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 WELCOME   SAA 笹谷 俊尚 

米内山 淳二 様  千歳市議会議員 

 

 会⻑あいさつ   会⻑ 白木 松敏 

皆さん改めまして今日は。 

さて日本国内は元より、世界では未だに止まない原発の

話題、所謂、原⼦⼒発

電関連のニュースや新聞

紙上又、私達の世間話

の中でも話題が途絶えた

事が無いような気がします。 

最近では札幌での岩内の

泊原発の再稼働反対の

デモなど道内では、それぞれの地域で毎日のように反対

演説や反対活動・反対のビラなどを⾒掛けます。 

⼜、住⺠団体である“岩内原発問題研究会”は原発か

ら海に放出されている放射性物質トリチウム(三重水素)

と周辺のガン死亡率の関係について⼤規模な調査をする

よう公開質問状を北電に提出しました。⼜、全道の世論

調査では岩内町の泊原発の再稼働反対が 66％にも大

きく上回っています。これは全国どこでも同じ様な数字が

表れているようです。 

世界のどこかの原発で事故が発生した時、間違いなく住

⺠の安全を保障しますと⾔う⼈は誰⼀⼈いないのです。

原発はまだまだ未解決の部分が有り過ぎるのではないで

しょうか︖電気料⾦を値上げしない為の、原発優先なの

か又、人間の命が優先なのか皆さんはどうお考えでしょう

か。久し振りに私の訴えたい事のお時間をいただきました。 

さて先⽇、宮城県岩沼市の菊池市⻑より案内状が届き

ました。「平成 26 年度岩沼市功労者表彰式」に於いて

岩沼市の震災復興計画に掲げました「千年希望の丘」

構想に賛同された事に対し我が千歳セントラルＲＣに感

謝状を贈呈したいとの事で 11 月 1 日(土)午前 9︓50 

迄に岩沼市⺠会館に出向いて参ります。因みに岩沼市

⻑は今年 5⽉に新市⻑に就任されております。 

さて先週の例会で坂井治幹事が⽋席でしたので後程、

次年度ガバナー補佐候補として⼀⾔ご挨拶を、お願いし

たいと思います。 

さて本日は先ほどご紹介をいたしました、千歳市会議員

の⽶内⼭淳⼆さんをお迎えしての例会です。私しは 5 年

ほど前から千歳のイメージについての街づくりに対し相談を

して参りました⽶内⼭淳⼆さんから理解をいただくようにな

って来ております。市会議員の米内山淳二さんには本日

の例会の為、急遽スケジュールを変更していただきました。

後程、卓話をいただきますので宜しくお願い致します。 

米内山淳二さんには改めて感謝を申し上げ私の会⻑報

告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 次年度ガバナー補佐候補者挨拶    

坂井 治 会員 

先ほど会⻑からもご紹介いただきましたが、次年度ガバナ

ー補佐候補ということでまだ決定したわけではありませんが

ご推薦をいただきました。大変身に余るご推薦で有難く

思っています。当クラブで初代⾼塚会⻑、そして和⽥さん、

例会出席状況（2014 年 10 月 28 日） 

会員数 34 名 

会員出席者数 20 名 

⽋席者数（内︓無断⽋席）  14（3）名 

出席率 58.82 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1 名 

出席者数総計  21 名 
 
前回例会 確定出席率（2014 年 10 月 21 日） 

確定出席率（MU 含む） 82.35 ％ 
 

11 月 誕生月の会員 

多賀 勲 会員 1942年（昭和 17） 11 月 3 日生 

古木克紀 会員 1947年（昭和 22） 11 月 2 日生 

成田宏明 会員 1966年（昭和 41） 11 月 10 日生 

 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ  会⻑ 白木松敏 / 副会⻑ 大久保 尚 / 幹事 坂井 治 / 会報委員会 委員⻑ 齊藤博司 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 

Mail.membership-office@ccrc.jp  HP.http://www.ccrc.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral 
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羽芝さんと歴代 3 人の素晴らしいガバナー補佐が輩出さ

