
1 / 8 

 

 
 

 
 

 

 

 
例会開始前の握手会

ロータリーソング斉唱 奉仕の理想 

 

 

四つのテスト唱和     小林忠司 会員 

 

例会プログラム 

司会 間室照雄 SAA  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 小林忠司会員 

会長挨拶 井上脩士会長 

幹事報告 大澤二三夫幹事 

お客様紹介 井上脩士会長 

本日のお客様   鴻巣市長 原口和久様 

委員会報告 

ふるさとの杜実行委員会 間室照雄委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング実行委員会  加藤文男総務委員長 

外来卓話      鴻巣市長 原口和久様 

出席報告 仁見惠美子委員 

スマイル報告 高野 剛会員 

点鐘 

 

わ 

 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

『基
もと

』を学
まな

び『未
み

』を充
み

たそう 

 

 

第 900 回例会 2011 年 2 月 9 日 

日 



2 / 8 

 

 
 

会長挨拶            井上脩士 会長 

今朝の上谷公園

は、今朝からの雨と

みぞれでいくぶん潤

いをえていました。 

2/6（日）浦和の医

師会館で「かかりつ

け医認知症対応力

向上研修会」に参加

しました。認知症とは、物忘れ（記銘力障害）に

より日常生活や社会生活に支障をきたす状態

をいう。“年のせいである”と思っている人が多

い。物忘れを忘れるので医師に相談しない。家

族の人が相談することが重要です。 

幹事報告         

大澤二三夫 幹事 

① 鴻巣ライオンズ

クラブさんからアイ

バンクチャリティー

ゴルフ大会の御案

内が来ています。

参加される方は幹

事までお願い致します。 

② 「県優良小売店」に間室会員さんの会社

「サニベルグリーンハウス」が認定されました。

おめでとうございます。 

委員会報告  

ふるさとの杜実行委員会  間室照雄 委員長 

2月 16日準備作業について 

2月 16日（水）例

会後、上谷運動公

園内で植樹地内で

準備作業を行いま

す。当日の例会は

作業例会とし参加

できるかたは、作業

着でおいで下さい。

今年は乗用の芝刈り機で草が刈れるように、小

石拾いなどと植え穴掘りを行います。誰でもで

きる軽作業ですので、大勢の参加をお願いしま

す。 

卓話          鴻巣市長 原口和久 様 

鴻巣市は、

平成 17年 10月

1 日に吹上町、

川里町と合併し

てから、6 年目

を迎えています。

合併後のまち

づくりも第 2 段

階に入ろうとし

ている今、私の 3期目にあたってのマニフェスト

の概要とともに、これまでのまちづくりの成果と

今後の抱負についてお話させていただきます。 

本題に入る前に、鴻巣市が誇る 7 つの日本

一を紹介させていただきます。本市は「ひな人

形と花のまち」として全国的にＰＲしていますが、

他に誇ることのできる日本一が 7 つもあります。

それは、「ピラミッドひな壇の高さ」、「ポピーの

栽培面積」、「サルビア、プリムラ、マリーゴール

ドの各出荷量」、「荒川の川幅」、「水管橋の長さ」

です。皆さんにもこれを機会に知っていただき、

色々な機会を通じて市の内外に広くＰＲしてい

ただきたいと思います。 
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さて、私は、合併以降、各地域の一体性の確

立と均衡ある発展に向け全力を注いできました。

そのためには、当然、財政的な問題が生じてき

ますが、私は、合併した市町村だけが国から特

別に認められている「合併特例債」という制度を

最大限に活用し、財政面でも非常に有利にま

ちづくりを進めてきました。「合併特例債」とは、

この制度を活用して起債した借入金のうち、元

利償還金の 7 割を国が地方交付税として措置

してくれるもので、市は借入金のうち、3 割の負

担で事業を実施することができます。合併特例

債の期限は、合併した翌年度から 10 年度間と

定められていることから、最終年度である平成

27 年度までには、合併後のまちづくりに目処を

つけたいと考えています。 

 

