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－ 1 －

午前１０時００分 開会
○田村委員長

料、北海道縦貫自動車道に関する資料、観光入込

皆さんおはようございます。ただ

いまから、北海道新幹線等新交通体系と観光資源

客数に関する資料、道の駅なないろ・ななえの入
込客数、売上に関する資料とした。

の利活用に関する調査特別委員会、１０回目の会
議を開催したいと思います。

次回の委員会において、これらの資料に関する
説明の聴取を行うこととした。

まず、平松委員、坂本委員から本日の会議を欠
席する旨の届出がありました。

（３）令和２年１月１４日に第３回目の委員会
を開催し、総務部長、政策推進課長、経済部長、

また、川村委員より本日の会議を遅参する旨の
届出がありました。

商工観光課長、生涯教育課長、生涯教育課学芸員
の出席を求め、提出のあった資料に基づき説明の

それでは、早速協議事項であります報告書のま

聴取を行った。

とめについて、お手元にお配りしてございますの

生涯教育課学芸員から赤松街道の歴史及び大沼

で、事務局より読み上げて提案してまいりたいと

国定公園の歴史に関する説明、政策推進課長から

思います。よろしいでしょうか。

函館新幹線総合車両所、北海道新幹線の札幌延伸

（「はい」と呼ぶ者あり）
○田村委員長

の状況、北海道縦貫自動車道の現状、北海道縦貫

それでは、事務局のほうで。

自動車道、北海道新幹線建設促進に関する渡島総

事務局長。
○関口議会事務局長

合開発期成会などの要望書に関する説明があっ
それでは読み上げて提案さ

た。

せていただきます。

委員からは、函館新幹線総合車両所の一般公開

委員会報告第５号。北海道新幹線等新交通体系

の見通し、北海道縦貫自動車道の七飯インター

と観光資源の利活用に関する

チェンジ（仮称）から函館新道までの計画等につ

調査特別委員会報告書。

いての質疑があり、函館新幹線総合車両所の一般

令和元年９月２５日第３回定例会において設置

公開については、施設を公開することや研修を受

された当特別委員会が、これまで調査した結果を

け入れる構造になっていないこと、交通アクセス

下記のとおり報告する。

の関係で現状では難しいとのことである。また、

令和３年２月２２日。七飯町議会議長木下敏

北海道縦貫自動車道については、当該区間の計画

様、北海道新幹線等新交通体系と観光資源の利活

についてはまだ示されていないとのことである。

用に関する調査特別委員会委員長田村敏郎。

次に、商工観光課長から観光入込客数及び道の

記

駅なないろ・ななえの売り上げに関する説明が
１、調査の経過及び内容。（１）令和元年９月

あった。

２５日に第１回目の委員会を開催し、委員長に田

委員からは、観光客の誘客に向けた七飯町の魅

村敏郎委員、副委員長に川村主税委員をそれぞれ

力発信の考え方及び南大沼駐車場について質疑が

互選した。

あり、七飯町には、自然を活用したアクティビ

（２）令和元年１１月１９日に第２回目の委員

ティなどの魅力があることから、これらの情報を

会を開催し、今後の調査、研究の進め方について

さらに発信して、より多くの方に来ていただくよ

協議を行った。

うに取り組んでまいりたい。さらに、今後の考え

はじめに、町の観光資源について協議を行い、

方の一つとして、七飯町のみならず道南地域で協

①赤松街道の利活用、②函館新幹線総合車両所の

力して広域的に誘客に取り組んでまいりたいとの

活用、③道の駅周辺の振興、④大沼国定公園の振

ことである。また、南大沼駐車場については、地

興、⑤城岱牧場の利活用の５項目を中心に調査を

元としても大きな影響が出るような事案について

行うこととした。

は、北海道などと十分協議して、地元の不利益に

資料要求は、赤松街道・大沼国定公園の歴史に
関する資料、函館新幹線総合車両所に関する資

ならないように対応していくことが重要であると
のことであった。

－ 2 －

以上の説明及び質疑を踏まえ、次回の委員会に
おいて、現地調査を行うことを決定した。

