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午前１１時２０分開会 

○委員長（浅田  徹） おはようございます。 

 井垣市議には心からご冥福をお祈りをしたいと

思います。 

 議会１日につきまして、ご承知のとおり、日程追

加によりまして第１５０号議案の上程についてと

いうことで審議をすることになりました。早速です

けども、時間の制限もございますので、これから早

速、協議事項の審査に入っていきたいと思います。 

 なお、座って進めます。 

 なお、本日のこの委員会につきましては、説明補

助員として、出石振興局地域振興課の大岸主幹の出

席について申し出がありまして、許可いたしており

ますので、ご了承をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 本日の委員会につきましては、本会議を休憩して

の開催でございます。委員の皆さん、当局の皆さん、

質疑、答弁に当たりましては、くれぐれも要点を押

さえて簡潔明瞭に行うなど、スムーズな議事の進行

に格別のご協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 なお、本会議の再開の予定時間は、ご承知のとお

り１１時４５分となっております。おおむね１０分

前には委員会を閉会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。 

 それでは、早速、第１５０号議案、豊岡市立出石

温泉館乙女の湯の設置及び管理に関する条例を廃

止する条例制定についてを議題としたいと思いま

す。 

 当局の説明を求めます。お願いします。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） それでは、

議案２８０ページをごらんください。第１５０号議

案、豊岡市立出石温泉館乙女の湯の設置及び管理に

関する条例を廃止する条例制定につきましては、先

ほど本会議におきまして振興局長がご説明を申し

上げたとおりでございます。よろしくご審議を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。以上でござ

います。 

○委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 市長総括説明の３０ページの中段ぐらいに、今回

のこの議案提出についてのある程度の流れが書い

てございます。 

 それでは、質問に入りたいと思います。何か質問

はございませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ちょっと１点だけ確認させて

ください。 

 この出石の温泉館乙女の湯は、前がそれまで地元

の組合、田渕温泉管理組合様が運営をされてたとい

うことで理解をしておりますが、その組合がこの温

泉館を手放すときの市との協議であったり、それか

ら組合が保有してたいろんな備品だとか、そういう

財産の処分だとか、そういったところについての現

状ですね。そのあたりの進捗状況もあわせて、組合

と協議された内容について詳しくというか、お知ら

せいただきたいなと。今後は、その温泉館を譲渡す

るに当たっては、新しい、どういうんですか、事業

者との協議も出てこようかと思いますので、そのあ

たりに支障が出ないかどうかっていうことでちょ

っと危惧しておりますので、その点についてお知ら

せをいただきたいというふうに思います。 

○委員長（浅田  徹） 阪本課長。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） 組合とし

まして、振興局との協議は現在進めておりまして、

組合の申し出としましては、やはりその備品等が実

際にはあるというふうなことをおっしゃっており

ます。それで、中身を見てみますと、例えばシャン

プーであったりとか消耗品になるかもわかりませ

んけども、そういったもの、あとは農産物を販売さ

れておりまして、そういった農産物を置く台とかい

ったものがあります。そのほかにも多々、備品的な

ものがあります。それで今後は民間のほうに移るわ

けですけども、その中でどういったものが、例えば

再利用といいますか、していただけるかということ

の協議はしなくてはいけないというふうには考え

ております。現在その答えといいますか、まだ具体

的なところを話しするまでには至ってないという

ふうなところでございます。したがいまして、組合
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から申し出のあった内容につきましては、一度、事

業者が決まりましたら、そのことをお伝えさせてい

ただいて、事業者のほうで判断をしていただくよう

なこととして考えております。以上でございます。 

○委員長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今、進捗状況をお聞きしたん

ですけども、この条例廃止によって、市のほうが組

合と民間事業者との間に入って、いろいろと調整も

出てこようかと思うんですけども、そういう連携を

とるための市のほうの窓口は残されるという理解

でよろしいでしょうか。 

○委員長（浅田  徹） 阪本課長。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） やはり組

合とそれから振興局もそうですし、新たに入ってこ

られる事業者の方との調整というのは必ず必要だ

と思います。したがいまして、出石振興局で窓口に

なりまして、その点につきましては進めていきたい

と考えております。以上でございます。 

○委員長（浅田  徹） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今、お聞きしましたので少し

安心しましたけれども、組合と新しく参入される事

業者とがスムーズに事務の手続、引き継ぎができて、

新しい施設が運営されるように、これはぜひ市も関

与して、しっかりと引き継ぎができるように見届け

ていただきたいなというふうに思いますので、これ

はお願いします。 

○委員長（浅田  徹） ほかにございませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） １点だけ確認をさせてくださ