されています。このところ 7年連続で RI会⻑賞を受賞し

ている千歳セントラル

ロータリークラブという

ことで、地区内でも大

変注目を集めている

クラブから輩出される

ガバナー補佐というこ

とで、多分あちこちか

ら注目されるのではな

いかと思います。その栄光に傷をつけないように精一杯頑

張っていきたいと思っております。 

私は今年クラブ幹事をさせていただいております。そして地

区ローターアクト委員⻑もさせていただいております。ここで

次年度ガバナー補佐候補ということになり、もし決定しま

すと 12 月からガバナー補佐を集めての会議などが始まっ

てしまいます。今、只でさえも二足の草鞋を履いて履き過

ぎたと思って後悔をしているのですが、さらにもう一足、三

足の草鞋を履くということです。是非皆さんのご協⼒無くし

てはこの務めを果たすことは出来ません。勿論、次年度

IM の実施等もありますので何かと皆さんにはご協⼒をお

願いする事が多くなると思います。是非宜しくお願い申し

上げます。微⼒な私ではありますが、精⼀杯頑張りたいと

思います。宜しくお願い致します。有難うございました。 

 

 幹事報告   幹事 坂井 治 

� 千歳市⽴富丘中学校から吹奏楽部の東⽇本学校

吹奏楽大会出場に係る支援に対しお礼状が届いて

います。 

� 地球のステージ 1 実⾏委員会 IN ちとせより協賛の

お礼状が届いています。私もこの公演に⾏きましたが、

本当に素晴らしい公演でした。是非機会をまた作って

ロータリーの皆さんにも聞いていただければと思うぐらい

の素晴らしい内容でした。 

� 国際ロータリー第2510 地区嵯峨義輝ガバナーエレク

ト事務所が 10 月 1 日より開設されました。 

� 次年度役員選挙について 

次年度理事の⽴候補及び推薦は締切⽇（10 月

27 日正午）までにございませんでした。 

細則第 3条第 1節に従い指名委員会を設置いたし

ます。指名委員⻑を⽩⽊松敏会⻑よりご発表いただ

きます。 

 

 指名委員会委員⻑の発表   会⻑ 白木 松敏 

先ほど幹事より提案がありました指名委員会委員⻑を発

表します。慣例によりまして武⽥伸也直前会⻑をご指名

いたします。宜しくお願いいたします。 

 

 各委員会報告・連絡    

創⽴ 25 周年準備委員会 委員⻑ 今井 章夫 

本⽇例会終了後、来年⾏

われます創⽴ 25周年記念

事業の第 1 回準備委員会

を開催させていただきます。

宜しくお願いします。 

 

第 2510 地区ローターアクト委員会 委員⻑ 坂井 治 

もう⼀⾜の草鞋のローターアクト委員⻑の⽴場の報告で

す。  

先週土曜日（10/25）、函館大学ローターアクトクラブ

というのがあります。昨年私が委員⻑に就任しましてから

ガバナーにお願いして各ローターアクトクラブにガバナーに

訪問していただきたいということで、昨年度からガバナーに

訪問いただいております。第 2510 地区に限らず、ロータ

ーアクトクラフ゛にガバナーが訪問するというのは他の地区

でもあまり例のない事です。

昨年度から続けてやってい

ることで今回、函館大学ロ

ーターアクトクラブでガバナー

に訪問していただきました。

今年度第 1 回目、1 クラブ

目のガバナー訪問となります。私も同⾏して参りました。

以上報告です。 

 

 10 月誕生祝    

⽩⽊会⻑よりお祝いのメッセージをお贈りしました。おめで

とうございます!(^^)! 

☆清水 清光 会員（昭和 19年 10 月 8 日生れ） 

☆笹谷 俊尚 会員（昭和 41年 10 月 4 日生れ） 
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 ニコニコ BOX    

進⾏︓出席・ニコニコ箱委員会 委員⻑ 菅原 百合子 

清水清光 会員︓先ほどは有難うございます。おかげさま

で 70才を迎えることになりました(^^)v 

笹谷俊尚 会員︓誕生祝ありがとうございました。先週の

例会をお休みしてしまいました。その分も含めてニコニコし

ます。 

坂井 治 会員︓先週例会を⽋席しました。先ほどガバ

ナー補佐候補者就任ということでスピーチをさせていただき

ました。 

白木松敏 会員︓今⽇は⽶内⼭さんに無理を⾔ってス

ケジュールを無理やり変更していただき卓話をしていただき

ます。ご迷惑を掛けますが今日は宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 本⽇の例会プログラム  

通常例会 

「クラブ協議会/卓話 安心安全な街づくり」 

講師 千歳市議会議員 米内山 淳二 様 

担当 理事会（幹事 坂井 治） 

本日、講師を務めていただ

きます米内山淳二さんをご

紹介申し上げます。皆さん

のお手元に 10 月 2 日付

の千歳⺠報の記事が配ら

れています。この中に先日

の議会傍聴に⾏った時にちょうど質問された記事が載って

いますのでご覧頂ければと思います。それでは、米内山淳

二さんご講演を宜しくお願いします。 

 