（９）令和３年２月１日に第９回目の委員会を
開催し、報告書に記載する事項の確認を行った。

（４）令和２年２月１０日に第４回目の委員会

（１０）令和３年２月２２日に第１０回目の委

を開催し、大沼国定公園内で開催された体験イベ

員会を開催し、令和３年第１回定例会に提出する

ント（アイスカルーセル）、南大沼駐車場、道の

報告書のまとめを行った。

駅なないろ・ななえ、赤松街道等の現地調査を
行った。

２、まとめ。以上がこれまでの調査活動であ
る。

（５）令和２年５月２８日に第５回目の委員会

はじめに、北海道縦貫自動車道に関しては、七

を開催し、２月１０日に行った現地調査や現在の

飯インターチェンジ（仮称）までの開通によっ

コロナ禍を踏まえた今後の検討事項について協議

て、峠下地区が道南地区の交通の要衝になると考

を行った。

えられる。一方で、現時点では七飯インターチェ

委員からは、コロナ禍において海外からの観光

ンジ（仮称）から函館新道までの区間の計画路線

客の誘客が難しい中、地元の人が訪れる身近な散

が示されておらず、峠下地区をはじめとした町内

策の場としての大沼をもう一度見直すという目線

への誘客という観点から考えると、計画路線が示

に立脚することが必要ではないかとの意見があっ

される前に町と議会が連携して、道の駅周辺の振

た。そのため、次回の委員会で再度大沼国定公園

興を考えた要望等を行う必要がある。

等の視察を行うこととした。

次に、観光資源のあり方については、町内の観

（６）令和２年６月１６日に第６回目の委員会

光資源のうち５項目に焦点を絞って調査を行って

を開催し、冬期間には現地調査ができなかった東

きた。新型コロナウイルス感染症の影響により、

大沼キャンプ場、城岱牧場展望台について、夏期

十分な調査活動を行うことができなかったが、当

の観光状況を把握するため、現地調査を行った。

町の観光資源の中で最も重要である大沼国定公園

（７）令和２年１０月１９日に第７回目の委員

や東大沼キャンプ場に関しては、訪れた観光客が

会を開催し、北海道縦貫自動車道の工事の進捗状

素晴らしい景観と行き渡った管理・サービスに満

況を把握するため、北海道縦貫自動車道大沼トン

足し、リピーターとなってくれるような公園づく

ネル避難坑工事の峠下工区、西大沼工区の現地調

りが不可欠であり、北海道や町の動向を注視した

査を行うこととした。

い。

（８）令和２年１０月３０日に第８回目の委員

また、これまでの町の観光施策は、インバウン

会を開催し、北海道縦貫自動車道大沼トンネル避

ドなどによる観光客の誘客が主なものであった

難坑工事の峠下工区、西大沼工区の現地調査を

が、当特別委員会としては、このコロナ禍により

行った。

観光が団体から個人へと移行している状況下で、

現地調査終了後、北海道縦貫自動車道の開通を

地元の方に身近に訪れてもらえる観光地という視

見据えた今後の峠下地区に関する町の考え方につ

点で現状の把握に努めた。今後は、近郊に住む方

いて質疑があった。町は、北海道新幹線が札幌ま

を含めた多くの観光客に訪れてもらえるよう、地

で延伸し、北海道縦貫自動車道が完成すると、峠

元で活動する方々との意見交換等を通じて、共に

下地区というのが道南の交通の要衝となり、これ

観光を盛り上げ、地域振興を促すという長期的な

から七飯の発展の一つの要になる地区であると考

戦略を取り入れることも必要である。

えている。また、北海道縦貫自動車道について

新型コロナウイルス感染症が収束していない現

は、計画路線というのが示されていない中では、

状を踏まえると、「新北海道スタイル」に基づい

示される前に町としても要望してまいりたいと考

た地元の受入体制の拡充により、近郊に住む方を

えている。その際には、議会とも連携をして、町

含めた多くの観光客が気軽に訪れることのできる

全体としての要望活動ができるのが一番ではない

七飯町として、広く魅力を発信していくことを望

かと考えているとのことであった。

み、当特別委員会の活動報告とする。

－ 3 －

以上です。
