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【会長挨拶】

【出席報告】
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会長エレクト 木村 利晴

皆さん、明けましておめでとうございます。増田
会長が欠席とのことで、私が代わりに新年のご挨拶
をさせて頂くことになりました。昨年中は色々なこと
があり、また起きました。4月に地方統一選挙があり、
６月には参議院選挙、８月には、八街市の市議会
議員選挙がありました。選挙の年となり、ロータリア
ン皆様におかれましては、多大なるご協力をいただ
きましたこと感謝、御礼申し上げます。又、地球温
暖化によるものと思われる巨大な勢力の強い大型
台風が発生致しました。９月に発生した台風１５号、
１９号は強い風台風でした。樹木がなぎ倒され、倒
木による被害がありました。道路の通行止め、送電
線の切断、破損による停電、農家のビニールハウス
の倒壊等甚大な被害が八街市はもとより、

番
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千葉県内全域で発生致しました。更に、１０月に
は、台風２０号が接近、大雨による被害があり、冠
水による通行止め、床上浸水、土砂崩れ、浸水に
よる農作物被害もおおきかったようです。一日も
早い復旧復興が出来ますように願っております。
又、良いニュースもありました。ラグビーのワー
ルドカップが日本で開催され、日本チームがベス
ト８に輝きました。皇位継承に伴う即位礼正殿の
儀が執り行われました。令和の時代が始まるのだ
なと実感致しました。
今年は令和になって初めての正月を迎えまし
た。又、十二支でのスタートの子年です。新たな
気持でスタートするのに相応しい年になりました。
又、今年は東京オリンピック、パラリンピックが開
催されます。オリンピックイヤーとなります。千葉県
内で8競技が開催されます。そして、八街出身の
候補選手もお二人おります。空手の植草歩さんと
パラバトミントン、車椅子バトミントンの里見紗李奈
さんです。植草歩さんは東吉田の出身で、ご両親
はまだ東吉田にお住まいとの事です。里見紗李
奈さんは去年、成人式を迎えられた、まだ21才の
選手です。沖でご家族と在住との事です。只今、
世界ランキング1位で金メダル候補ですので、この
お二人の応援を是非お願い致します。オリンピッ
ク、パラリンピックに身近な人が出ていると思うと、
何だかワクワクしますね。皆さんもワクワクしながら
応援して頂きたいと思います。
今年は子年です。ねずみは子沢山なことから
子年は繁栄の年と言われております。昨年の災
害が一日も早く復旧復興されまして、八街が更な
る繁栄を致します事、ロータリーの会員の皆様の
繁栄、ご活躍をご祈念申し上げ、私の新年の挨
拶と致します。今年もどうぞ宜しくお願い致します。

第2575回 2020年1月15日例会報告

【出席報告】
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【ニコニコボックス】

86万４千人だそうです。人口の自然減では2019年
は51万人を超えてそうです。この数は鳥取県の人
口にほぼ近い数字だそうです。少子、多死化が進
みますと、総人口の減少になり、生産、消費、税収
の減退となり、景気の悪化、国力の衰退につながり
ます。どうしたら現状維持・増大につなげることが出
来るか、街の再生のカギは人口増にあります。安
心して子育てのできる街にするにはどうしたら良い
か。喫緊の対策が望まれます。

◇本人誕生日
・樋渡琢也会員・槍木勝典会員
・鎌形芳法会員・山本和男会員
・木村利晴会員
◇奥様誕生日
・生形健一会員

【理事会報告】

幹事 笹川 英一

◇明けましておめでとうございます。
今年もよろしく。
増田 繁会長
◇本年もよろしくお願いいたします。
山本 義一名誉会員

皆様明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いいたします。
新年初の例会は体調不良で欠席いたしました。
申し訳ありませんでした。風邪が流行っています。
皆さんもお体に十分気会を付けて下さい。
さて本日は県議会議員山本義一さんをお客様と
してお迎えしております。ようこそお出で下さいま
した。先生には昨年千葉県そして八街市を襲った
台風災害の対策のお話や、本年の抱負などお伺
いできないかと思います。宜しくお願いします。
先日1月12日八街市の成人式典出席いたしまし
た。女性の方はみな振り袖姿でとても華やかで和
やかな中での成人式でした。全国で今年の成人
した人の数は122万人、昨年の出生数は