近年、本格的な少子高齢化社会の到来に伴

い、全国的に人口が減少しつつありますが、本

市においては、年々人口が増えてきており、こ

れは、これまで私が取り組んできた市内 3 駅の

駅前整備等の基盤整備や、独自の子育て支援

策等による福祉水準の高さが評価された証であ

ると考えています。今後も、子育て支援施策や、

高齢者・障がい者施策等に重点的に取り組み、

他の地域の皆さんが、鴻巣に住みたくなるよう

なまちづくりを推進していきます。 

本市の財政状況について申し上げますと、こ

れまで、合併によるスケールメリット等を生かし、

事務事業の見直しや組織のスリム化、人件費の

削減などに取り組むとともに、行政評価の手法

を活用した行政運営を推進しながら、健全な財

政運営に努めてきました。 

合併した平成 17年度と平成 21年度との決算

状況を比較しますと、人件費や物件費など、合

併によるスケールメリットを生かしやすい項目に

おいては支出額が減少しており、取り組みの成

果が着実に表れている一方で、現在の厳しい

社会情勢を受け、主に福祉分野で必要となる

扶助費の支出が大きく増えています。 

人件費につきましては、合併時には約 73.3

億円であった人件費が、平成 22年度の見込み

では約 66 億円にまで減少しており、合併後 5

年間累計で約 26.7 億円もの縮減効果がありま

した。 

地方債の借入状況につきましては、合併特

例債を積極的に活用しているため、借入額の

残高は増加傾向にありますが、国の交付税措

置により、実質的な借入額は減少しています。

借入残高だけを見ると、市の借金が多いのでは

ないか、というご心配もあるかと思いますが、本

市の財政状況は安定していますのでご安心く

ださい。 

また、財源不足が生じた際に、すぐにおろし

て使うことのできる貯金のようなものである財政

調整基金の残高も順調に増えており、平成 22

年度は約 25.1 億円、その他積立金残高と合わ

せると、約 41億円となる見込みです。 

さらに、国に公表を義務付けられている財政

健全化判断基準についても、国が定める基準

を大幅に下回っており、全国平均と比較しても、

非常に良い水準となっています。 

ここで、合併の効果を最大限に生かして取り

組んできた代表的な事業である、市内 3駅の駅

前整備事業の概要について、お話させていた

だきます。 

まず、鴻巣駅東口の駅前整備ですが、平成

19年 10月に駅前広場とショッピングモール「エ

ルミこうのす」がオープンしました。その後、隣接

する再開発ビル「エルミこうのすアネックス」もオ

ープンし、現在は、昨年 7 月に移転した鴻巣中

央図書館をはじめ、フィットネスクラブ、映画館、
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レストランが営業しています。また、隣のエルミ

パークでは、数々の花や木が四季を彩り、市民

の皆さんの憩いの場となっています。 

 

