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【３月・特別月間】水と衛生月間
例会報告 №25 （通算 第 2778 回）2019 年（平成 31 年）3 月 12 日（火）号

次例会（３月 19 日）
◎休会（祝日週「春分の日(３月２１日)」による）

次々例会（３月 26 日）
◎ゲスト卓話 例会場
PM 0:15
長井青年会議所 理事長 小関幸一氏

前回例会の報告
（ロータリーソング斉唱） ・それでこそロータリー

（ゲスト紹介）
長井市長 内谷重治 氏

会長 遠藤伴明
会長の時間（挨拶）
挨拶
こんにちは、先週９日に酒田で会員増強・職業奉仕・
）報告）挨拶）
社会奉仕の合同セミナーがあり大山エレクト・土屋副
幹事と私とで参加してきました。３人がそれぞれにセ
ミナーを受けたので全体の内容はこの場でお伝えでき
ませんが、最後の各セミナーの結果発表の中でロータ

リーを表す事としてなるほどと
思った事がありましたので話さ
せてもらいます。それはロータ
リーの活動とは汚れた町のゴミ
を拾う事ではなく、街を汚さな
い人を育てるのがロータリーの
活動であるというものでした。
至極当然のことですが改めて言
われるとハッとする感じでした。街のゴミを拾う活動
は確かに美しく見えますが我々はその一歩手前のこと
を考えて活動しなければならないという事です。どう
か皆さんもこの考えを心にとめておいて頂きたいと思
います。
さて話は変わりますが、私事ですが先日金沢とその
先の和倉温泉に行ってきました。行かれたという方も
多いと思いますが、私は行ったことがなく一度行って
みたいと思っていて、東京所用の帰りに家内と行って
きました。驚いたのは和倉温泉駅に着くと、そこは長
井駅よりは新しいですが少し大きい程度の駅ですが、
そこに多くの温泉への宿泊客で溢れていたことです。
大きな旅館は十数件しかなく情緒ある温泉街もない温
泉地でしたが、さすがプロが選ぶ日本のホテル・旅館
１００選で何年も総合１位を取るだけの事はあり、そ
の大半が加賀屋ホテルに泊まるお客さんたちでした。
思うに和倉温泉と言うのは温泉が見つかった時よりそ
の資源を大切にし、守り続け近年においては日本一の
旅館になろうという意気込みのある旅館が出てきたた
めに今の発展があるのだと感じてきました。次の日は
金沢に戻り市内を観光してきましたが、観光地と言わ
れるところはどこも人でいっぱいで、さすが北陸を代
表する観光地でした。金沢は金箔が有名でコーヒーや
ソフトクリームにも金箔が入っているのですが、たこ

焼きが金箔に包まれて出てきたときはさすがにやり過
ぎだろうという感じでした。振り返って思うと２１世
紀美術館など新しいものもありますが、どこもそうな
のでしょうが、ほとんどが古くからある街並みや市場
などが名所になっています規模の違いはあれ長井にも
古くから残されてきているものが沢山あると思います。
それらがこれからの長井の名所になれば良いなと思い
ます。
幹事報告

お祝い・表彰

おめでとうございます。

○ご本人誕生日（３月）
手塚典雄会員

（例会光景）

幹事 那須 修

○第 15 回理事会報告
・４月プログラムについて--承認
・次年度米山奨学生の世話クラブに
ついて--応募しないとした。
・事務局賃貸料変更（１万円増額）-承認

委員会報告
ニコニコ BOX

尾形和夫会員

○プログラム委員会（大道寺信委員長）

4 月プログラムについて
４月２日（火）
ＰＭ０：１５

タス
例会場

新入会員卓話
梅津 喜博会員

４月９日（火）

タス

ゲスト卓話

例会場

（理事会１１；３０）

飯豊町長
後藤 幸平 氏

４月１６日（火） タス
ＰＭ０：１５
例会場

会員卓話 井上 晴雄会員
「化粧坂観音について」

4 月 23 日（火） タス

（夜例会）
長井中央ＲＣ合同観桜会

ＰＭ０：１５

ＰＭ６：００

アイリス

○地元で撮影ドラマ放送紹介
伊藤克也副会長
２月中旬にフラワー長井線沿線で撮影
された「西村京太郎トラベルミステリー」
が放送されます。主演の高橋英樹さんは品川ＲＣの会員
ですが、撮影中話をする機会がありました。
今回は夢のコラボが実現し、高橋英樹さんと沢口靖子さ
んの初共演も見どころです。ぜひご覧ください。
・日時：３月１７日(日) 21:00(テレビ朝日系列)

・遠藤伴明会長
内谷市長を歓迎して。
お忙しい中有難うございます。
・小笠原信吾会員
内谷市長を歓迎いたしまして
・渡部堅一会員
内谷市長を歓迎して
・浅野敏明会員
内谷市長を歓迎して。コンパクトな町づくり
を実現のためご尽力ください。
・齋藤喜内会員
内谷市長を歓迎して。
・横澤寿彦会員
内谷市長を歓迎して。
・伊藤克也会員
長井市長を歓迎して。
・那須修幹事
内谷市長を歓迎して。

