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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、5月も中旬

頃となり、初夏の日差しが眩し

いです。 

今年は平成から令和と年号

が変わり、その間の最高 10連

休の過ごし方次第で旅行や

趣味、家族サービス、勿論お仕事も大変だった

と想像します。 

さて、私事ですが、5 月 18～19 で母の 17 回

忌の法事と父の病気見舞いに神戸に東京駅八

重洲口より大阪経由神戸三ノ宮行きの夜行高

速バスに息子と一緒に同乗しました。今回初め

て総 2 階建ての 120 人乗り夜行バスに乗りまし

た。リクライニングも殆どなく、窮屈な 9時間を過

ごし、神戸にAM8:30到着しました。当日は神戸

祭りの開催日に重なりバスの乗客の 7割が神戸

で下車した模様。通常大阪経由なら終点の神

戸に 5～6 人しか下車しないのが、当日は異常

に混雑していました。 

これもロータリー会員の皆様は夜行バスに乗

車経験が少ないと存じますが、最近は各種バス

に東日本～東北、北陸、信州、名古屋、関西、

四国、中国、九州博多まで夜行バス便が有り、

東京だけでも新宿バスタは有名ですが池袋サ

ンシャイン、東京八重洲口、渋谷バスターミナル

等多くの夜行バスターミナルに一晩で約 800 便

の運航がされています。帰りは新幹線で京都か

ら東京に帰りました。新幹線では京都～東京間

は 2時間 20分程度です。如何に新幹線が早く

て 4分間隔で運行されています。 

さて、今度は隣の中国に仕事で派遣されて

いる各企業の従業員は日本の厚生年金と中国

の年金制度に二重に加入が必要でした。実際

は短期の就労者も多く無駄が多かったと思いま

す。日本は最低 10 年以上、中国は最低 15 年

以上の年金加入の義務が有りました。 

現在日本から中国に派遣されている従業員

は約 12万人に及びます。それが 2019年 5月 9

日に（日・中社会保障協定）が締結され、5 年以

内の一時派遣者は原則元国の年金制度のみ

加入する事が認められ、本年 9 月 1 日より有効

になります。（適用証明書）を 8 月 1 日より年金

事務所に申請し、9 月 1 日から執行されます。

因みにこの様な制度の互換締結国はまだ 21国

に留まっています。世界には約 200 の国と地域

が有りますのでまだまだ普及に時間がかかりま

す。 

最後に 5 月 25 日は 2018~2019 年度の最後

の奉仕活動としてクリーン鴻巣デーの一環とし

て（ロータリーの杜）の除草、清掃活動を現地集

合 AM８から実施しますので、会員皆様の多くの

ご参加をお願いします。既に旭科学の従業員

の有志の皆様 7名のご参加も頂いています。是

非若手、中堅、ベテラン皆様の参加をお願いし

ます。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 5／22 現次年度会長幹

事会・懇話会開催東武Ｈ 

(2) 5／25 ロータリーの杜ク

リーン清掃活動 

(3) 5／29  ふれあい鴻巣ウ

ォーキング振替休会 

以上 

報 告 

米山記念奨学生 唐
ダン

鉉 峻
ヒョンジュン

  君 

こんにちは、鴻巣水曜ロー

タリークラブの一員となりまし

た唐鉉峻です。 

先週は通訳の仕事をやりま

したけれども、韓流スターが

日本に訪問することになりま

して、その通訳で羽田空港に迎えに行くことに

なりました。その時、面接を受けた会社から連絡

がありまして、最終面接は合格ということでした。

来年の四月からは池袋で勤務することになり、
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ずっと埼玉で住むこともできると思います。会社

は、日本の交通機関の機械やシステムを開発

する会社です。 

これからは、時間的にも余裕ができまして、み

んなさんと一緒にもっと活動に参加させていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

外来卓話 

鴻巣市長 原口和久 様 

１．合併後のまちづくりについて 

合併時の「新市建設計画」

を基本とした第５次鴻巣市総

合振興計画に基づき、各地

域の均衡ある発展と一体性の

確立を目指しまちづくりを進

めてきました。 

●鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発事業 

8月上旬より、住宅棟一般購入者が入居開始

195 世帯の内、半分は市外からの転入を期待し

ているところです。今後は、中山道に面した街

区公園を防災拠点・お祭り広場として今年度末

までに整備する予定です。 

 

