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例会日

邦彦

第 1･2･4 木曜日 12:30

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫

第 3 木曜日

18:30

副会長◆松井 一郎

第 5 木曜日

18:00

藤吉 一哉

例会場：「カンティーナ」

幹

逗子市新宿 1-3-15
会

事務所：逗子市桜山 6-3-29
TEL＆FAX：046-873-0226

事◆匂坂 祐二

計◆岡本

新年会（同伴）
於：海狼
―次回のお知らせ―
1 月 25 日(12:30)

久

直前会長◆菊池 尚

棚沢直子氏（大学教授）
「フランスの話」

会報委員長◇宝子山 泰久

報

村松会長の時間
新年明けましておめでとうござい

本日の進行（18:30）

ＳＡＡ◆橘 武

TEL：046-870-6440

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp
Website:http://www.zushi-rc.com/

長◆村松

告

ーチバレーボール大会、市民まつり、インターアクト年

匂坂幹事到着物：ロータリーの友 1 月号、ガバナー月信 1 月号
1 月ロータリーレート：＄１=114 円
開催案内：・1/13（土）13:00～「第 8 回ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ
委員会/ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ/IA 運営委員会」
於：相澤ビル 6Ｆ
・1/16（火）18:30～ 会長幹事会 於：一葉
・4/22（日）
「第 19 回ロータリー国際囲碁大会」
於：日本棋院会館
委員会報告 桐田 IM 実行委員長：2 月 10 日（土）IM 開催
会員集は 14 時さざなみホール前。55 周年時に作成したネク
タイ着用。皆様の出席、ご協力宜しくお願いします。
矢部（房）地区協議会実行委員長：1 月 24 日（水）19 時
逗子商工会館にて地区研修・協議会実行委員会を開催。全会
員の皆様のご協力が必要です、ご出席お願いします。
福嶋雑誌委員長：ロータリーの友 1 月号を今回も抜粋して皆
様にお配りしました。熟読頂きたくお願いします。本年も宜
しく。

次大会、京都への表敬訪問、ガバナーの公式訪問、八景

1 月理事会報告

ます。お正月３日間は天候にも恵まれ、
皆様も爽やかなお正月を迎えられた
事と思います。忘年会、新年会が続き、
お酒の機会も増えていると思います
が、健康にはご留意ください。私は暮
れに、初台のオペラシティコンサートホールに第九の演
奏を聴きに行ってまいりました。ウクライナ歌劇団で指
揮はニコラ・ジャジューラ。テンポが速く軽快な演奏で
した。31 日テレビで演奏されたＮＨＫ交響楽団の指揮者
エッシェンバッハと比べると 7 分も短い演奏でした。指
揮者の解釈が異なると、同じ第九でも印象が大分変わる
ものです。
さて会長に任命され半年が終わりました。上半期はビ

