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 WELCOME   
山口 幸太郎 様 千歳市⻑  
佐々木   智 様 千歳市企画部秘書課 課⻑ 
伊藤   樹美 様 千歳市企画部秘書課 係⻑ 
 
 会⻑あいさつ  会⻑ 羽生 有三 
皆さん、こんばんは！ 
本日の夜間例会は柏⽥副会⻑のご紹介がありましたよう
に山口幸太郎市⻑をお招きしての例会です。 
山口市⻑には後ほど、千歳学出前講座の千歳のまちづく
りのお話をして頂くことになって
おります。 
皆さんも出前講座という⾔葉
を耳にしたことがあるか講座に
参加した事があると思いま
す。 
出前講座は日本全国各地
の⾃治体や、⾏政機関で広
く⾏われているようです。千歳
市は北海道の中では出前講
座が盛んに⾏われていると聞いたことがあります。 
それだけ千歳市、千歳市⺠はまちづくりに対して熱⼼で深
い関⼼を持っているのだと思います。 
今日はあまり時間がございませんが、山口市⻑のまちづくり
に対する思いをお聞かせ頂けたらと思います。そして、私た
ちクラブの会員の皆さんも積極的に千歳のまちづくりに参加
していこうではありませんか！ 
私たち千歳セントラルロータリークラブのスローガンは地域に
密着した奉仕活動をすることです。千歳のまちづくりに積極
的に参加してはじめて私たちのクラブの存在価値があるのだ
と思います。 
それでは、本日の例会担当の井上親睦活動委員⻑よろし
くお願いします。 
 
 本日のプログラム  
親睦夜間例会 
卓話「みんなで夢実現 〜千歳のまちづくり〜」 
担当 親睦活動委員会 委員⻑ 井上 英幸 

 
皆さん、こんばんは。 
本来であれば、親睦例会は皆さんと共に飲んで語って親睦
を図るというのが主旨ですが、今年度は親睦例会に、お客
様をお呼びして卓話を
伺おうということ⾏ってい
ます。今回で３回目と
なります。 
本日は、皆さんもご存じ
のとおり、公私ともに大
変お忙しい中、山口幸
太郎千歳市⻑にご出席賜ることができました。 
山口市⻑におかれましては、「みんなで夢実現 〜千歳の
まちづくり〜」というテーマで、短い時間で大変申し訳ないの
ですが、卓話を賜りたいと思います。 
また、本日昼間に親睦ゴルフを⾏いましたが、出来ることな
ら山口市⻑にもご参加頂いてゴルフをご指導頂きたかった
のですが、公務中ということで本日は夜間例会のみに出席
して頂きました。 
それでは、山口市⻑宜しくお願い致します。 
 
千歳市⻑ 山口 幸太郎 様 
皆さん、こんばんは。 
本日はお招き頂きありがとうございます。 
只今、井上委員⻑からお話がありましたように今日はあまり
時間がないということで、話を20 分程度にしたいと思います。
私も貴重な親睦例会を大変楽しみにしておりますので、後
ほど皆さんと楽しい機会を過ごさせて頂きたいと思います。 
通常、出前講座はこういう機会に市⻑としてどんなまちづく
りをしているのか、千歳市は今どういう状況にあって将来どう
いうまちづくりを目指していくのかということを、市⺠の⽅々に