BOX ありがとうございました。
本日金額；

９,000 円

累計金額； 1９8,500 円

（注）
「おらんだラジオ出演模様＝ 村川監督、高橋英樹さん、

（達成率 2８．４％）

高田純次さん」（会報２３号掲載・黒澤社長提供資料）

出席報告

委員長

中島

浩

・本日の会員数２６名、全出席数２１名で出席率は
８０．７７％です。
・前々回（２月２６日分）の出席率は８８．４６％に
確定します。

ゲスト卓話

長井市長 内谷 重治 氏

１．市役所移転および駅前地区都市再生整備計画について
２．財政について
《市役所移転》
（資料；長井市新庁舎基本設計案「概要版」より

・７月メドに着工。上限 53 億、H33 年供用。
・場所は長井駅とグンゼ寄りで、約１００m の３階建で
入口４箇所、右側が議会棟、左側が執務棟。
・議会棟の１Ｆは市民ホールと待合室、山形鉄道と旅行
センター。市民ホールは am5:30～pm10:00 までオ
ープンし、売店、６０席程椅子があり懇談飲食可。
議場の年間使用は９０日で後は開放予定。ミニコンサ
ートや講演等利用可。
（なぜ、この場所を選んだか）
・４年前の熊本地震で市町村庁舎が損壊および立入り禁止（罹災証明が出せない状況）発生を受け、総
・
務省は H29 年に今後４年間に限り 23％の支援策を打ち出し、土地選定は
H29 までとされた。
・山形鉄道は H27-28 に上下分離方式が採択され敷地は長井市所有となっていた。

《公共複合施設図書館・子育て世代活動支援センター》
市役所

グンゼ通り拡幅

労
金
通
り

・グンゼと協同薬品の協力で、図書館
と子育て施設を予定。
・併せ、グンゼが自社ビルを建設し貸
しビル業を行う。（洋服やスーパー
等候補。）
・その他に、市では人工芝の軽スポー
ツ施設（若い人からお年寄り利用）
やスポーツジム検討。
・これらをグンゼが設計建築（早くで
安い PPP 方式採用）。約 40 億で市
が５割補助事業で買い取る。
（PPP 方式）
公民が連携して公共サービスの提供を
行うスキーム。
（パブリック・プライベ
ート・パートナーシップ：公民連携）

市役所周遊

《長井病院》
・11 月頃予定。今の６F 棟は全部取り壊す。その４F50 床を現在空いている精神科棟に移し、取り
壊し後、新病院（診察・透析等）を建設する。
・建設は 25-26 億、設備１億、解体 8-10 億（アスベスト使用で高額）の総額 38-39 億事業で
あるが、長井西置賜の医療/福祉（訪問看護ステーション・在宅医療連携推進室等）の拠点機能を
有する病院のため、国交省の 50%補助交付を受けて実施。

《財政について》

タウンミーティング資料より

〇市予算―H31 は 183.4 億と史上最高額予算である。来年も増えるがこのような予算をくめる状況
にある。
（註）財政再建中は 110～１２０億、ここ数年 1４０～１５０億予算。

-公共施設整備計画-

・市の公共施設は 170 箇所。築 40
年の大規模改修未実施が 70%.
（類似市町は 2～30%)、あと 10
年で 90%に達するため、待ったな
しで手掛けることとした。
・H31―4 施設
市役所（上限 53 億）
、文化会館改
修（15 億）
｝
、学校給食調理場（18
億）
、病院（38-39 億）総務省、
国交省等の補助利用。

-財政の見通し-

〇借 入 ・一番の借金は H11 の 341 億（隠れ借金で約 400 億）が H28 で 189 億と約 50%減。
・H31 の実質的な借金は 127 億で市民 46 万円/人である。県内市で真ん中より下で周り
の町は約 120 万～150 万/人である。
・H３２は増 50 億で 240 億となるが膨大な借金ではないと考えている。
○返 済 ・借入返済ピークは H12 の 31.4 億、H28 で 6.4 億.。H33 は 8.7 億（病院含まず）で
ある。尚、適正な年返済額は約 11-12 億位である。
○人件費 ・H10 頃は、430 名で 32.6 億。今は 288 名で 22-23 億と約 10 億減である。

《事業目的》
・中心市街地を活性化させ、弱いといわれる「商業機能・飲食機能」を充実させ、周りから「遊びに来る・
食事に来る・買物に来る」長井にしなければならない。
・観光交流人口を増やすため、二市二町（長井・南陽・飯豊・白鷹）で「山形アリカディア観光局」を
設置し、インバウンドも含め、長井でお金を使ってもらう、市民とふれあってもらうとうにする。
・市民にとって魅力ある町は、教育・子育て・働く場に、併せ都市機能の充実も重要であり、皆さんと
一緒に、置賜の核となれるよう頑張っていきたい。よろしくお願いします。

