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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

小畑正勝会員 

 

夫婦ともに 3 月生まれで、毎年鴻巣水曜ロー

タリークラブの例会で皆様に誕生日を祝ってい

ただき大変うれしく感謝しております。最近特に

仕事が忙しくなりましたが、ピンピンコロリンの毎

日を送っております。今後とも宜しくお願い致し

ます。 

小林忠司会員 

 

誕生祝いありがとうございます。私も今月 15

日で 76歳になってしまします。大分体力も落ち

てきて本日もこの会場に入るまでの階段を上が

るのが大変でした。さて私もロータリー活動に

協力できずに申し訳ありません。商工会のほう

はまだ、頑張ってやっていくつもりです。78歳ま

で頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

星野光生会員 

 

昭和 42年 3月 6日生まれで満 51歳となりま

した。今まで誕生日も何事もなくすぎてきました

が、本日こうのようにお祝い頂き大変うれしく誕

生日もよいものと痛感しました。まだまだ未熟者

ですので、ご指導頂ければと思います。本日は、

ありがとうございます。 

奥様誕生祝い 

小畑絵里香様 

 

蓮江珠代様 

 

妻は 3 月 15 日で 40 歳になります。今、子ど

もの教育に熱中し私から意識が遠のいていま

す。悪いことをしないように気を引き締めており

ます。 
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乾杯 柿沼洋一会員 

 

会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。今日原

口鴻巣市長をお招きしての

例会です。原口市長にはお

忙しいなかお越しいただきあ

りがとうございます。まずもっ

て皆さまにお願いがございま

す。2 月に行われた会長・幹事会におきまして

池田ガバナー補佐より会員増強についての報

告がございました。第 5 グループでは 25 名の

増強目標に対して現状 20 名ということでした。

我がクラブにおきましては 5名の増強目標に対

して現状 3 名にととどまっております。今年度も

残すところ 4 ヶ月です。皆さまの一層のご協力

をお願いいたします。ブライダルの登録におき

ましても、現状小畑会員に推薦いただいたひと

りにとどまっています。クラブ内にも対象はいら

っしゃいますし、会員の皆さまからも是非ご推

薦をお願いいたします。さて、鴻巣市の広報か

がやきの 12月号に平成 28年度の決算報告が

掲載されていました。歳入総額が約 374 億円、

歳出総額が約 358 億円でした。歳出では土木

費が一番多いと思っていましたが、実際には民

生費、衛生費全体の 44.1%、約 160億円を支出

しているのには驚きました。考えてみれば、次

世代を担う子供たちや子育て世代に使われる

のは、ある意味当然で、将来に目を向けている

原口市政に相応しい決算報告ではなかろうか

と思いました。原口市政が 10 年後、15 年後に

花開くビジョンに感動したところです。まさかそ

のころまで市長はやってないと思いますが、ま

いた種が実を結ぶのを楽しみしているのかと思

います。市民のひとりとして応援しています。こ

れ以上話すと市長の卓話の時間が無くなって

しまいますので、これで会長挨拶を終わりたい

と思います。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 3 月 12 日（月）ふれあい

鴻巣ウォーキング総務部

会が和風レストランときで

18 時 30 分から開催され

ます。 

2. 3月 14日（水）は 3月 23

日（金）の４C合同例会の振替休会です。 

3. 3月 15日(木)ふれあい鴻巣ウォーキング全

体会議が鴻巣市福祉センターで 18 時 30

分から開催されます 

4. 3月 16日（金）上尾 RC の創立 55周年記

念式典が東武バンケットホールで開催され

ます。会長と私が出席いたします。 

5. 3月 23日(金)４C 合同例会が鴻巣市市民

活動センターで開催されます。既に昨日ご

FAXにて案内いたしました。16日（金）まで

にご都合をお知らせください。 

6. 3月 28日（水）献血例会です。12時から鴻

巣市福祉センターで行います。 

今月は例会の開催が変則的になっています。

お間違えの無いように行動をお願いいたしま

す。 

卓外来話 

鴻巣市長 原口和久 様 

１．平成 30 年度 施政方針 

 第６次鴻巣市総合振興計画

では、前計画より継承した 3

つの基本理念、 

①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 

②花を生かした個性的で魅力的なまちづくり 

③河川や田園など豊かで美しい「緑」を守り育
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てるまちづくり 