○田村委員長

かわからないですけれども、それをちょっと入れ
ありがとうございました。

たらいかがかなというのが一つです。

ただいま読み上げました報告書の案について、
何かございませんか。

（アイスカルーセル）となっているのですけれど

青山委員。
○青山委員

同じ２ページの（４）のところの体験イベント
も、アイスカルーセルってまだ何か一般的に周知

１点だけ。３ページの（８）、ほぼ

されている言葉だとは思えないので、アイスカ

中段なのですけれど。これから七飯の発展のとい

ルーセルの説明を注か何かで入れていただいて、

う文言のところを、七飯町発展の一つの要になる

わかりやすくしたほうが良いのかなと思います。

と変えたらいかがでしょうか。１点のみです。
○田村委員長

前の函館新聞の記事の中に、アイスカルーセル

もう一度ちょっとお願いします。

は、氷湖を円状に切り抜き、湖面に浮かんだ円状

３ページの（８）、中段くらいにこ

の氷を回転させる氷のメリーゴーラウンドのよう

れから七飯の発展の、とありますよね。ここは

なもので、主にフィンランドで楽しまれているア

ちょっと良くないかなと思って、七飯町発展の、

クティビティというような説明があって、こうい

に変えたら、のを町に変えたらいかがでしょう

うようなものを注として下にいれたほうがわかり

か。

やすいのかなというふうに思いました。

○青山委員

○田村委員長

今青山委員のほうから、七飯の発

それと、前回のあれで大沼公園の管理とかトイ

展を七飯町発展というような文言のほうが適切で

レの問題とかについて、もう少し触れるというよ

はないかというようなご意見ありまして、これに

うなことで、打ち合わせしていたのかなと思うの

ついて何かございませんか。

ですけれども、トイレに関する記述が全くないの

もしなければ、そのように直してよろしいで
しょうか。

ですけれども、これはもう一般的な管理というこ
とで、あれなのですかね、まとめてしまったとい

（「はい」と呼ぶ者あり）
○田村委員長

うことなのですかね。ちょっと、そこのところ

それでは、今の文言、七飯の発展

を、見解を含めてお聞きしたいなと思います。

を七飯町発展という文言に変えるということで訂

○田村委員長

正をしてまいりたいと思います。

の進め方。これについては、当初研究をしたいと

そのほか、ございませんか。

いう姿勢があったのですね。観光に向けてどう

若山委員。

いったような利活用をしていくべきなのかという

○若山委員

何点かちょっと考え方とあれを確認

してあれなのですけれど。

まず、１点目、１ページ目の研究

一つの考え方があったのですけれど。このコロナ
の関係でなかなか開催ができなくて、研究までは

まず１ページ目の（２）のところで、今後の調

至らなかったというか、実際の現状把握にとど

査、研究の進め方について協議を行ったとなって

まってしまったということからすれば、当初のそ

いるのですけれど、調査だけでいいのかなと。研

ういう考え方はあったのだけれども。今振り返っ

究って何か、いつも特別委員会ってこういう言葉

てみると、研究というのはどうなったのだろうと

を入れるのかなと。ちょっと、調査、研究という

言われてしまうと、実際にしていないから、削除

のは凄いなという印象を一つ持ったのと、２ペー

するのであれば、私はしても構わないのではない

ジ目の（３）の（４）に近いところの（３）の下

かなとは思うのです。まずこれ第１点、私の考え

か４つ目のところの北海道などと十分協議し、と

方です。

書いているのですけれども、北海道と協議すると

それから、２ページ目の北海道などと十分に協

いう。何故かというと、大沼公園の管理者という

議をして、その北海道の頭に管理者というものを

のは、北海道が管理するというようなあれがある

という。ここら辺はこれから皆さんのご意見を聞

ので、何というのでしょうか、北海道の前に、管

きながら、付けたほうがいいということであれ

理者である北海道にとか、どういう言葉が良いの

ば、私は特にどうだ、こうだということはないと

