
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県議、本日は誠にありがとうございます。日本の県

の経営宜しくお願い申し上げます。 

9 月 6 日小諸八幡宮例大祭と八朔相撲に黒澤さんと

一緒に行ってまいりました。お客様は山岸議員、市長、

教育長、参加小学校の校長先生 2 名、区長さんと多彩

な顔ぶれの中に加えて頂きました。古式にのっとった

例大祭と八朔角力、屋台も出て大勢のみなさんが参加

されました。豆力士、まわしとても可愛かったです。

詳細は黒澤さんにお話頂きたくお願い申し上げます。 

 

【幹事報告】  黒澤 明男 副幹事 

1．ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」英語

版発行について 

   年 1 回 11 月発行 1 部 定価 500 円＋消費税

（送料込） 

2．第 28 回全国ローターアクト研修会並びに第 13 回ア

ジア太平洋地域ローターアクト会議について 

   日時 2016 年 3 月 18 日～3月 21 日 

   場所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都、国立京都国際会館 

3．こもろプラザ落成式について 

   日時 10 月 12 日 9 時より 

   場所 こもろプラザ 

    会長に出席依頼 

4．４．例会変更 

   小諸ＲＣ  9 月 23 日（水）  定刻受付なし 

         10 月 7 日（水）  定刻受付なし 

         10 月 21 日（水）  定刻受付あり 

千曲川ＲＣ 9 月 23 日（水）  定刻受付なし 

   東御ＲＣ  9 月 23 日（水）  定刻受付なし 

         10 月 21 日（水）  定刻受付あり 

         10 月 28 日（水）  定刻受付あり 

   丸子ＲＣ  9 月 24 日（木）  定刻受付あり 

         10 月 1 日（木）  定刻受付あり 

         10 月 29 日（木）  定刻受付なし 

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 掛川興太郎 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

◆ｹﾞｽﾄ 山岸 喜昭様（長野県議会議員） 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 長野県議会議員 山岸善昭様、ようこそおいで頂

きました。お話楽しみにしております。 

国の経営は国会議員の先生方、県の経営は県会議

員の皆さん、市の経営は市会議員の皆さんがやって

おられると思っております。 

変化のスピードが速くなってきた世界の政治、経

済、人口、自然、軍事、テロ問題等山積み。 

そして日本の置かれている立位置においても、方

向、誤らぬようにして欲しいと思います。国もそう

ですが、県においても市もそうですが一番の問題は

人口減少社会の未来像であると思います。地方行政

の広域化への対応が 30 年、50 年先の姿をつくって

いくと思います。山岸県議のご意見お聞かせ頂きた

いと存じます。 

さて、もう一ついつも心配しておりますが、私に

わからない問題があります。日本の国の財政は大丈

夫でしょうか。長野県の財政は大丈夫でしょうか。 

小諸市の財政は大丈夫でしょうか。実質収入の 2倍

の支出 国県市おおむねそんな姿なのでしょうか。

この流れでプライマリーバランスなんて嘘だと思

います。 

年商の 2年分、1人 1千万円の借金、5人家族で 5

千万円の借金。まだまだ借りて収入の倍の生活を続

けている我が国。会社の経営では考えられません。

家庭の財務でも考えられません。個人の財布でも考

えられません。日本の国、長野県、小諸市の財務は

大丈夫でしょうか。教えていただきたいと思いま

す。 

 

◆会 長 / 渡辺 頼雄    ◆副 会 長 / 掛川興太郎 

◆幹 事 / 前田 博志    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１２８９  平成２７年９月８日  
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5．週報 

  佐久、上田、東御ＲＣ 

・例会終了後理事会 

≪本日の配布物≫ 

週報 1288 号、ロータリーの友 9月号、 

合同夜間例会案内 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

◆ニコ BOX    小林 秋生 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】 「県政報告」 長野県議会議員 山岸 喜昭様 

   

