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第 58巻第 11号 通巻第 2744号 

第 2756回 例会 

2016年（平成 28年）１１月８日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

誕生お祝い 

 

結婚記念お祝い 

 

 

スピーチ 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

小林 信雄 会長 

「君が代」「我等の生業」 

秋葉 芳秀 幹事 

みつはし 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

北田浩一会員、高橋邦夫会員、 

古川秀夫会員 

高橋邦夫会員、越川嘉明会員、

大坪成彬会員、鈴木康道会員、 

事務局：鈴木君江、藤本晴枝 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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お客様ご紹介 

 
古川 浩一 様 

（東金市副市長 東金元気づくり株式会社 社長） 

 
石田 英世 様（大網ＲＣ） 

会長挨拶 
本日は、日ごろお世話になっています古川浩

一東金副師長にお越しいただきました。日頃の
行政のお話をいただくことになりました。今月
は「経済と地域社会発展月間」になっておりま
して、ロータリークラブとしても時宜を得たこ
とになります。後程よろしくお願い申し上げま
す。 
先週 10 月 18 日には、菅原工芸硝子株式会社

のご厚意によって、移動例会を実施させていた
だきました。ご出席された皆様大変お疲れ様で
ございました。 

例会席上、同社社員で人格、技量ともに優秀
であり、社会に対する高い貢献をされており、
東京都の技能工芸士という資格をお持ちの塚本
衛様へ、ロータリークラブとして表彰させてい
ただきました。そして工場見学、販売所見学、
そして灼熱の工場の中ではありますが、ガラス
工芸品の作成体験などを実施させていただきま
した。ここに、先ほど会長から作品を届けてい
ただきました。 

 
作品と 小林 信雄 会長 
例会場をご提供いただきました菅原工芸硝子

株式会社及び長年のロータリアンでもある当ク
ラブ最長老で同社会長菅原實会員に心から御礼
申し上げます。おかげさまでロータリーらしい、
素晴らしい移動例会になりました。今後も、地
域社会に対して貢献度の高い人材には、当クラ
ブとしてその人の善行や功労をたたえ、そうい
う方々がいらっしゃるということを世に知らせ
ていきたいと思います。 
続いて 10 月 19 日第 6 分区主催の情報研修会

が茂原市役所で開催されました。内容は入会 5
年未満の会員を中心に全会員を対象に「ロータ
リーを語り、元気なクラブをつくろう」として、
リーダーの手法がテーマでした。全体会議の後、
テーブルディスカッション、全体会議の順序で
討議を行いました。新人の研修と言う意味では
大変有意義な研修会となりました。とりわけ、

第 2755回 例会の記録<10月 25日＞ 
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地区ＲＬＩ小委員長海寶勘一氏の基調発表は、
ロータリーと言うものがきちんと整理されてい
て出色で圧巻でありました。 

11 月 23 日には、東金国際交流協会との共催
で留学生イベントとして東金国際交流パーティ
ーが東金市中央公民館行動で開催されます。本
件は、地区補助金の対象行事として評価されま
すので、会員皆さまのご出席をお願いいたしま
す。 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

〇11 月 1 日は休会です。8 日に理事会と通常例
会を行います。15 日はビデオによる研修です。
22日は、23日にある東金国際交流協会との共催
行事の振替休会です。23日は東金中央公民館で
のパーティーですが、時間が受け付けが 10:30、
11時から開催ですので、時間の方をお間違えの
無いようにしてください。29日は通常例会です。 
〇12 月ですが、第 1 例会は理事会と、平成 28
年最後の通常例会になります。13日は東金税務
署長の卓話ですので是非ご参加ください。20日、
本年最後の例会となりますが、この日は白鳥パ
ストガバナーの卓話を予定しておりますので、
ご期待ください。 
 

お客様ご紹介 

 
高橋 邦夫 管理運営委員長 
今月のテーマに当たりまして、ちょうどふさ

わしい方、道の駅みのりの郷東金を運営してい
る東金元気づくり株式会社社長、そして東金市
副市長の古川浩一様です。地域社会、経済に関
連したお話を賜りたいということでお招きいた
しました。よろしくお願いいたします。 