２．令和元年度 当初予算 

◎一般会計 369億円（前年同額） 

一般会計歳入 

市税 148億６，011万 5千円 （歳入 369億の

内 40.3％）（前年度比 2億 6,773万 4千円の増） 

歳入の根幹をなす市税については、市民税

においては、着実に回復しつつある経済状況、

また、固定資産税においては、家屋の新増築

や事業者による設備投資の増加を踏まえて増

収を見込んでいます。市税の内 49.7％を占める

市民税の内訳として法人市民税は約 8億円とな

っています。 

〇地方債の借入残高 

平成 30 年度の市債残高は約 462 億円です

が、実質借入額は約 89億円となっています。借

入額の 70％を、国から市へ交付される地方交

付税に算入する形で、財政支援してくれる合併

特例債を活用することで、借入金は増えますが、

歳入の地方交付税も増えます。言い換えると、

市は借金の 30％の負担で事業をできるというこ

とになります。 

この、合併特例債を活用し、市では数々の事

業を進めることができたことから、合併の効果が

あったと考えています。 

〇基金残高の推移（一般会計） 

財政調整基金とは、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

のであり、この残高が多いほど、市政運営の自

由度が増します。財政調整基金の残高も安定し

ており、平成 30 年度末見込みでは約 25 億

7,489 万円、その他積立金残高と合わせると、

前述の実質借入額約 89億円を上回る約 92億

2,162 万円となっていることから、市の財政は健

全と言えます。 

３．鴻巣市の人口（平成 31年 1月 1日現在） 

◎総人口            118,745 人（前年同

月比△284人） 

年少人口（0～14 歳）     13,781 人（前年同

月比△201人） 

生産年齢人口（15～64歳）  71,031人（前年同

月比△943人） 

老年人口（65 歳以上）    33,933 人（前年同

月比＋860人） 

（75 歳以上）    15,370 人（前年同月比＋884

人） 

（100歳以上） 44人（前年同月比△4人） 

※高齢化率 28.58％（前年比＋0.79％） 

本市の人口は、平成 22 年をピークに減少傾
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向にあります。近年の人口動態は、転入が転出

を上回る転入超過ではあるものの、出生が減少

している状況です。本年 4 月 1 日の人口は

118,500 人を下回りました。生産年齢人口の減

少は、税収の減少に影響することから危機感を

感じているところです。 

 