≪報告事項≫
１．会計報告及び下期会費引き落としについて
（1月14日）
２．八街商工会議所賀詞交歓会(1月10日)
＊会長欠席
３．八街市成人式（1月12日）
＊会長出席
４．新春子ども会書初め展表彰式(1月２6日)
＊会長出席
５．第3回RYLA委員会(1月25日)
＊小澤委員出席
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６．第4回会長幹事会(1月27日)
＊会長幹事出席
７．会嶋会員の退会届12月17日に受理、退会され
ました。
８.生形会員（米山）小久保会員（インターアクト）次
期地区委員に承認。

2月 5日(水）

理事会・社協石毛会長来訪

2月 9日(日）

地区大会（アパ東京ベイ幕張）

2月12日(水）

振替休会

≪審議事項≫

2月19日(水）

北村市長来訪

１．地区大会 2月8、9日(土、日)参加、交通手段
について
＊マイカー及び乗り合わせ各自お願いします。
２．IM 2月25日(水)参加、交通手段について
＊マイカー及び乗り合わせ各自お願いします。
３．創立55周年記念行事について
八街クラブのみで催す。積立金については台
湾国際大会の時に利用する。
４．社福法人「光明会」より2月23日第16回八街吹
奏楽フェスタの後援の承認のお願いあり、承認
いたしました。

2月26日(水）

通常例会

【幹事報告】

八街RC 2月 例会スケジュール

＊注：2月25日のIMは延期となりました
【米山功労者・
ロータリー財団ポールハリスフェロー表彰】

幹事 笹川 英一

◎補助金セミナーのご案内
日時：2020年2月2日(日）13時～
場所：三井ガーデンホテル
◎第10グループ女性会開催のお知らせ
・米山功労者 第1回 伊藤 嘉一会員
日時：2020年2月5日(水）11時30分～
・ポールハリスフェロー第3回
場所：菊屋
槍木 勝典会員
◎RLI（リーダーシップ研究会）パートⅠ
・ポールハリスフェロー第4回
日時：2020年2月1日（土）10時10分～
山本 和男会員
場所：千葉市民会館
◎RYLA実行委員会及びセミナー本番の
出席確認について
【年頭のあいさつ】
県議会レポート
実行委員会 2020年2月14日(金)14時集合
セミナー1日目 2020年2月15日(土)8時集合
セミナー2日目 2020年2月16日(日)8時集合
◎会長エレクト研修セミナーのご案内
日時：2020年2月23日（日）14時点鐘
2020年3月22日（日）9時30分点鐘
懇親会17時から
場所：TKPガーデンシティ千葉3階
◎新春子ども会書初め展表彰式依頼のご案内
日時：2020年1月26日（日）午前10時より
場所：八街市中央公民館 大会議室
明けましておめでとうございます。日ごろお世話
◎第16回八街吹奏楽フェスタのご案内
になっております。本年も宜しくお願い申し上げま
日時：2020年2月23日(日）
す。
2019年12月定例県議会山本義一県議一般質問
明朗フェスタ11時30分より
開演13時（12時45分までにご来場下さい） （斜体太文字）及び答弁要旨
八街市選出 千葉県議会議員 山本義一
会場：八街市中央公民館・ホール
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このため県では、現在、倒木の処理や事業計画
箇所の見直しなど、当面必要となる取組に つ
いて、林業事業者とともに検討しているところで
す。今後は、新たな倒木被害を防ぐための森林
整備について、市町村と連携しながら取り組ん
でいくとともに、被害を受けていない森林につい
ても引き続き、間伐や植栽、下草刈りなどの整備
を促進してまいります。

質問 台風１５号・１９号・２１号の大規模災害対
策について
被災した農林漁業者を応援するため、県産農
林水産物の販売促進の取組は。
答弁要旨（森田健作知事）
１ 県では、市場などに向けて生育状況や出荷
見込み等の産地情報を伝えるとともに、「がんば
ろう！千葉」キャンペーンの一環として、首都圏
及び県内の量販店や直売所等に、のぼりなどの
販促資材を提供し、県産農林水産物を販売する
フェアの開催などを呼びかけています。
２ また、今後は、量販店の店頭で販売を行うス
タッフの派遣人数や店舗数を増やすとともに、ホ
テルやレストランに対してもフェアの 開催を呼
びかけるなど、取組を強化します。
３ さらに、消費者に向けて、ラジオや雑誌、ＳＮ
Ｓ等を活用した産地情報の発信や、レストランで
の県産食材のＰＲなどを行い、被災した農林漁
業者を応援するための販売促進に取り組んでま
いります。