卓話 

 
古川 浩一 様 

 30年後に消滅する自治体 

今、地方創生と言う言葉が非常にささやかれ
ております。発端は 2 年前の 5 月。日本創成会
議が、30年後になくなってしまう、あるいはそ
の可能性がある市町村を実名入りでレポートし
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ました。消滅する市町村が 523 個ある。可能性
がある市町村が 896 個です。全国の市町村が
1740と言うことですから、消滅する可能性があ
る市町村は 5 割強。残念ながら、東金市も 896
の中に入っております。 
予算も厳しくなってくる。東京への一極集中、

ひょっとしたら 30年後、この一都三県に日本の
人口の 6 割から 7 割が集まってしまうのではな
いか。働き口がないことが理由です。そういう
ものを解消しないと、地方がつぶれてしまうよ、
という中で、それを止めなくてはならないと地
方創生事業が出来ました。 

地方創生事業① プレミアム商品券 

事業の中で、最初は「プレミアム商品券」を
出しました。額面から 2 割かさ上げをした額の
買い物ができるものです。1万円で券を買うと、
1万 2千円分の商品券が手に入るという形です。
原資はすべて、国の地方創生事業の方から出し
ました。東金では 5 億 2 千万円の商品券を売っ
て、皆さんには 6億 2400万円の買い物をしてい
ただいた。それだけのお金が、市内の事業者さ
んに動いた、と言うことです。こちらが第 1 段
です。 

地方創生事業② 拠点整備事業 

今開催されている臨時国会において 10 月 11
日に成立した第二次補正予算では、3兆 2800億
円計上されております。その中で、今申しまし
た地方創生関連が約 2700 億円です。そこで、
我々はそれをいかにして引っ張ってくるかをこ
の二カ月一生懸命考えて、合格通知をもらおう
としています。 
内閣官房が所管する拠点整備交付金 3億 2800

万円。通常は赤字国債を発行してお金を作って
いるので、人件費に充当しなければならない、

計画を策定する経費に使わなければならないと
いう縛りがあるのですが、今回は建設国債を発
行して原資を作りましたので、モノ作りに全部
充ててくださいと。拠点整備の交付金が 900 億
円です。補助率は 2 分の 1 です。ですから、事
業費としては 1800億円が動き、国からはその半
額の 900億円が補てんされます。私共はこの 900
億円の中にできるだけ入れるように、目に留ま
るようなレポートを書かなければならなりませ
ん。 
その他に 1800億円と言うのがございます。こ

ちらは、地方版の総合戦略と言う計画の中に入
ることが前提です。一団体当たり 3 千万～6 千
万円の補助金を出します。2 分の 1 補助ですの
で、市・町は 6 千万～1 億 2 千万円の事業費を
組んで、半額を国から交付金でいただいて、残
りは全部、補正予算債と言う国からの借金がで
きます。ですので、たとえば 1 億円の予算を組
んで、5 千万の交付金が来て、残りの 5 千万は
普通ですと財布の中から出さなければならない
のが国から借りてくると言うものです。当座現
金は１銭も持っていなくても、事業は仕掛ける
ことができます。また、この借金の返済の３割
は国が交付税で見てくれます。 

かつてのにぎわいを取り戻そう 

この事業を使って、かつてのにぎわいを取り
戻すことを考えています。古い町並みではいろ
いろな歴史的建造物もあるので、お客様がおい
でになったときに、それも一つのポイントとし
て回遊の拠点として、さらには八鶴湖の近くに
はパーキングを作って、バスも停められて、桜
も観られてと言うものが活性化の手段の一つか
なと思います。以上のようなことを創生事業と
してやっていきたいと考えております。そのた
めにもまずは情報を発信しなければなりません。
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インターネットを使った情報の提供をし、放送
局を作り東金の様子をライブで流したりしたい
と考えています。 

6次産業化 

もう一つ仕掛けたいのが 6 次産業化です。1
次産業が作る、2次産業が加工する、3次産業が
売る、これを全部足して 6 次と言う形で「作っ
て加工して売っていく」ことをやろうというも
のです。そうして働き手も雇用しよう、収入も
増やしていこうというのが、6 次産業化です。
このために固有の名産品を作り「東金だったら、
あれだね」と言われるようなブランド化をした
いと思っております。市が設置し、当社が管理
運営をしている道の駅みのりの郷東金をベース
にして拡販していきたいと考えております。 