－ 4 －

思います。北海道は管理者ですけれども、それ携

それから下のほうなのですけれども、新北海道

わるサポート的に町も入る、あるいは地元のボラ

スタイル、これについてもどこでどういう形でこ

ンティアが草刈ったりしているという、様々な周

の新北海道スタイルというのが議論されたのか、

りのものがあるので、北海道などというそういう

記憶にないものですから。もしあれだったら、こ

漠然とした表現にしたのですけれども。むしろ、

の新北海道スタイルというのはどういうものなの

鮮明に管理者である北海道というようなものを入

かというあたりも、先ほど若山委員のほうからも

れたほうが、より鮮明になるというお考えであれ

言われたように、説明するような文章が必要かな

ばそのような形をとっていきたいなと。

というふうに思いましたので、この２点。

それから、アイスカルーセル、これについては

○田村委員長

４ページ目の要衝というようなこ

ご指摘のとおり注釈をつけたほうがむしろわかり

とで峠下地区、ここの部分については、北海道縦

やすいのかなというようなことで、これについて

貫自動車道、これが一説には真っすぐ昆布館の上

は、皆さんの意見を聞きながら付けたほうが私は

を通って藤城に着くというようなことで。そうい

良いのかなと、そう感じています。

う話もありますし、まだ確定はしていないのです

それから４ページ目の、ここも北海道や町の動

けれども、そういう中で議会としては、砂川イン

向を注視したいというようなことでまとめさせて

ターチェンジですか、ああいうふうな感じで一般

いただきました。その前段として、訪れた観光客

道と自動車道のそこら辺の乗り入れの棲み分け等

が素晴らしい景観と行き渡った管理・サービスに

をして、より、あそこら辺を交通の要にしていっ

満足し、というここに我々委員会の思いが込めら

たほうが。というのは、鹿部のほうにも抜ける、

れているのではないかと思うのですけれども、こ

江差の中山峠のほうにも抜けられる、そして国道

ういうことによって、実際に駐車場の問題だと

５号線を通るというそこら辺の道路が集約してい

か、トイレの問題というのは、議会に何ら投げか

る箇所だという意味で、そういうむしろ要衝にな

けられていないというようなことで、そういう北

り得るという。なり得るというよりも、そういう

海道あるいは町のそういう動向に注視しながら、

要衝にしていかなければならないというのが、七

きちっと議会として対処していくべきではないか

飯町としての立場では無いかと思うのです。そう

というようなことで、こういう文言の表現にさせ

いう意味で当然、議会においてもそのような要に

ていただいたわけであります。以上です。

していくことによって、峠下地区の振興を図って

上野委員。
○上野委員

いくという、そういう流れに結びついていくので

４ページなのですけれど。一番最初

の３行目ですね。七飯インターチェンジから…。

はないかという意味での表現というふうに理解を
していただきたいと思います。

その上ですね、インターチェンジまでの開通に

それから実際、新北海道スタイルという、こう

よって、峠下地区が道南地方の交通の要衝になる

いう名称での議論はしておりません。ただ、三密

と考えられるというふうに表現しているわけです

であるとか、そういうコロナ禍における観光のあ

けれども。要衝というのは何をもって要衝という

り方、あるいは迎えた側のあり方というような話

のか。というのは、この高速道路ができることに

の中では、まとめて言うと、そういう議論がいく

よって、開通したあと、通行が早くなることは確

つか出てきているというようなことで、こういう

かですけれども。そこで言っている要衝というの

新北海道スタイルというくくりにしてしまったわ

は、何を言っているのかというのがちょっとよく

けでありますし、ご指摘のとおりこれについてど

理解できなかったのですよ。

ういうものを指すのかという注釈をつけるという

そこを発信点として何かできることになるかと

ことについては、私は異存ありません。これにつ