い。廃止の選択もしゃあないと思ってたんですが、

附則にある公布の日から施行するっていうの、公布

の日ってどういう意味ですか。 

○委員長（浅田  徹） 阪本課長。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） 本日、議

決をいただけたらということでございますので、本

日いただけたら本日からというふうなことでござ

います。よろしくお願いいたします。 

○委員（村岡 峰男） いいです。 

○委員（松井 正志） いいですか。 

○委員長（浅田  徹） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 質問でも意見でもないんです

けど、発言だけにとどめておいていただきたいんで

すけども、今回、設置及び管理に関する条例の廃止

ということですので、設管条例っていうのは目的が

あって、例えば地域の産業を何とかしようとか、地

域の何かまちづくりをしようというような目的が

あると思います。本来、条例を廃止しようと思った

ら、その目的が達成されているかどうか、そういう

ことを本当は議論して、せんならんと思います。と

ころが、今回の場合はもう既に次の譲渡の話がある

から、とりあえず先に条例を廃止をして、その後、

次のステップ等に進むというようなやり方でやっ

てるんで、本来は一緒に議論せんとなかなかこの話

はできないなと思いつつ、既にこういうふうな流れ

できてしまっとるんでやむを得ないと思いますけ

れども、今後は何かそういうことも考えていただい

たほうがいいなという意見だけちょっと申し上げ

ておきます。 

○委員長（浅田  徹） 今のは意見ということで。 

 ほかにございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） お諮りいたします。第１５

０号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定し

てご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５０号議案につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、委員長報告につきましては、正副委員長に

ご一任を願いたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） ご異議ございませんので、

正副委員長に一任願います。 

 その他、委員の皆さんから何か、特にご発言はご

ざいませんか。 
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 松井委員。 

○委員（松井 正志） これに関連して、次に譲渡先

との議案が出てくると思うんですけども、そのとき

の審議のやり方で、これまで相手先について情報提

供を求めても、個人情報が何とかということで否定

的に説明があるんですけども、我々が議論するため

には、相手がどんな相手で信頼に足るのかどうか、

要するに議会が議決するのに十分なのかというこ

とがわからないと議決できないと思いますので、そ

れについては、例えば委員会を秘密会にするとか、

情報を一旦出してもらってすぐ回収してもらうと

か、いろんな方法を考えていただいて、我々がきち

んと審議できるような情報提供をお願いをしてお

きたいと思います。 

○委員長（浅田  徹） これは、意見、要望。 

○委員（松井 正志） だから、そういうふうにして

もらえたら。何かある。 

○委員長（浅田  徹） じゃあ、ちょっと、ありま

したら、榮木局長のほうから、情報提供についてと

いうことで。 

○出石振興局長（榮木 雅一） ご意見承りました。

できる限り可能な範囲というものもあるかと思い

ますけれども、それに沿うように努めてまいりたい

と思います。 

○委員（椿野 仁司） いいですか。 

○委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 今の議案に対してはもう終わ

ったので、意見というんか、今後どうなるのかなと

いうとこら辺で、今、松井委員もおっしゃったんだ

けど、これが出石の乙女の湯が一応こういう状況に

なって、今後、所管というんか、この次の業者が入

ってやる場合には、どこがこれを担当するんかなっ

ていうとこら辺。泉源については確か大交流課だっ

たかな、が担当してるということなので、これは、

じゃあ、今後どこがどういうふうにして対応してい

くのか、担当していくのかなっていうとこら辺が、

お考えがあれば教えてほしいし、まだ検討中なら検

討中だって言ってほしいというふうに思います。 

 それから、と同時に、これ市道が図面の中で書い

てあるんだけども、以前お聞きしたときには、この

市道の駐車場も含めたところについては、ほとんど

乙女の湯に来られた方が利用されてるというふう

に私は聞きました、それが間違いなければ。この市

道の取り扱いについて、駐車場の取り扱いについて、

この辺の市道のラインも引っ張ってあって、駐車場

の取り扱いについては、これどういうふうに考えて

いくのかな、そこら辺が。今回の議案とちょっと関

係ないんで、ちょっとその辺を教えてほしい。 

○委員長（浅田  徹） 阪本課長。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） まず１点

目のお話ですけども、やはり民間のほうに施設を譲

渡するということになりますけども、今後やはり民

間の業者の方と振興局と密接なつながりがどうし

てもあるんだろうなというふうに考えております。

したがいまして、出石振興局が窓口になって地元の

方との調整役だとか、そういったことを担っていく

必要があるかなというふうに考えております。それ

が１点目でございます。 

 ２点目につきましては、駐車場の問題でございま

すけども、駐車場につきましては、現在その白線を

全て消去いたしまして、市道としての性格というふ

うな形で本来の形に戻して、その業者のほうにはそ

こは市道ですよというふうな形で説明もさせてい

ただいております。そういったことで、ご確認をお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（椿野 仁司） きょうは確認だけだからいい

です。 

○委員長（浅田  徹） では、よろしいでしょうか。 

 以上をもちまして、建設経済委員会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

午前１１時３４分閉会 

──────────────────── 


