
 

 

 

 

 

 

 

  

第４回ふるさと訪問 
ツアー参加者募集 ！！ 

期  間  8月 5日(金)～8日(月) 

参加費  8万円程度(帰途の交通費は含まれません) 

コース予定 東京駅→新函館北斗駅→黒松内→ニセコ町→倶知安町 

北海道新幹線昆布トンネル掘削現場見学、農高ビアパーテイ、くっちゃんじゃが祭り参

加、町民との交流・懇親会他 ―詳細は別途参加希望者送付します。 

お申し込みは同封の返信ハガキで―4月 17日締切(必着) 

大好評! 秋の東京湾 

屋形船クルージングの ご案内 
恒例になりました東京湾を一周する船旅は毎回会員以外の方も多数参加され、

大変好評でした。約 3 時間の船旅ですが東京湾で捕れた魚等の刺身・天麩羅・

その他たくさんの料理・旨い酒・カラオケと楽しさ一杯でした。今年もご要望

に応え、実施いたします。多くの会員の皆様及び友人、知人をお誘いの上、ご

参加ください。8 月の中旬頃に具体的なご案内と参加者の募集を行います。 

 

役員紹介 

会 長  横濱英紀  
副会長  大石義勝 

中西辰雄  
本間由美子 

事務局長 高木武良  
事務局次長 八木淳子 

高木直良 
会 計  坂井 聖 

伊藤哲夫 
幹事 土開千昭、伝田

美枝子、 佐藤
ツルエ、吉田穣、
白鳥彰宏、川上
喜峰子  

監事 下田和男  
顧問 西江栄二町長 

成瀬 勝也 
工藤 巌 

 
ふるさと訪問にご参加を 会長 横濱英紀 

 

会員の皆様方におかれましては、ご健勝でお過ごしの 

ことと存じます。昨年の１１月２１日(土)に第５回目の 

総会を開催するにあたり故郷くっちゃんから、西江町長 

をはじめ多くのご来賓と会員の皆様方をお迎えして開 

催することが出来ましたことを深く御礼申し上げます。 

さて、今年に入ってから毎月幹事会を開催し、今年度の事業計画の実施につい

て検討をしてきました。今年は、待望の北海道新幹線が３月２６日に開通し一

路、新函館北斗駅まで４時間２分で到着いたします。 

そこで、今年の夏のふるさと訪問を新幹線に乗り訪問することに決め、ニュ

ース今号で夏の「ふるさと訪問」の募集の記事を掲載致しました。 

多くの会員の皆様方にご参加を頂き、故郷くっちゃん町を発展させていく一

助として行きたいと思っておりますことを、ご理解頂きひとりでも多くの方々

にご参加くださいますようお願い致します。 

第五回東京くっちゃん会総会…盛会でした 

昨年 11 月 21 日、恵比寿ガーデンプレイスのビアステーションで会員他 55 名、新西江栄二町長他 23

名のご来賓の参加を得て、議案の審議と会員相互の懇親と交流を盛大に行いました。この日記念講演として

西江町長から倶知安町の現状と北海道新幹線の開業を目前にした町の取り組みを中心に国際観光都市倶知

安町、将来を担う子供たちが大きな希望を持つことができる、大きな可能性のある“ふるさと倶知安” の

将来構想を力強く紹介されました。（写真下） 

▲倶知安町の将来構想を 
語る西江町長 
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3 月 26 日、北海道新幹線がいよいよ開業し、東京駅から新

函館北斗駅まで最短 4 時間 2 分で結ばれました。札幌まで延

伸され、倶知安駅にも停車する15年後には東京まで4時間半。

会員のみなさまと健康でその日を迎えたいものですね。 

地元ではこの開業を機に、函館方面からの旅行客の誘導を臨

時特急の増便や高速バスの運行で観光産業のさらなる活性化

をめざして、様々な取組みが行われています。 

一方で JR 北海道は

函館線本数の削減のダ

イヤ改正を行い、住民に

は良いことばかりでは

ありません。 

ニセコエリアではこ

の冬も外国人観光客が

急増しており、受入れ環

境の整備や、町民との交

流の促進が大きな課題

となっています。 

 

東京くっちゃん会ニュース 
東京くっちゃん会事務局： 

〒220－0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目 9 番 40 号 
                        銀洋ビル 902 あすか会計事務所内        

☎ 045‐322‐1888 http://t-kcn.com/ 

 

2016年春号 

▲「トンネルを抜けると羊蹄山だった」（倶知安駅の３km 手前ま

ではトンネル内の走行です。） 

カ
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▲北海道新聞 2016 年 3 月 16 日付朝刊 
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（▲ニセコスキー場関係 HP より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niseko.ne.jp/ja/facilities/index.html より 

 

 

 

 

 

▲50代～80代まで、毎年元気にスキーを楽しむ仲間たちと 

 （中央が筆者です。） 

 

ニセコでのスキーの思い出 

                        東京くっちゃん会    横 濱 英 紀 

 

生まれてから高校卒業までのあいだ、毎年冬の期間中スキーに明け暮れていましたが、神奈川県に住みつ

いてからは、山登りに明け暮れておりました。２０歳代には毎年長野・新潟へ年数回程スキーに行っており

ましたが、それ以後は４０歳代後半までご無沙汰の毎年でありました。その後、仕事仲間で年数回のスキー

を楽しんで来ましたが、私がニセコスキー場のエリアの出身であることを知っておりましたので、５０歳を

迎えた年から毎年の初スキーはニセコで滑ろうと言う事になり実行してきました。 

その頃、道庁に勤めていた兄が札幌に帰ってきていましたので、交通機関の手配はすべてお願いし、最初

の１０年近くは行きは寝台特急「北斗星」に乗りニセコ着き(その頃は函館本線経由があった)、帰りは飛行

機というスケジュールでした。 

参加者の年齢は５０歳代を中心に８人から多い時は１０人くらいで行きました。季節が１２月の後半です

ので、雪丌足か、天候が丌順かと、気にかけながら、晴れた時には粉雪の中で蝦夷富士羊蹄山の雄大な姿に

感動し、遥か洞爺湖が一望できる環境の中でスキーを楽しんできました。 

 毎年の恒例として、宿泊２日目には倶知安町に出て、寛松のジンギスカン(２２年ほど行っております。) 

