状態。あと、数百メーターで

完成するような、年度でいつ完成するのかとい

うは確認取れていないですけれども、いずれに

してもそんな中で、大沼の観光というのは、今

キャンプ場、大沼の。何か話によると相当人気

も出てきて、場所も増やしてほしいというよう

な要望もありながら、神﨑委員のほうからも新

しい生活様式と今コロナの影響で。 

 そういった中で聞いているとキャンプ場とい

うのは、それなりに。もともと人気のある大沼

のキャンプ場あります。よく話を最近聞くので

すけれども、今の敷地内でいえば人数的に足り

ない、場所を増やしてほしい、当然、道に要望

という格好になっていくのですけれども、その

辺も含めた、当然人の誘致ということにつなが

るので、観光、その辺の資源も拡大していくよ

うな格好。 

 要するに、平松委員からも出た地元の人、い

つでも遊びに行きやすい環境、キャンプという

のは、何だかんだ泊まるということではなく

て、ぽっとその日空いて、日中だけでもタープ

をかけてコーヒー飲んで帰ってくる。そんな生

活スタイルも、どんどんはやってきているよう

な状況もあるので、その辺も含めた調査をして

いければなと思っています。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに。 

 今まで出たので、私の主観になるのですけれ

ども、平松委員が言われた身近な散策の場とし

ての、やはり大沼。観光客を主体というのも十

分これは大切なことなのだけれども、特にク

ルーズから来るお客さんを誘致するというのも

大切なのだけれども、我々が身近に散策できる

場としての大沼というのも、これまた捨てがた

いというか、さっき青山委員が言ったように

キャンプ、泊まるだけではなくてアウトドアの

ちょっとした家族で過ごすという、これがまた

非常に、今、浸透してきているという中で、や

はり東大沼も大事なのだけれども、もっとふや

してもらいたいということであれば、やはりそ
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れなりの場所、こういうものをきちんと議会と

しても示せるのであれば示したほうがいい、あ

るいは町が何か案を持っていれば出していただ

くというようなことで、やはり大沼を私が言う

ように観光客も大事だけれども、私たちの身近

な散策の場としての大沼をきちんとつくり上げ

ていくような、そういうものにしていければい

いのかなという、そういう思いがあるのだけれ

ども。 

 ほかに皆さん、どうなのでしょうか。 

 青山委員。 

○青山委員 済みません、追加で。 

 伝えたかったことの一つに、やはりインバウ

ンド重視できていたその反動が、今現状であり

ますので、やはり地元の人で日本人、国内の人

が数多く訪れるような、そこをやはり基本考え

ていったほうが、何かあったときにこういう

ずっこけるということが少なくなると思ってい

ます。 

 以上です。 

○田村委員長 ありがとうございます。 

 ほかに、何か。 

 中川委員。 

○中川委員 皆さんの言われたような新しい道

路だとか、そういう今の状況のお話は良いのか

なと、そういう方向で何かかんかできていけば

良いのかなと思うのですけれども、その中で、

これからのことになるのかもしれないですけれ

ども、新しいルートだとか、例えば今回、城岱

は冬だったので行けなかったのですけれども、

もし可能であれば、逆にまた今度は夏の観光と

いう意味でもう１回現地、ルートを含めて、シ

ミュレーションではないけれども、ちょっと委

員会で行ったほうがいいのかなというのと、あ

とこの本多さんの古い計画は、この計画は本当

にいいなとは思うのですけれども、この計画が

何で反映されなくなってしまったのかという、

経過もちょっと知りたいなという。 

 そして、どこでとまって現在の北海道なの

か、どこなのかはわかりませんけれども、現在

の大沼の計画は、もうそもそもなくなってし

まったものなのか、計画はあるのだけれども、

どこかでとまってしまっているものなのかとい

うのを調べることが可能であれば調べたいなと

いう。 

 以上です。 

○田村委員長 ありがとうございます。 

 平松委員 

○平松委員 先ほどちょっと言った中で、今、

中川委員から出たのと、考えと同じようなこと

を、共通項があるので言いたいのですけれど

も、ＮＰＯですとか自然保護団体が大沼を生か

した活動をしたいというのを、まずどういった

団体がどんな方向でいるのかという調査は１回

してもいいのかなと思うのですよね。 

 その人たちと、例えば町だとか観光協会だと

か、という人たちがリンクしているとは思うの

ですけれども、改めてその人たちにただ任せる

という考え方ではなくて、その人たちも協力者

の一団体として、何か方向性を大きくもってい

けるものに向かっていかないかなという気もす

るのですよ。 

 くどい話ですけれども、インバウンド来るま

でといったら結構時間かかるので、やはり例え

ば老人大学だとかで大沼の歴史を勉強したりと

かとする機会があって、それがよくて老人大学

に行ったという人の話もちょっと聞きましたの

で、だからただただ勉強して終わるのか、例え

ば台場があったところの草刈りにも、そういう

人たちも声をかけて一緒に整備してみるだと

か、そこに行くまでの道路の草刈りなのかもみ

んなでやってみようかとか、ここに書いている

魚沢峠という名前なのかな、昔トンネルできる

前あまで、こっちに通っていたのですよね。 

 今、何も残っていないでしょうけれども、登

り口なのかにも旅館があったのだとか、いろん

なそういうのがありますし。 

 トンネルが、今、伏線化したので、どのぐら

いの予算ついているのかわからないですけれど

も、道かな、国かな、採石を毎年、補充して、

万が一トンネルが通れない場合には、この道路

を通れるようにという整備を、多分毎年してい

るはずなのですよ。 

 この道路を使って、林業をやっている人が材
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出ししたりだとか、ということをやっています

