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た。
要は会員増強はクラブの繁盛であるという
ことだそうです。
会長 棚澤 正行
つづきまして、渡辺栄一職業奉仕委員長より、
職業奉仕の原点であるアーサーシェルドンの
熊谷市長富岡清様、本日はお忙しい中、熊谷
理念についてのお話でした。
南 RC へお越しいただきありがとうございます。
これは
卓話宜しくお願い申し上げます。
1. 会員自身の資質の向上
2. コンプライアンス
会員の皆さん、2 週間ぶりですね。
3. 職業倫理道徳実践
お盆休暇は如何おすごしでしたでしょうか？
4. CSR（企業、専門的職業における社会的責
私はロータリーが 2 週間も空くとのんびりして
任）
しまいました。
が、企業や専門職業を立派なものにして、社会
に有益なものにしていくために必要であると
幹事から回覧の案内があると思いますが、毎
いうことです。
年移動例会として参加しております、「荒川の
続いて、鈴木秀憲世界遺産登録推進委員長か
恵みと熊谷を考える集い」のゴミ拾いが、11 月
ら、「めざせ世界遺産のキャラバン隊」のお願
8 日（日）と発表になりました。熊谷市を綺麗
いがありました。当クラブは加藤年度にキャラ
にする行事なので会員の皆様、予定調整を宜し
バン隊は来てはおりますが、時間が空いたと要
くお願いします。
望があれば何度でも手配しますとおっしゃっ
てました。
本日は、卓話なので私の挨拶は短めにしたい
この話の中で埼玉のこの地域をソナーで地
と思います。
下探索したところ、棺が埋まっているらしい事
8 月１１日に行われた会長幹事会について少し
が分かったみたいです。それを掘り起こすと空
話したいと思います。
気に触れさせないで維持する装置を設置しな
細井ガバナー補佐の挨拶から始まり、地区役
くてはならず、３億円以上かかるらしいです。
員の卓話がメインでした。
ですから上田知事も GO が出せないということ
ガバナー補佐からは、IM での催しをどのよう
でした。
にするかという事で、各市町村ごとに案を出し
この会議が終了した後、５クラブでロビーに
て下さいとのことでした。
集まり熊谷クラブを中心に IM の催しの件と、
熊谷地区はうちわ祭りと桜について 20 分ほ
５クラブ合同クリスマス会の提案の説明があ
どの催しをするという事になりそうです。
りました。
卓話は、まず最初に我が南クラブのパスト会
このクリスマス会は１２月１８日に、ここガ
長であり、地区の会員増強委員長である山口茂
ーデンパレスに於いて、グループサウンズの元
委員長から、地区の置かれている状況やクラブ
タイガースメンバー、森本タローとスーパース
活性化プラン、「会員基盤を増やす勧誘と会員
ターをアトラクションに呼んで着座で行うと
の維持」のお話が各種データに沿ってありまし
言うものです。

第 6 回会長挨拶
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今までにない企画ではありますが、何分費用
も含めやり方が違いますので、今後理事会で慎
重に協議、すり合わせをし、出来ることならや
ってみたいと考えております。ご意見がある方
は、私または幹事までお聞かせ頂きたくおもい
ます。
以上。
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地区より
２００９年〜１０年度第１回
ブライダルパーティー開催のお知らせ
米山梅吉記念館より
館報
財）ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま
熊谷の環境を考える連絡協議会より
第１２回荒川の恵みと熊谷を考える
集い開催について
熊谷市美術家協会より
熊谷市美協会報

熊谷南ロータリークラブ

市長卓話（要旨）

熊谷南ロータリークラブ会員の皆様方には、市
政に対しまして、日頃から御協力をいただき厚くお
礼を申し上げます。
市政に関するお話をさせていただく前に、この
夏イタリアのローマから日本中を熱く興奮させた、
本市にとってとても嬉しいニュースが届きましたの
で、ここで紹介させていただきたいと思います。