次に、北鴻巣駅西口の駅前整備です。北鴻

巣駅は、昭和 59年 11月に開業して以来、駅西

口が未開設でしたが、地元の土地区画整理組

合と連携し、平成 20年 12月にようやく東西を結

ぶ自由通路がオープンしました。駅前広場や関

連道路も、平成 21年 4月より供用開始となった

ことで、高崎線西側地域における北鴻巣駅の

利便性が飛躍的に向上しました。駅前広場に

隣接する「すみれ野中央公園」では、地元のＮ

ＰＯ法人の皆さんに花壇の植栽管理等を行っ

ていただいており、地域の皆さんの参加による

まちづくりが実践されています。 

次に、吹上駅北口の駅前整備です。平成 21

年 4月より駅前広場が供用開始となりましたが、

広場内には、市内の心身障がい者作業所の皆

さんの協力のもと、地域の伝統芸能である「獅

子舞」を表現した「モザイク平板」が設置されて

いるので、吹上駅をご利用の際はぜひご覧くだ

さい。 

私は、昨年の市長選の際に、「花を活かした

まち」、「緑を守るまち」、「人にやさしいまち」と

いう 3 つの基本理念を掲げましたが、この理念

には、貴重な地域資源である「花」や「緑」をま

ちづくりに活用し、まちの魅力や個性を高めると

ともに、このまちで暮らす「人々」の誰もが、快適

に、夢と生きがいを持って暮らしていけるような

まちにしたい、という私の願いを込めています。 

合併協議におきましては、「すべての人が文

化に親しみ、安全・安心、そして快適な暮らしを

守るまちづくり」、「花を生かした個性的で魅力

的なまちづくり」、「河川や田園など豊かで美し

い緑を守るまちづくり」という 3 つの基本理念を

定め、その基本理念に基づき、新市の将来都

市像を「花かおり 緑あふれ 人輝くまち こうの

す」と定めました。 

このような基本理念や将来都市像を実現する

ためには、これまで重点的に取り組んできたよう

な都市基盤整備などのハード面の政策と、子育

て支援や高齢者、障がい者などへ配慮したソフ

ト面の政策を総合的に進めていく必要があると

考えています。これらの相乗効果により、鴻巣

に暮らし、鴻巣で活動している皆さんが、夢と生

きがいを持つことができるようになり、このまちに、

さらに活力が湧いてくるものと確信しています。

今後も、都市基盤整備のみならず、福祉分野な

どのソフト事業についても、着実に推進していき

ます。 

さて、ここから

は、今後取り組

んでいく各種事

業について、主

だったものをご

説明させていた

だきます。 

まず、子宮頸がん予防ワクチン接種費用の

助成事業です。昨年 10月より、中学 1年生から

高校 1 年生までの女子を対象に、接種費用の

全額を助成しています。また、ヒブワクチンなら

びに小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用の

助成事業につきましても、今月より、生後 2か月

から 5歳未満のお子さんを対象に、接種費用の

全額を国と市で助成することとしました。鴻巣の

未来を担う子どもたちのためにも、少しでも親の

金銭的負担を軽くし、積極的に予防接種を受け

てもらいたいと考えております。 

次に、15歳までのこども医療費の窓口払いの

廃止です。本市では、合併後の平成 18年 4月

から、15歳（中学卒業）までのこども医療費の無

料化を全国的にも先駆けて実施していますが、

子育て世代の皆さんの負担を少しでも軽減する
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ため、本年 1 月診療分から、15 歳までのこども