ので、どんどん一般車両を入れるには、かなり

危ない道路なのですけれども、景色のいい場所

も一部ありますし、隧道の上のあたりにも何か

バスが出てくる場所で、木を少し切らなければ

だめでしょうけど。結構、駒ヶ岳をゆっくり見

られる場所なのかも昔あったのですよ。峠を越

えて、そのバスで遠足だとか何かによく来たと

きに、子供が酔うものだから、そういう場所で

バスをとめて一休みしたりだとかしていた記憶

がありますので、そういう整備。 

 それから今度、湖畔をゆっくり一日かけてシ

ルバー世代が歩くだとか、そういうものを目指

してくると、当然足りないものが次から次と見

えてくると思うのですよ。例えばトイレがない

とか、雨降った場合に東屋みたいのがあればい

いのではないかとか。 

 それから、いつも言われているのは、せっか

く歩いても葉っぱいっぱいあって見えないと。 

 だから、この辺も道に要望して全部が全部で

はなくても、やはりポイントとして、ある程

度、木の伐採だとか、そういう要望をしていく

と。こういう積み重ねをして、地元の人たちが

ちょくちょく大沼に来てくれると、それはイン

バウンドの人たちにもつながることになると思

いますので。 

 これから、１年、２年の間、できるだけ地元

の人たちに楽しんでもらえるものを一生懸命洗

い出すということを、今回の大沼に関するテー

マに挙げるのが一番いいような気はしますけれ

どもね。 

○田村委員長 ほかに、何かありますか。 

 青山委員。 

○青山委員 今、平松委員も言っていたのです

けれども、中川委員からも出ましたけれども、

時期的に前回の視察というのは２月で、大沼の

氷を見させていただいた。 

 時期的に、これからいい時期になるので、城

岱牧場、それと学芸員が説明の中で、今、平松

委員が言ったその場所、そこも時期的にもう見

られる時期になってくるのかなと思う。 

 それと、キャンプ場もぐるっと。そうする

と、いいルート、視察のルートになるのかなと

思いました。 

 よろしくお願いします。 

○田村委員長 今いろいろ話の中で、再度２月

１０日に見られなかった大沼に関する部分をも

う１回見たらどうかということですね。 

 まず、城岱、それから駒ヶ岳のほうの、あと

何メーターだか何百メーターの避難路というの

ですか、そこをどういうふうな形になっていく

のかという、将来的な観光バスの通り道になる

だろうという、それによって観光の流れ方がま

た変わってくるというようなこともあろうかと

思いますので、その部分。 

 それから、今、話あった西大沼ルートという

か左側、あそこを上がって下りてみるというよ

うなことと、それから大沼のこの計画、現在ど

ういうふうに、もう頓挫したのか、整備終わっ

てという話なのか、そこら辺を今現在どうなっ

ているのか、そこら辺の確認ということと、そ

れから、もう１回大沼をぐるっと若葉が出てき

ているので、景観整備という視点の中で、もう

１回ぐるっと見たらどうなのだろうということ

と、それからちょっとあれなのですけれども、

ＮＰＯだとか大沼にかかわる団体がどんな活動

をしているのだというようなことで、こういう

活動団体の内容を知りたいということなのだろ

うかね。 

 そういうことであれば、それなりに掌握して

いる担当課のほうから報告してもらうというよ

うなこともひっくるめて、結構な項目になりま

すけれども、そういうものも改めてまた実施し

ていきたいというふうに考えますけれども、よ

ろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 何も言わないであれするのはあれ

なのですけれども、ちょっと今回の感染症の影

響で、非常に今までの考え方と全く変わって、

インバウンド頼りでやっていたものと、今回の

この七飯町観光振興計画２０２５年までありま

すけれども、いかに人を呼ぶかという、宿泊も

含めてですけれども、そこに重点があって、
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ずっとやってきているわけですよね。 

