2019-2020 年度

第 2622 回例会
令和元年 11 月 6 日（水）晴れ

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
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幹事／𡈽屋 修
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築城 忠生 会長エレクト

お客様

高山 松太郎様／伊勢原市長 名誉会員

今後の予定
2019-2020 年度／東井 重和会長
私どもの会社は金属加工業ですが、現在仲間内であ
れこれ議論の対象となるのが、働き方改革です。簡
単に申し上げると大きく影響が出そうな施工が２点
ございます。まず、今年４月に施行された年次有給
休暇の時季指定というものがございます。これは、
ご存じのだと思いますが 10 日以上の有給休暇を持
ってる方には５日会社から指定して休暇を取らせる
ということで、すでに始まっております。次に来年
四月から施行の時間外労働の上限規制というもの
で、基本的には月 45ｈ/年 360ｈまでで規制すると
いうものです。共に猶予はございますが、私共の会
社は特に残業で稼いでやっと少し贅沢が出来るとい
う環境でやってまいりました。今までは、従業員に
頑張れ頑張れできたものを今回からは休め・残業す
るなと指示するわけですが、何か根本を揺さぶられ
ているような気持ちです。確かに、働き方改革は会
社にとっても従業員にとっても重要な事柄ですが一
つ考え方に間違いが起きると会社の競争力や日本の
国力までも減少して行くのではないかなと危機感を
感じております。しかも、これからは 24 時間働け
ます世代から私も含め裕福な時代の経営者が増えて
まいります。また、世界情勢も日本の周りではアメ
リカ・中国など目標にして援助をしてきた国がどう
変化していくかわかりません。まずは、更に危機感
を持ち、今まで通りでは必ず失敗すると思って進ん
でまいりたいと思っております。
そんな中でも、伊勢原市は新東名の整備や土地利用
の好機を迎えております。本日は髙山市長のご高説
をじっくり賜りたいと存じております。
会員増強がピンチを迎えております。ご協力宜しく
お願いいたします。

・11/13
[第 2623 回] 卓話：礒﨑貴史君
・11/15(金) ふれあい授業
・11/16(土) 日展見学
・11/20
[第 2624 回] 卓話：東
学君
・11/27
[第 2625 回] 卓話：村山恵子君

幹事報告
★ガバナー事務所より
・11 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝108 円
・台風 15 号及び台風 19 号による被災地への義援金協力依頼のお願いが配信され
ております。
目安として、一人当たり 1,500 円以上をお願いいたします。
送金期日：11/25(月)
・第 7 回日台ロータリー親善会議 福岡大会のご案内が配信されております。
日時 2020年3月6日(金)
10：00 登録開始 14：00 開会・式典
場所 ホテルニューオータニ博多
登録料 ロータリアン 2万2,000円（晩餐会・記念誌含む）/同伴者1万円
締め切り 11/29(金)ガバナー事務所 必着
・新会員の集い講演者お名前の間違いにより、訂正版が配信されておりす。
★第７グループより
・I・M実行委員会開催のご案内が届いております。
日時
11 月 14 日(木)19 時より
場所
秦野商工会議所 303 号室
参加人数を 11/12(火)迄にグループ幹事に連絡
★例会変更のお知らせ
秦野 RC
11 月 5 日(火) → 11 月３日(日) 市民の日(3RC 合同奉仕活動)へ振替
時間：11 時 30 分より
場所：文化会館駐車場
11 月 12 日(火) → 夜間例会(秦野名水 RC との合同例会)
点鐘：18:00
場所：なかしんホール(秦野駅南口)
11 月 26 日(火) → 休会

地区大会長寿会員へお祝い

濱田勝彌君

スマイル報告

吉川昌男君

佐伯崇興君

大谷聰君

濵尾 ゆかり／スマイル委員長

神保由樹様/平塚北 RC
平塚北 RC の神保です。伊勢原ロータリー50 周年のお祝いに伺わせていただいてから、井戸川さん、大澤さん、東さん始
め、先週は田村さんとも素敵な出会いが出来ました。とても嬉しく思いスマイルさせて頂きます。素敵な出会いに感謝し
ております。どうぞこれからもよろしくしくお願いいたします。
東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／濱田勝彌君／佐伯崇興君／荒巻哲朗君
井戸川秀治君／市川正孝君／外谷正人君／堀口雅巳君／間壁みみ君／濵尾ゆかり君
[配偶者誕生祝い]

飯田隆三君

[結婚記念祝い]

村上一秋君

[入会記念祝い]

[入会記念祝い]

仙波史生君

𡈽屋修君

配偶者誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。年をとっ
ても益々元気です。

会員誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。59 才に
なりました。最後の 50 代を楽し
みます。

出席報告

秋山 哲也／ 出席・プログラム委員長

会員誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。62 年
経ちました。今生きていられる
のも、皆様のおかげです！

入会記念日を祝っていただき、あ
りがとうございます。入会 4 年が
経ちました。入会してから結婚が
でき、娘も生まれました。これか
らもよろしくお願いいたします。
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東井重和君→伊勢原平成 RC
𡈽屋 修君→伊勢原平成 RC
外谷正人君→奉仕プロジェクト合同委員会