例会出席状況 （2011 年 9 月 20 日） 
会員数 32 名 
会員出席者数 22 名 
欠席者数（内：無断欠席）  10（2）名 
出席率（前回例会）  68.75（62.5）％ 
ゲスト・ビジター出席者数  3 名 
出席者数総計  25 名 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ   会⻑ 羽生有三 / 副会⻑ 柏⽥欣也 / 幹事・会報委員会委員⻑ 須藤 丈（会報編集責任者） 
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4 ホテルグランテラス千歳内  TEL･FAX.0123-26-5788  membership-office@ccrc.jp   http://www.ccrc.jp 
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お知らせするのが私の義務だと考えております。年に 10〜
15回程度、通算115回となりますが、その時々のテーマを
入れながらお話しさせて頂いています。 
今日は「第 6 期総合計画」のお話だけをしたいと思います。 
硬い話だと思われるかもしれませんが、これは大事なことだと
私は思っています。 
9 万 4 千⼈の市⺠の⽅は、昔から住んでいる⽅、縁があっ
て来られた⽅、あるいは終の棲家として千歳で一生を終え
られる⽅などいろいろおられます。市⺠の⽅が、千歳のまち
の中で、⾃分の生活の中に⾃己実現をするためにどういっ
たことが千歳のまちとあっているのかというのは、市⺠生活を
構築していく上でも大変大事なことです。 
別な面では、ロータリーの皆さんは特にそうですが、企業の
⽅々にとって千歳のまちがこれからどうなっていくかを知らずし
て企業戦略は⽴てられないと思います。 
大枠の中で少子高齢化時代、⼈口減少社会ということは
わかっていますが、千歳市はその中でどういうことになるのか
をわかっていなくてはならないと思います。 
「第 6 期総合計画」を具体的に示すのがマニフェストです。 
概要と今年から着⼿したマニフェストについてご紹介したいと
思います。ポイントとしては、一つは⼈口減少社会という日
本が進むべき状況の中で、千歳市としてはどうやっていくかと
いうことです。 
二つめには拡大を抑制した計画ということになります。 
⼈口と財政でみてみますと、千歳の⼈口は 9 万 4 千⼈と
なりました。室蘭市を抜いて全道で 10 番目の都市というこ
とになります。⼈口が増えている数少ない都市です。明治
13 年に役場が出来てから、ずっと右肩上がりです。 
⼈口が増えている状況を今後どのように維持していくか、定
住⼈口をどれだけ増やすかというのが⾏政の課題です。これ
は簡単なことではありません。 
「第６期総合計画」では⼈口設定を 9 万 5 千⼈にしまし
た。3 月までの「第 5 期総合計画」では 10 万 8 千⼈で設
定しまして、現在 9 万 4 千⼈ですから 1 万 4 千⼈ほど⼈
口が少なかったことになります。「第 6 期」では達成可能な

⼈口に設定しました。すぐに達成できるのではないかと思わ
れるかもしれませんが、平成 32 年までは⼈口は増えますが、
それ以降は減少すると予測しています。 
⼈口動態では高齢者が増えて働き⼿が減少するという全
国の構図と同じパターンを千歳も予測しています。 
こういう状況の中で⼈口を増やし、なおかつ生産⼈口を減
らさないで街の活⼒、企業生産⼒を落とさないようにすると
いうのがこれからの⾏政の目標となります。 
皆さんにご⼼配をおかけしている⾃衛隊削減はこの中には
入っておりません。 
⼈口の形態ですが、北海道の⼈口は今後 25 年間 560
万⼈から 440 万⼈に 2 割も減少するという状況です。旭
川は 24％、函館は 34％、釧路は 37％と、のきなみ中堅
都市の⼈口が減少しています。 
千歳市はこのままの状態でいくと-3.8％、恵庭市、北広島
市もほぼ横ばいで、札幌から室蘭にかけてのＪライン、札
幌から苫小牧にかけてのＩラインでは⼈口が減らないという
ことです。もし千歳市がこのまま⼈口を減らさないでいくため
には他のまちとの競争、⼈口の取り合いということになりま
す。 
⼈口があまり増加しないということを想定して、市街地の拡
大を抑制しようと考えています。これは、都市関係の仕事を
しておられる⽅、また市⺠の生活にとって大事な要素だと思
います。コンパクトなまちづくりを目指していこうと思います。 
この発展を⽀える資⾦もなければ、まちの構築はしていけま
せん。千歳市は資⾦量を明確にしておりませんが、事業計
画は⽴てていますので、これを拾っていくと集積することはで
きます。 
財政の標準化計画をやっていますが、この計画の前に平成
17〜21 年まで財政健全化計画をやりました。市⺠の皆
様に大変ご協⼒頂いて 116 億という収⽀不⾜を解消し、
20 億近い貯⾦を作ることができました。333 の事業を⾒
直し 137 の事業を展開しました。財政の標準化計画とい
うのはこの健全化計画で健全を保った財政をスタンダードに
しようというもので５年でやっていきます。財政規模は現水
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準を保持、財政規律は現水準を保持します。一般会計
は 450 億ぐらいで市⺠サービスをやっていますが、これを大
きくしないということです。 
しかし、⾏政は同じ事業をやっていくと市⺠ニーズはどんどん
増えていきますから対応できませんので、スクラップアンドビル
ドをやります。古い事業を止めて、新しい事業を展開すると
いう刷新をやっています。ですから事業規模としては今の規
律でいきますが、市⺠ニーズに的確に応えられるような内容
にしていこうということです。 
財政規律とは収⽀バランスを維持しようということで、450
億ぐらいの予算を組みますがどうしても財政不⾜になりま
す。 
そこで、持っている貯⾦からあらかじめ 4 億ほどを一般会計
に移してその年の予算を作ることにしています。4 億円以上
は絶対に下ろさないという規律を作っています。 
現状はここ 5、6 年各会計とも⿊字になっていますので、結
果的に 4 億円は使わずに戻して、なおかつ 4 億円ほどの⿊
字決算をしています。ですから貯⾦もそれだけ増えることに
なります。 
事業費も5億円に抑えています。かつては10億円でした。
5 億円を原資として約 10 倍の仕事をしています。国の補
助制度や特定財源を使ったりしています。職員の創意⼯
夫、職員がしっかり働くことによってそういった補助制度をみ
つけてきたりすることが出来ます。 
市⻑の私が⾔うのも恐縮ですが、千歳市の公共事業は他
のまちに比べて決して少なくないと思っております。 
〜中略〜 
住みよさランキングというのがありますが、千歳市はずっと北
海道第一位でした。今年は大学ができたこともあり名寄市
が一位になり、千歳市は第二位になりました。三位は苫小
牧市、北広島市です。 
財政の健全度では、千歳は北海道で一番になりました。 
このように、都市間競争をしていくときにどこがライバルになり、
何処としのぎを削っていかなければならないか、またその可
能性があるか皆さんもお分かりになるかと思います。 
その為にも市⺠の皆さんと情報を共有しながら、市⺠の皆
さんと一緒になって励んでいきたいと思っています。今後とも
ご理解、ご協⼒を宜しくお願いしたいと思います。今日はど
うも有難うございました。 
 