 でも、今回のように何かあったら来ないでく

ださいというような、そういうことまで言われ

るような状況になって、果たして今の利活用と

いうのをそのまま前のとおりに進めていいのか

というは、ちょっと非常に疑問がありまして、

思い出せば去年の大沼のコンベンションの総会

の後の宴会のときに、クルーズ船が５０隻来ま

したと。この何人かが大沼に来たら、物すごい

経済効果ですよなどと言っていたわけです。 

 だけども、そのクルーズ船がウイルス感染の

集団感染の何かあったときに、函館が本当にそ

ういう対応ができているのかどうか、そういう

こともあったりしまして、果たしてこのインバ

ウンド頼り、あるいは観光客をただ呼べばいい

というような、今までの発想とはまた違うもの

を考えなければいけないなと思いながら、どう

すればいいのかよくわからないのですけれど

も。 

 だから、ちょっとまとめ方としては、非常に

難しいのかなというふうに思うのですけれど

も。先ほど言ったとおりキャンプ場を少し整備

して何とかというのは、いろんなニーズがある

中を少しずつ増やしていくというのは、非常に

大事だと思います。 

 僕が言いたいのは、登山客を大沼側から登る

ような、そういう客寄せをするとか。 

 平松委員が言ったルートのところも、途中に

登山口があるのですね、ぱっと上がる道路の中

でね。 

 だから、大沼からも行って、赤井川で行かな

くても大沼から行って登山口にすぐ入れるルー

トにつながるのですけれどもね。四季とか何と

かのホテルか何かの、そこにすぐ出るのですけ

れども。そういうものを地道に増やしていくし

かないのかなというのが気持ちです。 

 ただ、登山客って余りお金を落とさないので

すよ。ＪＲで来るとか車で来るとかというぐら

いなあれなので、お土産も余り買わないし。 

 キャンプする人だって、キャンプ入場料どう

のこうのとか、何かそういうトイレへ入ったら

１００円とか、そういうものでもしない限り、

余りお金を落とすような人たちではないので、

自分がそういうことをするものなので、できる

だけ節約して、何かやるというのがその人たち

なので、インバウンドで海外から来てお金を落

としてくれる人とはまた違うので、経済的にど

うするかというのは、ものすごい難しいのかな

という感じはします。 

 ですから、平松委員が言うとおり、地元の人

に親しまれるような食堂にしても何しても、地

元の人が飯を食いに行くような、そういう店が

あるとかないとか、そういうようなことが必要

なのかなと思うのですけれども。それだけだ

と、活性化ってなかなかそういうの全くできな

いものなので、ちょっとこの利活用とか新幹線

だって乗車率がどうだとかあって、ちょっと何

かあると全くもう変わってしまうわけですよ

ね。 

 そこを、ちょっとまだ整理できていないの

で、そこを今回の特別委員会のところで、何か

こういうようなケースはどうするかとか、今現

在の観光のものだけではなくて、そこで商売を

やっている人たちの話を聞くとか、そのような

機会も少し設けて、疲弊の状況だとか何かそう

いうものも少し報告にまとめられたらどうなの

かなという気がするのですけれども。 

 ちょっとまとまらないのですけれども、

ちょっととそこだけつけ加えさせて。 

○田村委員長 それでは、ちょっと暫時休憩し

たいと思いますけれども、よろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 休憩いたします。 

午前１０時３７分 休憩 

────────────── 

午前１０時５９分 再開 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続きま

して会議を開催いたします。 

 それぞれ、各委員さんのほうから貴重な提言

いただきました。 

 要は、私たちが大沼に関して観光客を主眼と

するというのはもちろんですけれども、やはり

私たちが忘れかけていた身近な散策の場として

の大沼をもう一度見直そうという、そういう目
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線に立脚しながら、再度、皆さんの意見の中に

は城岱を見ようとか、あるいは駒ヶ岳の避難路

をもう１回観光の流れを見てみたいというよう

なことで避難路の現地、それから西大沼のじゅ

んさい沼に抜けるルート、こういったようなも

のもきちんと見ておく必要があるということ

と、大沼の周辺については景観整備、こういう

ものに向かって周遊道路をもう一度見てみたい

ということと、それからキャンプ、東大沼の

キャンプ場ありますけれども、だんだん通年通

しては、あそこキャンプのテントが張らさって

いるということも見ました。したがって、結構

人気が高まっているということで、さらに増や

すような、そういう候補地があるかどうか、こ

れもあわせて見てみたいということと、それか

ら大沼にかかわる団体、どんな活動をしている

のかというような部分について、もう少し調査

研究してみたいという声もありましたので、こ

ういったようなものについて、この次、再度調

査をして、その後、またいろんな議論をしてま

いりたいというふうに思いますけれども、いか

がですか。よろしいでしょうか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 それでは、そのように次回は調

査をすると。今、言った項目について調査をす

るということで、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ただ、日程につきましては、私とそれから副

委員長、それから事務局で日程を調整しなが

ら、改めて皆様方に御連絡いたしたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

（発言する者あり） 

 ありますね。微妙ですよね。（発言する者あ

り） 

 特に、城岱あたりになると、全く見えないと

か、あるいは峠下の銃座だとか土塁だとかにな

れば、ぬれているとなかなか入っていけないと

いう部分もありますので、そこら辺もひっくる

めて調整してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 そのほか、皆様方から何かありますでしょう

か。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 もし、なければきょうの会議は

この程度にとどめたいと思いますけれども、よ

ろしいでしょうか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 それでは、第５回の特別委員会

については、これで終了いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

 

午前１１時０２分 閉会 
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