を柱として定めた本市の将来都市像「花かおり 

緑あふれ 人輝くまち こうのす」を目指し、平成

30 年度においても、計画に位置付けた各事業

を積極的に展開し、これまで以上に魅力あるま

ちづくりを進めてまいります。 

2．平成 30 年度 一般会計予算規模 

  ３６９億円 

  平成 29 年度と比較すると、額にして 17 億

5,000 万円、率にして 5.0％の増となっておりま

す。 

●一般会計歳入 市税 １４５億９，２３８万５千

円 

歳入の根幹をなす市税については、市民税

においては、回復基調にある経済状況、また、

軽自動車税においては、好調な販売状況を踏

まえ、それぞれ増収を見込む一方、固定資産

税・都市計画税においては、評価替えの影響

を踏まえて減収を見込んでいます。 

●一般会計歳出 

増額となった費目の主な内容としては、民生費

において障害福祉サービス受給者数の増加等

に伴う障害者自立支援給付事業、認定こども

園、小規模保育事業所等に対する施設型・地

域型給付費負担金の増に伴う特定教育・保育

所等支援事業、生活扶助費、住宅扶助費等の

増加に伴う生活保護扶助事業によるものです。 

3．鴻巣市の人口（平成 30 年 1 月 1 日現在） 

◎総人口           119,029 人（前年同

月比-12人） 

年少人口（0～14 歳）     13,982 人（前年同

月比－60人） 

生産年齢人口（15～64 歳）  71,974 人（前年

同月比－867人） 

老年人口（65 歳以上）    33,073 人（前年同

月比＋915人） 

（75 歳以上）    14,486 人（前年同

月比＋788人） 

（100 歳以上）     48 人（前年同

月比+-0人） 

※高齢化率 27.79％（前年比＋0.78％） 

本市の人口動態においては、平成 27 年以

降、転入者が転出者を上回る転入超過となっ

ております。自然動態では、出生数が平成 26

年以降、700 人台で推移しておりましたが、平

成 29年は 832人となり、4年振りに 800人台を

回復しました。これは、これまでの子育て支援

を始めとする幅広い施策の成果であると実感し

ています。 

しかし、人口減少は避けられない状況である

と認識しておりますので、引き続き、可能な限り

人口減少を抑制し、市民の皆さんが安心して

住み続けることのできる持続可能なまちをつくり

あげてまいります。 

 

4．平成 30 年度の主な事業 

(1)安全・安心に暮らせるまちづくり 

① 新ごみ処理施設に係る事業 

「鴻巣行田北本環境資源組合」において、環

境影響評価業務、施設整備及び運営に係る事

業者選定業務を行うとともに、新ごみ処理施設

への進入路の測量設計を行うほか、周辺環境

整備及び余熱利用施設に関する協議を進める

としており、これを支援していきます。 

② 公共交通維持事業 

コミュニティバス「フラワー号」の運行経路を

見直すとともに、新たに、高齢者や障がい者、

子育て世代の日常生活における移動支援を目

的としたデマンド交通の実証運行を行います。 

(2)いきいきと健康で充実した生活を過ごせるま

ちづくり 

① 成人歯科健診事業 
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口腔内疾病の予防やう蝕(しょく)の早期発見

