
２０１２～２０１３年度 釧路北ロータリークラブスローガン【奉仕の輪を広げ 奉仕の理念で地域に活性を】

３月２７日（水）  本年度第３５回（通算２６７４回）１２時３０分～ 釧路プリンスホテル

　　　　　　　『 釧 路 市 長 　 蝦 名 大 也 氏 講 演 』 　 　　

☆出席報告【会員総数６３名　免除７名　出席計算に用いた会員数６３名】

 ・高橋　貢　君　～　蝦名市長様ようこそお越しくださいました。講演よろしくお願いします。
 ・小林　裕幸君　～　蝦名市長様、本日はよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　
 ・萩原　昭博君　～　誕生日ケーキありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　
 ・小山　義雄君　～　ひな祭り例会で頂いたチケットで鶴雅に行ってまいりました。　　　
 ・毛利　勇二君　～　一年間大変お世話になりました、また一年間よろしくお願いします。
 ・坂入　信行君　～　蝦名市長、本日どうぞよろしくお願いします。　　　　　　　　　　
 ・中嶋　嘉昭君　～　無事、年度末を！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ・伊賀　敬司君　～　市長、たまに飲みに連れて行って下さい。　　　　　　　　　　　　
 ・泰地　浩幸君　～　　　　　　　　同　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ・徳山　淳一君　～　ご無沙汰しております。春とともに活動いたします。　　　　　　　
 ・小松　亮次君　～　蝦名市長様、講演よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　
 ・北川　健二君　～　蝦名市長を歓迎して。

☆会長挨拶☆  
《高橋会長》    

　皆さんこんにちは！先週は休会で例会の無い週は長く感じるこの頃です。慣
れて来たころに年度も終わり近づいて来るものですね。
　東京は桜満開で観測以来２番目に早い開花だそうです。北海道は例年どおり
の開花予想です。５月の野遊会は親睦委員会が楽しい会を用意していると聞き
ました。早く花見で一杯やりたいものです。
　今月は識字率向上月間です。ロータリージャパン抜粋ではありますが、日本
では、読み書きができるということは当たり前のことのように思われています。
しかし、地球上には読み書きができない人たちがたくさんいるのです。読み書
きができなければ、良い仕事を見つけることができず、貧しい暮らしを余儀な
くされますが、そればかりではありません。例えば、薬の飲み方が書いてあっ
ても読むことができないので、どのように飲んだらいいのかわからないのです。
　ロータリーでは、全世界のすべての人たちが、読み書きができるよう、識字
率が向上するように、さまざまな活動をしています。発展途上国のへき地の村
に学校を建てたり、教科書や鉛筆、ノートなどを送ったりしています。文字が
読めないのは子どもたちばかりではありません。成人、特に女性に、文字を理
解できない人がたくさんいます。おかあさんが読み書きできるようになると、
その子どもたちに教えることもできるし、家計を支えるための仕事に就くこと
もできるようになります。このような理由から、ロータリーでは、成人女性に
対する教育も支援しています。
　RI会長田中作次さんは「人道的奉仕の重点化と増加」を3つのRI戦略計画の1
つとしています。2500地区櫻田ガバナーはその「人道的奉仕の重点化と増加」
の中に基本的教育と識字率向上を唱っております。我が北クラブも年度内に何
かの形で識字率向上に寄与いたします。
　さて、本日はお忙しい中、蛯名市長にお越し頂きました。釧路市のためにな
ることを二選目の抱負を交えてお話頂ければ幸いであります。本日はどうぞよ
ろしくお願いいたします。