「米内山 淳二様のプロフィール」 

 

講師 千歳市議会議員 米内山 淳二様  

今日は貴重なお時間をいただきまして講演という形で拙

い話になるかもしれません。また、ご紹介にありましたように

私は⻘年会議所にも古く所属しておりまして、今日は本

当に多くの諸先輩方を前にこのようなお話をさせていただ

けることを感謝しながら講話したいと思いますので宜しくお

願いします。今日の演題は「安心安全な街づくり」という

事で、10 月 1 日に議会で一般質問の機会がありました。

兼ねてから⽩⽊会⻑から飲⾷店街の安⼼という事で 4、

5 年前から常日頃どのように思うか投げ掛けられていまし

たので今回それを題材に質問させていただきました。本題

に入る前にせっかくの機会ですので、最近の議会の様子

をかいつまんでお話させて頂きたいと思います。 

私は平成 13年に初当選してから 4期目、14年目にな

ります。皆さんのお手元に議会要覧がありますが、まちの

事全般に書いてあり皆さんはよくご承知かと思います。最

近よく政治家、議員⼀括りに不祥事が多いです。政務

調査費の使い道がどうなっているのかとよく言われます。兵

庫の県議会議員がカラ出張して号泣していたという話が

ありましたが、国会議員と地方議員では報酬も全く違い

■出身 昭和 38年 1 月 26 日 千歳市生まれ 

■学歴 北栄⼩学校、千歳中学校卒業 

北海道千歳⾼等学校普通科卒業 

札幌ソフトウェア専門学校高等科卒業 

■経歴 

 

昭和 58年 ㈱ふじい薬局入社 

昭和 60年 レンタルビデオ「ウエイブ」創業 

千歳⻘年会議所（JC）入会  

平成 13年 千歳市議会議員選挙にて初当選 

平成 13年 産業経済常任委員会 委員 

平成 15年 建設常任委員会 副委員⻑ 

平成 15年 JC 卒業 

平成 17年 厚生常任委員会 副委員⻑ 

平成 22年〜24年 監査委員 

本日のニコニコ BOX 合計額 8,000円 

今年度 累計額 368,516円 
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ます。千歳には政務調査費はあるにはありますが、1 人