など、市民の歯科口腔保健衛生の向上を目指

し、引き続き、40 歳以上の市民を対象とするほ

か、新たに、年度末年齢 20 歳の市民を対象に

歯科健診を実施し、生涯を通じた歯と口の健康

づくりを推進します。 

② こうのとり出産祝金支給事業 

子どもの出生を祝福し、健やかな成長を願う

とともに、経済的負担の軽減を目的として、子ど

もの出産に対し、第１子及び第 2 子は 2 万円、

第 3子以降は 5万円の鴻巣市商工会発行のお

買い物券を支給します。 

③ こどもの医療費支給事業 

これまで、入院、通院に係るこどもの医療費

補助を中学 3 年生まで実施し、昨年度には 18

歳年度末までの子どもを 3人以上養育している

多子世帯へ補助を拡大しておりますが、平成

30 年度は、新たに、入院に係るこどもの医療費

補助を多子世帯以外の 18 歳年度末まで拡大

し支援します。 

④ こうのとり助成金事業 

こうのとり交付金（不妊治療助成事業）ととも

に、不妊検査費助成金として、検査開始日の

妻の年齢が 43 歳未満の夫婦で不妊症の診断

のための検査費用を 1 回に限り上限 2 万 5 千

円を助成します。また、新たに、不育症検査費

助成金として、検査開始日の妻の年齢が 43 歳

未満の夫婦で、不育症のリスク因子の検査費

用を 1回に限り上限 2万 5千円を助成します。 

⑤ 総合病院誘致 

県の「第７次埼玉県地域保健医療計画」が２

月の県議会定例会に提案され、現在、審議中

です。議決後に基準病床数などが示される予

定であり、その後、病院整備計画の公募が行

われることを踏まえ、今後、医師会などの関係

機関との調整を考慮し、健康づくり部健康づく

り課に総合病院誘致担当を新設します。 

(3)子どもから大人まで、生涯にわたる学びと文

化が根付くまちづくり 

① 外国語教育推進事業 

平成 32 年度からの小学校での英語教科化

の全面実施を見据えた中で、本市の全小学校

19 校で特別な教育課程の編成を文部科学省

に申請し、教育課程の特例校の指定を受けた

ことから、外国語指導助手、いわゆるＡＬＴを増

員し、小学校の英語教育の充実を図ります。 

 

② 中学校給食センター整備事業 

施設の老朽化や学校給食衛生管理基準に

対応するため、第 2 体育館を解体したのちに、

その土地を候補地として改築する予定です。

平成 30年度は設計等を実施します。 

③ 吹上北側生涯学習施設建設事業 

吹上北側地域における地域住民の様々な

学習ニーズに応え、子どもからお年寄りまで幅

広い世代が学び、ふれあいを深める場として、

生涯学習施設・児童センターを併設した複合

施設建設工事を平成 30 年度、31 年度で実施

します。 

(4)住みたい・住んでよかったと思える快適なま

ちづくり 

① 定住促進事業 

「鴻巣市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づく定住促進施策の一つとして、「三世代住

宅取得補助金」を、引き続き、実施します。この

補助金は、子育てや介護などで、世代間の支

え合いが可能となる住環境の形成を支援し、市

外からの転入を促進することを目的に、平成 28

年度に創設しました。平成 30 年度からは、制

度の見直しを行い、従来の転入者に加え、新

たに、市内転居者を対象として、幅広く定住促

進を進めます。具体的には、三世代で同居・近

居するために、市外から転入し、住宅を取得す

る方に対して 15万円の補助を実施するとともに、

市内転居者については、10 万円を補助します。

なお、北新宿第二・広田中央特定土地区画整

理事業地内に住宅を取得する方又は三世代
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全員が転入された世帯に対しては 30万円を補

助します。 

② 鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発事業 

平成 31 年度の完成を目指し、建築工事、工

事監理業務及び補償業務についての支援を

継続して行います。また、周辺道路 4路線の道

路拡幅改良工事、電線類地中化工事及び公

園整備設計を行います。 

③ コウノトリの里づくり事業 

「人にも生きものにもやさしいコウノトリの里 

こうのす」を目指し、事業全体のシンボルとして

位置づけるコウノトリの飼育実現に取り組みま

す。平成 30 年度は、域外保全実施計画の策

定のほか、飼育施設の設計業務を実施しま

す。 

（５）賑わいと活力と魅力を創出できるまちづくり 

① 道の駅整備事業 

国との一体型による道の駅の整備実現に向

け、基本構想をベースに、より具体化した「道の

駅基本計画」を策定します。今後、国土交通省

や埼玉県などの関係機関との調整を行い進め

ていきます。 

② 産業立地の推進 

第６次鴻巣市総合振興計画の土地利用構

想で位置付けた、工業・流通地ゾーンを中心に、

産業立地に向けた土地利用を検討し、環境経

済部内に新たに、産業・交流拠点推進プロジェ

クトを設置します。 

 

