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とかそういう状況になったとしても、適切な住

民との話し合いをしていただける環境づくりに

努力をしていただきたいなと、そんなように思

ってる次第でございます。 

 あと、やはり川西町さんのように何もないと

ころにぱんと建てられれば、これは余りそうし

た心配はないと思いますけども、一番長井の中

心商店街の中に、ましてや駅舎と一緒に建てる

というふうな状況なもんですから、さまざまな

知恵を出してつくっていかなきゃいけない部分

があるかと思います。 

 私は、これは通告外になってしまうんですけ

ども、あそこへ160メートルの暴風壁が出るわ

けだね、建物が暴風壁になるわけだ。そうした

場合に、長井線が雪に埋まってしまうんじゃな

いかなとか、いや、そんなことはないわけでご

ざいますけども、なってみないとわかりません

ので、余計な心配したりすると議論がだめにな

るんであれですけども、いろいろ出てくると思

いますので、適切な対応をしていただけること

をお願いを申し上げまして、質疑を終わりたい

と思います。ありがとうございます。 

○五十嵐智洋委員長 以上で通告による総括質疑

は終わりました。 

 これから各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第９５号 平成３０年度長井市 

 一般会計補正予算第４号についての 

 質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 まず、議案第95号 平成30

年度長井市一般会計補正予算第４号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

 １番、宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 20ページでありますが、

７款１項４目企業振興費、003企業立地促進事

業の長井市温泉源保全事業補助金300万円につ

いて伺います。きのうの産業・建設常任委員会

協議会では説明あったんですが、若干質疑させ

ていただきたいと思います。 

 桜湯は、あせもなどの皮膚病によく効く、本

当に効用がいいということで、私もよくあせも

をかくと行って治してたんですが、この温泉の

再利用できるように期待しております。 

 この300万円の補助金については、株式会社

あやめ温泉桜湯に対しての事業補助だというこ

とですが、この株式会社あやめ温泉桜湯の株式

会社の設立の経緯を商工観光課長に伺います。 

○五十嵐智洋委員長 赤間茂樹商工観光課長。 

○赤間茂樹商工観光課長 長井あやめ温泉桜湯の

経営についてお答え申し上げます。 

 当温泉施設につきましては、平成７年ころ、

農事組合法人であります西根転作機械利用組合

によりまして建設されました。以降、平成17年

に有限会社長井あやめ温泉桜湯を設立いたしま

して、温泉業務の運営を行ってまいったところ

です。また、平成20年に改組いたしまして株式

会社長井あやめ温泉桜湯といたしまして、資本

金を増額して現在まで運営していたというふう

な状況でございます。 

○五十嵐智洋委員長 １番、宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 詳しい説明ありがとう

ございました。 

 今、桜湯が、温泉は入れないわけですが、こ

の株式会社あやめ温泉桜湯の運営の実態はどの

ようになってるでしょうか、商工観光課長に伺

います。 

○五十嵐智洋委員長 赤間茂樹商工観光課長。 

○赤間茂樹商工観光課長 お答えいたします。 

 株式会社長井あやめ温泉桜湯につきましては、

平成27年７月にポンプの故障を起こしまして、
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それ以降、温泉の業務は行っておりません。た