り、議長経験者やベテラン議員が占めており、緊張しながらやっていきます。 

これからは、次世代を担う、若者が、未来に向けて、夢を描く事や、希望が持てる様な、地域をつくる事 

でありまして、今こそ、市民と、行政、政治が一丸となる事が、必要であると考えております。今まで、県 

民にとって、市民にとっても、県庁や県会は遠い存在、何をやっているのか見えない、と言われてきました。 

私は、この４年間は、マニュフェストであった、県との太いパイプ役に！もっと身近な県議会！ という 

ことで取り組んでまいりました。少しは、パイプが太く、距離が短くなったかな？と感じているところでご 

ざいます。 

これからの活動としまして、活動理念は子供達の未来に夢を！小諸に元気な明日を！ 

長野県の更なる発展を！目指して行きます。「誠意」「勤労」「見識」「気迫」を信条として、県政の道を歩ん 

できました。「やる気」「元気」「よしあき」をキャッチフレーズにこれからも「長野県の更なる発展」「浅間山 

麓広域連携の推進」「小諸に元気な明日を」「子供たちの未来に夢を」という姿勢で取り組んでまいります。 

私は、全ては寛大な気持ちをもって、建設的な議論を行い、結果を出していく事が、私に課せられた使命で 

小林 秋生君 

秋の長雨が続いております。い

つ晴れ間になるでしょう。あまり

長いと各方面への影響が心配で

す。急な涼しさ、皆さん風邪など

にご注意の程。 

黒澤 明男君 
山岸県議の県政報告、卓話有難

うございます。 

神津 恭通君 
山岸県議の県政報告楽しみに致

しております。 

山岸 善昭様 

本日、卓話をさせていただきま

す。心温かい歓迎を頂き有難う

ございます。 

橋詰 希望君 

山岸県議、ラッキー賞有難うござ

いました。10 月 4 日甲府第一高

校の応援ご都合つけてご参加下

さい。 

渡辺 頼雄君 
山岸県議、本日はお話、宜しくお

願いします。 

◆委員会報告 

 奉仕プロジェクト委員会  橋詰 希望委員長 

  ・八朔相撲について 

  ・甲府第一高校強行遠足について 

 クラブ広報・情報委員会  工藤 泰一委員 

  ・ロータリーの友 9月号紹介 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．８  橋詰 希望君 

 

◆出席報告 中河 邦忠委員 

 

会員数 ２３名 出席義務者 ２２名   

免除者    １名 

  本 日        出 席    １８名 
           事前 MU 0 名 ８１．８２％ 

前々回（8/25）   ＭＵ  0 名 ７３．６８％ 

 

 

 