医療費等について、市内の医療機関で受診し

た際の窓口払いを廃止しました。 

次に、0歳から15歳までの一貫した教育支援

です。これは、保育所、幼稚園、小学校、中学

校の緊密な連携のもとに、0 歳から中学校を卒

業する 15 歳までの一貫した教育を支援すると

いうものです。この事業の中核をなすのが、平

成 22年 4月に川里ふるさと館内に新設した「教

育支援センター」であり、福祉部と教育部の横

の連携の拠点となっています。また、隣接した

「川里保健センター」において、小学校入学に

備えた 5 歳児健康診査を新たに実施する予定

であり、この一貫教育支援の一翼を担うものと

考えています。 

次に、肺炎球菌

ワクチン予防接種

費用の助成事業で

す。この事業は、昨

年 6月より、70歳以

上の方等を対象に

開始しました。また、

障がい者の皆さん

の一般就労の機会

の拡大を図るとともに、身近な地域において安

心して働き続けられるよう、就労と生活面を継続

的に支援することを目的に、昨年 6 月、障がい

者就労支援センターを市役所内に設置しまし

た。このように、高齢者や障がい者の皆さんにと

ってやさしい取り組みについても、積極的に推

進しています。 

次に、こうのす花まつり開催事業です。これま

で花に関するイベントを個々に開催していたの

を、昨年 5 月は「こうのす花まつり」として、せせ

らぎ公園のメイン会場をはじめ、ポピーハッピー

スクエア、花久の里バラまつり、オープンガーデ

ンなど、複数のイベントを一体的に開催したとこ

ろ、大変好評をいただきました。本年も 5 月 14

日から 22 日までの開催を予定しておりますが、

「花のまちこうのす」のさらなるＰＲと、地場産業

など地域経済の活性化を図っていきます。 

次に、コミュニティバス「フラワー号」の充実で

す。「フラワー号」については、従来からの鴻

巣・川里循環コースに加え、合併後の平成 20

年 1月からは、馬室、田間宮、吹上の 3コース、

平成 21年 4月からは、笠原、常光の 2コースを

増設し、市内全域におけるコミュニティバスの運

行が実現しました。さらに、本年４月からは、常

光コースの一部の便のコースを変更する形で、

旧中山道の人形町地区への運行も開始する予

定です。 

次に、自治基本条例の制定です。自治基本

条例とは、市民の皆さんと行政との協働による

まちづくりに必要な考え方や仕組みなどの基本

的なルールを定めるもので、市の条例の中の頂

点に位置付けられることから、「自治体の憲法」

とも言われています。3月には、市民の皆さんで

構成される自治基本条例検討委員会の皆さん

に、市民ワークショップを開催していただく予定

です。この条例の制定により、私がこれまで取り

組んできた市民協働のまちづくりをさらに推進し

ていきます。 

次に、上谷総合公園の整備事業です。現在、

廃園となった市民プールの解体工事を実施し

ていますが、その跡地には、親水公園など親子

で憩える施設や、スケートボードやバスケットの

スリーオンスリーなど子どもから若者、高齢者ま

で楽しめる施設を新設したいと考えています。 

次に、ふるさと総合緑道の整備事業です。こ

の事業は、市内の公園緑地施設をはじめ、主

要な公共施設や歴史文化施設、郷土景観地区

などをネットワークで結ぶ緑道整備を行うもので

す。これにより、快適な住環境の形成はもとより、

ふるさと意識の醸成、残された自然や郷土景観

の保全とふれあい、身近な健康づくり、来訪者

に対する地域の魅力や個性のアピールなどに

寄与するものと期待しています。 
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次に、小中学校の校舎及び体育館の耐震化

事業です。安心・安全な教育環境を確保するた

めにも、小中学校施設の耐震化が急務となって

おり、市では、平成 25年度までに、市内小中学

校校舎及び体育館全ての耐震化を完了させる

予定です。また、現在、吹上中学校では、校舎

の老朽化に伴う新校舎の建設工事を行ってお

り、平成 23年の 2学期からの供用開始をめざし

ています。 

次に、（仮称）歴史民俗資料館の整備事業で

す。本市には、江戸時代から続く長い歴史を誇

る人形文化をはじめ、伝統的な文化が数多く存

在します。現在、鴻巣市観光協会事務局がお

かれている人形町の施設を、今後、伝統的な鴻

巣の文化や特産品などの地域資源の情報を発

信する総合的な情報交流拠点として整備を行

い、中心市街地の活性化と商工業及び観光の

振興を図っていきます。 

次に、三谷橋大間線の整備事業です。この

事業は、高崎線東側地域と西側地域との交通

アクセスの向上をはかるため、中山道の鴻神社

付近から荒川左岸通線までを接続する幹線道

路を新設するもので、平成 25 年春の完成を目

指しています。また、この事業と併せて、中山道

から国道 17号までの整備にも着手します。 

次に、市道Ａ－1004 号線の整備及び渋井橋

改築事業です。国道 17号箕田交差点から渋井

橋までの鴻巣地域と川里地域を結ぶ幹線道路

である市道Ａ－1004号線のフラワー通り交差点

から渋井橋付近までの区間における拡張工事

及び渋井橋の改築を実施することで、交差点付

近の渋滞を緩和し、交通の安全性・利便性の向

上を目指します。 

次に、生涯学習の推進です。今後、鴻巣市

をさらに活力あるまちとしていくためには、この

まちを支えている皆さんが、夢と生きがいを持っ

て暮らせるまちづくりが必要です。現在、吹上

支所周辺地域における総合的教育施設の建設

に向けた準備を進めていますが、市民の皆さん

の学習ニーズに応えるため、吹上地域の高崎

線北側や川里地域にも生涯学習施設の整備を

検討しています。また、「吹上パークゴルフ場」

ならびに「かわさとグラウンドゴルフ場」について

も拡張整備を実施しています。 

 