 
道の駅 みのりの郷東金 東金マルシェ 
今、みのりの郷東金の東金マルシェと言う物

販の部門には 300 名の出荷者の皆様がエントリ
ーしています。庭木の部門には 100 名の方が会
員登録をしている形です。 
平成 26年 4月に開業し、1年目はなかなか売

り上げも思うように上がりませんでした。3億 5
千万円の売り上げでした。昨年の 11月に国交省
の方から道の駅というご指定をいただきました。
そうしますと、「道の駅」と言う国のホームペー
ジを開けば、千葉県のところにみのりの郷東金

が出てきます。以降、格段にお客様が増えまし
た。他県ナンバーの車も多く、180 台のパーキ
ングがほぼ満車の状態です。昨年末は 5 億円の
売り上げとなりました。今年も順調に伸びてい
ます。 

 
国土交通省の 道の駅 紹介ホームページ 
昨年の冬には、いちご狩りのハウスを 8 畝、

隣に作りました。当方に車を停めていただいて、
30分採り放題でやりました。非常に好評でして
一番多いときは 1 日で 350 人の方がお見えにな
り、売り上げをアップするための一助になった
と思います。できれば加工場を作って、東金市
の産品を活用したブランド商品を作りたい。た
だ、合格しませんと、この補助金は使えないと
いうことですので、よそにはないような特色と、
皆さんに喜んでいただけるというエッセンスを
振り込んだ事業を作って行って、合格通知をい
ただけるものを考えているところです。 

 

ニコニコ BOX 
 

〇先週は当社にお越しいただき、ありがとうご

ざいました。その際、職員を表彰いただき、

ありがとうございました 

菅原實 会員 

 

〇早退します。  

岡本秀男 会員 
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広域での地方創生 

900 億円以外の個別選択事業と言う中で 1750
億と言うものがあります。文科省、経産省、厚
労省など関連する事業で、いろいろな業態の
方々が同じ目標に向かって進む事業です。 
この 1750億のうち、地域に仕事を作って安心

して働ける「雇用の創出」に 540 億円、地方へ
の新しい人の流れを作る事業に 60 億円の予算、
若い方々が結婚し子育てしながら働けるような
事業に 620億円の予算を持っています。 
最後に、地域連携という形で、東金市単体で

はなくまわりの市・町とジョイントベンチャー
を組んで同じ目的に向かって進んで行くという
ものに対して 540 億円と言う予算配分がされて
います。今、東金・大網・九十九里と言う形で
何か協働でやれる事業がないか考えております。
私共以外は、海を持っている街ですので、今一
番注視しているのは防災です。当方は東金有料
道路、圏央道の結節点を持っています。そこか
ら 3 団体が同じ目線で歩める連携事業があった
らと模索しております。 

 
 

東金アリーナの活用 

また、東金アリーナの活用を考えています。
2020年のオリ・パラをふまえ、一流のアスリー
トにこちらに来ていただいて事前練習をやって
いただき、皆さんに直接、世界の一流アスリー
トを見ていただければと思っています。来てい
ただければ地元にもそれなりに経済効果も生ま
れると思います。 

東千葉メディカルセンター 

いま苦心をしております東千葉メディカルセ
ンターにつきましても、地元から城西国際大の
看護学部に助成金を出しまして、今は 20名の看
護学生の方に奨学金を出しております。今年の 3
月には、初めての卒業生が東千葉ＭＣの方に入
られました。 

おわりに 

いずれにしましても、国が言うには 50年後東
金市は 3 万 5 千人になっちゃうよと言うのを私
共は「いや、5 万人になります」と 1 万 5 千人
上げております。何もしなければ減って行っち
ゃう可能性がありますので、今申しましたよう
な事業を活用しまして元気な地方を作っていき
たい。高齢化・人口減少に歯止めをかけたいと
いうことです。皆様のご協力とご支援をお願い
したいと思います。 
 

出席率  １０月２５日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１８名 ８８．８８％ ２１，０００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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