か、そういうようなことなのか、要衝という意味

いても皆さんの意見を聞きたいと思いますけれど

が理解できないので、その辺ちょっとどうなのか

も。よろしいでしょうか。

お聞きしたいなと。

ほかにありますか。

－ 5 －

若山委員
○若山委員

それから、北海道や町の動向を注視したいとい
すいません。４ページ目の最後のま

うようなことで、これについては、色々議論があ

とめの内容の中の、４ページ目の真ん中あたりで

るかもわかりませんけれども、私としては、具体

第２パラグラフなのですかね、大沼国定公園や東

的に道あるいは町から、こうやりましょう、こう

大沼キャンプ場に関してはということで、大沼国

いうことに協力してくださいというような、そう

定公園と東大沼キャンプ場が何かこう並列という

いうものがあれば良かったのですけれども。今回

か、大沼国定公園に関しては、ということでいい

の件については、そういうアクションが無かった

のかなという感じがあるのですけれども。東大沼

というようなことで。あればあるなりの対応とい

キャンプ場というのを取り上げた理由というの

うのは当然私たちはしていくべきであるし、しな

は、特にあれなのですかね、視察したとかそうい

ければならないと思うのですけれども。今回につ

うことなのでしょうか。含まれていいのかなとい

いては、そういう具体的な話がこちらのほうに投

うような感じなのですけれども。

げかけて来なかった。来なかったと言えば、失礼

それと、同じパラグラフの最後のところで、北

なのですけれども、投げられなかったということ

海道や町の動向を注視したいという表現で、これ

で、知らない顔をしないで、これからも色んな動

はちょっと。特別委員会の立場がどうなのか

きについては、気配りを私たちはしていくという

ちょっと僕もよくわからないのですけれども、弱

ようなそういうニュアンスの表現にとどめたわけ

いのかなと。注視したいというよりも、何かもっ

です。以上です。

と求めるような強い言葉のほうが良くはないのか

ほか、ございませんか。

なというのが、今先ほど説明を聞いてちょっと

若山委員。

思ったのですけれども、その点についてはどうで

○若山委員

しょうか。

ついて、こういうふうに取り上げてあれするとい

○田村委員長

そういう意味で東大沼キャンプ場に

まず１点目の東大沼キャンプ場。

うのであれば、去年の東大沼キャンプ場の経緯と

これについては皆さんもご存じのとおり、通年を

いうか、そういうものも触れる必要があるのかな

通してキャンプをしている人がいるということ

と。特にここで議論したり、取り上げたりするこ

と、それから、キャンプ場と一体的に大沼国定公

とはなかったのですけれども、視察したときに

園と言えばそれまでの話ですけれども。管理上、

は、コロナの影響で閉鎖というような扱いでし

公園と東大沼キャンプ場というような考え方が

た。そのあと、町と道と自然公園団体と三者で費

あったものですから、二つを並べたということと

用を分け合って、開いて、というような経緯が

いうこと。それから、団体客から個人にという、

あったのですけれども。その辺のコメントについ

いわゆるキャンプ、民間のキャンプ場も私たち見

て、注でもいいので、東大沼キャンプ場の管理の

てきましたけれども、そういう意味からすると、

ちょっと問題点というようなものを、そこで新聞

団体から個人のそういう観光というのか、キャン

の記事のような内容を盛り込んだらどうかなと思

プというのか、そういうのがどんどん逆に広がっ

うのですけれども。

てきているというようなことも感じて、こういう

○田村委員長

並列すれば、大きい小さいがあるかもわからない

は、キャンプ場にも何梁か確かテント張っていた

ですけれども。管理上の問題と、それから団体か

ような記憶があるのですよね。全く無いではなく

ら個人へというそこら辺を強調したいなというこ

て、１つ２つ張っていたと思うのです。そして、

とで、キャンプ場をあえて持ってきたと。民間の

話の中では、通年通して、夏だけではなくて、冬