本市出身の古賀淳也選手がイタリアローマで開
催された第 13 回世界水泳選手権大会競泳男子
100 メートル背泳ぎ決勝で、52 秒 26 の日本新記
録で見事金メダルを獲得し、また、最終日に行わ
れました 50 メートル背泳ぎ決勝でも、24 秒 24 の
日本記録を樹立し銀メダルを獲得いたしました。
世界選手権での競泳日本勢の優勝、また競泳
個人種目で 1 大会に複数メダルを獲得したのは、
2003 年、2007 年の北島康介選手の活躍以来 2
人目の快挙となりました。私も、このレースの模様
を拝見しておりましたが、接戦を制してゴールした
直後、日本新記録を樹立し金メダルを獲得したに
もかかわらず、決してその感情を爆発させることは
ありませんでした。その後のインタビューで古賀選
手は、ゴール後、派手に喜ばなかったのは『競っ
てくれる相手がいてこそのレース。周りに不愉快な
思いをさせたくなかった』とのコメントに、多くの人
が心を打たれたことと思います。決して大げさに自
分を誇示しない、そんな謙虚な姿勢を目の当たり
にしたとき、この 1 人の青年から何かを教わったよ
うな気がしました。
3 年後のロンドンオリンピックにむけ、古賀選手
の更なる活躍を期待したいと思います。
それでは、本市の市政についてお話をさせてい
ただきたいと思います。平成 21 年度は、本市にと
って、県北初の特例市として更なる飛躍をとげる
記念すべきスタートの年となりました。このことは、
単に人口 20 万人という規模の問題でなく、今後、
熊谷市が地方分権の一翼を担うリーダー都市とし
ての自覚と責務を伴うということであります。した
がいまして、今まで以上に安定した行財政基盤の
もと、市民の皆様が快適な環境の中で、生き生き
と生活できる自立都市の構築が求められるところ
であります。
そのために市民の皆様と共有するビジョンは、
まさに総合振興計画の目指す将来都市像である
『川と川 環境共生都市 熊谷』の実現であります。
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私は、ここに描かれたグランドデザインに基づく、
一つひとつの施策を実行していくことを市政運営
の基本に据えて、着実に全力をあげて進めてまい
る決意でございます。
さて、私は平成 17 年 11 月、合併後初の新熊谷
市の市長に就任の際、地方分権に耐えうる都市
熊谷の建設を目指して、本市を「元気なまち、豊か
なまち」とする熊谷新時代の構築をお約束いたし
ましたが、これらの基礎となるのが健全で強固な
財政基盤であります。私は、このことが将来にわ
たって持続可能で安定した市政運営の全ての基
になるとの認識のもと健全財政の確立に特に力を
注いでまいりました。
この間、三位一体の改革の進行とともに、全国
的には規模の大小を問わず、財政運営に逼迫す
る自治体が数多く出現する事態となっており、加え
て昨秋以降の過去に例を見ない世界不況の波が
これに拍車をかけ、これまで比較的裕福とされて
きた自治体までもが、財政危機に陥りその対応に
苦慮せざるを得ない事態となっております。
このような情勢のなか、本市の財政の健全性に
ついて、昨秋に「地方財政健全化法」に基づき、実
質公債費比率等の健全化判断比率を公表させて
いただいたところですが、合併直前の平成 16 年
度末における旧 1 市 3 町の地方債残高は、一般
会計及び特別会計の合計で 883 億 9700 万円で、
この時点での住民 1 人当たりに割り戻した額は 42
万 8 千円となっており、公債費の負担が財政運営
に相当の影響を及ぼしかねない状況でございまし
た。私はこの対策を最優先課題と捉え、繰上償還
や起債の抑制、更には減債基金の創設等できう
る限りの方法でこの改善を図り、平成 20 年度末
の残高は 766 億 600 万円、市民 1 人当たりに割り
戻した額で約 37 万 1 千円となり、この 4 年間で
117 億 9100 万円もの大幅な縮減を図ることがで
きました。同様に人件費につきましても縮減に努
め、合併時の平成 17 年度における一般会計当初