☆ニコニコ献金
  本日の出席者　　　　　 ４０名 　　　　６３％

 担当/社会奉仕委員会
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　皆さんこんにちは！先週は休会で例会の無い週は長く感じるこの頃です。慣れて来たころに年度も終
わり近づいて来るものですね。
　東京は桜満開で観測以来2番目に早い開花だそうです。北海道は例年どおりの開花予想です。5月の
野遊会は親睦委員会が楽しい会を用意していると聞きました。早く花見で一杯やりたいものです。
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　ロータリーでは、全世界のすべての人たちが、読み書きができるよう、識字率が向上するように、さま
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できない人がたくさんいます。おかあさんが読み書きできるようになると、その子どもたちに教えることも
できるし、家計を支えるための仕事に就くこともできるようになります。このような理由から、ロータリー
では、成人女性に対する教育も支援しています。
　RI会長田中作次さんは「人道的奉仕の重点化と増加」を3つのRI戦略計画の1つとしています。2500地区
櫻田ガバナーはその「人道的奉仕の重点化と増加」の中に基本的教育と識字率向上を唱っております。我が
北クラブも年度内に何かの形で識字率向上に寄与いたします。
　さて、本日はお忙しい中、蛯名市長にお越し頂きました。釧路市のためになることを二選目の抱負を交え
てお話頂ければ幸いであります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
◆幹事報告 
　①麻薬・覚せい剤乱用防止センターよりニュースレターが届いております。
　②米山梅吉記念館、館報と春季例祭のご案内、日時は平成２５年４月２７日土曜日、１４時より場所は米
山梅吉記念館ホール、講師は東京ＲＣ　資生堂相談役の弦間　明氏、演題は「資生堂の社会貢献と東京ＲＣ
の職業奉仕」となっております。なお登録料は無料となっております。
　③国際ロータリー第２５００地区ローターアクト第２回第３ブロック会長幹事会、第３ブロック会議、第
３ブロック春の交流会、第３ブロック合同例会の案内が届いております、日時は４月１３日（土）１６時～
１４日（日）１４時３０分までの　スケジュールです、参加されます会員の方は小林までお願いします。
　④国際ロータリー第２５００地区ガバナーノミニーの公表ということで、櫻田ガバナー、ガバナー指名委
員会　海田委員長より書面が届いております。２０１５－２０１６年度ガバナーノミニー東堂　明　会員
（旭川北ＲＣ）
　⑤社会福祉法人　釧路まりも学園様より過日行われました、卒園式無事終了の御礼のはがきが届いており
ます。
　⑥４月のロータリーレートの案内が届いております４月は１ドル９４円となっております。
　⑦損保ジャパン釧路支社長、村上　裕爾君が４月の人事異動にて鹿児島へ転勤となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆委員会報告 
◆本日のプログラム　
　　　　　　「　釧路市長 蝦名 大也氏 講演　」　　　　　　　　担当　社会奉仕委員会
会
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釧路市長　蝦名大也氏講演

釧路市長 蝦名大也 氏

　本日は、例会にお招きいただきまして有り難うございます。石井社会奉仕委員長の担当例会と

言うことで社会奉仕とは繋がるかなとは思いながらいるところでございますが、我が街、地域を

築いていただいている皆様が、お忙しい中お集まりですので、少しでも有意義なお時間となるよ

うなお話をさせていただきたいという思いでおりますので、宜しくお願い致します。

　配布された資料は予算や観光について触れておりますが、更に、これからの釧路の街づくりを

どう進めていくかと言うことをさまざまな観点から、お話させていただこうと思っております。

これからの地方自治体は、いかに官民の連携が進めていけるかが重要だと考えております。1992

年頃アメリカ大統領が来日したときに、当時のアメリカの会社のビック３を引き連れて日本に来

ました。当時の日本の新聞は、アメリカの大統領が自国の企業の営業にきたという論調でした。

今は、日本の新幹線の台湾へ売り込み、これはJRと共に日本政府も行いました。東京都の水ビジ

ネスも連携をとって行っております。３．１１で停滞しましたが原子力も国をあげて外国に売り

こんでおります。そう考えますと当時の日本の論調とは随分変わりました。現在の人口減少、産

業構造の変化を考えますと、私の就任当初からお伝えしておりますが、この地域の全ての物が地

域の財産であります。気候や特産物は勿論ですが、会社も財産であると考えております。それは、

会社が地域で経済活動を行う中から税収をあがり、雇用が生まれ生活が成りたって居る訳であり

ます。そう考えると、この地域にある会社と連携を取ると言う事は、非常に重要になって来ます。

民間は日々の経済活動の中で極めて高いアンテナを立てておりますし、行政は日々変化していく

制度やしくみなどの情報が取りやすいので、それぞれが、得意な分野で活動していくことが街の

発展にも繋がっていくと思われます。そこで、市役所では都市経営戦略プランというものがあり
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　⑦損保ジャパン釧路支社長、村上　裕爾君が４月の人事異動にて鹿児島へ転勤となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆委員会報告 
◆本日のプログラム　
　　　　　　「　釧路市長 蝦名 大也氏 講演　」　　　　　　　　担当　社会奉仕委員会
会