最後に、今後の課題についてお話させてい

ただきます。今後、鴻巣市のさらなる発展をめざ

す上での課題点もいくつか存在します。それは、

「市民協働における自治会・地域との関わりの

強化」、「少子高齢化への対応」、「地域バラン

スを考慮した合併特例債の活用」、「公共施設

の有効利用及び整理統合」、「フラワー号の利

用促進」の 5 点です。今後も、時代の流れや市

民ニーズの変化に柔軟に対応できるような体制

づくりに努め、市民の皆さんに、「鴻巣に住んで

良かった」、「ずっと鴻巣に住み続けたい」と言

っていただけるようなまちづくりを推進していき

ます。合併後のまちづくりには、最低でも 10 年

は必要です。合併後のまちづくりも後半に突入

しましたが、このたびの合併は成功だったと誰も

が確信できるよう、今後も市の将来都市像「花

かおり 緑あふれ 人輝くまち こうのす」の実現

に向けて全力を尽くしていきます。皆さんには、

引き続き、温かいお力添えを賜りますようお願

い申し上げまして、私からのお話を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 
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ふれあい鴻巣ウォーキング実行委員会 

加藤文男 総務委員長 

 

第 18回よりポスター、

チラシの管理はレク協

になります。 

(担当 佐藤弘子様) 

 

出席報告      仁見惠美子 出席委員 

 

 本日 修正 

 2 月 9 日 2 月 2 日 1 月 30 日 

 900 回 899 回 898 回 

 通常例会 通常例会 

ポリオ撲滅 

チャリティーコンサート  

移動例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 17 19 33 

欠 席 数 16 14  

例会出席率 51.51% 57.57% 100% 

Ｍ Ｕ 数 4 1  

合計出席数 21 20 33 

出 席 率 63.64％ 60.60％ 100％ 

 

スマイル報告          高野 剛 会員 

 

 

個人スマイル  

宮城 仁会員・・・本日は魚孝鮮魚センターの寿司をご利用

頂き誠にありがとうございます。 

加藤 勉会員・・・早退します。 

間室照雄会員・・・知事公館にて表彰状を頂きました。お祝

いありがとうございます。 

スマイル 1  原口市長 本日卓話宜しくお願いいたします。 

高野剛会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・

寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男

会員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・大澤

二三夫会員・長谷川信子会員・仁見惠美子会員・宮坂良介

会員 

スマイル2  間室会員「サニベルグリーンハウス」県優良小売

店認定 おめでとうございます 

小畑正勝会員・加藤勉会員・間室照雄会員・井上脩士会

員・長谷川信子会員 

スマイル3  紀陸先生、本日91歳の誕生日おめでとうござい

ます 

高野剛会員・小畑正勝会員・山口光男会員・松本安永会

員・長谷川信子会員・小林玲子会員 

 

前回までの合計 436,625 円

本 日 の 合 計 26,000 円

次回繰越金合計 462,625 円
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今後の活動予定 

2月 16日 

(水) 

第 901回通常例会 外来卓話 

吉田豊治パストガバナー 

2月 23日 

(水) 

第 902回夜間移動例会  

4 クラブ合同 鴻巣・北本・吹上・

鴻巣水曜ＲＣ 

大島あつし議員卓話 

3月 2日 

（水） 

第 903回通常例会 

会員誕生・奥様誕生・結婚記念祝

い 

3月 9日 

（水） 

第 904回通常例会 外来卓話 

鴻巣警察署 生活安全課 

課長 府内昭博様 

3月 16日 

（水） 

振替休会 

植樹例会との振替 

3月 19日 

（土） 

第 905回移動例会 午前 

植樹 上谷総合公園  

3月 23日 

（水） 

第 906回移動例会  献血 

10：00～12：00 13：00～16：00 

3月 30日 

（水） 

振替休会 

ふれあいウォーキングとの振替 

4月 6日 

（水） 

第 907回移動例会 

第 5Ｇ親睦ゴルフ  鴻巣 C.C. 

4月 13日 

（水） 

第 908回通常例会 

会員誕生・奥様誕生・結婚記念祝

い 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  石井英男     副委員長  小林玲子 

委  員 井田喜代志 柿沼洋一 長壁宏明 松本安永 