(再質問) 県では、管理が行き届いていない森林
の面積を４万５千ヘクタール程度と推定している
が、森林の再生に向けてどのように考えているの
か。
答弁要旨（半田徹也 農林水産部長）
管理が行き届いていない森林には、「林業経営
には適しているけれども実際には管理がなされ
ていない森林」、それから「急傾斜など自然条件
が悪いといった理由により林業経営には適して
いない森林」の２つの種類があります。
林業経営に適している人工林については、森林
経営計画に基づいて森林組合等の林業事業体
が中心となって森林整備を行うことになるので、
県としてはこれを支援していくことになります。
林業経営には適していない森林についてです
が、一般的に、森林は、様々な木の種類があり、
高さなども異なる、いわゆる自然に近いものが災
害を受けにくいとされていますので、針葉樹や広
葉樹が多様に混在しているような、モザイク的に
広がっているような森林への誘導を図っていくこ
とを考えています。

質問 畜産総合研究センターの台風被害と、そ
の復旧に向けた取組は。
答弁要旨（半田徹也 農林水産部長）
１ 畜産総合研究センターでは、本所、市原乳
牛研究所、嶺岡乳牛研究所の３か所全てにおい
て、台風第１５号などにより被害を受けました。
２ 直接的な被害としては、飼料作物の倒伏、畜
舎の屋根や窓の損壊、堆肥化施設の倒壊、倒
木による電線の切断などがあり、主に飼料の栽
培試験や、家畜の管理、堆肥生産などに影響が
生じています。
３ さらに、停電の長期化による試験サンプルの
廃棄、家畜の体調不良、測定機器の使用不能
により、十分なデータが得られなかった研究も
あり、３８の研究課題のうち、１２について遅れな
どの影響が生じています。
４ このため、まずは、復旧に必要な経費を１２月
補正予算案に計上したところです。県としては、
速やかな施設の復旧と併せて、遅れが生じた研
究については、試験期間の延長や試験頭数を
増やすなどの工夫により、研究成果への影響を
最小限に留めるよう取り組んでまいります。

質問
県立学校施設の被害に対して、どのように
対応していくのか。
答弁要旨（澤川和宏 教育長）
このたびの台風等により県立学校１４９校の施設
に被害が生じており、業者を確保できたところか
ら、順次復旧工事に着手しており、先月末現在１
１７校で実施しております。
これら復旧工事を、年度内に完了すべく鋭意努
力しておりますが、２５校程度については 大規
模工事となり、入札及び設計が必要なことから、
最長で１年程度の期間が必要と見込んでいます。
また、復旧までの間の措置として、学校生活 へ
の影響を最小限とするため、体育館の屋根の
破損については、仮設屋根の設置を、校舎等の
雨漏りについては、防水シートの部分補修を、
法面の崩壊については、土留め対策等の応急
工事を行っているところです。
このほか、窓枠破損により授業に支障がある

質問 台風の風倒木被害による森林整備事業へ
の影響はどうか。
答弁要旨（半田徹也 農林水産部長）
間伐などを実施することとしていた森林整備事
業の計画地も、台風による倒木被害を受けてお
り、事業の実施が困難となった箇所が多数発生
しています。
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場合は、教室を変更するなどの対応をしており、一
日も早く通常の学校運営が行われるよう全力を挙
げて取り組んでまいります。

２ このため、円滑な交通と歩行者の安全を確保
するため、現在、交差点改良を実施しており、こ
れまでに予備設計を完了し、引き続き
測量
を行うこととしております。
３ 今後とも、地元の皆様のご理解とご協力をい
ただきながら、事業の推進に努めてまいります。