キャンプ場の表記というのは、できなかったので

というのか、秋深い時だとかにも張っていますよ

すけれど、そういう意味からして、こういう表現

というような、聞いた記憶があったものですか

になったということで理解をしていただきたいと

ら。私は、管理云々というよりも、むしろ先ほど

思います。

言ったように団体から個人への観光の移行という

－ 6 －

ただ、私どもは調査行った段階で

ことを考えて、こういう表現にしたということ。

実際調査していく中でなったということで、ま

もう一つには、やはり前提となっているのは、東

とめに、今上野委員から入れてはということなの

大沼にしても、大沼公園にしても管理は北海道と

ですが。１ページ、２ページ、３ページを見てい

いうことが前提になっているのです。従って、あ

ますと、内容としては、コロナの状況で自分たち

えてそこを強調する、しないはこれから皆さんの

の本分が達成できていない旨は受け止められる、

議論だと思うのですけれども、私は、当然のこと

私は受け止められています。

は、やるべきことは道としてきちっとやる。そし

従って、それをあえて書くのか書かないのか、

て、サポートできるところは町あるいは地元のボ

それは各委員に判断をしてもらえれば良いのかな

ランティアがサポートするというような、そうい

とは思うのですが。私は、これ全体読んだ中では

う関係をきちっと作っていくという意味で、あま

それがくみ取れるのではないかなと思っていま

り強くやるというよりも、当たり前のことをみん

す。

なが当たり前のようにやるということが、一番ベ

以上です。

ストではないかという思いの中でこういう表現に

○田村委員長

したということで理解をしていただきたいと思う

うか。

のですよね。よろしいですか。

ほかに、これについてどうでしょ

若山委員。

それでは、ほかになければ、ちょっと確認をし
てまいりたいと思います。

○若山委員

上野委員のおっしゃる内容も理解で

きないことはないのですけれども。あえてできな

まず、１ページ目の研究の進め方、これについ

かったことを羅列する必要がなくて、できたこと

ては、削除しますか、どうしますか。実際、研究

だけを、やれたことを説明するというか、そうい

までには至っていなかった。

う報告で十分なのかなと思います。できていない

神﨑委員。
○神﨑委員

ことを言ったら、もっといっぱい色々書かなけれ

一応、調査目的でそのように謳って

ばいけないことが出てくるかもしれないというよ

いますので、それはそのまま…。

うなことがありますので。気持ちは、上野委員と

○田村委員長

同じなのですけれども。僕も研究と思ったら、よ

○神﨑委員

結果は別として。

別として、と思います。

○田村委員長

くよく見たら、特別委員会の目的が研究になって

わかりました。そしたらこのまま

の文章でよろしいでしょうか。

ちょっと端緒というのですか、それもあるのかな

上野委員。
○上野委員

いるので、そういう意味ではこれでも十分研究の
と思いますので、あえてそういう文言はなくても

そういう調査、研究ということを挙

いいのかなと僕は思います。

げて取り組んだと。その結果、研究ということに

以上です。

ついては十分にできなかったという文章はあとで

○田村委員長

最後にまとめの中で触れる必要があるのではない

については、このままの形でいきたいというふう

かと、その辺について。

に思いますので、一つよろしくお願いしたいと思

○田村委員長

います。

どうでしょうか皆さん。最後のま

ほかに。もし無ければ、この研究

とめのどこら辺の文言を入れるかは別にしても、

それから、２ページ目の中段、先ほど出ました

実際に研究までには至らなかったというような文

けれども、北海道などと十分協議して、の北海道

言を入れたほうがいいのではないかということで

の前に管理者を置くか置かないかというような。

すけれども。

そういうような、どうだろうかという、そういう

青山委員。

意見出ましたけれども、あえて載せますか。管理