委員会報告
＜天野耕一郎/親睦委員長＞
[クリスマス例会]
12 月 18 日(水) 18:45～ 天 (伊勢原駅北口市営駐車場前) １人一品 5,000 円相当のプレゼント用意(会費無し)
出欠返信：12/4(水)迄
プレゼント事前用意：12/11(水)迄 天野親睦委員長までお渡しください。
＜大澤守門/青少年奉仕委員会代理＞
[日展見学ツアー]
11 月 16 日(土) 10:45 伊勢原駅北口市営駐車場前集合→13:00 国立新美術館到着→コース選択別見学→集合し休憩後
自由行動→16:00 美術館出発→17:00 伊勢原到着予定
後日詳細は書面にてお知らせいたします。ご参加いただける方お知らせください。
＜𡈽屋修/社会奉仕プロジェクト委員会代理＞
11 月 15 日(金) ふれあい授業 詳細は後日お知らせいたします。ご参加お願いいたします。
＜松下孝/ダンスフェスティバル実行委員長＞
2020 年 3 月 20 日(金) 第 3 回ダンスフェスティバル企画 理事会で承認をいただきましたので回覧致します。
＜田中 徹/友好クラブ副委員長＞
[伊勢崎 RC 調印式]
本日伊勢崎へ調印式に行って参ります。

卓 話
高山 松太郎様／伊勢原市長

名誉会員

今日はお招き頂きまして、有難うございます。本日は現状報告をさせて頂きます。RC の皆様には日頃市政についてご理解・ご協力を
頂いており、また、4 中学校に防犯カメラを設置して頂きました。保護者・生徒・先生より大変安全だとお褒めを頂いております。心
から感謝申し上げます。小学校９校に関しては、来年度に全校設置の予定でおります。
先ほど東井会長からもお話のありました「働き方改革」について、市にもアルバイト、委託等色々な任用形態の職員がおります。それ
を来年度から全て給与を正規職員並みに統一するようにと国から言われています。全国の自治体もそれをせざるを得ないと言う状況に
入ります。伊勢原の現状で申し上げますと、人件費で約２億円上がります。これをどう乗り切るか頭を悩ませているところです。そん
な中で毎年色々なことが変わって来ますが、そうしたことに対応しながら市政運営をしています。本日、皆様方には最新の資料をお持
ちして参りました。
１． 財政状況
リーマンショック、東日本大震災等の影響で伊勢原の財政も厳しい時期がありました。その大変な時期の平成 23 年から 9 月に
前年度決算が終わりましたのでそこまでのデータを出して参りました。
基金 57 百万円 → 1,679 百万円 （改善）
債務 市債残高 45,605 百万円 → 40,581 百万円 （改善）
これら財政調整基金を合わせると約 100 億円程度の効果が出て来たと思っています。
市税徴収率 91.6％ → 97％ （改善）
将来負担比率 131.1％ → 64.7％ （改善）
扶助費は上昇しています。これは少子高齢化によるもので、今後どう対応するかが待った無しの課題となっています。今後も皆さ
んのご意見を伺いながら財政問題にしっかり取り組んで行きたいと思っています。
２． 総合運動公園の再生・修復整備
現在芝生広場に大型遊具を設置しています。今年中には子供達が遊べるようになると思います。自由広場には土を入れて駐車場
の整備をしている段階です。完成年度は令和４年度を見込んでいます。お年寄りからお子さんまで各世代が楽しめる公園を作り
たいと思っています。
３． 小中学校の空調設備設置
来年 3 月までには全 14 校全てにエアコンが入ります。桜台小、太田小は一番室内温度が高いので、先行で工事をし、既に利用が
開始されています。総額 15 億 7500 万円かかります。うち 1/3 が補助金、国からの交付税を合わせると 7 割程度の補助金が出
ます。100 年に一度の災害や想定外の災害という言葉は今後日常になってくると思いますので、全小中学校へのエアコン設置に
踏み切りました。今後はトイレの改修にも取り組みます。市長就任以来、学校関係には力を注いで来ました。良い環境で子供達が
勉強やスポーツに取り組み、次の伊勢原を担ってくれる大人になってほしいと言う願いから投資をしています。
４． 東部第二土地区画整理事業
成瀬の県道横浜伊勢原線の新東名に沿った箇所は基盤整備がほぼ終わりかけています。ここは鈴川、歌川に次いで３つ目の工業
団地となります。就労人員 1300 人程度を見込んでいます。一番早い企業は既に工場を建設しており、来年度はかなり建築工事
も始まると思っています。これが始まるとかなり様相も変わってくると思います。
５． 伊勢原大山インターチェンジ周辺整備
新東名伊勢原 JC は 3/17 に開通いたしました。これに伴い伊勢原大山インターチェンジの開設を早くするよう中日本に再三お願
いしましたところ、年内に出来そうだと言うことで工事を急いでやって頂いていたのですが、先日の台風や大雨の影響で資材が
全く手に入らなくなってしまったということで、緊急に中日本の社長が記者会見で年度内開設に変更されました。自然災害の影
響は仕方ないことなのでご理解頂ければと思います。
工業団地として予定していた区画は、伊勢原の顔とした観光に力を入れたい区画という思いもあり、施設見学や生産品販売がで
きるような工場を誘致したいと思っています。
６． 観光振興の取り組み
12/7 に新東名いせはらウォークを開催します。参加希望者は 3000 人を突破しています。伊勢原の人たちには優先的に歩いて頂
きたいと思っています。4.6km は長いと言う方もおられますが、引き返すこともできますので、是非高速道路を歩くと言う体験
をして頂ければと思います。
最後に一つ、皆さんにお願いです。今年の 15 号、19 号台風と大雨で大変な被害を被った方々がおられます。そんな中で私どももレベ
ル４を出したのは今回が初めてです。あと 30 分雨が降り続けば鈴川、歌川、渋田川は完全に切れていました。政府からは情報を早く
出すようにと言われています。今後は高齢者、障害者の方々の安全な避難を皆さまにお願いしたいと思います。地球温暖化による大型
台風や自然災害時の避難のあり方、対処の仕方をそれぞれの会社、地域、ご家庭で考えて頂ければと思います。私どもも防災担当を中
心に自治会長の皆さんにご相談し、今後の対応の仕方を検討して行きたいと思いっています。是非ご協力をお願いします。