私は「人口減少」という喫緊

の課題に果敢に挑戦するとと

もに、平成 30年度を「未来に

向けた基盤づくりの 1年」と位

置付け、数々の重要課題等

について、積極的な進捗を

図りながら、本市の将来都市像「花かおり 緑

あふれ 人輝くまち こうのす」を実現してまいり

ます。皆さんには、変わらぬご理解、ご協力を

賜りたくお願い申し上げます。 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

 山口光男 総務部会長 

・ 参加者募集 3月 15日、市

こうほう、新聞折込がありま

す。 

・ 事業所へポスター、のぼり

旗設置 

・ 協賛金のお願い、会員は

2口 

総務部会 

3月 12日（月）午後 6:30～ レストランとき 

実行委員会全体会 

3月 5日（木）午後 6:30～ 総合福祉センター 
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2018-2019年度会員親睦旅行尾について 

 寺西修身 次年度会長 

本日理事会にて概要の説

明、承認をいただきました。 

日程：2018 年 7 月 28 日（土）

～29日（日） 

1泊 2日 

訪問先：岩手、宮城、福島 

（中尊寺金色堂と相馬野馬追

い祭り） 

是非多くの会員ご家族のご参加をお願いし

ます。 

参加締め切り  3月末迄に、本日会員様宛

FAX致します。 

費用：6500円/人 

宜しくお願いします。 

 

花チャリティ 間室照雄 会員 

 

パフィオペディラム 

このランは部屋の中で楽し

める地生ランです。花の形か

ら英名をレディスリッパと云い

ます。 

 

 
 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 3月 7日 2月 28日 2月 21日 

 1233回 1232回 1231回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 30 21 27 

欠 席 数 5 14 8 

例会出席率 85.71% 60.00% 77.14% 

Ｍ Ｕ 数 0 2 2 

合計出席数 30 23 29 

出 席 率 85.71% 65.71% 82.86% 

赤文字は修正 
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スマイル報告  川邉城治 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 583,118 円

本 日 の 合 計 29,000 円

次回繰越金合計 612,118 円  

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

個人スマイル 

寺西修身 会員・・・原口市長、卓話よろしくお願いしま

す。 

スマイル 1  鴻巣市長 原口和久様、卓話よろしくお願

いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城仁会員・小畑正

勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会

員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮

江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二

三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城

会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・成田志津子会

員・細野潤一会員・木下純一会員・竹内幾也会員・松

村豪一会員・久保 学会員・川邉城治会員・中島安

啓会員・星野光生会員 

3月 23日

（金） 

第 1234回移動例会 

4RC合同例会 

鴻巣 RC主管 

3月 28日

（水） 

第 1235回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

4月 4日

（水） 

第 1236回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

地区職業奉仕部門  職業奉

仕委員会 委員長 

杉村幹夫様（八潮 RC） 

広報・雑誌 

花チャリティ 

4月 11日

（水） 

第 25 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの振替休会 

4月 18日

（水） 

第 1237回移動例会 

第 25 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング 決起大会 

鴻巣市総合福祉センター 

4月 25日

（水） 

第 1238回通常例会 

クラブフォーラム 

次年度会長方針 

4月 28日

（水） 

第 1239回移動例会 

第 25回 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

主会場：鴻巣市陸上競技場 

5月 2日

（水） 
休会 

5月 9日

（水） 

第 1240回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話：新会員挨拶 

広報・雑誌 

花チャリティ 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永  副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  星野光生 