だ、２階にあります厨房、それから休憩施設が

ございますので、そちらのほうの飲食業につい

ては継続しておった状況でございます。 

 なお、裏のサクランボ園もございましたけど

も、諸般の事情で平成29年３月をもって休業を

している状況でございます。 

○五十嵐智洋委員長 ほかにございませんか。 

 11番、小関秀一委員。 

○１１番 小関秀一委員 20ページの今、宇津木

委員が質疑された長井温泉源保全事業について、

もう少しお伺いします。 

 今、経過等をお聞きしました。事業主体につ

いては株式会社あやめ温泉桜湯に変わって事業

を続行しておるので、温泉の部分の改修工事、

ポンプの入れかえというふうなことが説明あっ

たわけですが、同時に、建物等の附帯設備の補

修も行う予定であるというふうなことでありま

す。 

 私も何回か温泉も利用したことがありますし、

２階等の休憩所の利用もしたことあるわけです

が、残念ながら休止となっている状態の中で、

それぞれこれから再開発という名目で、温泉だ

けでなくて施設の改修、修理も含めてというこ

とになりますと、総事業費としてはかなり大が

かりな事業になるのかなというふうなことを考

えますと、当然利用者をふやして経営を安定さ

せていくというのが目標にあると思いますけれ

ども、期待される効果にも書かれておるとおり

期待を申し上げるわけですが、事業主体なり、

事業の総事業費、温泉ばっかりでなくて、そう

いう計画についてはお聞きをされておるのか、

確認をしたいと思います。 

○五十嵐智洋委員長 赤間茂樹商工観光課長。 

○赤間茂樹商工観光課長 お答えいたします。 

 株式会社長井あやめ温泉桜湯で計画している

事業内容でございますけども、当方で伺ってい

る事業につきましては、今のところ温泉源の工

事の部分のみでございまして、構想としては、

温泉施設、風呂場等の改修、それから裏側にあ

りますサクランボ園のほうを何か別な事業など

という構想はあるようでございますが、そちら

につきましては、まだ決定もしておらず、詳し

くは伺ってないところでございます。 

○五十嵐智洋委員長 11番、小関秀一委員。 

○１１番 小関秀一委員 西根転作組合からいろ

いろな変遷をして株式会社長井あやめ温泉桜湯

に現在は変わってきたというふうなことで、そ

れぞれの時代の要請に応じて地域の方々ととも

にこれからも盛り上げたいという思いを実現す

るためにも、経営をきちんとされるような主体

があるのかという心配はあります。 

 これは民間の事業者でありますので、自己責

任というふうなことはあるわけですが、多額の

市の支援をして温泉を復活させるということが

成功するためにも、地域の方々と民間事業者が、

説明では随時協議をしていくんだというふうな

ことはあるものの、やっぱり最初にこういうこ

とをしたいという提案がないと、温泉だけ復活

させれば、事業なり、今お聞きしたとおり、サ

クランボ園の改修も含めて温泉利用者も増やし

たいなだということについてはなかなか見えて

こないなということがあるもんですから、その

辺は商工観光の課としての指導はどこら辺まで

可能なのかどうか、相談も含めてですが、今回

の温泉の補助の部分とあわせて、長井の観光の

開発についてはどういうふうにかかわりを持っ

ていくのか、お聞きをしたいと思います。 

○五十嵐智洋委員長 赤間茂樹商工観光課長。 

○赤間茂樹商工観光課長 商工観光課といたしま

しては、現在、担当しております温泉源の補助

金、こちらは今回活用させていただく予定でご

ざいますが、経営面につきましては、長井商工

会議所などと連携して経営指導なども対応は可

能かなというふうに考えております。 

 また、資源としての有効活用につきましては、
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ただいま進めております地域連携ＤＭＯ、こち

らのほうの組織で行います滞在体験型の交流事

業、こちらの事業の中にどのように組み入れら

れるかなんですが、想定はしていけるものとい

うふうに思っております。 

○五十嵐智洋委員長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○五十嵐智洋委員長 ほかに質疑もないので、質

疑を終結いたします。 

 

 

 議案第９６号 平成３０年度長井市 

 公共下水道事業特別会計補正予算第 

 ３号についての質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 次に、議案第96号 平成30

年度長井市公共下水道事業特別会計補正予算第

３号の１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○五十嵐智洋委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第９７号 平成３０年度長井市 

 農業集落排水事業特別会計補正予算 

 第２号についての質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 次に、議案第97号 平成30

年度長井市農業集落排水事業特別会計補正予算

第２号の１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○五十嵐智洋委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第９８号 平成３０年度長井市 

 介護保険特別会計補正予算第３号に 

 ついての質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 次に、議案第98号 平成30

年度長井市介護保険特別会計補正予算第３号の

１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○五十嵐智洋委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 

 

 議案第９９号 平成３０年度長井市 

 浄化槽事業特別会計補正予算第２号 

 についての質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 次に、議案第99号 平成30

年度長井市浄化槽事業特別会計補正予算第２号

の１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○五十嵐智洋委員長 質疑もないので、質疑を終

結いたします。 

 以上で各会計補正予算案に対する質疑は全部

終了いたしました。 

 

 

 平成３０年度長井市各会計補正予算 

 案の表決 

 

 

○五十嵐智洋委員長 これから各会計補正予算案

に対する討論、表決でありますが、ご意見のあ

る方は本会議にてご発言いただくこととし、こ

の際、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

 まず、議案第95号 平成30年度長井市一般会

計補正予算第４号の１件について採決いたしま

す。 
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 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○五十嵐智洋委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第96号 平成30年度長井市公共下

水道事業特別会計補正予算第３号の１件につい

て採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○五十嵐智洋委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第97号 平成30年度長井市農業集

落排水事業特別会計補正予算第２号の１件につ

いて採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○五十嵐智洋委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第98号 平成30年度長井市介護保

険特別会計補正予算第３号の１件について採決

いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○五十嵐智洋委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 次に、議案第99号 平成30年度長井市浄化槽

事業特別会計補正予算第２号の１件について採

決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○五十嵐智洋委員長 起立全員であります。よっ

て、本案は、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上で本予算特別委員会に付託になりました

案件の審査は全部終了いたしました。 

 最後に、お諮りいたします。本委員会におい

て議決されました議案の中で、条項、字句、数

字、その他整理を要するものについては、会議

規則第102条の規定により、その整理を委員長

に一任願いたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○五十嵐智洋委員長 ご異議なしと認めます。よ

って、整理を要するものについては、その整理

を委員長に一任することに決定いたしました。 

 また、来る12日の本会議における本委員会審

査報告の文案につきましても、私に一任くださ

るようお願いいたします。 

 

 

   閉     会 

 

 

○五十嵐智洋委員長 予算特別委員会はこれをも

って閉会とします。ご協力ありがとうございま

した。 

 

 

    午後 １時２４分 閉会 
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    委 員 長 五十嵐 智 洋 