を食べながら、２次会は近くのスナック等、町の人達との交流をしながら、楽しい酒を酌み交わしておりま

す。このようにして、昨年まで２５年間をニセコで初スキーをして来ました。 

 昨年の４月に今まで、ニセコでのスキーに欠かせない存在だった兄が死去し寂しい限りですが、今後も身

体の動くあいだはニセコでスキーを楽しんで行きたいと思っております。仲間の年齢も８０歳代をかしら全

てが後期高齢者になりましたが、皆で夏場に身体を鍛えて今年も行くつもりです。 

▲ニセコ全山スキー場マップ…右から花園エ
リア、ひらふエリア、ニセコビレッジエリア、
アンヌプリ国際エリアと広大なエリアのパウ
ダースノウが楽しめます。 

http://niseko.ne.jp/ja/facilities/index.html


「多文化共生のまち」 

「帰って来たくなるまち」めざし 

関係する国の基本目標・道の基本戦略を勘案しつつ、2 月に 
倶知安町の「人口ビジョン」と「まち・ひと・しごと総合戦略」 
が策定されました。その概要の一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倶知安町の基本目標は 

基本目標１：くっちゃんで、過ごす 

「世界に誇れる国際リゾート」「多くの外国人が訪れる多文化

共生のまち」 

① 地域の魅力を活かしたプロモーション活動の推進と、広域的な

連携を通じた通年型観光地の実現 

② 多くの観光客が訪れるニセコひらふエリアをはじめとした、広

域的な連携による環境整備 

③ 誰もが安心して受診できる医療サービスの確保 

④ 利便性の高い公共交通の整備 

⑦ 倶知安町を訪れた外国人が情報を得やすい環境の整備 

⑧ 目指すべき国際リゾート地として、文化の相互理解を深めるた

めの国際交流の促進 

⑨ 多文化共生のまちづくりに向けた英語研修事業の実施 

基本目標２：くっちゃんで、暮らす 

「子どもたちの笑い声が響き、住む人、働く人の笑顔が輝くま

ち」「帰って来たくなるまち」「住みたくなるリゾート（まち）」 

① 中心市街地の活性化② 起業者・雇用に対する支援 

③ 年間を通じての職場の確保と受入体制の整備④ 地場産業の強

化と農作物の加工・販売の促進⑤移住定住のための住宅整備⑥空

き家対策による地方移住推進⑦ 防災・防犯など、安全な地域⑧便

利で快適なまちづくりのための取り組み⑨医療体制の整備⑩在宅

生活を支える相談支援・サービス体制の強化 

⑪妊娠・出産・育児・子育て環境整備⑫自然・国際色豊かな地域

性を活かした教育の充実推進 

ふるさと便です 

▲無電柱化され、ロードヒーティング
されたニセコ坂を歩いているのも、
ほとんどが外国人です 

賑（にぎ）わいのマチナカどうくつる？ 

北海道新幹線の札幌延伸に伴い新駅が建設

される中心市街地のあり方を考えるシンポジ

ウム「つなげる！ 広げる！倶知安 賑（にぎ）

わいのマチナカ 

づくり」が２日、 

町公民館で開か 

れた。 

町が主催する 

新幹線まちづく 

り勉強会の一環 

で、約２００人 

が参加した。… 

西村浩講師（設計事務所「ワークヴィジョン

ズ」代表）は人口減社会の進行で増加する空き

家、空き地の有効活用を提言。「敷地に価値な

し。エリアに価値あり」と述べ、まず人が集う

仕組みを作ってから、それに見合う建物を考え

るべきだとし、「自分のまちのためにできるこ

とを探してください」と訴えた。 

 

 西村氏を交え、子供の居場所づくりやまち

おこしにかかわる町民３人によるパネル討

論も行われ、「（子供が集うための）送迎シス

テムが必要」「外国人は駅前通りに目を向け

ているが、なぜ一方通行や歩行者天国にしな

いのかと言われる」などの課題が指摘され

た。（北海道新聞 3 月 3 日付より：一部加筆

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/doo/

ニセコエリアの課題（広報 2 月号から抜粋） 

 進化を続けるニセコエリアだが、その一方で課題も大きい。 

課題の一つに駐車場丌足が挙げられる。グラン・ヒラフスキー場

近辺の公共駐車場は、NPB の調査で約８２０台が駐車可能だが、

繁忙期には足りないのが現状だ。特に車で来る日帰り客にとって

は深刻な問題となってきている。 

 バスターミナルの整備にも課題がある。今は新千歳空港からの

ツアーバスの多くが、ひらふ第一駐車場内にあるウェルカムセン

ター前に停まるが、その周りを車が往来しているため、バス利用

客にとっては危険な状態だという。 

 ・・・観光客が増え続けているからこそ見えてきた課題である。 

ニセコの名が世界的に知られてきた今、倶知安町の目の前にある

チャンスはとても大きい。このチャンスをしっかりつかみ取り、

活かしていくためにも、官民の垣根を越えた連携が求められる。 
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