── 井上親睦活動委員⻑ 
山口市⻑、大変短い時間に貴重なお話を頂きまして有難
うございました。本当はもう少し⻑い時間を設けてお話を伺
いたかったと思います。 次回も宜しくお願い致します。 
ここで、羽生会⻑より謝辞と記念品贈呈をして頂きます。 
 
 

 謝辞・記念品贈呈  会⻑ 羽生 有三 
山口市⻑には熱弁をふるって頂き、皆さんも千歳の近況
並びに市⻑のまちづくりの思いがひしひしと感じられたと思い
ます。これから山口市⻑には末永く我々市⺠のリーダーとな
って頂きたいと思います。ぜひ今後ともご活躍を期待してい
ます。本日は有難うございました。 

 
 乾杯のあいさつ  会⻑エレクト 彦坂 忠人 
今日は山口市⻑有難うございました。 
時間がなくて本当に残念でした。私もこういった話は例会で
初めて聞きました。ロータリークラブで事業・運動をやってい
る⽴場ではもっと市の⽅向あるいはあり⽅を聞く機会があっ
ても良かったのではないかと反省しております。 
しかし、今日このような機会を作ってくださった井上委員⻑
には感謝致します。 
山口市⻑にこれからも益々頑張って頂けるよう、千歳セン
トラルロータリークラブが何等かの形で千歳市の発展に寄与
していきたいと思います。 
 
 幹事報告  幹事 須藤  丈 

 米山記念奨学会より「ロータリー米山記念奨学事業の
豆辞典」を皆さんにお配りしています。また、「2010 年
度事業報告書」を回覧しています。 

 秋の全国交通安全運動「セーフティーコール」のご案内 
日時：9 月 26 日（火）16:00~17:00 
集合場所：千歳市⺠⽂化センター駐⾞場 
クラブジャンパーを着用して集合してください。 

 次回例会のご案内 
9月27日（火）移動例会「⽀笏湖…復興の森成⻑
調査＆親睦野外バーベキュー」 
〇成⻑調査会 

集合場所：ホテルグランテラス千歳駐⾞場 
午前 10 時出発(時間厳守) 