○青山委員

ただ今の話の中で言うと、確かにお

者である北海道というような表現にするか。影響

題目で当初この特別委員会がスタートした時点で

が出るような事案については、北海道等と十分協

はコロナというのはなかったわけです。

議してというような。難しいと言えば、難しい。
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この部分については、どうでしょう。入れます
か、管理者である北海道という。ちょっと強いか

そしたらこの注釈については、私どものほうに
お任せ願えませんか、中身については。

なという気がしないでもないのですけれども。

（「はい」と呼ぶ者あり）

普通のその感覚では、管理者と言わなくても、
大沼の管理は道なのだという一つの、当たり前と

○田村委員長

一つよろしくお願いしたいと思い

ます。

言えばおかしいですけれども、通じている話をあ

これは確認しましたけれども、３ページは七飯

えてまた管理者であるというようなことになれ

の発展ではなくて、七飯町発展というようなこと

ば、何かあるのかなというようなのがあるだろう

で直していくということでよろしくお願いしたい

し。なかなか微妙だなと思うのですけれども。

と思います。

神﨑委員。
○神﨑委員

それから４ページ目、これについては、上野委

もしあれでしたら、２ページの真ん

員から出ました新北海道スタイル。これについて

中から下のところに、北海道などと十分協議して

もどういうものを指すのかという注釈をつけてい

とあるので、そこに入れたらどうでしょうか。管

きたいと私も思いますので、これについてもどっ

理者である北海道を入れたら、その上のほうで等

かに貼っていたよね。新北海道スタイルとか。

という感じで色んな団体があるよという委員長の

（発言する者あり）

思いがここでどうでしょうかね。

○田村委員長

○田村委員長

そうすると、ここには地元として

私どものほうにどういう表現になるのか、簡単に

も大きな影響が出る事案については、管理者であ

わかりやすく入れていきたいなと思いますので、

る北海道などと十分協議してというような。

よろしいでしょうか。

（発言する者あり）
○田村委員長

（「はい」と呼ぶ者あり）

よろしいですか。

○田村委員長

若山委員。
○若山委員

そういうことで、これについても

それでは、他に何かございません

か。

すいません。言い出しっぺでこうい

（「なし」と呼ぶ者あり）

うのをあれなのですけれども。これは、あれなの

○田村委員長

ですね、商工観光課長の説明の内容の文章なので

正をし、また、加筆をして報告書を提出していき

すね。ですから、この文章については、我々が何

たいと思います。一つよろしくお願いしたいと思

か意味を追加するとか何とかなるとちょっとあれ

います。

なので。こういうような流れになるのであれば、
委員長言うとおり北海道が管理者というのは当た

もしなければ、このような形で訂

それから、協議事項のその他でございますけれ
ども、これについてはまた何かありますか。

り前というか当然の前提でのあれだということで

（「なし」と呼ぶ者あり）

あれば、それはそれであれだと思いますけれど

○田村委員長

無いようでございますので、本日

も。とのことであった、という内容なので、その

のこの特別委員会これで終わらせていただきま

ときの内容そのままですので、ここを変えると

す。

ちょっとまたあれなのかもしれないので。

本当に、１０回ありがとうございました。

○田村委員長

ご苦労様でした。

わかりました。私もちょっと勘違

いしてあれしましたけれども。これはこのままの
文章でいくということで了承願いたいと思いま
す。
それから、下のほうの（４）アイスカルーセ
ル、注釈をということで。これについては、事務
局に、注釈を簡単に、どういうものかというもの
を書いていましたか。
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午前１０時４３分 閉会

－ 9 －