質問 鉄道問題について
１０月２５日に発生した 豪雨により、総武本線を
はじめ県内の鉄道にどのような影響が出たのか。

答弁要旨（石川 徹 総合企画部長）
被災した私立学校の施設に向けて、県は
１ １０月２５日に発生した記録的な豪雨に より、Ｊ 質問
どのような支援を行っていくのか。
Ｒ線の主要路線をはじめ、県内の多くの路線にお
いて、大規模な運休や遅延が 生じたところで 答弁要旨（森田健作 知事）
１ 多くの子どもたちが学ぶ私立学校や幼稚園
す。
の施設の復旧は、早急に取り組まなければなら
２ 翌日には、多くの路線が運転を再開しましたが、
ない問題であると認識しています。
総武本線、久留里線、小湊鉄道については、運
２
しかし、台風１５号による私立学校の被害に
転再開までに３日以上を要しており、 小湊鉄道
ついては、激甚災害制度の指定基準を満たし
の一部区間では、現在も運休が 続いている状
ていないため、国の「私立学校施設災害 復旧
況です。
事業」は適用となっていないところです。
３ こうした路線の運休が長引いた主な理由として
３ このため、県では、教育活動に必要な校舎
は、豪雨の影響で、線路への土砂流入や 路盤
など建物の修繕等に対し、県独自で、復旧
の流出、周辺道路の陥没などが発生し、 鉄道施
工事に係る経費の２分の１まで助成する事業を、
設の復旧が難航したことが挙げられます。
今回、補正予算に計上したところです。
４ 今後、県といたしましては、本支援制度の
質問 鉄道利用者や市町村に対して、運行情報等
活用を私立学校に対し働きかけ、早く災害前の
に関する的確な情報提供が必要と考えるがどう
教育環境を取り戻せるよう、支援を行ってまいり
か。
ます。
答弁要旨（石川 徹 総合企画部長）
１ 台風や豪雨などによる災害が激甚化する中、
県民生活の安全・安心や利便性確保のためには、
鉄道の運行状況等を分かりやすく、迅速に提供
することが重要と考えています。
２ 各鉄道事業者においては、ホームページやＳ
ＮＳ等により、計画運休をはじめとした 災害時の
運行情報を提供しているところですが、情報提供
のタイミングや内容について、課題はあるものと認
識しています。
３ このため、県としては、ＪＲをはじめ鉄道 事業
者に対して、運転再開の見通しや、運休の原因と
なっている被害や復旧作業の状況、 代替交通
手段の運行などについて、分かり やすく情報提
供を行うよう、働きかけてまいります。

質問 スマート農業技術を現場で実証する取組の
今年度の実施状況はどうか。
答弁要旨（半田 徹 農林水産部長）
１ スマート農業の推進に当たり、県では、開発さ
れた技術を試験的に生産現場に導入し、本県の
ほ場条件や営農形態への適合性、費用対効果
などについて検証を行っています。
２ 今年度は、自動運転トラクターによる水稲の代
かき作業の無人化や、人工衛星の画像により水
稲の収穫時期を判別する技術、ドローンを 活
用した果樹の病害虫防除技術などについて、農
業者や機械メーカーと連携して取り組んでいま
す。
３ 今後は、地域の担い手となる農業者を対象とし
た研修会等を開催し、得られたメリットや有効な
使用方法などの周知を図りながら、本県に適し
たスマート農業を推進してまいります。

質問 県道千葉川上八街線 八街市吉倉地先に
おける交差点改良の進捗状況はどうか。

答弁要旨（河南正幸 県土整備部長）
１ 県道千葉川上八街線の吉倉地先の交差点は、
質問 東金青年の家の運営を継続してバランスの
県道の曲線部に２本の市道が接続し、信号のな
取れた教育環境を保つ考えはないのか。
い変則的な交差点となっております。また、近接
する小学校の通学路に指定されておりますが、歩 答弁要旨（澤川和宏 教育長）
１ 平成２８年７月に策定された「公の施設の見直
道幅員が狭い状況です。
し方針」において、「県立青少年教育施設の
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５施設体制を見直すこと」と示されたことから、こ
れまでの間、社会情勢の変化や施設の利用実態
等を踏まえた検討を進め、先月、千葉県生涯学
習審議会に「県立青少年教育施設の再編構想
（案）」を提示いたしました。
２ 再編構想案では、森・海・川・沼といった千葉
県を代表する魅力的な自然を生かした機能に着
目しつつ、市町村教育施設とのネットワーク化に
よる機能強化を図りながら、より充実したバランス
のとれた青少年教育の環境を整えていくこととし、
４施設を選択いたしました。
東金青年の家については、宿泊稼働率が低く、
地域の利用が約７割を占めており、施設の開設
年月日も一番古いことなどの事由から、再編後
の施設には選択されておりません。
３ 今後は、生涯学習審議会から答申を得た後
に、パブリックコメントを実施し、広く県民の意見
を伺った上で「県立青少年教育施設の再編構
想」を策定してまいります。