加藤会員よりマイクロバスを出して頂けることになりま
した。ウサクマイ入口より森へ向かいます。⾃家用⾞
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の⽅も定時にホテルにお集まりください。 
※小⾬決⾏、実施困難な場合は当日連絡しま
す。 

〇野外バーベキュー 
会場：つくし保育園園庭(蘭越 90 番地) 
時間：11:30 頃〜約 2 時間を予定 
※⾬天決⾏ 

 札幌矯正管区、札幌刑務所より「第 26 回北海道矯
正展」のご案内 
○日時：10 月 1 日(土)〜2 日(日) 9:00~15:00 
○場所：札幌刑務所特設会場（札幌市東区東苗穂） 

 新千歳空港国際線ターミナル募⾦箱事業について 
これまでいろいろな事情がありましたが、高塚パスト会⻑
が調整をしてくださり、最終的な結論を出して頂きました。
10 月に移⾏、実際の⾏動に移せるという段階まで進め
て頂きましたのでご報告します。 

 
 ニコニコ BOX  ニコニコ箱委員会 委員⻑ 福田 哲明 
山口幸太郎千歳市⻑よりニコニコボックスを頂きました。 
彦坂忠人会員：前回お休みしました。すみません。m(__)m 
清水清光会員：無事につくし保育園の園児を招いての体
験芋掘りを終えることができました。皆さんのご協⼒に感謝
致します。 
土居栄治会員：ゴルフでニアピン賞とりました。(^^)v 
羽生有三会員：ニアピン賞ありがとうございます。 

 
 
 
 

 
 
 閉会のあいさつ  副会⻑ 柏田 欣也 
和気あいあいとしていると時間が経つのは早いものです。 
山口市⻑にはご公務ご多忙のところ、ご講話頂きまして大
変勉強になりました。我々クラブもこれから全面的に協⼒し

ていかなければならない
ということを⼼新たに致
しました。今後益々の
山口市⻑のご活躍を
期待しお祈り申し上げ
ます。本日は大変有難
うございました。 
 
 
 SCHEDULE  

９
月

☆9 月は、新世代のための月間です。
27 日 移動例会｢⽀笏湖周辺・復興の森づくり｣＆「親

睦野外バーベキュー会」 [担当/緑化保全推進
実⾏委員会(佐々木俊哉委員⻑)、親睦活動
委員会(井上委員⻑)] 

10
月

☆10 月は、職業奉仕月間・米山月間です。
4 日 移動例会「職場訪問/コトロパーク」 [担当/職

業奉仕委員会(鈴木委員⻑)、須藤幹事] 
11 日 移動例会｢ふれあい農園 〜収穫・最終作業

〜｣ [担当/ふれあい農園実⾏委員会(高塚委
員⻑)] 食事/レストランインター 

15 日 環境フェア in CHITOSE（市⺠⽂化センター）
15-16 日 RI2510 地区 地区大会（小樽）
18 日 ★移動親睦夜間例会「エアポートホテル アネッ

クス」 [担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)]
25 日 通常例会「ガバナー公式訪問」

10:00 会⻑･会⻑エレクト･幹事懇談会 
11:00 理事会 
12:00 会員集合 12:30 開会点鍾 

11
月

☆11 月は、ロータリー財団月間です。
1 日 ★通常夜間例会「クラブ協議会/友好クラブ締

結15周年事業について」 [担当/友好クラブ委
員会(高塚委員⻑)、須藤幹事] 

8 日 通常例会「未定」[担当/米山奨学⾦委員会
(佐々木俊英委員⻑)] 

15 日 ★移動親睦夜間例会「創⽴例会 in ⽀笏
湖」 [担当/親睦活動委員会(井上委員⻑)] 

22 日 通常例会「未定」[担当/エコプロジェクト実⾏委
員会(羽芝委員⻑)] 

29 日 休会(月末) 

12
月

☆12 月は、家族月間です。 
6 日 ★通常夜間例会「年次総会（36 分例会）」

［担当/須藤幹事］ 
13 日 通常例会「上半期を振り返り」［担当/

須藤幹事] 
20 日 ★親睦夜間例会｢クリスマス家族会｣ [担当/

親睦活動委員会(井上委員⻑)、須藤幹事] 
27 日 休会(年末) 

本日のニコニコ BOX 合計額 7,000 円
今年度 累計額 123,000 円