４．令和元年度 重点事業 

令和元年度を「飛躍に向けた希望の１年」とし、

「第 6次鴻巣市総合振興計画」に位置付けた施

策等について、着実かつ迅速な推進を図り、人

口減少社会に対応したまちづくりを進めるため、

本年 4 月に機構改革を実施しました。「子ども」

「子育て」に関する支援を集約・強化するため、

こども未来部を新設した一方で、土木や教育部

門では統合するなどスリム化を図っています。 

（実施前）11部 42課 （実施後）9部 44課 

〇産後ケア事業 

出産後の母親の身体的回復と心理的な安定

を促すとともに、育児能力を育み、母子とその

家族が健やかな育児ができるよう支援します。

詳細は市内医療機関と調整中です。 

〇保育所園庭の芝生化 

鴻巣保育所、生出塚保育所において、子ど

もの健康増進と夏場の温度上昇の抑制等、子

どもの安全対策、また、周辺への土ぼこり飛散

防止を図るために園庭の芝生化を実施します。 

なお、鴻巣保育所では、園庭芝生化工事に併

せ、水はけの悪い園庭の改修工事（暗渠設置、

土壌改良等）も行います。 

〇保育ステーション事業 

本年 4月よりエルミこうのす 4階に開設した保

育ステーションで、朝、お子様を預かり、専用車

両にて、市が指定した保育所及び認定こども園

へ送迎します。日中は在籍する保育施設で過

ごし、夕方、保育ステーションに戻って保育を実

施するものです。希望した保育所に入園できな

かった保護者や、朝早くに出勤する保護者の皆

さんにニーズに応えることで、引き続き待機児

童ゼロを維持してまいります。 

〇産業団地の推進 

熊谷バイパス沿道の箕田地区において、県

企業局による産業団地(約 17ha)の整備を計画

しています。都市建設部内に産業団地プロジェ

クトを設置し、県企業局との連携を図りながら事

業を推進し、産業の振興、雇用の創出により、

地域経済の活性化を図ります。地権者の同意

はほぼ得ており、これから土地の買収を進めて

まいります。 

〇道の駅整備事業 

国との一体型による道の駅の整備実現に向

け、基本計画を基に「道の駅整備計画」等を策

定します。国では、駐車場・トイレ・情報発信施

設を整備し、市では、直売施設、いこいの場を

整備するとともに、農業者の育成も図ります。 

〇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づ

くり」全体のリーディングプロジェクトであるコウノ

トリの飼育実現に向け、飼育施設建設候補地

（コスモスアリーナふきあげ付近）周辺等におい

て「生き物調査」を実施します。また、今年度中

に、域外保全実施計画（飼育計画）の策定、飼

育施設の設計業務を実施し、早ければ来年度

に飼育施設の建設工事に着手する予定です。

さらに、冬水田んぼに加え、新たに、生きものに

やさしい自然環境づくりとしてコウノトリの採餌場

所となる湿地（夏水田んぼ）づくりに対する補助

金を創設しました。 

〇新ごみ処理施設の整備支援 

「鴻巣行田北本環境資源組合」の受託事業と
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して、新ごみ処理施設の周辺道路の測量、設

計業務等を実施するとともに、同組合で実施す

る環境影響評価作成業務、施設整備等を支援

します。来年度中に、環境影響評価、事業者選

定、用地取得等を終え、令和 6 年 12 月の稼働

開始を目指します。当初、令和 5 年 12 月の稼

働を予定していましたが、国の働き方改革関連

法等の社会情勢の変化により、適切な工期設

定が求められることから、工期を 1年間延長しま

した。 

〇公共交通の充実 

●デマンド交通「ひなちゃんタクシー」 

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

証運行を昨年 6 月 15 日から実施しています。

当初、本年 4 月からの本運行を予定していまし

たが、実証運行を本年 9月 30日まで延長しまし

た。現在約 7,000人の方が利用者登録していま

す。本運行に向けて、大型車や乗り合い方式も

検討してまいります。 

●上尾道路整備関連事業 

駅南通線街路事業として、鴻巣駅西口と上尾

道路を接続する駅南通線について、荒川左岸

通線以西の整備を推進するため、測量及び基

本設計を実施します。上尾道路は、本市にとっ

て重要な道路であり、今後も引き続き整備促進

の要望を行ってまいります。 

５．現在開催中のイベント 

〇こうのす花まつり 

5月 3日にテレビ朝日で放送された「おらが県ラ

ンキング ダイナンイ?」という番組で、本市のポ

ピー畑が「絶景ランキング 花部門」で全国第 3

位となりました。その日本一の栽培面積を誇る

馬室会場のポピーまつりは、5月 26日（日）まで

開催しておりますので、お忙しいとは存じますが、

皆さんには、ぜひお誘い合わせの上お越しい

ただきまして、色とりどりの花々が織り成す絶景

をお楽しみいただければ幸いです。 

最後に、「人口減少」という喫緊の課題に果

敢に挑戦するとともに、「飛躍に向けた希望の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、鴻巣に「住んでよ

かった」「これからも住み続けたい」と実感できる

まちづくりを進めていきます。鴻巣水曜ロータリ

ークラブの皆さんには、変わらぬご理解、ご協

力を賜りたくお願い申し上げます。 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 
本日 修正 

 5月 22日 5月 15日 5月 8日 

 1290回 1289回 1288回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 34 34 

出 席 数 23 20 25 

欠 席 数 10 14 9 

例会出席率 69.70％ 58.82％ 73.53％ 

Ｍ Ｕ 数 3 2  

合計出席数 26 36  

出 席 率 78.79％ 64.71％ 73.53％ 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 609,392 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 632,392 円  

 

今後の活動予定 

 

個人スマイル 

間室照雄会員  ダン君、就職内定おめでとうございます。 

会員スマイル 

原口市長、卓話よろしくお願い致します。 

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・馬場知行会員・松本安永会員・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･田邊 聖会員・寺西修身会員・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・中島安啓会員・星野光生会員・大

石正行会員 

5月 15日

（水） 

第 1289回通常例会 

2018～2019年度 統括 

規定審議会報告会の報告 

5月 22日

（水） 

第 1290回通常例会 

外来卓話：原口和久鴻巣市長 

5月 29日

（水） 

振替休会 

(ふれあい鴻巣ウォーキング) 

6月 5日

（水） 

第 1291回通常例会 

結婚誕生祝い 

クラブフォーラム：2019～2020

年度に向けて 田邊聖会長エ

レクト 

6月 12日

（水） 

第 1292回通常例会 

クラブフォーラム 

2019～2020 年度 委員会活動

方針・活動計画 

6月 19日

（水） 

第 1293回移動例会 

炉辺会議  入会 3年以下の会

員による企画例会 

6月 26日

（水） 

第 1294回移動例会 

最終例会 会場：和風レストラン

とき  18：00受付 18：30点鐘 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