春の統一地方選挙、長野県議会選挙におきまして、再び、県政に送ってい

ただきまして、誠にありがとうございました。初心に返ってしっかりと、多

くの地域の課題に取り組んで参りますので、今後共御指導よろしくお願い申

し上げます。所属会派は、新しく改名し「信州・新風・みらい」に所属して、

会の副代表を務めています。又、５月の臨時議会におきまして、常任委員会

では「危機管理・建設委員長」の命を賜りました。１０名の委員会構成であ 



あると考えております。 

２期目の、基本施策としまして今、世の中は人口減少が進み、少子化、高齢化に歯止めがかからない、また、

地方から若者や、優秀な人材の流出がみられ、今、まさに地域社会の存続が、問われています。持続可能な地

域社会を実現させる為には、地方における産業振興政策と、就業・雇用政策との一体的な推進と共に、高速交

通網の延伸に伴い、広域連携での観光振興や、地域の事情に即した、医療・介護・子育て支援など、社会保障

政策の実現に向けても取り組んでいかなければなりません。経済対策・戦略が必要 地方の時代 地方が元気

にならなくてはいけないと言われ、地方経済の活性施策として、地方創生ということで、国においても、「まち・

ひと・しごと」という事で取り組んでいます。 

今、日本の人口が減り始めています。長野県は、これから３０年先は５０万人ぐらいの人口減少する、と言

われています。今の、長野県人口は２１０万人から１６０万人になってしまいます。地方では、若い人達たち

が、都会に働きに行き、県外の学校に進み、地元の暮しを支える人がいなくなってきました。また、都会に住

みこんだり、学校が終わっても帰って来ないのが現状であります。  

今、人口減少の時代を迎えて、地方の時代と言われていても、人も物も金も、東京や大都市に集中している。 

このままでは社会のバランスが崩れてしまいます。商業・農業・観光などの経済も縮小してしまいます。働く

人や後継者がいなくなっています。又、未婚率、結婚しない若者が増えています。恋人がほしくない。面倒く

さい。自分のやりたいことをやる、仕事が生きがい、恋愛の進め方がわからない、積極性が無く失敗を恐れて

いる、というアンケートが出ています。 

また、女性は親との同居が多い。男性は若い人たちの収入が少ない。という事だそうです。これじゃー、将

来の日本が心配ですね。やはり、若い人たちに魅力ある地域、故郷づくり。また、安心して働ける、子育ての

できる、安定した収入が得られる環境が必要です。 

しごと 

国の施策では、地方に引っ越す企業の税金を安くする。農業(就農)や漁業を応援する。と言っているが、現

実は、中々難しい事であると思います。働く場所の確保、帰ってきても働く場所がない若者の起業の推進(長野

県は下位) 県は予算化している。ひと・若者が安心して子育てができる様な地域を目指す。女性が活躍できる

地域づくりを目指します。都会に住む人に地方の暮らしや、仕事や住まいなど地方を紹介するセンターをつく

る。 

長野県は、東京銀座に銀座 NAGANO を拠点として、信州の物産販売、観光案内、移住・交流の推進に取り組ん 

  でおります。個性豊かな人材確保 、文化人など移住を進める。出産や子育て相談のセンターを増やす。今の

日本の人口は１億２７００万人ですが、２０６０年には８，７００万人になると言われています。１億人維持

することが目標です。若者・女性が安心して働ける、魅力ある就業環境の整備が必要であります。若い人に働

ける場をつくり、安心して子育てができるように取り組んでいきます。このように、地方の人口減少に歯止め 

をかけて、豊かな生活を営める地域社会の形成を目指すよう取り組んでいきます。 

県におきましても、知事も具体的な施策を打ち出して、地域を活性する、地域創生にスピード感を持ちフロ

ント・ランナーとして、どの都道府県でも取り組む内容よりも、上回る様な施策を打ちだす！としています。 

私も、是非、まち・ひと・しごと地方創生総合計画に取り組んでいきます。 

福祉・医療の充実について 

医療機関のドクターバンク事業の推進を進めていきます。この地域は、３次救急の佐久医療センター、佐久

総合病院の第２期工事に着手、軽井沢・御代田にも中型病院があり、浅間病院があり、また小諸厚生病院が、

秋には着工予定である。浅間山麓、佐久地域の医療体制は、大変充実されていると思います。これからも、医

師の確保に取り組み、引き続き、地域医療施設・福祉施設の充実と、環境整備の推進を進めてまいります。し

かし、福祉施設の充実だけでは、福祉の充実とは言えません。特に、看護師、介護士が課題であります。５年

後には、介護士の不足が始まると言われています。 

農林業の活性化 



農業大学校  小諸農業大学校 ５億７千万円 

小諸農業大学校の施設充実を進め就農者、若手の担い手、後継者育成、就農者育成施設の充実で就農者、後 

継者づくりということで、これまで、農業大学校との意見交換、若手就農者との意見交換会、農業経営協会と 

の情報交換会など、毎年開催しています。 

●新規就農者や農業後継者の人材育成と、移住・交流人口の増加を図り「生活できる農業」の確立 

●森林税の活用として、里山間伐や水源林保全の推進 

●有害鳥獣の駆除政策  鹿年間４０，０００頭駆除目標 

産業・観光振興・雇用対策 

●山岳高原観光の推進    

浅間山の防災体制の充実 

●東京オリンピック開催に合わせ、外国からのスポーツ観光と海外選手の、県内保有施設の利用推進 

●医療と健康とスポーツを結び、健康長寿とトップアスリート育成を目指す高地トレーニング施設構想の実現 

●世界的な行事 

「軽井沢閣僚会議」 

来年度は、全国的行事「全国植樹祭」県内大型行事「諏訪御柱祭」「大河ドラマ真田丸」など観光・産業・雇用 

活性の実現 

●インバンド、外国人の観光振興  

 ２０１４年の訪日外国人 １，３４０万人 経済効果 ２兆円  １．台湾、２．韓国 ３、中国 

 消費額(１人あたり)台湾１２，５千円 韓国７，５千円 中国２３、１千円 平均１４，８千円 

８月に知事と韓国訪問してきました。アシアナ航空の社長と会談して参りました。信州まつもと空港のチャー

ター便の利用活用の要請をしてきました。 

教育・問題 

人材や若者の県外流失に歯止めをかけるためにも県は、国際的な４年制の新県立大学を平成３０年に設立を目 

指し、これからのグローバル社会に伴い、行政、企業、新県立高等教育機関などと連携し、世界に羽ばたく人材・

先端人材の育成と能力開発の推進し、信州に住む若者たちが公立校で学ぶことを目指しています。 

私立大も、長野大学が上田市立大(公立大)に向けて検討、新潟市の新潟薬科大が上田キャンパス長野薬学部を 

検討。松本大が２年後に教育学部申請という事で、県内の大学で、いろいろな動きが出ています。 

次世代を担う、若者を地域の中で、どう人材を育成していくか？県内の若者を、県内で育てる、県内で学べる 

学校と学生が増えることは、大変いい事である。経済、医療、観光、福祉、農業などの取り組みも大事でありま 

すが、最後は教育であると思います。 

長野県にとっては、これから人づくりです。若者が夢を持ち、故郷を活性するのは、教育と、働く場が必要です。 

私は、今後このような取り組みをしていきます。長野県も小諸市も飛躍の時を迎え、又、変革の時を迎えています。 

 ２７年 新幹線金沢まで延伸 ２８年 諏訪大社御柱祭り・全国植樹祭 軽井沢  先進国閣僚会議 

 ２９年 冬季国体  Ｗカップ開催国 ２０２０年 オリンピック開催 

小諸市においては 

２７年８月 新ゴミ焼却施設 クリーンヒル・こもろ開所 ２７年７月 市庁舎落成  小海線８０周年記念 

２９年 小諸厚生病院落成 

長野県にとっても、小諸市にとってもチャンスの時を迎えている。また、日本のモデルになる、弱者・高齢者 

が安心して住める、環境に優しい、コンパクトシィティの実現を目指して、しっかりと県政に反映できるよう、 

取り組んでいきたい。 

県や、行政が県民、市民の為に何をする、何をしろではなく、県民、市民が市・県・国の為に何をするのか、 

できるのか、しなければならないのか？を考える時代が来ています。 

 次 週 のプログラム： ９月 １５日  「新 世 代 月 間 によせて」 奉 仕 プロジェクト委 員 会  

次々週のプログラム： ９月 ２２日  法 定 休 日 の為 休 会  