質問 東金青年の家は耐震工事も終わっており、
災害時などにも適した施設であり、今後も防災の
拠点として残さなければならないと思うがどうか。
答弁要旨（澤川和宏 教育長）
東金青年の家は、開設から４７年が経過して
おり、これまで耐震工事、設備改修などを行って
まいりましたが、ガス管や給湯設備などの老朽化
が著しく、大規模な改修が避けられない状況に
あります。
また、再編構想の策定に当たっては、当施設
を避難所と指定している東金市の意向について
も確認してまいります。

質問 以上のことから再考する考えはないか。
答弁要旨（澤川和宏 教育長）
繰り返しになりますが、今後、生涯学習審議会
から答申をいただくことになりますが、その後、パ
ブリックコメントを実施し、広く県民の意見を伺っ
た上で、再編構想を策定してまいります。

(再質問) 東金青年の家の廃止とする方針が新聞
報道された。理由と方針決定の経緯はなにか。
答弁要旨（澤川和宏 教育長）
おたずねの新聞報道は、先日、県教育委員会か
ら生涯学習審議会に提示した「県立青少年教育
施設の再編構想の案」であり、本県を代表する
自然に着目し、４施設を選択しました。
今後は、生涯学習審議会から答申をいただいた
後、パブリックコメントの実施など、広く県民の意
見を伺った上で、再編構想を策定してまいります。

質問 教育施設として位置づけられているのな
ら、一概に利用人数の減少だけで施設の存続を
問うのはいかがなものか。
答弁要旨（澤川和宏 教育長）
県立の青少年教育施設においては、自然体験
や宿泊体験など様々なプログラムの提供を通じ、
多くの利用者に親しまれてきました。
一方、過去１０年間の５施設全体の宿泊稼働
率が、例年30％以下と低迷している状況です。
こういった状況を踏まえ、市町村の関連施設との
ネットワークを強化しつつ、魅力的な自然を生か
した機能に着目した再編を行うことで、引き続き、
青少年教育を推進しようとするものです。
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漆原 摂子ガバナーエレクトの
facebookから
1月15日 23:06

カリフォルニア州サンディエゴで１９日から
開催される国際ロータリーの研修に参加する
ため、これからフライトです。まずは同州オ
ンタリオにて１７・１８日に開催される、国
際ロータリーのマーク・マローニー会長主催
平和会議川妻ＰＤＧ、同クラブの関博子Ｒカ
ードコーに臨みます。この会議では、東京米
山友愛ＲＣのディネーターが、スピーカーと
して登壇されます！素晴らしい事でございま
す！
末筆ながら、今般の出立に際し、パストガバ
ナーの皆様をはじめ大変多くの方々から暖か
いエールやご厚情を賜り、改めて心より御礼
を申し上げます。

次期RI会長が2020-21年度会長テーマを発表

2020-21年度国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク氏
（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブ
ルク・メルン・ロータリークラブ会員）

国際ロータリー会長エレクトであるホルガー・クナーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエ
ンブルク・メルン・ロータリークラブ所属）が、1月20日、サンディエゴ（米国カリフォルニア
州）で開催中の国際協議会で講演し、人生や地域社会を豊かにするためにロータリー
が与える機会をとらえるよう呼びかけました。
クナーク会長エレクトは、次期地区ガバナーに向けて2020-21年度会長テーマ「ロータ
リーは機会の扉を開く」を発表。ロータリーとは、クラブに入会するというだけでなく、「無限
の機会への招待」であるとクナーク氏は述べました。
7月1日に会長に就任するクナーク氏は、奉仕プロジェクトを通じて会員自身や受益者
の人生をより豊かにするための道を開くのがロータリーであると力説しました。
「奉仕の行いは、その大小にかかわらず、助けを必要とする人たちのために機会を生みだ
すものであると、私たちは信じている」とクナーク氏。また、ロータリーはリーダーシップの機
会、奉仕のアイデアを実行に移すために世界を旅する機会、そして生涯続く友情の絆を
築く機会を与えてくれる、クナーク氏は述べます。「私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰
かのために機会の扉を開いています」
未来のための変革
クナーク氏はさらに、ロータリーの発展のために変革を受け入れるよう会員に強く促しまし
た。会員数を増やすために数字にこだわるのではなく、持続可能かつ有機的なかたちで
成長できる方法を考えるよう求め、現会員を維持し、クラブにふさわしい新会員を募るこ
とにクラブが注力すべきであると述べました。
広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子
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