月 2 千数百円で年間 3 万円です。これをどう使うかとい

うと例えば議員活動をするための消耗品（⽤紙やプリン

ターインクなど）や中には書籍も認められます。新聞など

一般的なものを経費にすることはできません。これら経費

を⼀円単位で領収書を付けて、書籍といっても何の本を

買ったかというところまで添付しなければなりません。インタ

ーネットで調査費を何に使ったか全て⾒られるようになって

います。そういった部分で私や他の議員もおかしいと思わ

れる使い⽅はないという事を皆さんにはご理解いただきた

いと思います。 

近況では、昨年春に改選期になりご存知のように無風選

挙でした。選挙公示当日は 24 人しか候補者はいません

でした。それを⾒た現役の市会議員が告示のその日の夕

方に書類を提出して最後の 25 人目に当選しました。そ

のような結果をいただいて非常に千歳の議会に、議員は

何をやっているのかとオンブズマンの方々からは日頃質問

をされます。議会改革は当時もやっていましてずっと継続

してやっているのですが、一番身近には議員を減らせとしょ

っちゅう言われています。私も 6 年前に議会運営委員⻑

をやらせていただきました。当時の市会議員 28 名を 25

名に削減させていただきました。今 25 名を何人にするか

と喧々諤々でやっているのが現実です。結論は来年の 3

月いっぱいまで出そうとしています。中間的に言うと現状

維持派が 3 分の 2 ぐらい、増員が 1 名、残り 3 分の 1

が 2、3 名の減員です。個々の市会議員の⽴場なりやっ

てきた事からして私もこれがいいとは申し上げませんが、日

頃皆さんが議会報などで改めて思う事がありましたら是非

市⺠の皆さんがどのようにみられているかを⾔っていただけ

れば助かるかと思います。 

本題に入っていきたいと思いますが、その中で議員は何を

やっているのかということです。今日は町村信孝衆議院議

員が千歳入りして第 5 選挙区の中の要望調査を商工

会議所で⾏っています。議員そのものがやらなければなら

ない事は市が制定する条例が良いか悪いかの判断、予

算・決算の容認、契約の良し悪しの判断、財産の取得

や処分の議決権を持っています。よく市議でリーフレットで

公約を謳う人がいますが、市議会議員のレベルで何をや

りますというのはほとんどありません。⾏政がやりたいことに

対し良いか悪いか判断するというのが主な我々の仕事で

す。で 

すから議員が提案を市に投げ掛け実現させる（議員提

案）ましてや条例を我々の⼿で作るというのはほとんど全

国的にもかなり難しいことです。判断をするというのが主な

仕事です。その根拠となる考えを普段皆さんから日頃聞

いた事を議会でぶつけるのが議会本会議の質問の機会

です。リーフレットにこれをやりましたと載せている方がいま

すがそれを認めたというだけでその方がこうしたからこうなっ

たというのは過剰な書き方になるのではと私個⼈の意⾒と

しては思います。議会の仕組みでいうと⾏政に対して市

⺠の要望を伝える場は年4回の定例会があります。市⻑

に直接意⾒、要望をぶつける場⾯があります。その他に 3

つの常任委員会があり市役所各部署に対し我々議員が

分かれてそれぞれ議論をします。⼤きくは建設産業、教

育、福祉の部分です。題材として挙がっているのは、市が

今やろうとしている事が議会に投げ掛けられそれを議会が

揉んでいきます。⽩⽊会⻑

に資料をいただきましたが、

例えば客引きを防⽌するた

めに条例をつくれないかと議

会側から⾏政側に提案をす

るのは、当然法律も絡みま

すし否定するわけではありませんが難しいです。 

陳情、請願というのを聞いた事があるかと思います。最近

の陳情案件では例えば緑小学校区にコミュニティセンター

を作って欲しいと 3 年程前から続いています。コミュニティ

センターは学校区に一つ作りますという方針を昭和 50年

代に作り順次作ってきました。コミセン建設は 4 億円位か

かりますからここ 10 年は予算の縮減でなかなか実現でき

ません。地域の人から何とかしてほしいというのが陳情です。

請願は陳情に複数の議員の連名が必要です。今まで市

会議員になって請願は⾒たことがありません。全部陳情で

す。何故かというと議員が案件を審議しなければなりませ

んので、お願いするメンバーに議員が入っているのはそぐわ

ないからというのを聞いたことがあります。法律的には請願

は議員が⼊ったお願いになります。議会で議論し⾏政の

意⾒を聞いて⺠意として妥当かどうか判断します。コミセ

ンの例では財政的に出来ないというのをやはりやってとなる

と他に何かを犠牲にしなければならないという事まで考え

て下さいと投げ掛けられます。そういった中で二の足を踏ん

でしまいます。コミセンの場合は 3 年経ってようやく採択を

しましたが需要、設計、運営の面を考えこの後 2、3年か
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かると思います。市⺠から要望が挙がり、議会で揉んで⾏