予算段階では、一部事務組合職員も含めた正規
職員数が 1,571 人、退職手当を除く人件費が 146
億 2900 万円となっておりましたが、21 年度当初
予算では、職員数 1,380 人、人件費 127 億 3900
万円となっており、4 年前に比べ 191 人、18 億
9000 万円減少し、大幅な縮減を図ることができま
した。このことで、財政運営上、特に歳出面に大き
な影響を及ぼす義務的経費の抑制については、
着実に成果をあげつつあると考えております。
私は、市民の皆様からお預かりする大切な税を
もとに市政を担わせていただく立場から、いたずら
に後の世代に負担を残すことなく、現在の市民ニ
ーズに適切、的確にお応えする施策を積極的に
進めていくことを市政運営の基本と捉えておりま
すので、今後とも皆様の御支援と御協力をお願い
申し上げます。
それでは、最後に今年度予算の主な事業概要
についてお話をさせていただきたいと思います。
今年度は、財政調整基金をはじめとして、これ
までの行政改革等により、蓄えた基金などを十分
に活用し、無駄な支出は徹底的に省きながら、真
に必要な施策の実施に果断に取り組むこととし、
今、市民生活に直結し喫緊の課題として求められ
ております『子育て環境の整備』、『市内経済の活
性化及び中小企業支援』、『安心安全対策』、『環
境対策』の４つの分野に特に重点的に配分を行な
ったところでございます。
これらの主な事業内容といたしましては、私が
市長に就任以来、重点的に取り組んでおります
『子育て環境の整備』につきまして、平成 20 年度
から年齢を拡大し、保護者の皆様から大変喜ばれ
ております「こども医療費給付事業」を今年度も継
続して実施してまいります。また、「放課後児童保
育室整備事業」につきましても、引き続き、民間学
童クラブの閉所に伴い中条小学校に開設するほ
か、待機児童数が多く、需要が極めて高くなって
いる石原、籠原の両小学校に新たな市立児童クラ
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ブを開設することで、学童保育のさらなる充実を目
指してまいりたいと考えております。
『安心安全対策』の事業につきましては、現
在の中央消防署の老朽化、狭隘の状況を改善す
るため、県立熊谷女子高校東側に取得した用地
に新たな庁舎を建築するための基本設計に着
手いたします。
この庁舎には、熊谷東小学校区内の公民館を
併設することとし、現在よりスペースが広がる
ことで、緊急車両等の初動体制の充実と消防力
の強化が図れることはもとより、地域の生涯学
習の拠点としても活用してまいりたいと考え
ております。
また、「小・中学校屋内運動場耐震化事業」に
つきましては、今年度中に耐震化が必要な校舎へ
の対応が完了する見込みとなりましたことか
ら、旧耐震基準で建築され、耐震診断が未実施
の屋内運動場 18 校すべての診断を行うことと
いたしました。この結果をもとに、屋内運動場
についても早期に耐震化を図り、学校施設の安
全性の向上に努めてまいりたいと考えており
ます。
また、新たな事業といたしましては「建築物
耐震改修補助事業」として、市内の木造住宅の
耐震化を促進するため、昭和 56 年以前に旧耐
震基準で建築された住宅の耐震改修にかかる
費用の一部について、新たに補助を行ってまい
たいと考えております。
これからも、市民の皆様に『わがまち熊谷』
に信頼と誇りをもっていただけるよう、また、
市外にお住まいの方からは、『熊谷に住んでみ
たい』と思っていただけるよう、安全で安心な
暮らしやすさを実感できるまち、子どもの声が
響く、笑顔あふれるまちの実現へ向け、鋭意取
り組んでまいりますので今後も一層の御理解
と御支援をお願い申し上げます。

棚澤正行会長・渡邊藤男幹事
熊谷市長 富岡清様、本日はお忙しい中、熊
谷南 RC クラブへお越し頂きありがとうござ
います。会員一同本日の卓話楽しみにしてお
りました、宜しくお願いします。
萎沢利行会員
熊谷市長富岡清様ご来訪感謝致します。新し
い市政のお話を楽しみに致しております。
岡部俊之会員
熊谷市長富岡清様お忙しい中ようこそ南ロ
ータリークラブへ。本日の卓話楽しみに聞か
せていただきます。市長もう一つお願いが有
ります。私の妻が理事長をしています、社会
福祉法人いずみの会が熊谷の平戸の地で特
別養護老人ホームを計画しています。９月末
日までに大里総合福祉センターへ計画を提
出致します。何かと御指導の程よろしくお願
い申し上げます。
澤田將信会員
お世話になってます、澤田で〜す。富岡市長、
大変お世話になります。本日の卓話、楽しみ
です。
山口茂会員
熊谷市長、富岡清様、本日はお忙しい中、あ
りがとうございます。卓話楽しみにしており
ます。
佐川順一会員
熊谷市長、富岡清様、本日は御多忙のところ、
ようこそおいで下さいました。本日の卓話、
楽しみにしております。宜しくお願いいたし
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ます。
加藤博会員
本日は、熊谷市長富岡清様、卓話のためご来
訪いただきありがとうございます。ご指導よ
ろしくお願い致します。
矢部喜明会員
富岡市長様、熊谷南 RC 御来訪ありがとうご
ざいます。本日、卓話楽しみに参りました。
石井一則会員
個人的ですが、引越しと新盆が重なり、忙し
い夏でした。市長さんの卓話を楽しみにして
います。
植竹知子会員
８月３０日、熊谷ドーム芝生広場にて熱いお
もいやり祭りを開催します。２４時間 TV 愛
は地球を救う！（日テレ）にエントリーし、
子育て支援市民活動イベントとなります。皆
様お越し下さい！
馬場孝会員
富岡市長様、ようこそ熊谷南 RC へ。歓迎申
し上げます。１１月２１日、桜木小学校開校
４０周年記念式典ではよろしくお願い致し
ます。当日は実行委員長として頑張ります。
齊藤才子会員
熊谷市長様、本日はお忙しい中ありがとうご
ざいます。日頃はお世話になっております。
中条中の音楽部は今 TBS コンクールに向け、
埼玉県の最優秀賞がとれるよう頑張ってお
ります。ご支援をよろしくお願いします。
高田直樹会員
熊谷市長、富岡清様、本日はご来訪ありがと
うございます。本日の卓話よろしくお願い申
し上げます。本日のたくさんのご投函ありが
とうございました。