島での家族親睦会、忘年会など、皆様のお力で催事を無

・忘年会事業報告

事終了し、いよいよ下半期に入ります。2 月のＩＭ、4

・2/10（土）IM について…昨日実行委員会を行った。今

月には最大のイベント「地区研修協議会」が開催されま

後は IM 実行委員会内で各担当ごとに個別に活動していく

す。ＩＭは桐田委員長、地区研修協議会は矢部委員長の

・4/8（日）地区研修・協議会につて…1/24 に実行委員

もと、着々と準備が進んでいます。会員の皆様の協力を

会を立ち上げる。人員が必要であり、全会員の参加を呼び

得て無事遂行できればと願っています。どうぞよろしく

掛ける。

お願いいたします。

・予算執行状況報告

→承認

→承認

その他…IM 当日 55 周年記念ネクタイを着用。新会員には

米山ニコニコ

ネクタイを配布する。
財団ニコニコ

菊池、桐ケ谷、大下

各＄10

表彰
ポールハリスフェローに大野会員
「こつこつと寄付をして、このような
賞を頂く事になりました。ありがとう
ございます。
」

4 グループ合同
新会員の集い
1 月 13 日（土）
於：藤沢商工会館
ミナパーク
逗子 RC からは
7 名が参加

卓話 ｢厳しい逗子市の財政 現状と対策｣
①市の財政状況
○人口減少社会を迎え、高齢化も進み

逗子市
市議会議員

匂坂 祐二会員

【対策Ⅱ】サービス見直し
サービスの見直しは合計で2億6,000万円を見込んでいる。

、市税収入は年々減少していく中で、社

【対策Ⅲ】国民健康保険事業特別会計への繰出金の削減

会保障費等の増加という構造的な問題

法定外繰出が大きいと、その分、一般会計でできるはずの事業

がある中、予算をやりくりして市民サー

ができなくなる。減らしていくという方向性。来年４月から市

ビス維持に努めてきた。今般、剰余金を

単独で運営してきた国民健康保険事業が県運営に移行する。⇒

見込みながら予算編成を行ってきたが、

法定外繰出を減らしていく方向性が示されており、その方向性

28年度決算状況が悪化し決算剰余金が

を検討している。

27年度に比べ約６億円減少したことが、

【対策Ⅳ】ごみ処理広域連携による歳入増と歳出減

財政が逼迫した直接的な原因。
○予算の見込みが甘かったため、市税、地方消費税交付金等、

今年度から葉山町との広域での可燃ごみの処理を試行で開始し、
約１億円の処理費を収入している。来年度は試行から、全量受

地方交付税・臨時財政対策債が、27年度に比べて収入額が大き

入となり、約6,000万円の増収を見込んでいる。

く減少し、剰余金が減少することとなった。

し尿処理については、葉山町で一括処理へ移行する検討を行っ

○財政調整基金は、年度当初に４～５億を取り崩し、年度末
に前年度からの剰余金を積み立てることで、最近では７～８億

ており、これによる委託費の減など、1,000万円のコスト削減
を見込んでいる。

円で推移してきた。
○29年度は５億円を当初で取り崩し、補正で１億７千万円を

歳入が減り、社会保障費等が増えていくというのは、人口減少

取り崩したため、現時点での残高は１億となっているが、剰余

・少子高齢化社会においては、構造的な問題でもあり、これに

金がないため、積み立ての見込みもなく、来年度予算では取り

どう向き合い、財政構造を転換し、中長期的に市民が安心して

崩しを見込めないという大変厳しい状況。

暮らし続けていただけるまちをつくっていくか。市民が将来に

○30年度は剰余金の予算を２億は減じなければならない。

夢や希望を感じながら、誇りを持ってこのまちに住み続けられ

29年度当初予算で５億見込んだ財政調整基金からの繰入は０

るよう、しっかりと方向性を示しながら、この状況を乗り越え

となる。合計で７億円の財源不足が見込まれる。

ていきたい。

②財政対策プログラム
○29～30年度の財源不足回避、31年度以降の安定した財政

総合的病院誘致の進捗状況について

運営の確保を目的に、10/25に財政対策プログラムを策定した

昨年11月、葵会は現在配分されている109床の病院開設許可

。５年後（34年度末）の財政調整基金残高10億円確保を目標

申請を行った。また、市と葵会の間で、新病院に関する合意事

としている。

項について覚書を締結した。来年度から始まる県の次期保健医

○歳出規模削減、経常歳入の確保。歳入に見合った歳出規模

療計画で、横須賀三浦地域の不足病床については現時点では、

への圧縮。基金取り崩しをしない。借入は少なく抑える。受益

131床という数字が示されている。そのままだとすると、開設

者負担の適正化を図る。

時に300床には届かない。いずれにしても平成31年3月末に決

③30年度の緊急財政対策

まる増床の追加配分が鍵となる。

【対策Ⅰ】人件費見直し

担当 宝子山

人件費の見直しは2億7,000万円を見込んでいる。

ニコニコＢＯＸ 本日合計
￥４０,0００
累計 ￥１,０５２,５００
0
匂坂君、山口君、岡本君、松田君、桐ケ谷君…本年も宜しくお
矢部（光）君…明けましておめでとうございます。匂坂会員「市
願い致します。
村松君…新たな年が始まります。この 1 年皆様よろしくお願い
します。
松井君…新年明けましておめでとうございます。IM みんなで頑
張ろう！
三宅君、船津君、矢部（房）君、山本（由）君、服部君、北島
君、大野君…匂坂幹事、卓話よろしくお願いします。
橘（武）君、臼井君…謹賀新年
毛利君、福嶋君、菊池君、横山（健）君…明けましておめでと
うございます。今年もよろしく。
鈴木（安）君…年末のジャンケン勝銭を全部ニコニコに投入し
た徳永君、岡本君の男気に感動。
村田君…おめでとう！春は遠いね？

政について」明るい話。？の話。
宝子山君…「晴れの日」が「悲しい日」に。何ともやり切れぬ
悪徳きもの業者の非道！
草柳君…太平洋側の関東は気候安定であるが全国的に冬将軍。
車の安全、風邪ひかないようがんばりましょう。
桐田君…IM の準備も出来て来ました。ご協力宜しくお願い致し
ます。
清水（惠）さん…IM に向けていよいよ活動開始。
小西君…皆様明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願い申し上げます。今年も明るく元気に活動した
いと思います。
【出席報告】 会員数 51 名（出席免除 4 名）
出席者 31 名 出席率 60.78%