政でやりなさいという採択を出したなら⾏政もそれを無視

出来ないと思います。陳情の出し方についてお話します。

緑小学校区では 20 ぐらいの町内会単位があります。全

ての町内会⻑の判が必要です。 

今回の安⼼安全な街ということで、議会で市⺠の安全対

策についてということで一般質問させていただきました。議

員は 25 名いますが監査委員を除いて一人の議員が一

年に 1 回か 2 回の質問の機会があります。新しい議員

は、後ろ髪が無くあれはどうなっているかと質問をします。

おかげさまで私も⼗数年やっているとどういう聞き⽅で質

問をするとぐっとくるかを押さえる事ができました。例えば結

論で⾔うと客引きを無くせないか、無くせないにしても防犯

カメラでそういった飲食街のトラブルを軽減することが出来

ないかという所に着地点を⾒出そうという事です。白木会

⻑からいただいた資料には何年も前の新聞記事まできち

んと取っていただいていてこれはものすごく大事な事です。

⾏政に対しても過去はこういう事があり今はどうなのかとい

う質問をします。担当者はものすごくしゃべります。その結

果どういう判断をしたら良いかという事です。防犯カメラに

ついて調べると⾏政は毎回同じ答弁をしています。もうそ

ろそろなんとかしたらどうかと私は質問します。可能性があ

れば検討します、調査しますという答弁になり⾏政もそう

いった部分で努⼒していっているような状態です。 

今回質問したポイントだけを言いますと暴⼒団条例と客

引きの条例はまた別なのでそれをどう考えるかという事と、

今後の展望をお聞かせくださいという 2点です。 

答弁は市⻑が話しますので、どういった質問内容かしつこ

く聞いてきます。議会のやり取りは先に出来上がっている

などと言いますが、我々は答えを先に聞くことは出来ませ

ん。市⻑が⼝を開くまでイエスかノーか分かりません。それ

も今やってノーだったからそれがずっとノーかというとそうでは

ありません。今年投げ掛けた⽩⽊会⻑が今年度目指し

ている客引きの条例まではいきませんが、千歳の飲⾷店

で快適に過ごせる街づくりというのは過去からやっています

が、これを機にまた発展してよりよい街づくりとして最終的

にはそれだけに限らずいろいろ波及させていければよいと

思います。皆さんの要望を噛み砕いて⾏政に伝えるという、

お役に⽴てればと考えています。限られた時間でしたので

私の意が十分皆さんにお伝え出来なかったと思いますが、

今後とも議会に対する深いご支援を受けながら頑張って

いきたいと思いますので宜しくお願いします。有難うござい

ました。 

 

 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員⻑ 髙木 昌人 

次回は 11 月 4 日、リアンで SAA 委員会担当の移動

通常夜間例会「卓話 ポリオについて」です。第 7 グルー

プガバナー補佐 菊池重敏様を講師としてお迎えし、改

めてポリオについて講話をいただきます。会場はベルクラシ

ック リアン、開会 18 時 30 分です。 

 

 SCHEDULE  

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創⽴記念 in 支笏湖 ■次年度

理事指名委員会選出 

4 日 
移動通常夜間例会「卓話“ポリオについて” 講師/第 7 グ
ループガバナー補佐 菊池重敏様」 [担当/ SAA(笹谷
委員⻑、今井副委員⻑)] 会場:ベルクラシック リアン 

11 日 
通常例会「奨学⽣を迎えて] [担当/地区奨学⾦委員会
(⿑藤委員⻑)] 
定例理事会 午後 1 時 30 分 事務局 

18 日 
移動親睦夜間例会 「創⽴記念 in 支笏湖][担当/
親睦活動委員会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 

25 日 通常例会「創⽴ 25周年について] [担当/会⻑エレクト] 

12 
月 

家族月間 ■年次総会 ■次年度理事指名・任命 ■ク

リスマス家族会 

2 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/年次総会(36 分例会）」
[担当/理事会] 
定例理事会 午後 7 時 30 分 事務局 

9 日 
通常例会「会員増強] [担当/会員増強委員会(羽生委
員⻑、佐々⽊副委員⻑)] 

16 日 
親睦夜間例会（千歳ローターアクトクラブ合同例会） 「クリス
マス家族会][担当/親睦活動委員会(関根委員⻑、井
上副委員⻑)]※会員ご家族出席例会 

23 日 休会（法定休日:天皇誕生日） 
30 日 休会（定款第 6 条第 1 節） 

1 
月 

■新年交礼会 ■上半期活動･会計報告 

6 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会][担当/親睦活動委員
会(関根委員⻑、井上副委員⻑)] 

13 日 
通常例会「未定] [担当/プログラム委員会(髙木委員
⻑、尾本副委員⻑)] 

20 日 通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会] 

27 日 
通常例会「未定] [担当/クラブ研修、新会員研修委員
会(岩下委員⻑、彦坂副委員⻑)] 

2 
月 

ロータリー理解推進⽉間■ロータリー創⽴記念⽇・世界理解と平
和の日 ■雪⾒酒 ■ガバナー補佐研修セミナー（地区） 

3 日 通常夜間例会「クラブ協議会」[担当/理事会] 

10 日 
通常例会「国際奉仕検証ツアーの報告] [担当/地区国
際奉仕委員会(⽥⼝副委員⻑)] 

17 日 
親睦夜間例会 「雪⾒酒][担当/親睦活動委員会(関
根委員⻑、井上副委員⻑)] 

24 日 
通常例会「創⽴ 25 周年記念事業について] [担当/創
⽴ 25周年準備委員会(今井委員⻑、武⽥副委員⻑)] 