ます。１つめは財政の健全化、２つめは市役所の改革、最後にプラス成長を目指す政策プランと

いう３つの柱から成りっております。最初の財政健全化では巨額の赤字の第３セクターの解散を

行いました。この課程の情報もオープンにしておりますので、皆様の目でしっかり見ていただく

事も大切だと考えております。さらに、自主財源の確保が重要性です。平成12年度までは、釧路

市の皆様が収めて下さる税収と、国からの交付金はイーブンで均衡が保たれていましたが、それ

以降は、国からの交付金が上まわっております。これは、収入の不安定な状態に繋がっていきま

す。ですから、自主財源の確保が重要になってきます。そのためにも、地元の企業の皆様の経済

活動が活発に行われ、税収が伸びて事が大きな課題でもあります。

　以下は配付資料をご覧頂きたいと思います。

          明日に踏み出す元気なまちづくり

□元気創造枠について
　◇目的
　　・将来に力強く踏み出す元気な街づくりへつながる取り組みの具体化
　◇制度の創設
　　・平成２４年度予算編成の中で、職員からの提案による「元気創造枠」を創設
　　・平成２５年度予算編成においても、「元気創造枠」を継続

    予算編成における元気創造枠

□重点テーマの設定
　◇平成24年度予算
　 　 ・  あらゆる分野での域内循環
　　  ・  雇用・人材育成
　◇平成25年度予算
　 　 ・  地域資源の価値を高め域内循環させる地域経済
　 　 ・  地域を担う人材の育成と雇用
　 　 ・  みんなが安心して暮らせる都市づくり
  　　・  世界に開き東北海道をつなぐ戦略的拠点都市

□提案の流れ
　◇職員がテーマに沿った取り組みを企画立案
　　 ・課内における協議後提案
 　　・審査会による審査
    ◇書類審査とプレゼンテーション審査
　　 ・提案事業の採択決定
         ・予算編成において、具体的な事業費等の決定



□平成24年度予算　　■提案事業数20事業　　
　　　　　　　　　　■予算額2,910万円

採択事業数13事業

【域内循環】
□移住促進事業【203万円】
□ふるさと納税PR推進事業【50万円】
□ペレット生産支援事業【37万円】
□域内循環推進啓発認定事業【114万円】
□定住自立圏地場産品普及事業【351万円】
□信販会社との協業による観光客誘致・活性化事業【200万円】
□Cruise船誘致ネットワーク育成事業【80万円】
□道東道(阿寒IC)開通による地域活性化事業【19万円】
□美術によるまちづくり事業【110万円】
□「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業(一部採択)【210万円】

【雇用・人材育成】
□移住促進事業(再掲)【203万円】
□障がい者雇用促進事業【578万円】
□生活困窮者の居場所づくり・雇用創出事業【721万円】
□スクールソウーシャルワーカー活用モデル事業【241万円】

採択事業一覧

平成24年度元気創造枠採択事業

平成25年度元気創造枠採択事業

□平成25年度予算　　■提案事業数新規25事業継続12事業合計37事業
　　　　　　　　　　■採択事業数新規16事業継続12事業合計28事業
　　　　　　　　　　■予算額1億4,488万円)

【みんなが安心して暮らせる都市づくり】
□(再掲)地域材を活用した、居住コミュニティの創出・再生に　
　向けた住まいづくり【1,105万円】
□保健師の連携強化及びスキルアップ事業【150万円】
□防災教育充実支援事業【65万円】

【地域資源の価値を高め域内循環させる地域経済】
□「未来のお食事博士」育成プロジェクト【94万円】
□くしろカラマツ大作戦【450万円】
□「Leｔ́s地場産品」ショップ設置事業【588万円】
□市民と創る情報発信ネットワーク事業【65万円】
□くしろ元気ファンド形成事業【9万円】
□地域材を活用した、居住コミュニティの創出・再生に向けた
　住まいづくり【1,105万円】

【世界に開き東北海道をつなぐ戦略的拠点都市】
□台湾・桃園空港を活用したシンガポール誘客促進事業
【231万円】
□道内観光客誘致促進事業【184万円】
□あらたな需要開拓による地域経済&雇用再生プロジェクト
　(V〕タイ)【84万円】
□Cruise船誘致のための釧路港MovingImage事業【200万円】
□釧路空港活性化推進事業【489万円】

【地域を担う人材の育成と雇用】
□(再掲)市民と創る情報発信ネットワーク事業【65万円】
□介護雇用促進事業【1,248万円】
□就活学園(スクロイド)事業【1,05７万円】
□教育支援ボランティアステーション運営
　活用事業【21万円】

新規分採択事業一覧
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